
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪大学工学部 

醸造・醗酵・応用生物工学科同窓会 

尚醸会 

平成２４年９月 

尚醸会会報 
 

今号のトピックス 

 同窓会総会と尚醸会バイオテクノロジーセミナーの案内 

平成24年11月10日（土曜日）に大阪大学会館（豊中キャンパス）にて開催！ 

   招待講演： 仲本滋哉氏（サッポロビール株式会社、昭和59年卒） 

水野貴之氏（徳島文理大学理工学部、平成4年卒) 

橋本卓哉氏（サントリー酒類株式会社、平成19年卒） 

 教室の動向（P2） 

 教員紹介：産業科学研究所 永井健治教授（P6） 

 応生Archive ：69年前の卒業アルバム（P7～） 

 同窓会通信（P15～） 

 同窓生動向（教職員異動・H23年度卒業生進路）(P25～) 

第１５号 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尚醸会バイオテクノロジーセミナー(同窓会)開催のご案内 
開催日   平成２４年１１月１０日（土） 
場所  大阪大学会館（豊中キャンパス内） 

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-13 
TEL:06-6850-5977  
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/academics/facilities/OUHall/ 

         阪急石橋駅より徒歩10分  
  大阪モノレール柴原駅より徒歩15分 

プログラム 
１４：３０ 総会   ２階 講堂 
１５：１５ 講演会  

サッポロビール株式会社  仲本滋哉氏  昭和５９年卒  

「東日本大震災における経験」 

徳島文理大学理工学部 水野貴之氏  平成 ４年卒  

「香川の小さな田舎町で大学の役割を考えながらいろいろ挑戦しています」 

 サントリー酒類株式会社  橋本卓哉氏   平成１９年卒 

  「ザ・プレミアム・モルツのリバイタライズに関わって」 
１８：００ 交流会 （講演会場から移動し次第開始の予定） 

       豊中キャンパス学生交流棟カフェ ＆レストラン「宙（Sora）」 
 

参加費 ５０００円 

出欠を同封の用紙にてFax、郵送または、E-mail(doso@bio.eng.osaka-u.ac.jp)で 

お知らせください。 

学生交流棟 
宙（Sora） 
(交流会) 

大阪大学会館 
(総会・講演会) 
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巻頭言 − 人と人とのコミュニケーションの重要性 − 

大阪大学名誉教授 菅 健一（昭和 37年卒） 

昨年は東日本大震災によって、東北地方の多くの人々が大変な被害に遭いました。これ

に対して日本中からはもとより、世界各国から救いの手が差し伸べられました。このよう

なことから 2011年の「今年の漢字」に絆が選ばれました。人と人との繋がりが大変重要で

あることが、改めて認識された気がします。この繋がりは苦しい時だけではありません。

仕事をする上でも、大変大切だと思います。新しいアイデアが生み出される時、はじめは

一人一人が考えて、考え抜いてそれぞれのアイデアを出す。これをプレゼンの形で話した

り、個人的に他の人に説明するなどさまざまなやりとりの中から新しいアイデアが生まれ

てきます。研究室や学会、さらには異分野の人が集う中での討論は新たな可能性と刺激を

与えると思われます。 

先日、NHKの「クローズアップ現代」で山中伸弥教授が生み出した iPS細胞を使って、網

膜組織を再生し、加齢黄斑変性症を治療する試みが世界で初めて行われようとしていると

いう放送がありました。この病気は日本におよそ４０万人の患者がいるそうですが、これ

まで視力を回復させる治療法はなかったとのことです。この治療に取り組まれたのは理化

学研究所網膜再生医療研究プロジェクトのリーダー高橋政代のグループで、これまで ES細

胞を用いて研究されていましたが、患者自身から樹立できる iPS 細胞を用いて、網膜細胞

を作り、さらにシート状にして、移植できる状態にまでに成功しました。この研究者が網

膜の再生の研究を始めたきっかけは米国ソーク研究所に留学したとき、世界で２番目の神

経幹細胞が出来た時に出会ったことであり、そのとき、幹細胞は網膜の治療に役立てるこ

とができると感じたそうです。ちょっと違う分野に触れたのが良かったと述べています。 

一方、当初 iPS 細胞の誘導に必要な４つの遺伝子がすべてがん化と関連すると報告され

ていたことから、ヒトへの利用はむつかしいと言われていましたが、山中教授のグループ

が結集してこの問題を克服したということです。しかし、この技術が一般の患者の治療に

まで進む為には多くのステップをクリアする必要があります。これを彼はジクソーパズル

に例えています。すなわち、臨床研究から、特許、厚労省からの認可、倫理的な許可など

がそれぞれピースであり、最終的にこれを組み上げる体制が必要であると述べています。

したがって、これらを担当するグループが十分コミュニケーションをとって、はじめて完

成します。私も大学を定年退職後、ある企業に、技術コンサルタントを依頼されたことが

あります。培養プロセスのスケールアップに関するものでしたが、製品となる培養生成物

がアミノ酸とかある種のタンパクとか組成のはっきりした物質ではなく、その製品が微妙

な成分の混合物であり、これらが作用し合って、独特の効果を示すものであったため、関

係する担当者と細かく討論しながら、実験研究を進めた記憶があります。 

日本には一期一会という言葉がありますが、偶然出会った人から思わぬアイデアをもら

うことがあります。人と人とのコミュニケーションを図ることは何も研究だけではなく、

いろいろな分野で重要であり、大切にしたいものです。 
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教室の最近の動向 

生命先端工学専攻 生物工学コース長 村中俊哉 

平成 24 年 7 月現在、生命先端工学専攻生物工学コースには、教授７名、准教授６名、

講師１名、助教５名の教員が在籍しております。加えて、物質生命工学講座の極限生命工

学領域（２名）、生物工学国際交流センター（６名）、情報科学研究科バイオ情報工学専攻

（５名）および産業科学研究所生体分子機能科学研究分野（３名）の先生方が在籍され、

学部および大学院の教育にご協力いただいております。この他、生物工学コースならびに

関連研究室には、特任教員９名、特任研究員３９名、２名の技術職員、１名の事務職員、

４名の技術補佐員、２名の研究補佐員と１８名の事務補佐員が在籍しております。また、

学生数は、英語コース所属の大学院生を含め、博士後期課程２７名、博士前期課程９４名、

学部研究室配属学生６６名が在籍しております。 

さて、平成 23 年度から平成 24 年度にかけても、当教室は大きな移り変わりがありまし

た。まず、平成 23 年 10 月 1 日に、ゲノム機能工学領域の金子嘉信准教授が酵母リソース

工学寄附講座教授としてご栄転されました。12月 31日に、情報科学研究科バイオ情報工学

専攻のイン ベイウェン助教がご退職され情報科学研究科特任教員となりましたが、引き続

き特任准教授として学生実験を担当いただいております。平成 24年 2月 1日に細胞動態学

領域の内山 進助教が准教授に昇進されました。3 月 1 日に、永井健治氏が産業科学研究所

の教授として、高田英昭氏が細胞動態学領域の助教として着任されました。3 月 31 日に、

細胞工学領域の岡澤敦司助教が大阪府立大学生命環境科学研究科准教授として、また、情

報科学研究科バイオ情報工学専攻の古澤 力准教授が理化学研究所生命システム研究セン

ターチームリーダーとしてそれぞれご転出されました。同日、生命環境システム工学領域

の塚田幸治助教がご退職され、原 謙三 国際特許事務所に勤務されております。新年度の 4

月 1 日には、津留三良氏が情報科学研究科バイオ情報工学専攻の助教として、松田知己氏

が産業科学研究所の助教としてご着任されました。さらに、4 月 16 日に、生物工学国際交

流センターの三﨑亮助教が講師に昇任、7月 1日にゲノム機能工学領域の杉山峰崇助教が准

教授に、生物工学国際交流センターの木谷茂助教が准教授に昇任されました。また同日、

加藤康彦氏が生命環境システム工学領域の助教として、吉田敏臣名誉教授が生物工学国際

交流センター招へい教授として着任されました。 

一方、2年前に大阪大学で採択された国際化拠点整備事業に、当コースとしては、引き続

き学部留学生を対象とした英語コースである「化学・生物学複合メジャーコース」として

協力させていただいております。また「日独共同大学院プログラム」は今年で 3 年目を迎

え、さらには、大学院留学生を対象とした英語コースの「フロンティアバイオテクノロジ
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ー英語特別プログラム」今年で 10年の節目を越えました。さらに生物工学国際交流センタ

ーの新築改築工事が本年 7 月より始まりました。国際化を目指した教育プログラムは、新

たな展開を迎えようとしております。 

また、博士前期課程の授業に、生命先端工学特論Ⅰを開講して 3 年目になりました。本

授業は、企業や試験所などでご活躍されている方をお迎えして実施されるオムニバス集中

講義で、本年度は、平成 23年度に引き続きアステラス製薬（株）の日野資弘氏、岡村製油

（株）の島田裕司氏、（元）ヒューマンサイエンス研究資源バンクの澤田秀和氏、日立造船

（株）の中澤慶久氏にご協力いただき、実践的な生きた授業を学生に提供しております。 

 大学教育の現場では、特徴ある授業や研究活動を通して、国内外の学生の資質を伸ばす

べく日々努力を行っており、今後も良き人材を輩出して行きます。会員の皆様におかれま

しては、前途ある後輩たちへ求人を含めた就職活動情報のご提供をお願い申しあげるとと

もに、今後も当コースの運営に多大なご支援を賜りますようお願いいたします。
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東日本大震災における経験 

サッポロビール株式会社 仲本滋哉（昭和 59年卒） 

 

 大阪大学工学部醗酵工学科（当時）の卒業生として初めてサッポロビール（株）に入社し

たのは昭和５９年、今から２８年前のことです。以来、ビール６工場、研究所、本社生産

技術本部、ベルリン留学、ミュンヘン駐在員と、様々な事業場で、様々な仕事を経験して

きました。その中でも、昨年ちょうど竣工４０周年を迎えた仙台工場において、工場長と

して東日本大震災を経験したことは忘れられないものとなりました。 

震度６強の激しい横揺れにより、工場は大きな被害を受けました。建物自体の損壊は免

れ、工場従業員が全員無事に避難できたことは何よりでした。余震の続く中、二次災害の

防止、被害状況の把握、さらに、可能な範囲での片付け作業から始めていきました。 

発生直後に、震災対応について、サッポログループとしての基本方針が示されました。

現場の工場長として、基本方針を判断の拠り所とし、臨機応変に対応していくこととしま

した。 

１．人命第一・安全最優先 

２．地域・社会への貢献 

３．事業の維持・継続 

「地域・社会貢献」も「安全」に次ぐ重要なものであると確認でき、地域住民の工場施

設への受入れ、飲料水・支援物資の提供、炊き出しの実施など、できることはすべて実施

していきました。また、従業員には、希望する期間、消防団など地域活動を優先させるよ

うにしました。 

工場復旧に向けては、まず工場を救援物資の物流拠点として機能させ、水・電気・ガス・

廃水処理の復旧から進めていきました。困難な状況ではありましたが、社内外の多くの方々

の支援を受け、地震発生５２日後の

５月２日には缶商品の製造を再開す

ることができました。現在も一部の

建物等の復旧工事は継続しています

が、製造体制は震災前の状況まで回

復しています。 

今回の経験から「地域あっての工

場」の感を今更ながら強く持つよう

になりました。また、工場運営、ビ

ール造りを支える多くの企業・官庁

の皆様にも心より感謝しています。

そして、被災地の一日でも早い復

旧・復興を切に願っています。        昨年４月のサッポロビール仙台工場 
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香川の小さな田舎町で大学の役割を考えながらいろいろ挑戦しています 

徳島文理大学 理工学部 水野貴之(平成 4年卒) 

 

 大嶋研で卒業し、原島研で学位を取り、ポスドク２カ所を経て、四国にある私学徳島文

理大学に８年前、ナノ物質工学科創設のメンバーとして着任しました。所在地は香川の東

部、人口わずか５万人のさぬき市です。

この地で、酵母をテーマの研究を始め

ましたが、もう一つの大きな役割とし

て地域との窓口となり大学が地域に

貢献する方法を模索してきました。履

いているワラジの数も８年あまりの

間にもいつしか増えてきました。今回

はそのうちのいくつかを紹介させて

いただきます。まず研究の話を少々。 

 １）感染症酵母について、病原性の解析と予防薬治療薬の開発 

 ２）感染症酵母ですが、バイオエタノール生産にも適しているという話 

 ３）病原性酵母ですが、畜産や農業につかってみたいという挑戦の話 

続きまして地域との連携の話  

 ４) 地域共同開発センター窓口として地元企業と連携を狙うが遅々として進まない話 

 ５）地元食品関連の共同研究が増えてきました。気楽な例のご紹介。 

学生を元気にするための挑戦 

 ６）体験教育支援センターの活動 

 ７）ボランティアサークル レインボーの会の活動 

 ８) こども科学教室の実践 

最初の５－６年は、できない、やらない理由は一切考えず、できるものはすべてやってき

ました。ここ１-２年これらのいくつかが有機的に結びついてきました。 

９）学生をどう社会に売り込むか？を考えた改組、コース制の導入とカリキュラム 

10）地域との連携～志度湾プロジェクトの開始の話 

11）ノンアルコールワインを作ることになりました。というお話 

 12) さぬきといえば さぬきうどんですが 七宝具うどん への挑戦のお話 

 

一見役に立たないようなこともやってきました。どう見ても役に立たないことも、仕事

に役立てようとしてきました。結局それは小さな町だから可能なことなのだと思います。

小さい町だからすべてのことがつながり始めると、大きなことが動き出す予感を感じてい

ます。今回は、皆様から様々なアドバイスをいただこうとおもっております。よろしくお

願いいたします。 
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ザ・プレミアム・モルツのリバイタライズに関わって 

サントリー酒類株式会社 橋本卓哉（平成 19年卒） 

 

 私が平成 21年 4月に修士卒でサントリーに入社し、最初に配属されたのがビール商品開

発研究部でした。配属部署では、「商品開発研究」部とはいえ、業務内容はどちらかと言え

ば技術開発寄りのことが多く、酵母の代謝を調べたり、発酵技術の工場での最適化に関わ

ったりと、ものづくりの基礎から商品開発に近い部分まで、多くのことを学んで来ました。 

さて、サントリーでは私が入社した年に、モンドセレクションで３年連続最高金賞を受

賞したザ・プレミアム・モルツが事業を牽引し、ビール事業始まって以来の黒字を達成す

るというエポックメイキングな出来事がありました。その後も順調に黒字での成績を残し

続けているサントリービールは、商品開発研究部内で少しずつ研鑽を続けていた私にも力

強く感じられました。そんな日々の中で、ザ・プレミアム・モルツは売上を伸ばし続けて

きているものの、今の姿に満足すべきでない、今だからこそザ・プレミアム・モルツの更

なる飛躍を目指さねばならない、との考えから、ザ・プレミアム・モルツの「リバイタラ

イズ」に向け、社内の総力を挙げて新たな価値を検討していました。勿論、その中には商

品開発研究部の一員である私も加わっていました。 

サントリーＨＰでの訴求項目は以下の通りです。【「欧州産アロマホップ 100％使用」「粒

選り麦芽 100％使用」「天然水 100％仕込」の特長はそのままに、“華やかな香り”と“深いコ

クと旨み”をさら に追求しました。「ザ・プレミアム・モルツ」が目指す何杯飲んでも飲み

飽きない味わい（ヴァイタートリンケン）をお楽しみいただけます。】 

この度は、私が関わったザ・プレミアム・モルツのリバイタライズについて、お話をさ

せていただきたいと思っています。 

 

                         ※サントリーHPより引用 
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教員紹介：タンパク質エンジニアリングの先にあるもの－少数性生物学－ 

大阪大学産業科学研究所 永井健治 

 

私は1998年3月に東京大学大学院医学系研究科博士課程（指導教官：御子柴克彦教授）に

て学位を取得後、同研究室で当時助手をなされていた宮脇敦史先生が理化学研究所脳科学総

合研究センターにて研究室を立ち上げるということで、ポスドクとしてスタートアップメン

バーに加わり、蛍光タンパク質GFPを利用したバイオイメージング技術の開発研究に携わっ

てきました。GFPと言えば、2008年度のノーベル化学賞の受賞対象であることは皆さんご存

知だと思います。様々なタンパク質に遺伝子上で連結することができ、緑色蛍光を顕微鏡下

で捉えることで、見たいタンパク質の局在や動態を生きた細胞を用いて観察することを可能

にしました。しかしながら、従来の蛍光タンパク質の利用法では細胞内の構造物やタンパク

質の動きは可視化できても、タンパク質の相互作用や酵素の活性化などの生理機能の可視化

は不可能でした。そこで、私は蛍光タンパク質のエンジニアリングによって、蛍光メカニズ

ムや蛍光そのものの物理化学を利用することを可能にし、生理機能を可視化する方法を多数

考案し開発してきました。例えば、GFPの円順列変異体を用いることで、タンパク質間の相

互作用を蛍光団の荷電状態、つまり吸収・蛍光スペクトルの変化に結びつけ、この原理を用

いてCa2+指示薬pericamを開発しました。また、初期のGFPはタンパク質に翻訳されてから発

色団が形成されるまで数十分もかかるためレポーターとしての使用に制約がありましたが、

遺伝子改変により発色団の形成速度・効率を飛躍的に向上させたVenusを開発することでこ

の問題を解決しました。Venusは既に引用回数が1000回を超え、今や蛍光タンパク質のワー

ルドスタンダードの一つになっています。 

2005 年 1 月に北海道大学電子科学研究所に教授として着任し、自分の研究室を開いてからも、

世界初の“群青色”蛍光タンパク質 Sirius や、世界最高感度であるサブ nM の Ca2+を検出可能な

cameleon-Nano15、紫外光照射によって蛍光色が水色から黄緑色に変化する Phamret など、様々

な“作品”を創作するとともに、化学発光タンパク質を用いた新規バイオイメージング技術の開発に

も乗り出しました。また、2005 年 11 月にはニコンイメージングセンターを北海道大学に開設しバイ

オイメージング技術の普及にも努めてきました。 

実のところ、このような技術開発は私の研究の本道ではなく、学生時代から探求したい

と考えていた“少数性生物学”を行うための脇役にすぎません。少数性生物学とは端的に

言えば、「細胞内に指折り数えるほどしか存在していない分子種がいかにして頑健な細胞

機能を創発するのか」を理解しようとする学問です。少数性生物学は私の造語で、まだ全

く認知されておりませんが、Ｈ23年度の文科省新学術領域研究に採択さ

れ多くの研究者ならびに企業と共に新学問の創設に向け邁進中です。本

分野に興味を持ってもらえる若い研究者が育つことを期待するとともに、

産業化につながる努力を続けていきたいと考えております。尚醸会のみ

なさまのご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。 
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応生 Archive ：69年前の卒業アルバム 

尚醸会編集担当 古賀雄一（平成 8年卒） 

 

昭和 18年卒業の三宅正夫さんから、卒業アルバムを御寄贈いただきました。 

当時の先生方や、東野田校舎など戦時中の学生生活がうかがい知れる多くの写真が収蔵さ

れております。学ランに坊主頭の学生が授業を受け、実験をし、実験室で囲碁をしたり、

先生と野球をしていたりするさまは今の教室の風景と、大きくは変わらないように思いま

す。しかし、ところどころに軍事教練や勤労動員などの写真もあり、切迫した時代背景が

感じられ、当時の学生がどのような思いで卒業されたのかを思わずにいられませんでした。 

思い出深い品をご寄贈いただきありがとうございました。 

貴重な資料として活用させていただきたいと存じます。 

～三宅さんからのお手紙～ 

色よい御返事を頂き有難うございました。この種のものは本人しか価値なく、若し

私が亡くなったら捨てられてしまうものです。でも大阪の東野田の校舎の様子として

は貴重なものと思います。また幸いにも戦争で焼けのこった物品です。 

学生時代の思い出は、昭和 16年 12月 8日朝、第 1時限、電気工学の時間（藤本助

教授）が始まる前、「日米開戦」のニュースで一瞬サワガシクなったこと、３年間の授

業が 2年 6ヶ月に短縮、昭和 18年 8月、三重県賢島の阪大臨海研究所にクラス一同数

日滞在、「水盃き」で別れたこと。 

 当時は一刻も早く戦線に参加するよう求められ、私も台湾製糖に入社したものの、

入社式に出た翌日から海軍に。同じクラスから海軍技術将校として中山栄次郎、野田

泰夫と私との３人が入隊。他は特に事情（肺病とか）の無い限り全員が強制的に（就

職先に関係なく）陸軍または海軍に入隊させられました。野田君も菊正宗に店員（当

時は嘉納商店）に採用になったが私同様にすぐ上京、海軍経理学校（跡地は現在築地

市場、勝鬨橋際）で任官式、式直後、青島（中支、チンタオ）に向かって出発（横須

賀、神戸、佐世保の 3組に分かれて）・・・・。 

（中略） 

学校関係のクラス会は、すべて無くなりましたが、海軍技術科の同期会は東京、大

阪で夫々今尚続いています。 

（中略） 

 阪大ビールの会にはできるだけ参加するようにしています。でも浅草にアサヒビー

ルの工場があり、その付属ともいえるビヤホールのビールが一番。 

 以上、グダグダかきました。後よろしくお願いします。 

昭和 18年卒 三宅正夫 

 

三宅正夫さんは、先般亡くなられた芝崎 勲先生と同級で、現在、93歳でいらっしゃい

ます。今なお、東京で国際特許事務所を経営され、数年前からは主たる業務を、甥御さん

にまかせていらっしゃるとのことですが、それでも、毎日、ご自宅から、電車通勤で事務

所に通ってきて、国際特許の案件があれば、仕事をしておられるとのことです。 

                                 （原島追記） 
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昭和 18年卒業生 アルバムより 

東野田校舎 

坪井記念館 
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中村教授 
高田教授 

寺本助教授 小田助教授 

照井講師 

中島助手 
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工場見学（九州） 

軍事教練（工学部全員） 

勤労動員 
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関東支部たより 

尚醸会関東支部 支部長 鶴谷泰二（昭和 43年卒） 

 

 本年の支部総会は秋に開催する予定でいます。主賓講師のご都合を確認してから日程を

設定しますので、８月になればご案内できるのではないでしょうか。 

昨年は震災のこともあり、たいした活動もなく早やこの原稿を寄稿する時期にきました。

昨年来、高齢化しつつある会員に対する同窓会の存在意義について幹事間で議論してきま

したが百出です。今のところ無理やりに考え方を一致させる必要もなく秋の総会で意見を

聞きます。同窓会に関し報告する活動もなく、以下勝手なことを書いてお茶を濁します。 

私は学部のときは醗酵を専攻しましたが、物質名、微生物、酵素などの固有名詞を覚え

るのが苦手でした。数式で整理できる学問の方が分かり易いので大学院は化学工学に移り

ました。そして環境プラント機械の製造・販売を職業にして昨年年金生活に入りました。

現在ご縁があって発展途上国相手に政府資金を使った環境改善コンサルタントの仕事をパ

ートで手伝っています。 

我が国ではごみの技術問題はそれなりに決着が付いて立地問題以外は順調に処理されて

きています。ここに来るまでには、環境ホルモン、ダイオキシン問題など自称環境専門家

が自説を過敏に示威宣伝してきましたが、今では放射線被爆の方に関心が移り、世の中は

原発反対で東京日比谷・霞ヶ関の夜間人口が増えています。 

さて途上国相手にコンサルタントをしていますと、国の経済力、関係法律の整備状況、

政治勢力争い、民度といわれる民衆の行動原理・常識レベルなどが複雑に絡み合い、純粋

な技術論は通用しません。我が国は新聞で評論化が自虐的に解説するのとは異なり一般的

に尊敬されており、できることなら我が国の技術実績を使いたいと考えてくれていること

がよく分かります。環境技術の場合は（高価格過ぎるため）最先端の技術でなく、２０～

３０年かけて築いてきた東京都などの失敗と成功の歴史が価値を持っているのです。具体

的に言えば、その一つに醗酵・堆肥化技術があるのですが、残念ながら、この技術は我が

国では周辺の農業経営と利害が合わず、かつ本流でないため研究する学者も少ないので実

績は極めて少なく、むしろ欧米の研究者の論文がアジアでは若手技術者のテキストになっ

ています。液晶などの最先端技術で戦うものに比べるとインフラ整備は、技術の先端性よ

りも経験をベースにした維持管理技術が評価されるようです。我が国ではそれらが活用で

きる形で役所の中でも系統的に整理されていません。アジアの大学で我が国の最近５０年

の環境技術の進歩の歴史を書いた本が学生のテキストにならないものかと思っているとこ

ろです。
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＜＜同窓会通信＞＞ 

 

二井將光先生日本学士院賞受賞 

大阪市立大学 東 雅之（昭和 60年卒） 

 

大阪大学名誉教授、現在岩手医科大学薬学部長・教授の二井將光先生が、2012 年度の日

本学士院賞を受賞されました。6月 4日に、天皇皇后両陛下ご臨席のもと、東京・上野の日

本学士院にて授賞式が行われました。また、6月 28日には、大阪大学産業科学研究所にて、

日本学士院受賞記念講演会が開催されました。受賞記念講演会では、天皇陛下にご研究を

説明された様子などをお話し頂き、生物エネルギー生産(転換)機構の長年のご研究と、岩

手医科大学で行われた最新のご研究について紹介頂きました。二井先生の今後の益々のご

健勝を心よりお祈りします。 

 

 

大阪大学産業科学研究所でのご講演 
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工学の難しさについて思うこと 

北海道大学 髙木 睦 （昭和 54年卒） 

 

私は大学卒業後、長い間「工学」を看板に掲げて仕事をしてきました。「理学と異なり工

学は実学である」ことに異論はないと思いますが、「実学とは何か？」という点になると人

により見解が微妙に異なるかもしれません。 

 私は大学卒業後、某総合化学メーカーで医薬開発研究に携わり、幸運なことに大型新薬

の製造技術の基礎から工場建設までを一貫して経験する機会に恵まれました。そういうわ

けで、どんな技術が実際の生産や産業化に役に立つかについて人並みには理解したつもり

です。これを「実用化感覚」と呼ぶことにします。そのころ、工学系の学会へも年に数回

は参加しましたが、失礼ではありますが「実用化や実用性をうたっていながら役に立ちそ

うもない研究発表も大学にはあるんだなあ」と生意気ながら思ったものでした。 

 その後、会社を辞めて大学教員になり、立場は逆転しました。会社時代に自分で思った

ことが自分に降りかかって来ないようにしないといけなくなったのです。新聞を流し読み

し、学会発表を眺め、色々な業界・職種の方々の話を聞き、少しでも実用化に結びつきそ

うな研究テーマを選択することに努めました。中でも、ある種の培養に特化したある自動

培養装置の開発は、狙ったとおりのニーズがあり、開発パートナーにも恵まれ、製品化に

もこぎ着けることができました。しかし、論文としてはうまくまとまったのに、社会や業

界が予想に反して思わぬ方向へ向かいだしたりして当てが外れた残念な研究もありました。

その根底には、会社を離れ年月が過ぎて鈍ってきた「実用化感覚」の問題があったように

思います。 

 このように「実用化感覚」は、工学研究者にとってとても重要だと私は思っています。

これを一番効果的に身につけるためには、数年の会社勤務を経ることだと思いますが、大

学教員にとってあまり現実的とはいえません。それならば、せめて、大学での研究の一翼

を担っている大学院の学生諸君に会社勤務経験をしてもらえばいいのでは？と考えました。

いわゆる「企業インターンシップ」ですが、就職活動の一環としてではなく、「実用化感覚」

を少しでも身につけてもらうためです。そこで、学会で学生インターンシップを斡旋でき

ないかと、ある小さな学会で検討を始めま

した。これに対しては「短期間で何を学べ

るのか？」という批判もありますが、この

趣旨での「企業インターンシップ」は究極

的には日本の生産技術を支えることにつ

ながると私達は考えています。しかし、こ

の不況下、この意義に賛同し学生を受け入

れる余裕がある会社がどれくらいあるで

しょうか？ 
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「偶然と必然」 

北陸先端科学技術大学院大学 高木昌宏（昭和 57年卒） 

 

３０年以上前、大学３年生の時に「醗酵生理学」の講義で、夏休みの読書感想文の課題

となったのが、「偶然と必然」（J. Monod:渡辺 格、村上光彦訳）であった。蝉の声が静か

になり始めた締切り間際に、この難解な本と、そして久々の原稿用紙と向き合った記憶は、

未だに鮮明だ。そしてなぜか今もこの本は手放せず、目の届くところに置いている。 

「偶然に発した情報は、合目的的な機構により、あるいは取入れられ、あるいは拒否さ

れ、さらに忠実に再生・翻訳され、その後、巨視的な自然の選択を経て必然のものとなる。」 

モノーは、生命というシステムに訪れる偶然と必然という対立事象の先に、生物進化があ

るという、弁証法論的な内容を述べたいのだということまでは、精一杯理解した。しかし、

哲学書とも思える内容の全貌は、当時はもちろん未だに理解できていない。理解できてい

ないからこそ、手放せないのかも知れない。 

「幸福になる最善の方法は、過去を肯定すること。」大学時代の恩師の言葉だが、「偶然

と必然」の内容との共通点に気づいた。自分という人間に訪れる数々の偶然、つまりは、

出会いや別れ、失敗や後悔を、未来に向けて肯定し必然と捉えることで成長し、自我が生

まれ、幸福を自覚するという意味なのかと。 

｢いかなることも偶然によって起こりえない。」（デモクリトス）。科学技術しかりである。

偶然を偶然とせず、必然に変える事こそが、その役目であろう。では、なぜ生命という自

己組織化的に偶然を必然に変えることのできるシステムが、地球という星に誕生したの

か？これこそが、生物学の最大の疑問だが、諸説があろうとも「偶然」と呼ばざるを得な

い。そしてその偶然にこそ、「真理」が潜んでいる。 

「宗教家が神秘と呼び、科学者が偶然と呼ぶもの、そこにこそ真の必然が隠されている

のだが、天はこれを人間どもに、いかにも取るに足らぬもののように見せかけるために、

悪戯っぽい、不真面目な方法でちらつかせるにすぎない。」（三島由紀夫・美しい星）。不思

議な何かがちらついている事に気づいたら、神（絶対的真理）の存在を意識し、謙虚にな

る必要がある。それは宗教家だけでなく、科学者、一般市民も同じなのかも知れない。少

なくとも自らの無能や怠慢を、「偶然」とか「想定外」と言い訳したりすることだけは、あ

ってはならない。  

感想文から十数年後、私は「醗酵生理学」の教壇に立った。そしてその後、石川の地に

赴任した。これは「偶然」それとも「必然」であろうか？ただ阪

大時代の先生方、先輩、同級生、後輩との出会いと経験が私を成

長させ、時を経てそれらを必然であったと肯定し、幸福と感謝の

念を自覚していることは断言できる。 
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平成 23年度 尚醸会バイオテクノロジーセミナー回想 

 

平成 23年 11月 12日（土）に、平成 23年度尚醸会バイオテクノロジーセミナーの総会・

講演会（大阪市立大学文化交流センター）と懇親会（アサヒスーパードライ梅田）が開催

されました。土曜日開催になって２年目のセミナーでしたが、総勢６１名の同窓生が参加

しました。まず大嶋会長のご挨拶の後，総会が執り行われ、会計報告などの議案が承認さ

れました。続いて、金谷氏（アサヒビール、昭和 49年卒）、西矢氏（摂南大学、昭和 60年

卒）、大橋氏（現教員）の３名による講演が行われました。金谷氏からは、スーパードライ

の誕生の背景から海外ビール市場における動向などの大変興味深いお話しが頂けました。

西矢氏からは、勤務先であった東洋紡績での研究開発経験に関するお話があり、実際に商

品化された例も踏まえて興味深くお話しいただけました。大橋氏からは、大学院からポス

ドク時代、そして現在に至るまでの研究内容をご紹介いただきました。各講演後の質疑応

答では、演者の貴重な資料や興味深い現象に対する質疑が活発に行われ、和やかなうちに

閉会を迎えました。セミナー閉会後には、全体集合写真（下記参照）を撮影しました（詳

細な写真は、尚醸会ホームページに掲載しております。ご参考ください。）。 

場所を移して、菅氏（昭和 37 年卒）の冒頭挨拶と、辻阪氏（昭和 26 年卒）の乾杯の音

頭により、懇親会が始まりました。至る所で、名刺交換が始まり、また再会を懐かしむ光

景がみられました。会の途中では、新任教員と新任幹事の紹介と簡単な挨拶がありました。

宴もたけなわではありましたが、中桐氏（昭和 33年卒）の中締めにより、懇親会を終了し

ました。 

土曜日開催になってから、参加する同窓生の年代が広がったように思います。また参加

された先生方のお名前を下記にリストアップいたします。同窓生の方々の、より一層の参

加を、幹事一同お待ちしております。 

 

【出席教員名（敬称略・アイウエオ順）】 

卜部格、大嶋泰治、大橋貴生、岡澤敦司、岡野憲司、小野比佐好、金子嘉信、木谷茂、

古賀雄一、清水浩、菅健一、杉山峰崇、關光、高木睦、高野光男、長森英二、仁平卓也、

馬場健史、福崎英一郎、藤田正憲、藤山和仁、本田孝祐、松浦友亮、三崎亮、向由起夫、

渡邉肇 

（記・編集幹事） 
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＜全体写真＞ 

    

＜各年代の同窓生写真 その１＞       ＜各年代の同窓生写真 その２＞ 

 

＜各年代の同窓生写真 その３＞    ＜参加現教員＞ 
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同窓生からのメッセージ 

 

高山 哲郎（昭和 25年卒） 

アサヒビールグループの食品会社の顧問を本年 3 年目で辞めましたが、卒業より６０年

（うち５年南米、２０年ＵＳＡ）現役で頑張りました。 

 

福井 正憲（昭和 45年修士卒） 

1970年に大学を離れて以来、バイオ学の発展により、微生物、植物、動物、インセクト・・・

共通の部分について解明され、各分野の分かれていたそれぞれの学問に１本の横串が通さ

れました。それだけでなく、工学的な技術、素材との接点の可能性もどんどん拡がってき

ました。しかし、このままの状態で人間の欲望のみで進めるのではなく、広い科学（バイ

オを含めた）をもう一度、自然の姿に求めるべきでは！ 

 

新城 雅子（昭和 52年卒） 

大学院大学で就職アドバイザーとして若い学生、ポスドクのキャリアデベロップメント

を一緒に悩みながら、相談に乗っています。新しい感性の若い力を社会に繋げたいと願っ

ています。 

 

宅見 央子(平成 5年卒) 

昨年は話をする機会をいただき、ありがとうございました。江崎グリコ㈱健康科学研究

所にて、昨年同様、研究を続けています。尚醸会の発展および皆様のご活躍を祈願いたし

ます。 

 

三橋 和也(平成 6年卒) 

社名がダイセル化学工業（株）から（株）ダイセルに変わりました。従来の化学と微生

物（発酵）工学の融合を目指す仕事からよりバイオの可能性を追求する仕事へと進んでお

ります。 

 

 

 

編集部より 

会費振込用紙や同窓会参加申し込み用紙にメッセージをお寄せください。メールでもか

まいません。来年の会報に掲載させていただきます。
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平成 23年度 同窓会会計報告                 

収 入 平成 22年度より繰越金 2、641、690円 

 平成 23年度会費 706、975円 

 同窓会パーティ会費 255、000円 

 受取利子（税引き後） 552円 

 合 計 3、604、217円 

支 出 同窓会会誌印刷費 93、712円 

 郵送通信費（交通費含む） 262、051円 

 同窓会総会運営費（アルバイト代金含む） 246、462円 

 同窓会名簿データ整理委託費 63、105円 

 その他（雑費） 4、223円 

 学部２年生懇談会補助金 50、000円 

 合 計 719、553円 

収 支 （平成 24年度への繰越金） 2、884、664円 

 
平成 23年度 学生国際活動支援基金会計報告 

収 入 平成 22年度より繰越金 4、233、638円 

 受取利子（税引き後） 1、018円 

 合 計 4、234、656円 

支 出  0円 

 支出合計 0円 

収 支 （平成 24年度への繰越金） 4、234、656円 
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大阪大学工学部 醸造・醗酵・応用生物工学科同窓会「尚醸会」会則 

1. （名称） 

   本会は大阪大学工学部 醸造・醗酵・応用生物工学科同窓会「尚醸会」と称する。 

2. （会員の構成） 

   本会は次の会員で構成する。 

(1) 正会員 

イ 大阪大学応用自然科学科応用生物工学コース、同大学大学院工学研究科生命

先端工学専攻生物工学コース（以下教室と言う）およびそれらの前身学科、

専攻の出身者。 

ロ 上記イの教室および付則に示す関連講座の旧教官・教員、現教員および現職

員。 

ハ 上記イの教室および付則に示す関連講座に関係のあるもの（旧職員、研究生、

実習生など）で、入会を希望し会長が承認したもの。 

(2) 名誉会員 

会員の中から幹事会の推薦により総会の承認を得たもの。 

(3) 賛助会員 

本会の趣旨の賛同し、付則に定める会費を納めるもので幹事会の推薦により総

会の承認を得たもの。 

(4)  学生会員 

大阪大学工学部応用自然科学科応用生物工学コースおよび同大学院工学研究科

生命先端工学専攻生物工学コースに所属する学生。 

3. （目的） 

   本会は会員相互の親睦を図り教室の発展に寄与することを目的とする。 

 

4. （所在地） 

   本会の事務所は教室内に置き、会員の希望により支部を設けることができる。 

 

5. （役員） 

   本会には次の役員を置く。 

(1) 会長  １名 正会員の中から総会で選出する。 

(2) 副会長 ２名 正会員の中から会長が推薦し、総会で承認する。 

(3) 幹事長 １名 正会員の中から会長が委嘱する。 

(4) 幹事    若干名 正会員の中から会長が委嘱する。 

(5) 監査  ２名 正会員の中から総会で選出する。 

 

（注）常任幹事を削除。 

6.  (役員の任務） 

   本会役員は、役員会を構成し、本会の運営を図る。役員の任務は次のとおりである。 

(1) 会長は本会を総理する。 

(2) 副会長は会長を補佐する。 

(3) 幹事長は幹事を総括して会務を掌理する。 

(4) 幹事は庶務、財務、企画、編集の事務を行う。 

(5) 監査は本会の運営と会計を監査し、総会に報告する。 

（注）常任幹事の任務を削除。 

 

7.  （役員の任期） 

   役員の任期は２年とし再任を妨げない。 
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8. （名誉会長） 

(1) 本会に、名誉会長をおくことができる。 

(2)  名誉会長は幹事会が推薦し、総会の承認を得て委嘱する。 

 

9.  （会議） 

(1) 本会は原則として２年に１回総会を開き、役員の改選、会計報告、会則の改正、

その他重要な事項を議する。 

(2)  総会の議決には出席正会員の過半数の賛成を必要とする。 

 

10. （会計） 

(1) 本会運営の経費は会費およびその他の収入を持ってあてる。 

(2) 会費は付則に定める金額とする。 

(3) 名誉会員および学生会員からは徴収しない。また、卒業後50年以上の会員は会

費を免除する。 

(4)  本会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

11.（会則の変更） 

本会の会則は総会において出席正会員の三分の二以上の賛成を得て改正することが

できる。ただし、書面を持って賛否を表す場合は出席とみなす。 

 

付則 

1.  大阪大学応用自然科学科応用生物工学コース・同大学大学院工学研究科生命先端工

学専攻生物工学コースの関連講座とは、大阪大学生物工学国際交流センター、同大学

工学研究科物質・生命工学専攻極限生命工学講座、同大学産業科学研究所生体分子機

能科学研究分野、同大学大学院情報科学研究科バイオ情報工学専攻代謝情報工学講座、

同大学大学院情報科学研究科バイオ情報工学専攻生物共生情報工学講座およびその前

身をさす。 

 

2. 本則第９条の会費は次のとおりとする。 

(1)  会費   正会員は年額 2、000円、賛助会員は年額１口 5、000円。 

 

3. 本則第4条の規定に従い、本会に関東支部を置く。 

 

4. 付則の変更は役員会の議をもって行う。 

 

5． 本会則は平成８年１１月１５日から施行する。 

  

平成18年11月11日改訂 
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☆同窓会現組織 

会長 大嶋泰治 (昭和 30年卒) 

副会長 菅 健一（昭和 37年卒）、中桐義隆（昭和 33年卒）  

幹事長 原島 俊（昭和 47年卒） 

幹事 大竹久夫（昭和 53年博卒）、 

（庶務担当） 松浦友亮（平成 6 年卒）、東 雅之（昭和 60 年卒）片倉啓雄（昭和 57 年卒）、

永尾寿浩（平成元年卒）、岡野憲司（現教員）、馬場健史（平成 13年博卒） 

（財務担当） 四方哲也（昭和 61年卒）、藤山和仁（昭和 59年卒）、 

 向由起夫（昭和 63年卒） 

（名簿担当） 大政健史（昭和 61年卒）、岡澤敦司（旧教員）、杉山峰崇（現教員） 

（編集担当） 松村吉信（昭和 63 年卒）、木谷 茂（平成 8 年卒）、古賀雄一（平成 8 年卒）、

長森英二（現教員） 

（企業幹事）増田康之 （平成 15年卒） 菊正宗酒造（株） 

小田原 努（平成 6年卒）  （株）カネカ  

橋本卓哉 （平成 19年卒） サントリー酒類（株）  

為則勇人 （平成 10年卒） 江崎グリコ(株)   

監査 永井史郎（昭和 30年卒）、柴谷武爾（昭和 38年卒） 

2012年 5月 12日の幹事会にて、大嶋会長以下幹事により議論し、新たに以下の現教員に

幹事にご就任いただきました。 

杉山峰崇（名簿担当）（現教員） 

 

☆会員の動向(最近の動向がございましたなら、同窓会までご一報下さい) 

● 職員の異動（平成 23年 7月から平成 24年 7月まで） 

Web 版のため、個人情報を削除いたしました。 

 

●会員訃報  

Web 版のため、個人情報を削除いたしました。 

 

●平成２４年３月卒業、修了生進路等 （工学研究科教務掛提出資料より） 

Web 版のため、個人情報を削除いたしました。 

 

●教室の構成 

Web 版のため、個人情報を削除いたしました。
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●クラス会幹事（クラス会幹事の方には会員の所属の移動等について同窓会への連絡をお

願いいたします） 

 

昭和 12年  昭和 41年 関 達治 平成 2年 松本雄大 

昭和 15年  昭和 42年 卜部  格 平成 3年 鈴木市郎 

昭和 16年 武田六郎 昭和 43年 関口順一 平成 4年 内山圭司 

昭和 18年  昭和 44年 土戸哲明 平成 5年 滝口 昇 

昭和 19年  昭和 45年 古川憲治 平成 6年 松浦友亮 

昭和 21年  昭和 46年 山本忠行 平成 7年 永久圭介 

昭和 23年 佐藤 勝 昭和 47年 島田裕司 平成 8年 金谷 忠 

昭和 24年 野口祐一 昭和 48年 曽根良昭 平成 9年 小林 肇 

昭和 25年 足立 有 昭和 49年 小西喜朗 平成 10年 田中礼央 

昭和 26年 辻阪好夫 昭和 50年 中塚正博 平成 11年 永塚由佳 

昭和 27年 松中昭一 〃 東浦忠司 平成 12年 井戸芳博 

昭和 28年

(旧制) 
 昭和 51年 溝口晴彦 平成 13年 後藤優治 

昭和 28年

(新制) 
高野光男 昭和 52年 根来誠司 平成 14年 有岡伸悟 

昭和 29年 嶋谷幸雄 昭和 53年 金子嘉信 平成 15年 新家康弘 

昭和 30年 大嶋泰治 昭和 54年 高木 睦 平成 16年 和田 悠 

昭和 31年 遠藤靖夫 昭和 55年 滝沢 昇 平成 17年 藤井健治 

昭和 32年 細見正明 昭和 56年 阿野貴司 平成 18年 鳳桐智治 

昭和 33年 中桐義隆 昭和 57年 片倉啓雄 平成 19年 高木康弘 

昭和 34年 野本哲也 昭和 58年 森川正章 平成 20年 木村修一 

昭和 35年 森元英雄 昭和 59年 藤山和仁 平成 21年 外尾竜太 

昭和 36年 戸田廣良 昭和 60年 中嶋幹男 平成 22年 井村 誠 

昭和 37年 菅 健一 昭和 61年 大政健史 平成 23年 吉田真理 

昭和 38年 吉田敏臣 昭和 62年 山本恵三 平成 24年 吉田隆史 

昭和 39年 藤田正憲 昭和 63年 向由起夫   

昭和 40年 新名惇彦 平成元年 永尾寿浩   

＊ クラス幹事が空欄の学年は、その学年でご相談の上、同窓会事務局までお知らせくだ

さい。 
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同窓会からのお願い 

 近年、企業合併や部署移動、市町村合併によって、住所変更や所属変更となる会員が増

えておられます。これらに変更が生じた場合、同窓会(doso@bio.eng.osaka-u.ac.jp)まで

ご一報ください。なお、お寄せ頂いた個人情報は、尚醸会個人情報保護方針（http://www. 

bio．eng.osaka-u.ac.jp/doso/jusho.html）に従い、適切に対応いたします。 

  

http://www/
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会員各位 

 

この度の東日本大震災では、岩手・宮城・福島の三県を中心に、多くの方々が甚大な被

害に遭遇されましたことに心からお見舞い申し上げます。特に上記三県にご在住あるいは

職場を持つ方々には被害の甚大さを考え、本年度年会費を徴収しないことといたします。 

振り込み用紙が届きましても、お支払いの必要はありません。 

他の会員の皆様には、下記記載の要領で平成２４年度会費の納入をお願い申し上げます。 

 

記 

１）郵便振替にて納入される場合 

 同封の払込通知票を用いて、最寄の郵便局にてお振込下さい。 

（ご記入内容） 

 払込先口座番号：00920-5-83256 

 払込先加入者名：阪大工醸造醗酵応生同窓会 

 金額：2，000円 

尚、岩手・宮城・福島の三県にご在住あるいは職場を持つ会員の方々につきま

しては、通知票が送付されますが、お支払いただく必要はございません。 

２）郵便貯金口座自動払込を申し込まれる場合 

 最寄郵便局で自動払込利用申込書に必要事項を記入の上、お 

 申し込み下さい。今後、毎年11月30日に貴口座より、年会費 

 2，000円を自動引き落としさせていただきます。手続きの都合 

 上10月15日までにお願い申し上げます。 

（ご記入内容） 

 払込先口座番号：00920-5-83256 

 払込先加入者名：阪大工醸造醗酵応生同窓会 

 払込開始月：平成24年11月から 

 払込日：30日 

 払込の種別：会費 

（注：昨年度すでに自動払込申込をされた方は新たな手続きは不要です。 

自動払込手続をされた方は振込用紙で振り込まないようご注意ください。） 

♪♪♪♪♪♪♪ 同窓生のみなさまへ会費免除のお知らせ ♪♪♪♪♪♪♪ 

いつも会費納入にご協力いただきまして誠に有り難う御座います。 

同窓生のみなさまは卒業後５０年経過しますと会費免除となります。 

平成２４年度は昭和３７年卒の同窓生が該当致します。会誌送付や諸行事への

参加などは今までと変わりありません。今年から免除になられた同窓生及びす

でに免除になっておられる同窓生の皆様には、長い間会費を納入していただき

まして有り難う御座いました。 

今後も同窓会へのご支援・ご協力のほど宜しくお願い致します。 
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