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 平成 26 年 4 月　

平成 26年度大阪大学澪電会総会・講演会・懇親会ご案内

 澪電会会長　藤野　隆雄

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 26 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 150 名を超える卒業生や

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、多数ご参加下さますようご案内申し上げます。
 敬　具

記

日　時： 平成 26 年 6 月 6 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 ～ 18：00
 　　「原子力から電気に移って 18 年、を振り返って」
 大阪大学大学院工学研究科電気電子情報工学専攻　教授　　飯田　敏行　先生
 　　「有機の光を求めて　25 年の歩み」
 大阪大学大学院工学研究科電気電子情報工学専攻　教授　　大森　　裕　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 17 年度以降の方　　　　 7,000 円
 学部卒業平成 16 年度以前の方　　　　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、出欠のご返事を同封のはがきにて、来る 5 月 23 日（金）までにお知らせください。

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　藤野　隆雄
（通・昭46）

各支部の総会、見学会に参加して

昨年 6 月に澪電会会長を拝命し、ほぼ 1 年近く経過
しました。その間、各支部の総会・見学会に出席し、
支部の皆さんとも懇談させて頂きました。各支部の皆
さん有難う御座いました。

東海支部の総会・見学会は恵那から 3 セクの明知鉄
道で 30 分ほど進んだ岩村で開催されました。岩村城
は織田と武田が争奪戦を繰り広げた城で、信長の叔母
さんが女城主を務めた日本 3 大山城の一つとして有名
です。その岩村町の伝統的建造物群保存地区の中にあ
る岩村酒造の見学と試飲をさせて頂くと共に、江戸情
緒を思う存分味わってきました。

中国支部では松江にある「島根原子力発電所」を見
学させて頂きました。

島根原発 3 号機は安全対策を十分に盛り込んだ最新
鋭の沸騰水型プラントで、東日本大震災後の地震・津
波等自然災害に対する対策の強化工事が精力的進め
られ、見学時点ではほとんど完成といっても良いレベ
ルまで工事が進捗していました。小高い丘の上から敷
地全体を見渡したところ、海岸線に沿って相当な高さ
と幅を持った防潮堤が周囲を取り囲み、まさしく要塞
という表現がぴったりする一種異様な雰囲気すら感
じるほどの対策がなされており、これで、たとえ大地
震・大津波が発生しても大丈夫であろうと言う印象を
受けました。一日も早い運転開始を期待しています。

北陸支部では金沢の兼六園に隣接した「伝統産業工
芸館」と金箔の製造と販売を行っている「箔一」を見
学しました。伝統工芸といえば京都のイメージがあり
ますが、今ではすっかり廃れてしまい、現在の京都に
は残っていないものも数多くあります。金箔製造技術
もその一つだそうで、金沢の金箔の全国シェアは 98 
% にも達し、金閣寺や日光東照宮、名古屋城など多

くの場所で使われているそうです。「箔一」では金箔
を建築資材に留まらずもっと用途を広げようと、箔を
打つときに箔と箔の間に挟む箔打ち紙の上部で油を
吸いやすいという性質を生かして「あぶらとり紙」に
応用し、それをきっかけとして化粧品分野への進出、
さらに食品金箔事業へも拡大するなど、産業として自
立して常に革新していく努力をされているのが大変
印象的でした。

これまで伝統工芸といえば補助金で保護するもの
と安易に考えていましたが、保護政策だけでは動物園
の動物と同じでいずれ絶滅の道を辿ることになりま
す。伝統を伝統で終わらせないためにも技術の伝承に
とどまらず、自ら革新を加え用途拡大と販路の開拓に
取り組んでおられる姿は工学部出身の私たちにとっ
て大変考えさせられるものがあります。

四国支部の見学会は愛媛大学で行われました。愛媛
大学ミュージアムでは見たこともない様な種類の昆
虫の標本の展示や、タンパク質合成技術を平易に解説
展示した「生命の多様性」のコーナー、愛媛大学の敷
地から出土した土器類やたたら製鉄などの歴史を展
示した「人間の営み」のコーナーなど研究の成果や地
元の歴史・文化を、ボランティアの大学院生の案内に
より市民に判り易く伝えるという試みをされていて、
研究室にこもらず公開していこうという開かれた大
学の姿を見る事が出来ました。

本部主催の見学会ですが、今年は阪神電鉄さんの全
面的な御協力で、運転手・車掌の訓練シミュレータ―
や運行指令室、車両整備工場など普段なかなか見る事
の出来ない施設を見学させていただきました。特に、
訓練シミュレータ―では全員が交代で実際の訓練を
体験させて頂き、車両の運転や車掌業務の難しさや厳
しさを味わう事が出来ました。そして、鉄道という社
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会インフラに携わる阪神電鉄さんの真摯な姿勢・責任
感・意気込みといったものを直接感じる事が出来て大
変有意義ではなかったかと考えています。

澪電会は阪大工学部電気系卒業生相互の親睦を深
め、母校の研究・教育活動を側面から支援するという
目的を持っています。今年度の見学会も見学場所や内
容はそれぞれ様々ですが、技術の伝承、社会への公
開、教育訓練のありかたなど澪電会活動にぴったりで
あったと自画自賛しています。各支部の総会・見学会
の準備にあたって頂いた皆さん方に改めてお礼申し

上げます。また、今回残念ながら日程の都合により九
州支部には出席する事が出来ませんでした。九州支部
の皆さんには大変申し訳なく思っています。

これからも本部・支部の活動に参加される皆さんの
満足度を上げるべく、澪電会役員一同創意工夫を凝ら
して様々な企画をしていきたいと考えていますので、
会員の皆さんのふるっての御参加をお願い致します。

最後に、会員の皆様方のこれからのご健勝とご多幸
をお祈りしまして、私からの御挨拶とさせていただき
ます。
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講演会からの話題

「知者不博、博者不知」は老子が紀元前 500 年頃に残
した全 81 章の「道徳教」の最終章の中にある言葉だ。
難解な道徳教全章を漸く読みこなし、やっと最終章にた
どりついた時、老子は「貴方はまだ何も知らない」と読
者に最後の皮肉を言っているように聞こえる。この文の
英訳を見ると博者は learned となっているので、学ぶこ
とと知ることは別だという意味にも取れるし、博者すな
わち東大生のように物知りは何も知らないともとれる。
何れにしても意味深い言葉である。今回はこの言葉の持
つ意味を少し掘り下げて考えてみて、私なりの解釈を付
け、会員諸兄のご意見を伺いたいと思っている。

禅宗では老子を教科書にしている。静かに座禅をして
三昧の境地に達することで初めて自我の根底に有るもの
を発見し、これが悟りの境地に導いてくれるという。こ
のプロセスを私の師である故大徳寺南嶺和尚はこう言っ
ている「座禅をして心を空にする、そうして無の境地に
到達する、その無をさらに取り去る、取り去った状態を
さらに取り去る」と。仏教では知者は悟った人と解釈す
る。悟りは、全ての博を捨て去ることで得られると言う
訳だ。老子のこの文「博者不知、知者不博」は正に悟り
のプロセスを表している。実際 Buddha はサンスクリッ
ト語では「知った人」を意味し、正に老子の「知者」に
相当し、悟りを開いた人を表す。「Buddha」と「知者」
は紀元前のソクラテスと同じ頃、数千キロも離れたイン
ドと中国でほぼ同じ時期に作られた言葉だ。実に興味深
い事実である。それでは日常生活において「知者」とは
何を意味するものと解釈すべきか ?

我々は実際学んだこと、「博」、を人に説明しようとす
ると実は分かってなかったことによく気づく。つまり博
者になっても実際には何も分かってなかったことを良く
経験する。それでは習った内容を人に分かり易く話すこ
とが出来るレベルになるのが知者だろうか ?

前記の南嶺和尚はさらに付け加えて言う、「悟りは、
それに留まっているものではない、それが毎日の生活に
生かされねばならない、食事の時にも、歩く時にも、仕

事をする間にも、その中に悟りが生きて初めて悟りの意
味が有る」と。それでは禅宗坊主でない我々科学者にと
りこの言葉の意味はナンだろうか ? 私は「知者」とは得
た知識を消化して自分のものにし、その上で想像力を発
揮して新しいものを生み出し、社会に貢献することだと
考えている。

ここで創造力について少し考えてみよう。私は「生体
は食物（タンパク質）と酸素の摂取することで体内の細
胞を作り替え、これによってエントロピーを常に下げ、
体内で増加したエントロピーを排出することで生命、即
ちエントロピーの少ない状態、を保っている」と説いる。
注意しなければならないことは、エントロピーが大きい
と言うことはより複雑であるということではない、不確
かさが大きいということだ。ただ、より複雑ものは不確
かさがより大きくなり、エントロピーが大きくなりがち
である。生体がエントロピーを低く保っているのは二十
年ごとに新しく立て替えた社に遷宮をする伊勢神宮のよ
うなものだ。この意味で、老子のこの言葉を生理学的に
解釈すると、余計な知識を捨て去ることにより脳内のエ
ントロピーを下げ、エントロピー最小の状態つまり不確
かさのない状態にしなさいと言っているとも解釈でき
る。そして、南嶺和尚の言葉の言う全てを取り去った無
の状態とは、脳のエントロピーを最小状態、別の言い方
をすれば基底状態にすることである。この結果、初めて
悟りを日常の生活に生かすことが出来る、つまり、創造
的仕事ができる。水素原子の例を出すまでもなく、基底
状態の原子は外部の刺激に最も敏感に反応する。これと
同様、博を捨て去り、脳のエントロピーを下げ、エント
ロピー最小状態に持って行って初めて「知者」となり、
そこから創造的仕事が生まれる。

禅での悟りのプロセスを 10 コマ漫画で表した十牛の
図というのがある。（例：www.idotservices.info/page.
cgi?kouitsu+ext3）この図は悟り（牛）を求めて旅に出
る人間の様子を通じて悟りへの道筋を絵で表してある。
悟りに到達すると牛も人間も消え、無、つまり円相、○、
が出てくる。しかし、円相は 10 コマ漫画の 8 番目で最
終コマ、つまり最終ゴールではない。9 コマ目では円相
に続いて、この丸の中に花が咲き、そして最終コマでは
喜捨をする人の姿が現れる。科学者の立場で言えば、こ
れは想像力を通じて社会に貢献することを表していると
考えられる。長年学問をして科学的知識を身に付け、やっ
と分かったと満足しているだけでは駄目なのだ。次には
そうした知識「博」を捨て去り、無の状態にもどり、そ
こから新しいモノや知識を創造し、世の中に役に立つこ
とが出来て初めて科学者としての「知者」になれると私
は考えている。

「知者不博　博者不知」

長谷川　　晃
（昭和32年通信）
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話　　　題

昭和 48 年、電気工学の修士を終了し、日本国有鉄道、
JR 西日本に勤めて、41 年になります。公社の国鉄から、
民間企業の JR 西日本、その間、異なる業態の仕事をし
ました。鉄道電気の世界、コンビニのチェーン展開、百
貨店の開業と経営、インターネット JR 券予約サイト構
築、ホテルの経営。これらを、国鉄、JR 本社、また JR
子会社で携わりました。以下に、これらの仕事を通して
の感想を、紙面の関係で二つ記します。
マニュアル（手順）の性格…絶対と相対

鉄道で、私は主に「信号技術者」として仕事をしました。
信号は、列車運行の安全を担保する最後の砦です。ですか
ら、信号機（特に出発、場内信号機…絶対信号機と呼ばれ
ています）が故障した時の列車の運行取り扱いは、厳格な
取扱いマニュアルが定められています。それを完璧に守ら
なくてはなりません。つまり絶対マニュアルです。それを
守らず大事故を起こしたのが平成 3 年 5 月 14 日に起きた
信楽高原鉄道列車衝突事故です。信号回線の不具合があり
ましたが、「最後は人間が安全確認の手続きを厳守するこ
とにより安全が確保される」ことを悲しいまでに示した事
故した。一方、百貨店、ホテルの接客・接遇マニュアルに
なると様相は違ってきます。その基本は、お客様の満足の
ための接客・接遇の標準的なマニュアルです。それは、あ
くまでも標準的なお客様の「満足」のためのマニュアルで
す。ところで、同じお客様でも、時によって求める接客・
接遇の内容は違ってきます、例えば、ゆったりと過ごした
いお客様には、こちらもゆったりとした気持ち、態度で接
するべきです。時間的に急いでいらっしゃると感じたなら、
素早く、迅速に事を行うのがその時の接遇であるべきです。
つまり、お客様のその時の気持ちに合わせた、接遇が求め
られます。つまり相対マニュアルです。

ですから、絶対マニュアルはお客様を第一に考えてはな
りません。信楽事故が起きたときは、世界陶芸祭が開催さ
れており、信楽高原鉄道は送客に追われていました。お客
さんのことを考えての見切り発車的な行為をして事故は起
こったのです。絶対マニュアルで対処すべきときは、お客

経験的企業・業態特性比較

㈱ジェイアール西日本ホテル開発
代表取締役社長

土　師　総　一

様のことは一旦考えず、マニュアルどおりの手順を遵守し
なければなりません。それが、結局はお客様のためなのです。
日本人の企業観…製造業と非製造業

コンビニを駅構内でチェーン展開をする事業の責任者
になったときの戸惑いを、今も思い出します。鉄道電気
技術者から店舗開発担当者への変身です。鉄道業から小
売業です。業態が違います。私は元来、商売には向いて
いないと思っていました。ですから、セブンイレブンの
鈴木敏文氏の「商売は科学だ」との言葉が心のよりどこ
ろになりました。「科学であれば理科系の自分にもでき
るだろう。」の思いでした。時あたかも、チェーンスト
アが EOS、POS 等でシステム・ネットワーク構築して
いる頃でした。そして後年、百貨店を経験し、現在、ホ
テルの経営に携わっています。

このような業種変更を経験し、自分を含めた、日本人
の企業・業態に対する価値観を考えました。日本には江
戸時代の「士農工商」という言葉があります。それは、
士という為政者、いわゆる「公」の下に第 1 次産業の「農
業」、第 2 次産業の「製造業」、第 3 次産業の「商業・サー
ビス業」という序列をつけた職業観です。また、資源の
無い日本は、資源を輸入して、加工し、輸出して国の富
を確保してきました。その中心が第 2 次産業の「製造業」
です。製造業は「物（有形）を作り出す」生業です。そ
のような経緯で、日本人の一般的職業観は「公」「製造業」
に対する尊重・重視意識が潜在的に形成されたのではな
いかと思います。今般、日本経団連の会長は交替します
が、引き続き製造業出身の会長が勤めます。このことも
そのような意識の具体的な表出と考えます。

一方、第 3 次産業の「商業・サービス業」は、「価値（無
形）を作り出す」生業です。過去、その価値の一般的評
価が難しく、このことも「製造業」に対する尊重・重視
意識を生んだと思います。しかし、「商業・サービス業」
の価値の評価は、今、変ってきました。それを可能にし
たのがコンピュータ・ネットワークシステム・伝送技術・
インターネット等の進展・発展です。これらの技術を使
いこなして、顧客志向の商品開発・商品展開・販売サー
ビスを弛むことなく行ってきたのです。このことが、「商
業・サービス業」の価値を高めてきたのです。

第一次産業は「土地の産業」、第二次産業は「機械の
産業」、第三次産業は「人中心の産業」ともいわれてい
ます。電気通信電子工学はすべての産業の基礎になりま
すが、「物（有形）を作り出す」生業、「価値（無形）を
作り出す」生業の両面に過去、大きなインパクトを与え
てきました。また、今後も与え続けるでしょう。その自
信と矜持を抱いて、電気通信電子技術者は努めて行くべ
きと考えます。
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話　　　題

昨年 9 月から、私は全く新しい人生を経験しておりま
す。それは満 64 歳と 7 ヶ月にして、生まれて初めての
会社勤めをしていることです。それも、北緯１度強とい
う赤道直下に近い、シンガポールに来ての経験で、現時
点（2014 年 2 月）でかれこれ 5 ヶ月になります。

私自身、1979 年に名古屋大学空電研究所助手として採
用されて以来、昨 2013 年 3 月末日に大阪大学を定年退
職するまでの間、純粋な大学人として 34 年間過ごして
きましたので、一般的な知識はともかく、正直言って大
学の外の社会は知りません。早い話「会社勤め」とはど
んなものかと、考えたこともありませんでしたから、全
くの未知数だったというのが正直なところでしょうか ?

のっけからいきなりの書き出しとなりましたので、何の
ことやらと諸先輩や後輩の皆様はお考えかも知れません。
私は昨年、大阪大学を定年退職いたしましたので、ともか
くも名誉教授の称号を大阪大学から頂いております。とは
いえ我が国は高齢化社会ですから、64歳にして悠悠自適と
いうわけにはまいりません。実際二・三の大学から定年後
のお誘いを頂いていたのですが、どうにも踏ん切りがつか
ず悶々としておりました。それが一昨年9月の事、雷防護
の国際会議で、シンガポールにある防雷関係の会社のシン
ガポール人社長とご一緒する機会があったのです。その会
議以前にも、何度かお会いしておりましたのですが、私が
程なくして定年を迎えることを知ったその社長から
「定年したら、シンガポールに来て雷の研究をしてみないか？」

とのお誘いを受けたのです。
実はその社長の会社は、防雷装置を東南アジアに販売・施

工している会社なのですが、私にしてみれば、そのお誘いは
どの程度真剣なのか、測り難いものもありました。ただ社長
の人柄は、大学人の私にはきわめて明快に映りましたし、会
社で研究をという提案は、新鮮でもありました。さらに私は、
2011年9月から2013年9月の間エジプト・アレキサンドリ
アに住んでおりましたので、外国に住むということに関して
の違和感は全くありませんので、少し真剣にシンガポールで
の研究含め新しい生活を考えてみることにしました。

シンガポールからの便り

河　崎　善一郎

ちょっと気障なようですが、私は「生涯一雷放電物理研
究者」であることを夢想しておりました。そんな気持ちと
は裏腹に、大阪大学での最後の5～6年間は、エジプトで
の生活も含め、必ずしも研究中心というわけにはゆきませ
んでした。今となっては日暮れて途遠しとでもいうべきで
しょうが、まだやり残したことがあると、忸怩たる思いも
あったのです。ただ有難いことに私の研究は、野外で観測
を実施して、観測結果を解析するといったところにありま
したから、学生諸君とは解析結果を見ながら議論だけは意
識して続けてきました。仮に研究が理論的な立場のものだっ
たとしたら、5～6年の研究の中断は、思考能力が減退し、
本来の状態に戻すのに、ハードルが高いに違いないでしょ
う。しかし観測的な研究というのは、ある意味経験がもの
を言います。つまるところ現場復帰が、思いのほか容易に
できそうですので、結論としてはシンガポール行きの誘い
を受けさせて頂くことにしました。それにその会社は、日
立製作所の M&A を受けており Hitachi Critical Facilities 
Protection Pte. Ltd. と親会社の冠を頂いておりますので、64
歳にして大会社の末席を汚すことに相成ったのです。いさ
さか出来過ぎた話しながら、私が指導申し上げた現役最後
の工学博士が、日立製作所本社に就職しましたので、弟子
と師匠が同期入社の同僚となってしまったのです。

それに日立製作所といいますと、もう一つ思い出があ
るのです。それは私が通信工学専攻の後期博士課程 2 年
生の時のことですから 1975 年、おおよそ 40 年前のこと
になります。その年の就職担当教授から
「善やん、博士号取ったら日立製作所に就職せぇへんか？

就職決めるんやったら、奨学金も出してもらえるでぇ。」
と、声をかけて頂いたのです。私達の学年は団塊世代の最
後の方で、高度成長を旗印に行われていた国立大学教官の
定員増もほぼ飽和状態で、大学（アカデミア）への就職は
容易で無くなりはじめていたのです。そういう時期でした
ので、私としては本音で少し迷いましたが、結局お断りし
て2年後に名古屋大学に席を得たのです。ただ今回お声を
かけて頂いたのが、40年前にもお声をかけて頂いた日立製
作所ということもあり、私としては何やら宿命といったも
のを感じた次第です。私の好きな作家のひとりに、宮本輝
さんがいます。宮本さんの最近の作品の多くは「人と人と
の出会いは、決して偶然ではない。」という共通の主題の上
に立っていると、私は理解しています。それも「縁、因縁」
といった安っぽい浪花節ではなく・・・。これが64歳の私
を決断させたもう一つの原因と申し上げると、諸先輩・後
輩の皆様方はどう受け取ってくださるでしょうか。

いずれに致しましても、65 歳にもなって（1 月 17 日
が誕生日ですので）未だにシンガポールで雷を追いかけ
ているというのが、私の近況報告です。
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母校のニュース

大阪大学未来戦略機構

大阪大学では、部局横断的な教育・研究を推進する
ために、新たに「未来戦略機構」が平成 23 年度に発
足しました。専門領域の教育・研究はこれまで各部局
で行われてきましたが、現代社会には多様な面から解
決するべき幾多の課題が立ちはだかり、専門領域を越
えた新たな取り組みが求められています。未来戦略機
構では、科学政策や国際戦略、あるいは分野横断的な
研究領域の開拓、深い専門性と多様性を有するグロー
バル人材の輩出、基礎研究の推進、若手研究者の育成
など、大学全体が取り組むべき戦略的課題に柔軟かつ
機動的に対応することを目的とし、総長を機構長とし
て、中長期的視野に立ち大学全体を俯瞰しつつ、部局
横断的な教育・研究が推進されております。

平成 23 年度に文部科学省の「博士課程教育リーディ
ングプログラム」として本学から 2 プログラムが採択
され、さらに、平成 24 年度には 3 プログラムが新た
に採択されましたが、未来戦略機構は、これら 5 プ
ログラムをそれぞれ第一部門から第五部門として受
け入れ、これらのプログラムの運営・推進を行って
おります。特に第四部門として、西尾章治郎がプロ
グラムコーディネーターを務める「ヒューマンウェ
アイノベーション博士課程プログラム (Humanware 
Innovation Program: 以下、HWIP と略す )」に関する
部門が設置されております。また、平成 24 年 12 月か
らは分野横断的な研究領域の開拓に関する部門設置
が開始され、本学における光量子科学に関する研究ポ
テンシャルを一層高め、部局横断的な光量子科学研究
を推進するため、未来戦略機構の第八部門として「光
量子科学研究部門」が創設され、兒玉了祐が部門長を
務めております。以下では、これら第四部門と第八部
門の概要を紹介します。

まず、博士課程教育リーディングプログラムは、優
秀な学生を俯瞰力と独創力を備え広く産学官にわた
りグローバルに活躍するリーダーへと導くため、専門
分野の枠を超えて最高学府に相応しい大学院の形成
を推進する事業です。特に、HWIP では、情報科学、
生命機能、基礎工学の 3 研究科の連携のもとで、ハー
ドウェア、ソフトウェアに次ぐ第三のウェアである

「ヒューマンウェア」という新たな視点をもって、絶
えず変化する社会環境を支え、柔軟性、頑強性、持続

発展性を有するシステムを構築できる卓越したリー
ダー人材を、徹底した融合研究により育成していま
す。具体的には、人間中心の情報技術の構築、災害時
にも自律的復旧が可能な社会ネットワークの構築、世
代や立場を超えた人間同士のコミュニケーションや
コミュニティ形成を促進する情報技術の開発、さらに
それらを利用してイノベーションの方向を転換する
ことに大きな貢献をする人材を育成しています。こ
うして育成されたリーダー人材の生み出すイノベー
ションは、ややもすれば人間や環境に負担をかけ、発
展不能な複雑なシステムを構築しがちであった従来
のイノベーションの方向とは一線を画するものです。

以上の目的を達成するため、HWIP では 3 研究科
の密接な連携による 5 年一貫の博士課程として教育を
行っており、イノベーションの方向性を転換する資質
に加え、国際的に活躍するリーダー人材となるための
デザイン力、コミュニケーション力、マネージメント
力の涵養を行っています。さらに、HWIP に選抜さ
れ、認定された学生には、学習、研究に専念できる環
境を提供することを目的として経済的な支援も行っ
ています。現在、平成 25 年度から第 1 期生の 24 名が
HWIP を履修しており、今後、毎年度 20 名程度を新
たに受け入れる予定です。

つぎに「光量子科学研究部門」に関する概要を紹介
します。大阪大学では、歴史的にレーザーや量子ビー
ム技術と応用を含めた光量子科学に関する研究が活
発であり、多くの部局で基礎から応用に至る研究と教
育が行われています。これまで世界的に重要な光量子
科学の拠点として多大の研究成果を発信し多くの人
材を供給してきました。さらに種々の大型プロジェク
トが各部局または部局横断的な組織で採択されてい
ます。このような背景のもと、大阪大学における光量
子科学に関する研究ポテンシャルを一層高め部局横
断的な光量子科学研究を推進するため、未来戦略機構
に 11 部局 2 組織からの委員による光量子科学研究部
門が平成 25 年 5 月に設立され、現在、110 数を超え
る研究室・グループの協力をいただき活動を開始いた
しております。

本学におけるフォトニクス（ナノフォトニクス、パ
ワーフォトニクス、プラズマフォトニクス）とその応
用や量子ビーム技術を含めた光量子科学に関する多
くのコアコンピタンスを集約・収斂し、我が国の当分
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野における世界トップレベルの研究開発を圧倒的な
国際競争力を持った連携体制のもとで先導するとと
もに、学術・産業のイノベーションに繋げるため、先
導的な技術開発の推進及び分野融合や境界領域を開
拓します。また、X 線自由電子レーザーをはじめとし
た国内外の大型研究施設や大学・研究機関との幅広い
連携を図るとともに、文部科学省光拠点事業関西ネッ
トワーク幹事機関として、国内の光科学に関する国内
ネットワークと連携しながら我が国の当分野におけ
る連携研究推進の要となる国際拠点を目指します。ま
た、光量子科学に関する多様な研究分野を超えた俯瞰
力を育てる分野融合的な人材育成の最適な場として
利用し、世界に通じる若手人材育成を行います。
 （西尾章治郎（現教員）、兒玉了祐 （現教員）記）

菅田栄治先生記念事業

菅田栄治先生（1908-1988）は大阪帝国大学 / 大阪
大学に 1933 年から 1971 年まで奉職され、電気工学第
二講座、通信工学第四講座、電子工学第一講座を担
当され、国産第一号磁界型電子顕微鏡の製作、電子工
学科の創設、電子ビーム研究施設の創設、世界最高
300 万ボルト超高圧電子顕微鏡の建設などの顕著な功
績を残されました。先生が在職中の菅田研究室に薄
膜研究に関して滞在した米国人の Julius Cohen 氏が
2011 年に逝去され、遺言により遺産の一部が 2012 年
と 2013 年に電気電子情報工学専攻に寄贈されました。

電気電子情報工学専攻では、菅田先生と Cohen 氏
のご遺徳に感謝し、寄付金を特色ある教育研究活動に
活用するため、専攻長のもとに検討委員会を立上げて
検討と準備を行い、教授会承認を経て、この寄付金を
基金として「菅田栄治先生記念事業」として以下の事
業を実施することにしました。
1）菅田先生の顕彰

菅田先生の肖像レリーフと座右の銘の額装および
説明文プレートを作製（造幣局製造）し、電気系メモ
リアルホール (E1-115) の前室の壁に掲示しました。こ
の額装は会報「澪電」本号の表紙写真に採用されてい
ますのでご覧下さい。
2）優秀な大学院生の表彰

優秀な学修成績と研究成果を修めて修了する大学
院博士前期課程学生、優秀な研究業績を修めて修了す
る大学院博士後期課程学生に対し、在学中の努力を称
えるとともに、修了後の一層の活躍と学術的貢献を期
待して、表彰を行います。賞名は菅田 -Cohen 賞（修士）
および菅田 -Cohen 賞（博士）で、専攻で定めた規定

により各コースで受賞者を選考し、賞状とメダルを授
与します。菅田 -Cohen 賞（修士）、菅田 -Cohen 賞（博
士）の受賞者にそれぞれ銅メダル、銀メダルが贈られ
ます。メダルはともに造幣局製造です。第 1 回授賞式
は平成 26 年 3 月 25 日開催の平成 25 年度電気系卒業・
祝賀謝恩会の中で実施されました。
3）特に優秀な大学院生の研究留学助成

格別に優秀で優れた研究成果を順調にあげている
博士後期課程学生を、世界的に著名な大学等に短期

（半年～ 1 年）留学させることにより、更に高度で優
れた研究成果をあげることが期待される場合に、渡航
費や滞在費等の補助により留学を助成します。補助金
名は菅田 -Cohen 特別留学助成金で、補助金額は 1 件
あたり上限 150 万円です。電気電子情報工学専攻教授
の提出した推薦書類により、専攻教授会で審議して採
否を決めます。
4）記念事業実施の報告会

菅田先生ご親族代表、菅田先生門下または菅田先生
と関連の深い本学名誉教授、工学研究科長はじめ学内
関係者に対して、上記記念事業実施内容等を専攻長お
よび検討会委員から報告するため、報告会を平成 26
年 3 月 8 日に開催しました。

なお本事業の詳細は電気電子情報工学専攻のホー
ムページ http://www.eei.eng.osaka-u.ac.jp/ に掲載さ
れていますのでご参照下さい。
 （栖原敏明（電子・昭 48）記）

菅田 -Cohen 賞（修士）銅メダル

菅田 -Cohen 賞（博士）銀メダル
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新研究室紹介

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キング講
座は、2013 年 3 月に村上孝三先生（現名誉教授）がご退職後、同年 5 月に後任
教授として渡辺が着任し新たな体制で発足した研究室です。現在のスタッフは、
渡辺尚教授、木下和彦准教授、廣田悠介助教と佃真理子事務補佐員の 4 名です。
2014 年 1 月現在は、招へい研究員 1 名、博士後期課程学生 2 名、博士前期課程
学生6名、工学部電子情報工学科4年生4名、同3年生1名が配属されております。

本講座では、より多くのユーザがより高品質で大量の情報を交換できる高性能高
信頼情報ネットワーキング技術の実現を目指しています。そのための根幹技術であ
る1）無線ネットワーキング、2）自律分散ネットワーキング、3）フォトニックネッ
トワーキングを中心に、情報転送網とサービス制御網の両面から総合的システム構
成法と関連するハードウェア及びソフトウェアの研究と教育を行っています。

より具体的な研究内容としては、無線ネットワーキングでは、全二重無線、ス
マートアンテナ、レートレス符号化などの最新物理層を利用するメディアアクセ
ス制御や経路制御、エナジーハーベストを用いるサステナブル無線センサーネッ
トなどに関する研究を行っています。自律分散ネットワーキングでは、クラウド
や M2M に代表される大規模なネットワークにおけるデータ配信スケジュール、
コンポーネントウェアの動的配置などに関して研究しています。フォトニック
ネットワーキングに関しては、全光スイッチングアーキテクチャ、マルチコア・
マルチファイバネットワークの動的周波数割当などのネットワーク制御のほか、
アプリケーションとしてマルチビュービデオ伝送も研究しています。

この中で渡辺が着任後により重要なテーマになりつつある無線ネットワーキング
について、少し述べさせていただきます。近年、無線 LAN や携帯電話を代表とす
る無線を利用するネットワークシステムが人々の生活に深く浸透しています。総務
省や各国の調査機関によって、今後も無線トラフィックが増大することが指摘され
ています。このことは、別の言い方をすれば、人々の無線ネットワークシステムへ
の期待がますます大きくなるとも言えます。従って、情報ネットワークが今後も人々
の豊かで安心安全な生活を根底から支えるインフラとして十分機能するために、ト
ラフィック増大に対処する技術の開発が重要です。本講座では、増大するトラフィッ
クを効率的に制御する方策として、一つの無線システム内において無線資源利用を
時間的・空間的に効率化する水平効率化技術、および複数の異なる無線システム間
で無線資源を共用する垂直効率化技術、そして、これらを有機的に統合する無線ネッ
トワークアーキテクチャの確立を研究しています。また、ソフトウェア無線テスト
ベッドを構築してこれらの技術の有効性と実現可能性を追求しています。水平効率
化技術においては、適応指向性通信、全二重通信、レートレス符号化・重畳符号化、
複数パケット同時受信等の技術を併用してシステム単位での周波数利用効率を高め
るメディアアクセス、経路制御などを開発しています。一方、垂直効率化技術にお
いては、WiFi と WiMAX などの異種無線システム間での周波数共用を行う技術な
どを開発しています。水平効率化と垂直効率化を有機的に統合するアーキテクチャ
の開発は、今後さらに重要になると考えています。

以上の研究教育分野を推進し、微力ながら澪電会の発展に貢献できれば幸いと
考えます。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
ワーキング講座

教授　渡辺　　尚
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教員紹介

諸先輩におかれましては、益々御健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げま
す。小生、2012 年 4 月に電気電子情報工学専攻、情報通信工学部門、ワイヤレ
スシステム工学領域の准教授に着任しました阪口啓（さかぐち けい）と申しま
す。現在は同領域の三瓶政一教授、宮本伸一准教授、衣斐信介助教と共に主に無
線通信システムに関する研究と教育に従事しております。本学着任前は、東京工
業大学電気電子工学専攻の准教授を勤めており、大阪大学・東京工業大学・名古
屋大学間の三大学工学系人事交流プログラムに応募して大阪大学に着任すること
となりました。本制度は現在では北海道大学も加わり四大学交流人事と呼ばれて
います。小生は元々出身が大阪ということもあり大阪には違和感もなく、また伝
統のある研究室に配属させて頂いたためスムーズに研究および教育の活動を始め
ることが出来ました。この様に講座などの組織が綺麗に整えられていることも大
阪大学の良さの一つだと思います。小生の専門分野は無線通信システムの設計で
ありまして、現在では第 5 世代セルラネットワーク（携帯電話網）の設計や無線
通信を活用したスマートグリッドの設計などに取り組んでおります。セルラネッ
トワークの分野では大阪大学をご卒業された産業界の重鎮のサポートを頂き、ま
たスマートグリッドの分野では阪大内の横断的な研究プロジェクトに加えて頂く
ことができ、毎日楽しく研究活動に取り組んでおります。この様な人と人の繋が
りの中心にあるのが澪電会ではないかと考えており、その一員の加えて頂いたこ
とを大変感謝しております。今後も澪電会の諸先輩から御指導、御鞭撻を頂戴し
たく思っておりますので、どうぞ宜しくお願いします。

情報科学研究科マルチメディア工学専攻ヒューマンインターフェース工学講座
（細田研究室）に所属しております准教授の清水正宏と申します。着任後、3 年
がたち、時の流れのはやさを実感しております。2010 年 10 月の着任後は、「生
体と機械を融合させるロボット研究」を推進おります。ここでは、生物が持つ自
己改変による適応性の解明と応用を目的に、筋細胞バイオロボットの研究に取り
組んでいます。生物は、自らが運動することにより機械刺激を自らの細胞に与え、
その刺激によって身体が成長します。これまで開発されてきたロボットでは、こ
のような自己改変による適応機能は実現されてきませんでした。私の取り組みで
ある筋細胞バイオロボットの研究では、生物の筋細胞をロボットに組み込むこと
で、自己改変による適応機能を実現することを目指しています。また、筋細胞を
バイオアクチュエータとして使うためには、外部から何らかの方法で制御信号を
与える必要があります。その問題に対し、私は、チャネル・ロドプシン遺伝子を
ニワトリ胚の筋細胞に加え、光にも応答する細胞に変化させ、光をあてることに
より、筋細胞を収縮駆動できることを示しました。さらに、細胞をロボットの触
覚センサとして利用する世界初の研究にも取り組んでいます。澪電会は、長い歴
史と幅広い人脈をもち、活発に運営されている大規模な同窓会組織であり非常に
新鮮に感じたのを覚えております。基礎から応用まで電気系の幅広い分野でご活
躍の皆様との交流を通して、新しい着想を得るよい機会となっております。今後
も、皆様よりご意見や助言を頂戴したいと存じでおりますので、どうぞよろしく
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

ワイヤレスシステム工学領域

情報科学研究科
マルチメディア工学専攻
ヒューマンインターフェース工学講座

准教授　阪口　　啓

准教授　清水　正宏
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卒業生の近況

洞口　菜々（通信・平 24）
平成 24 年に北山研究室（フォトニックネットワーク工学領域）を卒業した洞口菜々と申します。入社してまだ

間もないですが、近況を書かせていただきたいと思います。
平成 24 年 4 月に関西電力株式会社に入社し、最初の 2 ヶ月間は研修センターにて、電力供給に不可欠な情報伝

送を担う通信設備に関して学びました。昭和時代に設置されたような古い通信設備に触れることができ、研究室
時代とはまた違った新鮮さがあり、興味深く感じたことを記憶しております。研修時には、その他にも他部門の
業務内容を学ぶ機会があり、18m を超える送電鉄塔に昇ったことが一番の思い出です。

元々はスマートグリッドに興味を持ち、他の電力会社に先駆けて新計量設備を設置していた関西電力を志望し
ましたが、インターンなどでシステム開発に携わる内に、お客さまが抱える様々な課題を情報化戦略で解決する業
務に興味をもち、現在では当社の経理システムの開発・維持運用業務に携わっています。システム開発はニーズ元
の業務内容を深く理解する必要があり、単純に IT の知識だけでは仕事を進めていくことはできません。ニーズ元
の方がどのように業務を変革・改善したいのか、常に相手の立場に立って考え、様々な情報を活用してともに働く
仲間の業務を少しでも効率化し、より高度なワークスタイルを推進していくことが私の使命だと考えています。直
接お客さまと関わることはありませんが、システムが一度停止するとすべての業務がまったく回らなくなるほど情
報通信サービスはなくてはならないものであり、そのような重大で責任感のある業務にやりがいを感じています。

震災以降、電気事業ならびに当社グループを取り巻く経営環境は大きく変化しました。電気料金の値上げや節
電ではお客さまには多大なご迷惑をおかけし大変心苦しく感じています。このような事業環境の変化をただ傍観
するのではなく、変革のチャンスと受け止め、全員が、心を合わせ、力を合わせて、危機突破できるよう日々全
力を尽くしています。

私が好きな言葉の中に、「変わらぬ使命のために、変わり続けていく関西電力」という言葉があります。電力会
社というとお堅いイメージがありましたが、現状に甘んじずよりよくするために変えていこうとする精神が全社
に浸透しています。入社2年目の私にできることは少ないですが、このような節目に立ち会えたことに意義を持ち、
今私ができることを精一杯取り組んでいきたいと思います。
 （関西電力株式会社　経営改革・IT 本部　情報通信センター）

滝野　淳一（量子電子・M 平 25）
平成 25 年 3 月に森研究室（量子電子デバイス工学部門、機能性材料創製領域）で博士前期課程を修了した滝野

です。ご無沙汰しております。学生時代は森勇介教授のもと、GaN単結晶成長技術の研究に取り組んでおりました。
現在はパナソニック㈱生産技術研究所で、新規結晶成長技術の開発をテーマに日々業務に取り組んでおります。

私は学生時代、自分の取り組んでいる研究を通じて、技術者として少しでも成長することを第一の目標に掲げ
研究活動を行っておりました。日々の研究活動でどれだけ自分が成長できたかを知るために、学会・ビジネスコ
ンペにできるだけ多く参加させていただきました。その中で修正・改善すべき点を見つけ出し、それを克服する
ために日々の研究活動に取り組む、といった毎日を過ごしておりました。そのような形で研究活動を行っていた
ところ、パナソニックで結晶成長技術の研究開発をやってみないかとのお話をいただき、学生時代に培った力を
社会に出て発揮するチャンスだと思い現在の職場への就職を決断致しました。

パナソニックでは、結晶成長を専門とするメンバーと行っていた学生時代の研究活動とは異なり、多岐に渡る
経験・専門性を持つ多くのメンバーと協働し、たくさんの発見・驚き・気づきを得る充実した毎日を過ごしてい
ます。また、産学連携でイノベーションを起こし「より良い社会」、「より良い暮らし」の実現に向けた阪大との
共同プロジェクトにも参加させていただき、非常に貴重な経験を積ませてもらっていると実感しております。こ
のような現状も、学生時代に研究室で熱意ある指導をしていただいたおかげだと痛感しております。

現在、日本の電機業界は諸外国、主にアジア諸国の勢いに押されている状況ではありますが、現状を打破でき
る反転攻勢の実現に少しでも貢献できるよう一日一日を大切にし、日々成長できるよう精進していきたいと考え
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ております。また、皆様のお役に立つ商品・サービスを一つでも多く開発し、創業者松下幸之助が意識していた「社
会生活の改善と向上」、「世界文化の進展」に寄与できるよう、今後も業務に取り組んでいきたいと思います。
 （パナソニック㈱生産技術研究所）

辻　　博史（電情・B 平 13、M 平 15、D 平 17）
私は 2005 年 3 月に谷口研究室で博士後期課程を修了した後、2005 年 4 月から約 6 年間にわたりポストドクター

（日本学術振興会特別研究員及び大阪大学特任研究員）として研究生活を送り、2011 年 3 月に日本放送協会（NHK）
にキャリア採用で就職しました。

私が現在所属しております、NHK 放送技術研究所は、日本で唯一の放送技術分野を専門とする研究機関です。次
世代放送メディア、ユニバーサル放送サービス、高度番組制作技術、放送用デバイス・材料など、基礎から応用まで
の幅広い研究開発に取り組んでいます。私自身はシート型ディスプレイ技術の開発に携わっており、丸めて持ち運び
ができ、軽量でフレキシブルなディスプレイの実現を目指しています。同じグループには、10 人程の研究者が所属
しており、私以外にも中途採用者が複数います。また、それぞれの専門分野も、電気系、材料系、化学系等、様々です。
このように、キャリアも専門も異なる研究者が集まって、協力し合いながら、新しい技術の開発に日々取り組んでい
ます。私は主に薄膜トランジスタの研究を担当しており、クリーンルームでのデバイスの試作・評価から、シミュレー
ションを用いたデバイス特性解析までを行っています。阪大在籍時の研究内容と共通する部分も多く、大学で培った
専門性や経験が大いに役立っています。また、今でも研究で困ったことがあると、阪大の先生方に相談しています。

NHKでは、毎年5月末に、研究所の一般公開（”技研公開”と呼んでいます）を実施しております。その準備のため、
研究所では、5 月が一年の中で最も忙しい時期になります。技研公開では、最新の研究成果の展示、講演・研究
成果発表、体験展示などを実施し、例年多くの方にご来場頂いております。私自身も、毎年、説明員として、展
示ブースに立っておりますので、澪電会関係者の方々にも是非お越し頂ければと思います。

学生、ポスドク時代を合わせますと、約 14 年間、阪大に在籍し、その間、研究の進め方から論文の書き方まで、
研究者に必要な様々なことを学びました。今後も大学で学んだ多くのことを現在の仕事に活かしつつ、そして、
NHK という公共放送で働く研究者として、放送技術の発展に貢献していきたいと考えています。
 （日本放送協会）

垂見　晋也（通信・B 平 15、M 平 17、D 平 21）
私が株式会社エネゲートに入社してから 3 年間は大学院の頃から携わってきたオントロジー工学を防災や臨床

医学、看護医療等、様々な分野で活用するための研究開発業務に従事してきました。大学院（溝口研究室 現・産
業科学研究所 知識科学研究分野）在籍中は材料の機能や性質、プロセスに関する知識に焦点をあてた研究をして
いたため、オントロジー工学的手法を使うは言え、学生時代までとは全く異なる分野の知識を取り扱うこととな
り、研究を始めた頃は非常に苦労したことを思い出します。また、入社当初から会社の別の部署の人や来社され
たお客さまに弊社のオントロジー工学への取り組みを紹介することが幾度となくありましたが、情報技術に縁遠
い方々に理解していただくことは非常に難しく、これまでオントロジーが説明なしに通じるコミュニティの中で
しか活動してこなかったのだなぁと痛感したことが印象深い思い出となっています。話は変わって、私は入社す
る際に博士の学位を取得していませんでしたので、会社の業務をしながらジャーナルや博士論文を執筆していま
した。この点は会社にも理解していただき、公聴会前や博士論文の追い込みの時期には同僚にも協力していただ
いて、2 年遅れではありましたが無事に学位を取得することができました。ご指導いただいた先生方はもちろん、
ご理解、ご協力いただいた上司、同僚の方々には感謝してもし尽くせないです。

2 年ほど前から業務内容が一変し、現在に至るまでエネルギーマネジメントシステム (EMS) の開発を行ってい
ます。東日本大震災以降、夏冬ごとに節電や省エネが呼びかけられていますが、職場やご家庭の環境をなるべく
変えずに効率的に節電するためには、まず電気使用を見える化し、電気の無駄使いを顕在化し、かしこく電気を
使用するためのサポートが必要となります。そのための製品・サービスの開発に従事しております。また、最近
は少なくなりましたが、展示会での説明員として弊社ブースに来られたお客さまに製品やサービスの説明をする
ことも度々あり、オントロジー事業の説明に苦労した経験が活かされることもありました。

現在は学生時代とは異なった分野で開発業務に従事しておりますが、入社する際に抱いていた社会に役立つ仕
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事をしたいという思いは、内容がオントロジーであっても EMS であっても変わらないので、学生時代や社会人
になってから得た技術や経験を糧に、社会に貢献できるよう頑張っていきたいと思います。

学生の声

峰岸　達矢（電気電子情報工学専攻　電気電子システム工学部門・M2）
私は電気電子情報工学専攻のインテリジェントシステム領域（高井研究室）に所属しており、数理計画法を用

いてマルチカーエレベータ制御の最適化手法を研究してきました。大阪大学に入学してから 6 年が経ち、小学校と
同じだけ大学、大学院に通っていたのかと思うと、時の早さを感じずにはいられません。学部 3 年の時に早期配属
で研究室に配属された頃は、E2 棟が耐震工事中で他の建物に仮移転していたため、狭い部屋だなと思っていまし
たが、高校 2 年の時にオープンキャンパスの時からこの研究室に行きたいと思っていた私は、無事高井研究室に配
属された事が非常に嬉しかったことを覚えています。配属当初は研究というよりも先輩方に研究で必要となる基礎
知識を教えてもらうことが多かったですが、新しい知識を一つ一つ得ることが楽しくてなりませんでした。

その研究室での生活もあと少しで終わります。研究室での 3 年半は様々な方にお世話になりました。研究室の
先輩方には、研究の基礎や計算機の使い方に至るまで教えていただきました。先生方にも、私のやりたかった数
理計画法を用いる最適化を研究テーマとして研究させていただき、あまり優秀ではない私を研究会や国際会議で
発表できるまでに教育していただきました。またその研究会などでは、他の大学の先生方に研究についてのアド
バイスをいただくなど、多くの方によって支えられていたと思っています。

研究室での生活は周りの人に支えられて私自身が存在していることを改めて感じる事ができた 3 年半でした。4
月からは社会人として働くことになりますが、私を支えてくださった方々への感謝を忘れずに、また、今まで学
んだことをしっかり活かせるように社会人としての生活を歩んでいきたいと思います。

今西　正幸（電気電子情報工学専攻　量子電子デバイス工学コース・D1）
私は現在、電気電子情報工学専攻の博士後期課程の学生として森研究室に在籍し、LED に実用化され、パワー

デバイスへの応用が期待される窒化ガリウム結晶の高品質化に取り組んでいます。本研究室に所属し、4 年が経
過しようとしております。研究室配属以前、私は学部の授業・バイト・サークル活動をこなす日々を送っていま
した。その中で、私がなんとなくですが、心の中で疑問に思っていたのは、将来具体的にどういうことをするのか、
研究とは如何なるものなのかということでした。ある日、同じ学部の友人に誘われ、森研究室に見学しに行く機
会がありました。同研究室の助教の先生が、研究内容に関して懇切に説明して下さったのに加え、研究の体験を
させていただきました。先生以外に先輩方も非常に親切であり、また明るく楽しい方が多く、森研究室に居るこ
と自体が大変楽しいものでした。3 回生後期より、早期配属制度により正式な研究室配属が決まりました。それ
以降、日々研究を重ね、大学院博士前期課程ではロシアで開催された国際会議で発表させていただくことができ
ました。事前準備は大変でしたが、国際会議における英語での口頭発表を通じ、私自身大きく成長することがで
きました。現在では大学院博士前期課程を短縮卒業し、後期課程の学生として、研究を進めております。今の自
分があるのは、森研究室の先生方、先輩方が懇切な指導して下さったおかげであると心より思います。この場を
お借りして御礼を申し上げます。研究の醍醐味は誰も正解を知らないということです。先生方や研究員の方々と
深い議論を交えながら、研究を進めていくことができるこの環境に大変満足しております。今後も本研究を任さ
れているという責任感を持つと同時に、楽しむことを忘れず、日々精進していきたいと考えております。

増田　壮志（電気電子情報工学専攻　情報通信工学コース・M1）
私は現在、電気電子情報工学専攻の情報通信部門の協力講座の一つ知識システム研究分野 ( 旧溝口研究室 ) に所

属しております。学部 4 回生で研究室に配属されてから研究生、修士 1 年生の 3 年間オントロジー工学について
の研究を進めてきました。学部生時代には、オントロジーという分野に関して全くの無知でしたが、オントロジー
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工学に関する知識や考え方はもちろんの事、研究の進め方から研究室での普段の生活まであらゆることを、研究
室の先生方や先輩方に丁寧なご指導を受け、そのおかげもあり現在もまだまだ未熟ながらも研究を進めることが
出来ています。

また、私は超域イノベーション博士課程プログラムという博士課程教育リーディングプログラムの一つの履修
生でもあります。博士課程教育リーディングプログラムとは、平成 23 年度より文部科学省が主導している博士課
程前期・後期一貫の学位プログラムです。超域プログラムはリーディング大学院の中でもオールラウンド型のプ
ログラムであり、個々人が高い専門性を備えながら、異なる領域への想像力を持ち既存の境域を超えた考え方に
基づきイノベーションを成し遂げる人材を生み出すことを目的としています。大阪大学では、全学から募集され
選抜された学生が日々切磋琢磨しています。例えば、このプログラムでの講義はディスカッション形式のものが
多いのですが、多様な専門性の中で行われる議論は私に常に新しい発見をもたらしてくれると共に自らの専門性
を他人に伝えることの難しさも学ばせてもらっています。更に海外への語学研修やインターン等、数多くの貴重
な機会も頂けるので、専攻の授業または研究室での活動から学んだことをより深い領域にしていく場としてはも
ちろんその専門性をより汎い領域で活かすための実践の場として役立てていきたいと思っております。

現在修士が 1 年終わり、2 年目に入り博士後期課程修了まであと 4 年間ありますが、常に学び続ける姿勢を忘
れずに、それらの学びを社会に還元できる博士人材になれるようこれからも一層の努力をしていきたいと考えて
います。

中島　康祐（情報科学研究科　情報システム工学専攻・D3）
大阪大学に入学してからの 9 年間、機会に恵まれ、多くの学びを得ることができました。とりわけ研究室配属

以降は貴重な経験を積むことができました。ここでは、拙筆ながら私の歩みを述べまして、大阪大学で得た機会
の価値をご紹介できればと思います。

私はこれまでヒューマンインタフェースの研究に取り組んできました。主にはインタフェースの触覚的な特性
の変化がインタラクションに与える影響について研究し、毛や皮膚のような柔らかな感触を備えたインタフェー
スを実現してきました。本格的に研究を始めた学部 4 年生の時から数えて、3 つの研究室に所属してきましたが、
どの先生からも懇切な指導を頂き、一貫したテーマで研究を続けられました。配属から博士前期課程のうちは、
国内外の学会を初めて経験し、先生方、先輩方、開発協力企業の方との関わりを通じて、技術開発や、プレゼン、
展示発表についての様々なノウハウを学べました。

博士後期課程からは共同研究に携わる機会が増え、関わる人も増え、一層の責任感を持って研究してきました。
これは自身にとって非常に大きな成長機会になりました。

博士後期課程の 1 年次には、通信ネットワークが専門の研究者や、対人社会心理学の研究者らと共同研究する
機会を得ました。この協働では、用語や関心、研究方法の相違から困難も伴いましたが、その一方で、インタフェー
スを専門とする自身の考えや知識が異なる領域に貢献しうることを実感できたり、自身が持ち合わせない知識に
よって研究が推進される様に刺激を受けたりし、異なる専門性を持ち寄ることの価値を強く感じられました。現
在も複数の共同研究に関わっていますが、相手の知恵と、自身が提供できる価値を意識するようになり、これま
での経験が活きる場面が多いと感じています。2 年次にはドイツの RWTH Aachen University に 3 ヶ月半滞在し
て研究する機会を得ました。言語や文化、研究方針が異なる環境では、意思疎通が一層難しく、もどかしさを覚
えることもありました。この滞在中の共同研究成果が国内外の会議で採択され、自信も得られましたが、その反面、
この滞在で自身の力不足も痛感し、その後の研究の原動力ともなっています。

これらの経験は自身の研究にもフィードバックされ、論文の採択等の成果に結び付いてきました。また、ACM 
ITS '11、ACM APCHI '12 ではそれぞれ Best Demonstration Award を頂けました。

本稿の執筆を通じて自身の歩みを振り返りますと、大阪大学が私にとって非常に恵まれた環境だったことが改
めて感じられます。諸先生方からは国内外の会議や、共同研究、海外滞在等に手厚い支援を頂けましたし、その
他にも、技術評価研修や学会運営等、幅広く自己研鑚する機会を得られました。数々の機会を提供してくださっ
た大阪大学や研究室の先生方に深い感謝を表したいと思います。来春からは企業に活動の場を移しますが、機会
を活かし、人に貢献できるよう仕事に励んでいく所存です。
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会員の方々のご活躍

受賞（学会賞・学会フェロー称号等）

西尾章治郎先生
 大阪大学特別教授の称号授与
中井光男先生
 平成 25 年度総長顕彰　研究部門
藤岡慎介先生
 平成 25 年度総長奨励賞　研究部門
有川安信先生
 平成 25 年度総長奨励賞　研究部門
佐々木孝友先生
 第 11 回産学官連携功労者表彰　日本学術会議会長賞
森勇介先生
 第 11 回産学官連携功労者表彰　日本学術会議会長賞

大森裕先生
 応用物理学会フェロー表彰
尾崎雅則先生
 応用物理学会フェロー表彰
平田晃正先生
 英国物理学会フェロー
原隆浩先生
 ACM Distinguished Scientist 受賞
村上孝三先生
 The 5th Int'1 Conf. Emerging Network Intelligence，
 Best Paper Award 受賞
木下和彦先生
 The 5th Int'1 Conf. Emerging Network Intelligence，
 Best Paper Award 受賞

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、ダイヘンは社会の発展

に貢献します。

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。

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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教室情報

平成26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長 伊瀬　敏史　教授
電気電子システム工学部門長 高井　重昌　教授
情報通信工学部門長 滝根　哲哉　教授
量子電子デバイス工学部門長 伊藤　利道　教授
システム・制御・電力工学コース長 舟木　　剛　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 三瓶　政一　教授
量子電子デバイス工学コース長 片山　光浩　教授

電子情報工学科
電子情報工学科長 谷野　哲三　教授
電気電子工学科目長 兒玉　了祐　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 大森　　裕　教授
情報通信工学科目長 三瓶　政一　教授
情報通信工学コース長 三瓶　政一　教授

就職担当
電気系就職担当代表窓口 森　　勇介　教授
電気電子システム工学部門 田中　和夫　教授
情報通信工学部門 井上　　恭　教授
量子電子デバイス工学部門 森　　勇介　教授
電気電子工学科目
システム制御電力工学コース 田中　和夫　教授
先進電磁エネルギーコース 田中　和夫　教授
量子電子デバイスコース 森　　勇介　教授
情報通信工学科目
情報通信工学コース 井上　　恭　教授
情報システム工学クラス 中前　幸治　教授

電気系人事（平成25年 4月 2日～平成26年 4月 1日）
林　　祐輔 講　師 平成 25 年 5 月 1 日 採　用
藤村　昌寿 准教授 平成 25 年 7 月 12 日 退　職
 （逝去）
大塚　裕介 助　教 平成 25 年 9 月 30 日 退　職
吉田　　智 助　教 平成 25 年 9 月 30 日 退　職
 （気象庁気象研究所へ）
五十嵐浩司 准教授 平成 25 年 10 月 1 日 採　用
笹部　昌弘 助　教 平成 26 年 3 月 31 日 退　職
 （奈良先端科学技術大学院大学へ）
馬場　健一 准教授 平成 26 年 3 月 31 日 退　職 

 （工学院大学へ）
神崎　映光 助教 平成 26 年 3 月 31 日 退　職 
 （島根大学へ）
細田　耕 教授 平成 26 年 4 月 1 日 異　動
 （大阪大学基礎工学研究科へ）
駒谷　和範 教授 平成 26 年 4 月 1 日 採　用
杉山　麿人 助教 平成 26 年 4 月 1 日 採　用

母校の教壇に立つ本会会員（平成 25年度）
・電気電子工学科目「産業社会と工学倫理」
 ㈱富士通システム統合研究所　代表取締役社長
 前川　　通（電気・昭 49）
・電気電子情報工学専攻「電気電子情報工学特別講義Ⅰ」
 JFE スチール㈱西日本製鉄所冷延制御室　室長
 河村　和朗（電気・平 2）
・電気電子情報工学専攻「電気電子情報工学特別講義Ⅰ」
 JFE スチール㈱西日本製鉄所熱延制御室　室長
 岡田　誠康（電子・平 4 ）
・電気電子情報工学専攻「電気電子情報工学特別講義Ⅲ」
 関西電力㈱経営改革・IT 本部　通信システムグルー

プ　チーフマネジャー
 滝本　昭彦（通信・昭 61）
・電気電子情報工学専攻「電気電子情報工学特別講義Ⅲ」
 NTT ドコモ㈱無線アクセス開発部　担当部長
 安部田貞行（通信・平 5 ）
・電気電子情報工学専攻「電気電子情報工学特別講義Ⅲ」
 西日本電信電話株式会社　設備本部ネットワーク

部ネットワーク設備部門　部門長
 米田　秀弥（通信・昭 62）
・電気電子情報工学専攻「プラズマフォトニクス」
 ゼータフォトン株式会社　技術顧問
 藤田　雅之（電気・昭 58）
・電気電子情報工学専攻「電力・エネルギーシステム

計画・運用論」
 関西電力株式会社　電力流通事業本部　給電計画

グループ　チーフマネジャー
 多田　充宏（電気・平元）
・情報科学研究科「情報科学特別講義Ⅱ」
 パナソニック㈱
 木村　浩三（情報・D 平 10）
・情報科学研究科「クラウド基礎 PBL」
 奈良先端科学技術大学院大学　情報科学研究科　

准教授
 市川　昊平（情報・平 15）
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平成 26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（4 名）
西日本高速道路ファシリティーズ㈱
京セラドキュメントソリューションズ㈱
三菱東京 UFJ 銀行
未定

先進電磁エネルギーコース（2 名）
中国電力㈱
東京大学大学院

■学部卒業生の進学・就職先（本会に関わる内部進学者を除く）

■大学院前期課程修了者

量子電子デバイスコース（5 名）
伊藤忠商事
㈱鷗州コーポレーション
東京大学大学院
未定（2）

通信工学クラス（10 名）
マッキンゼー・アンド・カンパニー
㈱小松製作所
㈱日立パワーソリューションズ

ロート製薬㈱
㈱ヨドバシカメラ
名古屋大学大学院
奈良先端科学技術大学院大学
未定（3）

情報システムクラス（6 名）
㈱千趣会
㈱リコー
未定（4）

電気電子システム工学部門（44 名）
㈱デンソー（2）
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ
㈱豊田自動織機
㈱野村総合研究所
JR 西日本㈱
NTT コミュニケーションズ㈱
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン㈱
オムロン㈱
花王㈱
カゴメ㈱
㈱ NTT ファシリティーズ
川崎重工業㈱
関西電力㈱（3）
キヤノン㈱
九州電力㈱
京セラ㈱
近畿日本鉄道㈱
クボタ㈱
コニカミノルタ㈱
㈱小松製作所
ソフトバンクモバイル㈱
ダイセル㈱
泰日協会学校シラチャ校
帝人㈱
東京電力㈱
東芝三菱電機産業システム㈱

西日本高速道路㈱
パナソニック㈱
日立ハイテクサイエンス
富士写真フイルム㈱
防衛省
北陸電力㈱
三菱重工業㈱（2）
三菱電機㈱（3）
㈱ゆうちょ銀行
住友電気工業㈱
電源開発㈱
大阪大学大学院

情報通信工学部門（29 名）
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
㈱ケイ・オプティコム（2）
㈱日立製作所
㈱フジクラ
㈱富士通研究所
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ
㈱リコー
KDDI ㈱
NTT コミュニケーションズ㈱
カシオ計算機㈱
関西電力㈱
キヤノン㈱
双日㈱

ソフトバンクモバイル㈱
トヨタ自動車㈱
西日本電信電話㈱（3）
パナソニック㈱
日立ビルシステム㈱
富士通㈱
古野電気㈱
㈱セプテーニ
三菱電機㈱
中日本高速道路㈱
日本電信電話 ㈱
大阪大学大学院（2）

量子電子デバイス工学部門（52 名）
㈱ジェイテクト
㈱デンソー（2）
㈱キーエンス
㈱堀場製作所
㈱リコー
㈱神戸製鋼所
㈱豊田自動織機
JFE スチール㈱
KDDI ㈱
SMBC 日興証券㈱
旭化成㈱
アンリツ㈱
㈱リクルートスタッフィング



― 17 ―

■大学院後期課程修了者

 テクノスタッフィングユニット
㈱レクザム
キヤノン㈱
九州電力㈱
四国電力㈱
新日鐵住金㈱
スズキ㈱
住友電気工業㈱
ソニー㈱（2）
東芝ライテック㈱
トヨタ自動車㈱
日本光電工業㈱
パナソニック㈱（6）
三菱自動車工業㈱
三菱電機㈱（3）

宇宙航空研究開発機構
㈱ NS ソリューションズ関西
関西電力㈱（2）
京セラドキュメントソリューションズ㈱
川崎重工業㈱
富士ゼロックス㈱
富士通㈱
富士通テン㈱
セイコーインスツル㈱
大阪大学大学院（4）
未定（2）

情報科学研究科（21 名）
ウルシステムズ㈱
三菱電機㈱

トヨタ自動車㈱
㈱ NTT ドコモ
㈱ NTT データ MSE
竜王町役場
コニカミノルタ㈱（2）
関西電力㈱
富士通関西中部ネットテック㈱
日本アイ・ビー・エム㈱
任天堂㈱
㈱サンテレビジョン
パナソニック㈱
㈱メガチップス
ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱
富士通㈱
大阪大学大学院（4）

電気電子システム工学部門（5 名）
三菱電機㈱
ニチコン㈱
日本原子力研究開発機構
青山学院大学
大阪大学

情報通信工学部門（4 名）
三菱電機㈱
㈱富士通研究所
未定
摂南大学

量子電子デバイス工学部門（4 名）
㈱東芝
㈱ジャパンディスプレイ

㈱日立製作所
大阪大学

情報科学研究科（4 名）
三菱電機㈱ 
㈱日立製作所
日本電気㈱
未定

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 26 年 3 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。
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澪電会役員

会長
藤野　隆雄（通 46） ㈱ケイ・オプティコム

副会長
谷口　研二（子 46） 奈良工業高等専門学校
厚海　俊明（子 48） ㈱日立製作所
三谷　康範（電 56） 九州工業大学
白髭　修一（電 46 修） 中国電力㈱
春田　　清（電 51） ㈱ケーブルテレビ富山
多賀　裕司（電 51） テクノ・サクセス㈱
片山　正昭（通 56） 名古屋大学
栖原　敏明（子 48） 阪大・工・電電情・子

幹　事
大森　　裕（電 47） 阪大・工・電電情・子
中前　幸治（子 52） 阪大・情報科学研究科
山元　正人（電 53） 日本電気㈱
庄中　　永（通 54） オムロン㈱
藪内　康文（子 54） パナソニック㈱
伊瀬　敏史（電 55） 阪大・工・電電情・気
永田　清人（通 55） ㈱ NTT ドコモ
小早川和徳（子 58） 住友電工システム
 ソリューション㈱

片山　光浩（子 60） 阪大・工・電電情・子
楠本　　修（子 63） パナソニック㈱
鹿井　正博（子 63） 三菱電機㈱
河田　靖弘（通平元） 関西電力㈱
土井内裕章（通平元） 西日本電信電話㈱
西口　芳明（電平元） 三菱電機㈱
三好　秀和（通平 2） 住友電気工業㈱
山田　佳弘（通平 2） 日立コンシューマ
 エレクトロニクス㈱
鶴田　義範（電平 3） ㈱ダイヘン
中野　浩之（通平 3） 西日本旅客鉄道㈱
鎌倉　良成（子平 4） 阪大・工・電電情・子
武仲　正彦（電平 4） ㈱富士通研究所
渡辺　健司（子平 4） シャープ㈱
吉村　政志（電平 6） 阪大・工・電電情・子
白石　偉久（子平 8 修） 三洋電機㈱
宮川　修一（子平 8） 阪神電気鉄道㈱
牛尾　　剛（通平 9） 関西電力㈱
古崎　晃司（子平 9） 阪大・産業科学研究所
南浦　武史（電平 9） 三洋電機㈱
浪岡　保男（情平 14 博） ㈱東芝
橋本　昌宜（現教員） 阪大・情報科学研究科

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　電気電子システム工学部門
阪大・工・電電情・通： 〃 〃 〃 情報通信工学部門
阪大・工・電電情・子： 〃 〃 〃 量子電子デバイス工学部門
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

銀澪会　卒業 50周年記念同窓会
（電気昭和 37年卒）

日　時；平成 24 年 5 月 18 日（金）、19 日（土）
場　所：滋賀県長浜市（長浜ロイヤルホテル泊、竹

生島めぐりと市街地観光）
出席者：（写真：松井君提供　各列左より）
 （後列） 阪上、川村、坪田、冨永、谷川、
  田中、川端、須川、井宮、真志田、
  松井
 （中列） 但馬、森田、岸本、日野、太田、
  安部、黒田、中野、近藤、福田、
  西野
 （前列） 島田、角野、山本、菊池、山内、
  石川、高岡、信崎、出口、井口
 計　32 名

平成 24 年は、昭和 37 年卒業の我々にとって卒業
50 周年に当たります。そこで、5 月 18 日、19 日の
両日、琵琶湖畔「長浜」で 50 周年記念大会を開催し
ました。幹事は、今回は西日本地区から選出の番で、
前回伊勢志摩で指名された山本、岸本が務めました。

初日 5 月 18 日は、東京から団体行動する関東地区
メンバーに同調する人が多く、午後 2 時過ぎには長浜
駅前に大勢が集合、久しぶりの再会を懐かしむ声や笑
顔で溢れました。あとで合流した人を含め 20 人が長
浜城（歴史博物館）などを見学、その後、歓談しなが
ら宴会・宿泊先の長浜ロイヤルホテルに向かいまし
た。

宴会は午後 6 時に始まり、記念撮影（松井君）、幹
事挨拶、山内君の乾杯に続いて、席順にしたがって各
自の近況報告になりました。

まだ現役の人、すでに退職して悠々自適の人、それ
ぞれの自慢話や健康談義で話が尽きることなく、持ち

時間の超過者が続出、進行役の幹事を時間調整で悩ま
せました。しかし、卒業以来久しぶりに会って、最
初は戸惑いを感じていた人達も、次第に学生時代に戻
り、大いに旧交を暖めることができました。残念なが
ら参加できなかった人達の近況メモも回覧しました。

次の同窓会を 2 年半後に行い、幹事（関東地区から
選出の番）を山内君に決定、元気な姿での再開を期し
て午後 8 時半頃散会となりました。

その後も、希望者がホテルの 1 室に集まり、夜の更
けるまで 2 次会が続きました。

クラス総勢 40 人（他 2 名没）のうち 32 人が参加し、
卒業 50 周年記念に相応しい盛大な同窓会になったこ
とに、幹事一同安堵しています。

翌 19 日は自由参加でしたが 18 人が参加、長浜港
10 時 15 分発の竹生島クルーズに乗船して、島めぐり
に出発しました。竹生島は「宝厳寺」（西国三十三所
三十番）のある周囲 2km の小島です。

島での滞在時間はわずか 80 分でしたが、みんな健
脚で、国宝の宝厳寺唐門、都久夫須麻神社本殿や重要
文化財の宝厳寺船廊下などを足早に見学して回りま
した。

前日に続いて好天に恵まれ、波も静かで、長浜港―
竹生島間約 6㎞に及ぶ、次々変わる湖上からの風景も
素晴らしく、満足な半日でした。12 時 35 分に長浜港
に戻って、今回の同窓会はすべて散会となりました。

その後、大半の人たちは、三々五々、市街地の黒壁
スクエア付近に徒歩で移動、昼食、観光スポット見学
や土産物調達を楽しみ、午後 3 時頃にはほとんど長浜
駅を離れました。

最後に、今回体調不良のため不参加となった方々の
早期の回復を祈念します。次回はみんな揃って再会で
きるよう、お互いに健康に留意しましょう。

以上、報告が大変遅れましたことをお詫びします。
 （岸本　記）
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NEOCOMM（新制通信 28 年度卒）
平成 25 年度同窓会

日　時 : 平成 25 年 5 月 20 日（月）12：00 ～ 15：00
場　所 : 宝塚市　宝塚ホテル内「ソラレス」
出席者 : 東地区（岩原、塩崎、東島、北条）
 西地区（浦野、大儀、末田、田中、田原、
  仲井、藤原、古川、細馬、松井、
  森岡）
 以上 15 名

会員の高齢化に伴い平成 23 年より東地区（関東）
西地区（関西）と別個に開いてきた会も、今年は卒業
60 周年記念の年でもあり両地区合同の会として開催
した。

懸念された天候も幸い好天に恵まれ、遠路東地区か
らは 4 名、西地区は 11 名の計 15 名の予想を超える参
加者が集まり盛会裏に終えることができた。

初めの先立たれた物故者への黙祷に続き、卒業 60
周年の会をお互い元気に迎えることのできた幸わせ
を喜び、健康上その他の理由で残念ながら欠席された
会員も含めて全員のますますの健勝を祈念する旨の
幹事の挨拶に続いて、3 年ぶりの全員会合での賑やか
な会食と歓談に時が経つのも忘れ旧交を温めあうひ
と時を懐かしく楽しく過ごすことができた。

散会に当たり更なる会員の高齢化が進む中、来年以
降の本会継続の如何について話合ったがお互い元気
で過せる限りできれば再会の喜びの機会を継続して
行こうということになり、取敢えず次回も定時期・定
場所での再開を約束して別れた。
 （幹事 : 末田、田原、松井）

藤井克彦先生米寿祝賀同窓会

日　時：平成 25 年 12 月 1 日、13 ～ 15 時
場　所：千里阪急ホテル　仙寿の間
出席者：88 名

藤井克彦先生は本年 3 月満 88 歳を迎えられました。
その米寿をお祝いするため昨年 12 月に旧藤井研究室
在籍者および少数のゲストで祝賀同窓会を開催しま
した。ご夫人同伴のカップルも 13 組参加し総勢 88 名

（大変おめでたい数になりました）の出席で盛会でし
た。澪電会事務局の安井晴子さんも参加されました。 

今回は、藤井先生が特にスピーチを希望され、ご自
分のたどって来られた教育・研究の道を順次振り返り
お話しされました。先生は、昭和元年のお生まれで、
昭和 63 年度をもって現役を退かれましたので、まさ
に昭和とともに歩んだ教育・研究生活であったといえ
るでしょう。約 20 分のスピーチでしたが、やはり時
間が不足して少し端折られたようでしたが、卒業生に
は、あらためて先生のご経歴に触れるとともに、研究
室在籍当時の研究テーマが、どのような時の流れの中
にあったのか、その一端を知ることができ、とても有
意義でした。

その後、年代順に10グループに分かれ、先生ご夫妻
を中心に記念撮影を行いましたが、その折に、各自が直
接先生とお話しする機会が作られました。実は、これ
は、参加者全体の集合写真ではどうしても各人が小さ
く写ってしまうので、参加者の顔が1人 1人良く判別

挨拶される藤井克彦先生と周子夫人
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できるように、との先生のご配慮に沿った企画でした。
会の後半では、黒田英三先生のお孫さんである黒田

小百合さんが素晴らしいバイオリン演奏を披露して
下さいました。記念品としては、クリスタルガラスで
有名なバカラ社が日本向けに特別に作ったという招
き猫を贈呈しました。この招き猫は左手を上げてお
り、友や健康を招くといわれているそうです。

藤井先生ご夫妻のますますのご健康とご多幸をお
祈りするとともに、同窓生諸氏との再会を期して散会
しました。
 （辻　毅一郎（電気・昭和 41）記）

西村正太郎先生を偲んで

本学電気工学科の大先輩であり、昭和 52 年から 2
年間工学部長を務められ、平成 56 年に定年退職され
た西村正太郎（にしむらしょうたろう）先生が本年 2
月 26 日にご逝去されました（享年 96 歳）。

西村先生は昭和 16 年 12 月に京都帝国大学工学部電
気工学科をご卒業になり、昭和 17 年 1 月に大阪帝国大
学助手工学部に任官され、昭和 18 年 1 月講師、昭和
19 年 1 月助教授、に就任されました。日本が昭和 16
年 12 月 8 日アメリカ・イギリスに宣戦布告し第 2 次世
界大戦に参加した直後に京都から大阪に赴任され、戦
中・戦後を通じて、京都は無事でしたが大阪は空襲を
受けるなど大変なご苦労をされたと拝察いたします。

先生は昭和34年3月には大阪大学教授工学部に就任、
電気工学第二講座（電気機器・自動制御）を担当され
ました。私は昭和 35 年 3 月に大阪大学大学院工学研究
科修士課程電気工学専攻を修了し、4月から工学部助手
として西村研究室に配属されました。残念ながら戦前・
戦後のご苦労について先生からお話を伺った記憶はほ
とんどありません。先生はどちらかといえば無口で大
変温厚な方で、私は約 5 年間先生のもとで助手を務め
自動制御の研究を行いましたが、この間強いお叱りを
受けたことは一度もなかったように思います。

先生は教授になられてから、大阪大学評議員、大阪
大学附属図書館吹田分館長を務められ、昭和 52 年 4 月
から昭和 54 年 4 月まで工学部長（評議員兼務）として
工学部及び大阪大学全体の中枢に参画され本学の発展
に尽くされました。昭和 56 年 4 月大阪大学を定年退職
され、大阪大学名誉教授の称号を授与されました。

先生のご研究は、電気機器の分野では誘導機、同期
機等のエネルギー用機器とサーボモータを含む自動
制御機器の研究と開発、サイリスタ回路の計算機援用
設計、高周波変換器の開発を中心としたパワーエレク

トロニクスの研究、自動制御・システム工学の分野で
は同定問題、最適制御、分布系の安定性と最適制御な
どに優れた業績を挙げておられます。先生の教えを受
けた人材は学会及び産業界に極めて多く、これまで国
公私立の大学教授または助教授として活躍された者
だけでも数十名を下りません。

先生はその識見と円満な人格から日本自動制御協
会（現システム制御情報学会）副会長、計測自動制御
学会副会長、電気学会関西支部長、パワーエレクトロ
ニクス研究会（現パワーエレクトロニクス学会）会長
に擁され学会の発展に尽くすとともに、文部省学術審
議会専門委員、電気主任技術者資格審査会委員、日本
工業教育協会理事等を歴任され工業行政並びに産業
界における技術の発展に貢献されました。

大阪大学定年退職後の昭和 56 年 4 月からは阿南工
業高等専門学校の校長を 6 年間、昭和 62 年 5 月から
は豊橋技術科学大学副学長に就任され平成 2 年 4 月任
期満了退職されました。同大学からも名誉教授の称号
を授与されました、

平成 2 年 11 月には長年にわたる大学教育・行政に
おける貢献に対し勲二等旭日重光章叙勲の栄を受け
られました。

先生は平成 2 年に公職を退かれてからは、この 20
数年間、川西市のご自宅で篆刻（てんこく）などを楽
しみながら悠々自適の生活を過ごしてこられました。
時折卒業生が自宅に押しかけて来るのを楽しみにして
おられるご様子でした。「西村先生を囲む会」という
名の場を設け、多くの卒業生が集まりそこに西村先生
ご夫妻を呼び出すという催しもこれまで何回か行われ
ました。最近は 3 年前のことで、さすがに車椅子での
お越しでしたが 90 歳を超えられてもお元気な様子を
拝見し、参会者一同感嘆していたことを思い出します。

先生の多大なご功績を偲び、ここに謹んで哀悼の意
を表しますとともに心よりご冥福をお祈り致します。
 （鈴木　胖（電気・昭 33）記）

藤村昌寿准教授を偲んで

電気電子情報工学専攻量子電子デバイス工学部門
集積光電子デバイス領域の藤村昌寿准教授は平成 25
年 7 月 12 日に 47 歳でご逝去されました。

藤村君は昭和 63 年本学電子工学科を卒業して大学院
に進学し、平成 5 年に工学博士の学位を取得し、日本
学術振興会特別研究員、本学電子工学科助手を経て平
成 18 年に助教授に昇任しました。専門分野は光エレク
トロニクスで、特にニオブ酸リチウム導波路型光デバ
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イスの研究に従事して優れた成果をあげ、平成 8 年お
よび 13 年に電子情報通信学会論文賞を受賞するなどの
高い評価を得ました。授業では、電子情報工学専門実験、
電磁理論、光波電子工学などを分担していました。

平成 23 年の電気系建物改修後研究室移転の頃、藤
村君は元気に仕事をしていましたが、身体の不調に気
付いたとのことで阪大病院消化器内科に入院して約 2
か月の治療を受け、その後も入退院しながら闘病生活
を送っていました。24 年度までは部分的に大学に出勤
して仕事をしていましたが、年度末から重篤な症状が
現れて、7 月に逝去されました。告別式は 7 月 14 日に
家族葬で執り行われました。その後、教員有志の発起
により 8 月 31 日に銀杏会館にて「藤村昌寿先生との思
い出を語る会」が開催され、ご遺族を含め 76 名が参加
し追悼がなされました。また研究室同窓会主催の「故
藤村昌寿准教授を偲ぶ会」が 10 月 27 日に中之島で開
催され、75 名により追悼がなされました。お世話頂い
た方々とご参集下さった皆様に御礼申し上げます。

私は藤村君と 25 年にわたりお付き合いし、共に仕
事をしてきました。学位取得後、興味を持った研究を
続けたいと希望し、幸い私達の研究室に長く残って貰
うことが出来ました。実験には手間を惜しまず熱心に
取り組み、研究と教育への情熱と責任感をもって専攻
内の業務と研究室活動に貢献し、また私を大いに助け
てくれました。豪快、誠実で学生に人気の先生であり、
研究室を愉快で明るく活気のある雰囲気にしてくれ
ました。人間関係を大切にする人情厚い人で、研究室
同窓会のお世話もよくしてくれ、学会の委員等も進ん
で引き受け、人の名前をよく覚えていました。闘病生
活に入ってからも研究室でのミーティングに出来る
限り参加するなど、研究室のことを考えての努力を続
けてくれていました。

リーダーとしての将来が期待される優秀な人材で
あった藤村君が志半ばに若くして亡くなられたのは
誠に残念なことです。闘病中も意欲を失わずに明る
く、将来に向けて努力を続けていたご本人はさぞ無念
なことと思います。私にとっても、私達の研究室に
とっても、これほど残念で悲しく淋しいことはありま
せん。心から哀悼の意を表すとともに、ご冥福をお祈
り致します。
 （栖原敏明（電子・昭 48）記）

山口雅史先生の急逝を悼んで

2008 年度より東海支部代表幹事を務められていた
名古屋大学准教授の山口雅史先生が、2013 年 7 月 3

日永眠されました。45 才の若さでした。
山口先生は 1991 年大阪大学電子工学科卒業の後、

95 年博士課程を修了と同時に名古屋大学電子工学科
半導体工学研究室の助手に着任されました。その後は
研究や学生指導はもちろん、学内のベンチャービジネ
スラボラトリー (VBL) の立ち上げから管理運営、学
術会議の組織運営等々、専門分野が異なる者から見て
も、そのご活躍は際立っていました。2002 年には助
教授に昇任されるなど、着実に研究者としての地歩を
築いておられ周囲の期待も高い中堅研究者でした。ま
た名古屋大学電気系同窓会（二葉会）において、初め
ての学外出身者による評議委員も務められました。

澪電会では、私（片山）が 2008 年に東海支部長を
仰せつかった際に、是非にと山口先生に代表幹事就任
をお願いし、快く引き受けて頂きました。山口先生の

「人が好き、人とあってワイワイ話すのが大好き」と
いう明るいお人柄は、それ以降の澪電会東海支部の雰
囲気を決定したものと思います。東海支部では、総会・
見学会の準備会議を年数回行っています。そこでも良
く整った資料によるスムーズな運営だけでなく、会議
の後の飲み会も毎回違う店をセッティングする心遣い
を頂き、準備会議は幹事団の楽しみになっていました。

昨年 2013 年も、1 月に前年の反省会と当年の総会・
見学会の日時や場所の打合せをしました。そのとき
に、山口先生より体調が優れないので検査をすると伺
いました。その後、胃癌との診断をうけ 3 月末から 4
月初めの手術入院を経て、4 月には大学に復帰されて
いました。その間も総会の日程や具体的プログラムに
ついての幹事団のメールのやりとりをフォローし、予
定計画の進展についてアドバイスを頂いていました。
本稿を執筆するにあたって、過去のメールを読み直し
ても、弱音や不安どころか、病気の影すら感じさられ
ません。どうやら予後も良いようだと安心していまし

澪電会東海支部総会・懇親会 (2009）にて
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た。5 月初旬にも、山口先生から総会計画のための指
示メールが来ていました。

総会準備のメールが飛び交う中、6 月になって、山
口先生からのメールで、幹事団は初めて再入院を知り
ました。そのメールも「ちょっと体調がすぐれず、再
入院しております、このままでは、何も出来ずに総会
を迎えてしまいそうです。」と総会を心配し、また具体
的にやるべき作業の指示、さらに過去の資料の添付を
いただいていました。そして「パソコンを使うのもおっ

葬儀会葬者へのメッセージカード

くうになってきいるので、レスポンスが悪いかもしれ
ません。」で、そのメールは結ばれていました。後で知っ
たのですが、実際には 4 月下旬には食事が喉を通らな
くなり 5 月初旬から再入院されていたとのことです。
非常につらい中で、それを感じさせずに、澪電会の事
を考えて下さっていたことに、頭が下がります。

澪電会東海支部の幹事団は、再入院知った後も、ご
快復されるものと信じていました。しかし総会の計画
も固まり、送出間際の総会・見学会の案内文案の相談
等のメールが朝から飛び交っていた 7 月 3 日の夜、山
口先生の訃報が飛び込んできました。驚きました。翌
7 月 4 日の通夜と 7 月 5 日の葬儀では、山口先生の御
人柄と幅居広い御交友を示すように、多数の澪電会東
海支部会員を含む 500 余人の方々が会葬されました。

突然の山口先生の御逝去。澪電会東海支部は、総会
のみとし見学会や懇親会を自粛することも考えまし
た。しかし、病の床からも、準備状況を心配し、御助
言をいただいていたことを考えると、これを自粛する
ことは山口先生の御遺志ではないという結論に達し
ました。そこで、総会・見学会・懇親会は計画通り行
うことと決しました。10 月 5 日の総会では、黙祷に
より山口先生を偲び、御冥福をお祈りしました。

この小文を記すにあたり、山口先生の写真やメールを
見直しました。未だに御逝去が信じられません。あの人
なつっこい笑顔で、すぐ近くにいらっしゃるような気が
してなりません。あらためて御冥福をお祈りします。
 （片山正昭（通信・昭 56）記）

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。
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澪電会だより

平成25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 25 年度で 5 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、昨年
同様、いちょう祭期間中の 5 月 2 日（木）に開催された。

講演会に先立って、10：00 ～ 15：00 の間、工学部
施設公開の一部として、また、電子情報工学科 1 年生
配当講義「電子情報工学序論」の一環として、電気系
全研究室の公開が行われた。一般来場者に交じって、
電子情報工学科 1 年生が電気系研究室の最新の研究内
容を見て回った。

電子情報工学科特別講演会は、15：00 ～ 17：00 に、
銀杏会館三和ホールにて開催された。電子情報工学
科長・谷野哲三教授（現教員）により「「決める」っ
て結構難しい！」と題する講演が行われた。最適化
やゲーム理論などご自身の研究分野に対する平易な
紹介に加え、数学をはじめとする基礎学問を若い時
にしっかり身に着ける重要性を学生に説かれた。続い
て、コーデトーイズ株式会社代表取締役・大礒洋明様

（情・平 16 博）より「社長になろう！」との題目にて、
起業や会社経営についてのご経験を熱く語っていた
だいた。講演後には新 1 年生からの質問が相次ぎ、彼
らが大いに鼓舞されたことをうかがわせた。電子情報
工学科 1 年生 129 名、教員・一般聴講者 39 名、合計
168 名の聴衆が、熱心に講演に耳を傾けた。

講演会終了後、17：30～ 18：30には、銀杏会館3階
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。森勇介教授（電気・平元）の司会
のもと、澪電会会長・吉野勝美名誉教授（電気・昭39）
による祝辞を頂戴した。続いて参加者が10名程度のグ
ループを作り、提示されたテーマについてアイデアを
出し合う「熟議カケアイ」というイベントが行われた。「皆
さんは、将来、自分と周囲の人たちを幸せにするために、
どういう人たちと一緒に何をしたいですか？」という
問いかけに対し、新1年生と教員がテーブルを囲んで
様々な意見を出し合い親密な交流を図ることができた。
最後に、電気電子情報工学専攻長・伊瀬敏史教授（電気・
昭55）の音頭による万歳三唱で締めくくりとなった。1
年生76名、教員・大学院生スタッフ30名、合計106名
が、軽食をほおばりながら楽しいひと時を過ごした。
 （鎌倉良成（電子・平 4）記）

平成 25年度　総会・講演会・懇親会

平成 25 年 6 月 7 日（金）大阪梅田・新阪急ホテル「花
の間」にて 152 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 時から平成 25 年度澪
電会講演会が開催された。今回は、長谷川晃大阪大学
名誉教授から「「知者不博、博者不知」－老子 81 章」
と題してご講演をいただいた。中国古典思想の教えに
ついてわかりやすい解説を頂きながら我々への示唆
に富んだ大変興味深いお話を頂戴した。

引き続き平成 25 年度澪電会総会が午後 6 時より同
じく「花の間」で行われた。吉野勝美会長（電気・昭
39）の挨拶の後、大森裕総務幹事（電気・昭 47）か
ら平成 24 年度事業報告および平成 24 年度会計報告が
行われ、それぞれ承認された。続いて藤野隆雄新会長

（通信・昭 46）を選出し、承認と挨拶の後、新副会長
2 名と新幹事 16 名の指名と承認がなされた。引き続
き伊瀬敏史新総務幹事（電気・昭 55）から平成 25 年
度事業計画案が、また片山光浩新会計幹事（電子・昭
60）から平成 25 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 6 時 30 分より、会場「紫の間」に移
して行われた。藤野会長の挨拶のあと、熊谷信昭大阪
大学元総長・名誉教授（通信・昭 28 旧）および土師
総一ホテルグランヴィア京都代表取締役社長（電気・
昭 46）からご祝辞を頂戴した。その後、吉野前会長
の音頭で乾杯し、賑やかな歓談のひとときを持った。
最後に栖原敏明副会長（電子・昭 48）のご発声のも
と万歳三唱を行い、盛会裡に散会した。
 （鎌倉良成（電子・平 4）記）

平成 25年度　第 31 回　澪電会見学会
阪神電気鉄道㈱

鉄道電気設備・車両基地見学の実施報告

日　時：平成 25 年 11 月 5 日（火）10：00 ～ 17：45
見学先：阪神電気鉄道株式会社
 鉄道電気設備・車両基地
 運転シミュレータ（運輸部教習所）
 運転指令システム、電力指令システム、
 車両基地（尼崎車両基地）
 駅務遠隔監視制御システム（尼崎駅長室）
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見学担当幹事：大森裕、宮川修一、橋本昌宜
当日は朝 10 時に大阪駅連絡橋口に集合した後、阪神
電車にて尼崎センタープール前駅近くの運輸部教習
所に移動し、電車の運転・車掌シミュレータを見学し
ました。多くの見学会参加者が実際に体験し、シミュ
レータの完成度の高さに驚きました。また、考え得
る限りの不慮の出来事に対する訓練がなされている
ことを教えていただきました。尼崎駅付近の和食さと
寿司半尼崎店で昼食の後、尼崎列車基地に移動しまし
た。ここでは、列車運行管理システムの見学、変電所
集中管理システムの見学を行いました。また、尼崎駅
にて駅務遠隔監視制御システムも見学しました。日々
の安全運行がどのように支えられているかを教えて
いただくことができました。最後に、車両工場の見学
を行いました。車両のメンテナンスがどのように行わ
れているか、工場内を歩いて見て回ることができまし
た。見学会には、鉄道が好きな現役学生も参加し、質
疑では参加者から途切れることなく質問が出るなど、
大変活発で楽しい見学会でした。
 （橋本昌宜（現教員）記）

平成 25年度電気系卒業祝賀・謝恩会

平成 25 年度電気系卒業祝賀・謝恩会は平成 26 年 3
月 25 日（火）の大阪大学学位授与式当日の午後 6 時
から、千里阪急ホテル・仙寿の間において開催された。
卒業生出席者数 241 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）に
ご来賓、電気系職員、澪電会役員の方々をあわせて
346 名の出席者を得た。

式典の部は大森裕幹事（電気・昭 47）の司会で進
められ、最初に澪電会会長、㈱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）から祝辞
をいただいた。ついで大阪大学名誉教授、兵庫県立

大学特任教授の白川功先生（電子・昭 38）、㈱エヌエ
フ回路設計ブロック代表取締役社長の高橋常夫様（電
子・昭 45）の御二方より来賓の祝辞をいただいた。
電気系教員代表として電気電子情報工学専攻長の伊
瀬敏史先生（電気・昭 55）から祝辞をいただき、各
支部からの祝電が披露された。続いて、今年度から設
立された優秀な学修成績と研究成果を修めた博士前
期課程学生、優秀な研究業績を修めた博士後期課程学
生を表彰する菅田 -Cohen賞（専攻Webページに詳細）
の授賞式が執り行われた。最初に、電気電子情報工学
専攻教授の栖原敏明先生（電子・昭 48）より趣旨説
明が行われ、伊瀬専攻長より大道哲二君（システム・
制御・電力工学コース）、DAO DUY QUANG 君（量
子電子デバイス工学コース）の二名に菅田 -Cohen 賞

（博士）が、小鹿聡士君（システム・制御・電力工学
コース）、矢野慧介君（先進電磁エネルギー工学コー
ス）、竹本和史君（情報通信工学コース）、池添郁也君

（量子電子デバイス工学コース）、福井斉君（量子電子
デバイス工学コース）の五名に菅田 -Cohen 賞（修士）
が授与された。

この後、パーティの部が吉村政志（電気・平 6）の
司会で進められた。まず、澪電会前会長、大阪大学名
誉教授、島根県産業技術センター所長の吉野勝美先生

（電気・昭 39）のご発声で乾杯し、歓談に移った。宴
もたけなわの頃、藤野会長より楠本賞・工学賞の小川
翔梧君（量子電子デバイスコース）、工学賞の串直紀
君（システム・制御・電力コース）、生田拓也君（情
報通信工学コース・通信工学クラス）へ記念品の授与
があった。同じく工学賞の情報通信工学コース・情報
システム工学クラスの増田彬君には、別途記念品が渡
された。その後、恒例の福引き、お餅つきが賑やかに
行われ、ついで卒業生の代表として量子電子デバイス
工学コース・博士前期課程の池添郁也君から教職員お
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、澪電会副会長、電気電子情報工学専攻
教授の栖原先生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、祝辞をいただきましたご来賓の方々に
厚くお礼申し上げます。また、ご多用中にもかかわら
ず、ご臨席いただきました電気系職員の方々にもお礼
申し上げます。事務局の安井晴子様にはいつもながら
献身的に会の準備にあたっていただき、電気系の事務
補佐員の方々、卒業・修了生の一部の学生諸君には準
備・受付業務などをお手伝いいただきました。これら
の方々に心よりお礼申し上げます。今年も快く、記念
品と福引きの景品を寄贈いただきました㈱ NTT ドコ
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モ、関西電力㈱、住友電気工業㈱、㈱ダイヘン、田淵
電機㈱、㈱東芝、西日本電信電話㈱、西日本旅客鉄道
㈱、阪神電気鉄道㈱、㈱日立製作所、三菱電機㈱（社
名 50 音順）の各社様に厚くお礼申し上げます。

（吉村政志（電気・平 6）記）

平成 25年澪電会東京支部総会報告

澪電会東京支部では、平成 25 年 4 月 12 日（金）に
メルパルク東京（東京都港区）にて支部総会を開催し
ました。ご来賓として吉野勝美会長、大森裕総務幹事、
また池田博昌工業会東京支部長、ご講演を頂いた日本
マイクロソフト株式会社 代表執行役 社長の樋口泰行
様にご臨席頂きました。電気系以外からのご参加を含
め、総勢 179 名の盛会となりました。

講演会は『「超域」キャリアから学んだこと』とい
うタイトルで樋口泰行様に講演して頂きました。樋口
様は 1980 年電子卒業後、技術者から経営者へ、日本
の会社から外資へ、そして IT から小売りまで、名だ
たる企業において幅広いキャリアを積まれており、そ
のご経験を通じた興味深いお話をうかがう貴重な機
会となりました。講演の節々で、チャレンジ精神、努
力、そして、人の繋がりの重要性を数々のエピソード
を踏まえて語られ、大勢の聴講者が熱心に耳を傾けて
いました。最後は、日本の今後あるべき姿と関西人の
資質をユーモアも交えて対比され、これからは関西人
の時代がくるという明るい話で締めくられました。

続く懇親会では、開始に先立ち恒例の集合写真の撮
影を行いました。今回はここ数年に比べて非常に多く
の参加者があり、卒業学科で 4 回に分けての撮影とな
りました。また、冒頭の鶴保支部長の挨拶の中では、
多くの方に参加していただいたことに対する御礼と
ともに、今回の総会をもって支部長を厚海俊明氏にバ
トンタッチするというご報告がありました。その後、
ご来賓の吉野勝美会長、池田博昌工業会東京支部長か
らもご挨拶をいただき、大森総務幹事には、最近の大
学・大学院の状況を、スライドを交えてご紹介いただ
きました。数年前までは電気系学科の人気が低迷して
おりましたが、回復傾向にあるお話しなど、参加者一
同大変興味深く拝見させていただきました。続いて、
大森総務幹事に乾杯のご発声を頂き、多数の参加者に
よる懇談となり、久しぶりに会う方々の笑いや歓声が
飛び交う和やかな歓談が続きました。

会の終盤には、本年総会幹事会社を務めた 2 社から、
鳥居直哉氏（富士通）、平林洋志氏（NHK）の挨拶が
あった後、次期支部長の厚海俊明氏の挨拶、次回総会

幹事会社の森山隆志氏（日立製作所）と後藤喜行氏（パ
ナソニック）から来年に向けた挨拶と万歳三唱をもっ
て総会全予定を盛会裏のうちに無事終了致しました。
 （安家武（通信・平 8 年）記）

平成 25年度澪電会東海支部総会報告

澪電会東海支部では、10 月 5 日（土）に、岐阜県
恵那市岩村町にて支部総会、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藤野隆雄様、
副会長の谷口研二先生、総務幹事の伊瀬敏史先生にお
出でいただきました。支部からは片山正昭支部長（電
子・昭 56）をはじめ、昭和 37 年度卒から平成 20 年
度卒までの 17 名の会員を加え、合計 20 名の盛会とな
りました。

当日は 13：30、岩村コミュニティセンターに集合
して支部総会を開催しました。総会に先立ち、山口雅
史代表幹事（電子・平 3）が去る 7 月 3 日にご病気で
急逝された旨について、片山支部長より説明があり、
氏のご冥福をお祈りして全員で黙祷をしました。

総会は藤野会長のごあいさつで始まりました。次
に、支部から平成 24 年度の事業内容と会計決算の報
告を行いました。また、平成 25 年度から、新たに三
重大学の松井龍之介先生（電子・平 11）に幹事団に
加わっていただくことの提案があり、25 年度の事業
内容と予算とあわせ承認されました。議事終了後、伊
瀬先生から「母校と澪電会の今」という題で大学およ
び大学院の現状や、今年が澪電会の名簿作成年である
ことなどのご説明をいただきました。

総会終了後は、格子戸・格子窓のある古い街並み
が綺麗に保存された岩村城下町をゆっくりと談笑し
ながら全員で散策し、1787 年（江戸 天明 7 年）創業
の岩村醸造所へ行きました。記念撮影の後、「町家づ
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くり」の珍しい醸造所の内部を見学させていただき、
7 代目当主の渡會充晃様に事業の歴史等についてのご
説明もいただきました。狭い間口と奥行きがとても長
い町家づくりの醸造所には、店の奥にまで続くレール
があり、現在の国道が整備される以前は商品や原料米
の運搬に使われていたそうです。見学の後は、銘酒「女
城主」や仕込み水の試飲を楽しみました。醸造所のす
ぐ向かいにある「鳥兵」にて行われた懇親会では、谷
口副会長の挨拶の後、須川嘉幸様（電気・昭 37）の
音頭で乾杯し、見学したばかりの「女城主」もいただ
きながら若い会員の方たちとの親睦も深まり、八杉征
晴（通信・昭 37）のご発声による一本締めにてお開
きとなりました。

今年は例年とは少し趣向を変えて、名古屋から JR
中央線・明知鉄道と乗り継いで行く岩村町での開催で
した。遠路はるばるご参加いただいた来賓の先生方、
支部会員の皆様には感謝申し上げます。来年度はまた
名古屋市かその近隣で、少し遅い時期に開催の予定で
す。多数のご参加をお待ち申し上げます。
 （高田亨（電気・昭 60）記）

平成 25年度澪電会北陸支部総会報告

澪電会北陸支部は、11 月 2 日（土）に、第 24 回支
部総会を金沢駅近くの北陸電力昭和町変電所会議室
にて開催し、その後、北陸電力昭和町変電所、箔一、
石川県伝統工芸館及び兼六園の見学会を行いました。
本部からは、お忙しい中、藤野隆雄会長、谷口研二副
会長及び栖原敏明副会長をご来賓にお迎えし、総会は
14 名の参加となりました。

当日は JR 金沢駅改札口に 11 時 35 分に集合し、駅
から徒歩 5 分の総会会場となる昭和町変電所会議室に
向かい、到着後すぐに昼食としました。そして、12
時 15 分から支部総会を開催いたしました。木下支部
長の挨拶で始まり、藤野会長に挨拶いただいた後、平
成 24 年度の事業報告と会計決算報告を行いました。
続いて、平成 25 年度の事業計画案、予算案の審議、
了承をいただいた後、栖原副会長から「本部及び電気
系専攻の近況報告」と題したご講演をいただきまし
た。総会の後、同建物の地下にある北陸電力昭和町
変電所に向かい、北陸電力の方から説明を受けなが
ら、遮断器と開閉器の二つの機能を併せ持つガス絶縁
開閉装置、そして変圧器を見学し、都市域の地下式変
電所に関する理解を深めました。次に貸切バスにて市
内を移動し、箔一、石川県伝統工芸館及び兼六園を見
学いたしました。金沢市森戸にある箔一では、担当の

方から金箔製造工程の詳細について説明を受け、金箔
製品の美しさに感銘を受けました。県内の伝統工芸品
をすべからく見学可能な石川県伝統工芸館では、加賀
百万石の文化を飾る数々の品々に感嘆を覚えました。
兼六園では、天候にも恵まれ、前日から開始された雪
吊りの風情を感じながら園内を散策し深まる秋を感
じることができました。

見学会終了後、午後 4 時 30 分から金沢駅近くのあ
かめ寿司に場所を移し、春田次期支部長の挨拶に始ま
り、藤野会長の乾杯の音頭により懇親会を開催しまし
た。北陸の新鮮な食材に舌鼓を打ちながら会員相互の
近況報告を行うなどして、親睦を深めました。和気あ
いあいの懇親会もあっという間に時間が経ち、無事に
今年度の支部総会を終えることができました。

来年度以降は、特に若い会員の方々に参加をお願い
したいと思っています。多数の会員の方々にご出席い
ただいて盛会となるように、宜しくお願いいたしま
す。
 （熊田一雄　（基電・昭 60）記）

平成 25年度澪電会中国支部総会報告

澪電会中国支部では、平成 25 年 10 月 19 日 ( 土 )、
中国電力㈱島根原子力館を見学後、支部総会を開催し
ました。本部から、藤野隆雄会長、伊瀬敏史先生をご
来賓としてお迎えしました。また、中国支部からは、
中司浩生（通修 S35）、宮崎和彦（電 S35）、八十島義
行（電 S40）、朝山修 ( 電 S48)、福島透（基礎工 S56）、
高見佳宏 ( 電 S59)、相木泰治（電 H01）、難波正 ( 電
H05)、坪内光介（子 H08）、増岡裕樹 ( 通 H11)、福本
直紀 ( 通 H16) 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、バスで島根県松江市
へ移動し、JR 松江駅で松江からの参加者と合流しま
した。合流後、松江市鹿島町にある中国電力㈱島根原
子力館へ移動し、施設の見学を行いました。

島根原子力館は中国電力㈱島根原子力発電所に隣
接する PR 館で、館長様より福島第一原子力発電所の
事故を踏まえた、島根原子力発電所の安全性をより一
層高める取り組みについて説明していただきました。
説明後は活発な質問や意見交換をすることができ、ま
た、島根原子力発電所でご勤務されている中国電力㈱
の難波様、坪内様からも詳しい解説をしていただき、
非常に有意義な見学会となりました。

見学会終了後、引き続き島根原子力館にて支部総会
を開催しました。総会では、藤野会長からご挨拶をい
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ただくとともに、伊瀬先生から、母校の近況について
ご紹介いただきました。

その後、島根原子力発電所全体が見える場所へ移動
し、海抜 15m の防波壁や免震重要棟の建設状況など、
原子力館で説明していただいた安全対策の実施状況
を直接目で見ることができました。また、建設中の島
根原子力発電所 3 号機の建設状況も確認でき、完成間
近となった最新の原子力発電所の様子をうかがい知
ることができました。

今回は中国支部初めての山陰開催ということもあ
り、長時間の旅となりましたが、遠方より多数の方に
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。
 （福本直紀（通信・H16）記）

平成 25年度澪電会四国支部総会報告

澪電会四国支部では、平成 25 年 11 月 23 日（土）
に設備見学会と総会・懇親会を愛媛県松山市で開催し
ました。当日は、晴天に恵まれ、本部より藤野隆雄会
長、谷口研二副会長をご来賓としてお迎えし、四国支
部からは坂入修二支部長をはじめ 18 名の参加者とな
りました。

まず、愛媛大学城北キャンパスに集合した後、大澤
壽先生の案内で愛媛大学工学部の設備見学を行いま
した。愛媛大学ミュージアムでは、人文・理工を問わ
ず、知的刺激に満ちた展示物が豊富に並べられてお
り、見学者一同、時間が経つのを忘れ、熱心に見学し
ておりました。また、特別展示としてドイツより寄贈
された貴重な図書 384 冊が展示されており、愛媛大学
創世記の歴史を探求することができました。電気自動

車と太陽光発電による電力需給制御システムの見学
では、自作した電気自動車を前にして、制御方式や需
給制御システムとの連係等に関する活発な質問があ
りました。また、高密度情報ストレージのための信号
処理方式開発システムの紹介では、非常に興味深い内
容で一同真剣に聞き入っておりました。秋の紅葉が深
まるキャンパスでの見学会となり、文学あふれる城下
町に相応しい情緒ある設備見学会となりました。

次に、松山市内のホテルへ移動し、総会と懇親会を
行いました。総会では、幹事の山間の司会で、坂入支
部長の挨拶から始まり、藤野会長からのご挨拶、谷口
副会長からの母校近況報告を頂きました。坂入支部長
からは、参加頂いたご来賓や支部会員へのお礼や、今
後とも支部活動を活性化していきたいという抱負。藤
野会長からは、SNS を活用した澪電会の更なる活性
化施策の紹介や、母校をサポートする体制づくりのお
願い。谷口副会長からは、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、山間より平成 24 年度の
決算、平成 25 年度の活動計画や予算および支部長交
替の議案を提案し、全会一致で承認されました。坂入
支部長より退任の挨拶、多賀裕司新支部長からは就任
の挨拶を頂き、総会は無事に終了いたしました。

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、大澤先生の音頭
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感謝
し、御礼申し上げます。来年度も同時期に開催する予
定ですので、多数出席下さいますようお願い申し上げ
ます。
 （山間昭典（電・昭 63、電修・平 2））

平成 25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 26 日（土）に開催いたしました。本部よりご来賓
として前会長の吉野勝美先生、総務幹事の伊瀬敏史先
生にご出席賜りました。

九州支部からは永田重幸（気 S36）、三谷康範（気
S56）、服部励治（気 S61）、吉水清文（気 S62）、中村
健一（気 S63）、藤村高志（通 H01）、内藤正路（子
H01）、小杉成史（気 H05）、山本拓郎（気 H05）、園
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田彰三（気 H07）、田口彰（気 H07）、甲斐靖規（気
H13）、税所真前（気 H13）、渡邊政幸（気 H13）が出
席しました。

今年度は福岡県糸島で開催しました。九州大学伊都
キャンパスにてキャンパスの概要をご紹介いただく
とともに、最先端有機光エレクトロニクス研究セン
ター（OPERA）を見学しました。センター入口に設
置された円形型有機 EL ディスプレイに出席者の名前
が順番に流れる演出をいただき、一同感銘を受けまし
た。次世代の有機 EL デバイスを中核とする有機半導
体デバイスの研究開発に取り組まれており、非常に興
味深く最先端の技術に触れることができました。プロ

ジェクト支援室の工藤様には懇切丁寧にご説明賜り
ました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。その
後、創業明治三年の酒蔵である杉能舎を訪れ、地酒の
試飲などを行いました。日本三大玄武洞の一つである
芥屋の大門を遊覧船にて見学する予定でしたが、前日
の台風の影響により残念ながら中止となりました。

支部総会および懇親会は芥屋倶楽部筑前海にて執
り行いました。総会では三谷支部長からの挨拶のあ
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、ご来賓の吉野先生
からご挨拶を賜りました。続いて、伊瀬先生からは母
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。懇親会
では、玄界灘で獲れる魚介に舌鼓を打ちつつ、各参加
者から自己紹介と近況報告を行いました。短いひとと
きでしたが、話題のつきない中で楽しい時間を過ごす
ことができました。

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。この輪を拡げるべく、九州地区にお知り
合いの会員がおられましたら是非ともお声掛けくだ
さい。平成 26 年度は中国支部との合同開催を予定し
ています。とくに若手の会員の方々のご参加をお待ち
しております。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）

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 26
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 26 年度会費の場合、学部卒業が昭和 36 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。
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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12年  落合　岩男
 16年  高田　源次
 20年  樋口　正樹
 22年  山下　義美
 23年  山中千代衛
 24年  甲佐　史郎
 25年  辻　　良夫
 26年  近藤　道治
 27年  木本　保夫
 28年旧  藤井　克彦
 28年新 30年 辻　　三郎
 29年 31年 升田　公三
 31年 33年 寺崎　泰彦
 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 山中　龍彦
 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18年  藤澤　和男
 19年  黒田　一之
 20年  滑川　敏彦
 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
 32年 34年 長谷川利治
 33年 35年 宮道　　繁
 34年 36年 樹下　行三
 35年 37年 西原　　浩
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 36年 38年 野村　康雄
 37年 39年 真田　英彦
 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
 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 藤村　昌寿
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
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 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
 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

（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

（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

（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

（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

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官および教員の主査の
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、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。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 役員の任期は 2 年とする。ただし重任はさまたげ
ない。

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。

 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。
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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　　FAX　06-6879-7774　　E-mail　reiden@pwr.eng.osaka-u.ac.jp
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会報澪電 No. 35 をお届け致します。
阪神電車への見学会では、先輩方の旺盛な興味と

活発な質疑を拝見いたしました。研究室での学生と
のやりとりもかくあるべく、教員・学生とも努めて
いかなくてはと心を新たにいたしました。さまざま
な機会で、先輩方と学生が交流できる場を澪電会が
提供できればと思います。幹事一同、澪電会の活動
がさらに円滑かつ活発になりますよう努力してい

く所存ですので、皆様のご理解とご協力をお願い申
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ご承引下さいました執筆者の
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：橋本昌宜、吉村政志、
 古崎晃司、鎌倉良成）

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）
ファックス：06-6879-7774
電子メール：reiden@pwr.eng.osaka-u.ac.jp

澪電会 Facebook ページ開設のお知らせ

この度、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
ジを開設致しました。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。既に、先日開催された平成 25 年度電気
系卒業祝賀・謝恩会の様子もアップされてお
りますので、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




