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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２５年１１月９日（土） 
場所  大阪大学吹田キャンパス 工学研究科生命先端工学専攻 

サントリーメモリアルホール（工学部 C3棟 5階） 
  〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-1 
  http://www.eng.osaka-u.ac.jp/ja/campusmap.html（地図） 
  阪急北千里駅より徒歩 15分 
  大阪モノレール阪大病院前駅より徒歩 15分 
プログラム 
１５：００ 総会   サントリーメモリアルホール 
１５：３０ 講演会  

徳島大学疾患酵素学研究センター 内山圭司氏 平成 4年卒  

「神経変性疾患と小胞輸送－プリオン病における小胞輸送障害」 

 株式会社ミツカン 和田悠氏 平成 22年卒 

  「ミツカンの商品開発の秘訣」 
１７：００ 交流会 （講演会場から移動し次第開始の予定） 

    吹田キャンパス GSEコモン・イースト棟 15F レストラン「ラ・シェーナ」 
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。 

GSEコモン・イースト棟 15F

レストラン「ラ・シェーナ」 
(交流会) 

C3 棟 5 階 サントリー
メモリアルホール 
(総会・講演会) 
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巻頭言 －ASEANの統合と大学－ 

大阪大学バンコク教育研究センター長（特任教授） 

関 達治 （昭和４１年卒） 

 

 今年の日本は例年になく暑い夏と言われていて、時として常夏のバンコクの方が過ごし易

いかもしれないと言われています。ただし、排気ガス汚染と全く通行人のことを考えていな

い道路環境を除けばですが。さて、今日は、数日前に訪問したタイのコンサルタントで聞い

た話しをネタにてお話をしてみようと思います。 

 ご存知の通り、東南アジア諸国連合（ASEAN）は1967年にタイなど５カ国で発足し、1999

年のカンボジアの参加で10カ国の加盟となりました。2015年に経済圏統合をすることにな

っており、統合により人口６億人の巨大な経済圏が生まれることになります。現在でも、日

本との経済関係は強く、また、今後も発展を続けると考えられています。ASEANは陸の

ASEANと海のASEANに区別されます。海のASEANはフィリピン、インドネシアやブルネ

イのように諸島によって成り立っている国や、シンガポール、マレーシアのように海に囲ま

れている国々です。陸のASEANはベトナム、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマーと陸

路で容易に行き来できる国々です。今後の発展には、陸のASEANの交流が重要であると考

えられており、東西回廊、南北回廊と云われる道路網の整備が進められていることはご存知

の通りです。そしてタイは丁度、陸のASEANの真ん中に位置することになります。経済評

論家の間ではタイの経済はまだまだ発展すると言われており、まるで竹の子のようにニョキ

ニョキ伸びるバンコクのビルを見ていると本当かなあと思えてきます。また、会社に勤務さ

れている方なら実感されているかと思います。 

 そのバンコクで、昨年８月に主要大学長会議が重要な決定をしました。それは教育分野で

のASEAN統合を行うため、大学の学年歴を大きく変えるという発表でした。第一セメスタ

ーを8月第３週目から12月末まで、第２セメスターは１月から５月第２週までとなるようで

す。ASEAN諸国も大きく学年歴を変え、統一の学年歴が採用されます。当然ですが、これ

はEUでの動きを模したものです。このように学年歴を統一することにより学生のモビリテ

ィーを上げ、域内の活性を高めようとしています。日本では、東京大学長が提案した秋入学

はトーンダウンしましたが、世界の趨勢からすると日本の教育システムのグローバル化が大

きく遅れることになるのではないかと危惧します。生命先端工学専攻生物工学コース（旧応

用生物工学専攻）は1970年来、多くの留学生を教育し、各々の国の発展に貢献してきまし

た。こんな専攻は日本ではユニークな存在でしょう。タイに長く住んでいると、日本のグロ

ーバル化への対応が非常に遅いのは、日本の大学のガラパゴス現象と日本の企業・官僚の保

守的な体質がまだまだ残っているためかと感じます。ASEAN諸国のグローバル化はまだま

だ物真似かも知れませんが、経験の少ない分、道は意外に近いかも知れません。さて、皆さ

んはどう思われますか。 
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ご挨拶 

                                尚醸会会長 菅 健一 

 

平成 25年度の尚醸会会報第１６号の発行にあたりまして、ご挨拶申し上げます。 

昨年秋の総会で会長に選任されました昭和３７年卒業の菅 健一でございます。前会長

の大嶋泰治先生におかれましては、まだまだ会長を続けていただきたいと思っておりまし

たが、ご高齢のため会長を辞したいとおっしゃっておられましたので、大変微力ではあり

ますが、この役割をお引き受けすることにいたしました。お二人の副会長、並びに幹事長

をはじめ幹事の方々のご協力によりまして、この会がますます発展しますように努力いた

しますので、ご支援のほどお願い申し上げます。 

 同窓会は同じ大学を卒業したということで心を開いて情報交換ができる場としての意義

が大きいわけですが、さらに、学生を含む本大学と大学外の研究施設や企業で活躍されて

いる卒業生の架け橋の役割も担っています。 

 最近、新入会員の同窓会への帰属意識が非常に希薄になっていると聞きます。学生の皆

さんが本学科卒業の先輩方の活躍を知り、大学で培った基礎的な知識をどのように実用化

しているのかを先輩から直に教えてもらうことは、大変刺激になると思います。本学科は

本来バイオの基礎を研究すると同時にそれらの結果を応用して、社会に貢献していくとい

う実学の学科として進んできたわけですから、この精神を在学生にも伝えていきたいと考

えます。秋の同窓会では懇親会に先立って、講演会を開いておりますが、ここでは現在活

躍中の若手の先輩と経験豊富なベテランの先輩のお話をお願いしております。ご講演をお

願いしました際にはどうぞよろしくお願いいたします。 

この講演会が正会員はもちろん、特に現役学生会員に対して有意義なものとするため、

出来るだけ多くの学生さんに参加してもらうことと、会場設定の簡素化等を考えて、今年

から原則として会場を吹田キャンパスで開きたいと幹事会で話し合いました。遠方から参

加いただく会員の方々には何かとご不便をおかけしますが、どうぞご理解下さいまして、

沢山の方々がご参加くださいます様にお願い申し上げます。 

最後に会員皆様のご活躍とご健勝を祈念申し上げます。 
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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  原島 俊 

 

 大阪大学には総合学術博物館がありますが、年に２回企画展を開催しています．平成 24

年度秋の第 15 回企画展として、「ものづくり上方酒ばなし、 - 先駆・革新の系譜と大阪

高工醸造科 -」が、昨年１０月から半年に渡って開催されました．本教室の源流をたどっ

た企画展でありましたが、教室の歴史や同窓生などが非常に詳しく紹介されており、教室

にとっては大変記念すべき企画展になったものと思っています．この企画展は、教室から、

その開催を御願いしたものではなく、総合学術博物館の中の議論で企画に挙がって開催さ

れたものであり、工学研究科、教室や同窓会が全面的に支援を致しました．本企画展や叢

書の出版には、尚醸会前会長の大嶋泰治名誉教授、卜部 格名誉教授、同窓生の溝口晴彦菊

正宗総合研究所長や私自身も協力をさせて頂きました．たくさんの来館者があったと聞い

ておりますが、同窓生の皆様の中にはご存知なかった方もいらっしゃったようで、教室と

しても、同窓会としても、もっと、もっと宣伝をすべきであったと反省をしている次第で

す．しかし、この企画展を見学後、夕刻には、同窓生で懇親会を開催された学年もあった

と聞いています．見逃してしまった同窓の方々には、大阪大学総合学術博物館叢書８ もの

づくり 上方“酒”ばなし—先駆・革新の系譜と大阪高工醸造科—」（松永和浩編著）と題す

る立派な叢書が出版されましたので、ぜひ、ご覧頂ければと思います． 

 さて、平成２５年７月３１日現在、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７名の教員が在籍しています．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（６名）、および産業科学研究所分子機能科学研究分野（３名）の先生方が、協

力講座として、学部および大学院の教育に尽力して下さっています．先生方のお名前につ

いては、これまで同様、本尚醸会報の最後から４ページ目に、「教室の構成」と題する表を

付けていただきましたのでご覧下さい．昨年１０月に、情報科学研究科バイオ情報工学専

攻代謝情報工学講座に松田史生准教授が着任されました．同日、笹野 佑助教がゲノム機能

工学領域（正式な所属は高度人材育成センター）に着任されました．本年５月には、福島

エリオデット助教が細胞工学領域に着任されました．また、７月には、共生ネットワーク

デザイン学講座に市橋伯一准教授が着任されました．これらの人事異動により、昨年に比

べて教員数が３名増え、定員上の全てのポストが埋まったことになりましたので、益々、

教育・研究に、full powerで邁進しなければと思っています．  

  昨年、６９年前の卒業アルバムを、三宅正夫先輩（昭和１８年卒業）から寄贈頂き、

前号の尚醸造会報にも、その一部を掲載をしていただきました．同窓会に関係した、こう
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したアルバムなどの資料を、教室や同窓会で、どのように保存・管理するかを議論してき

ましたが、平成２５年４月より開設された大阪大学文書館において管理をして頂くことに

なりました．大阪大学文書館は箕面キャンパスに設置されましたが、どなたでも利用・閲

覧可能です． 

 本教室と関係の深い生物工学国際交流センターの改築、新築工事が５月に竣工し、８月

２日には、平野総長を始め、外国からも多くの要人を迎え、竣工記念式典が行われる予定

です．個人的なことで恐縮ですが、2007年から 2010年にかけて、４年間センター長を拝命

し、新しく始まった UNESCO Biotechnology School in Asia のプログラムや、センターの

建物の改築・新築のための概算要求にも苦労をさせていただく機会に恵まれましたので、

私自身も感慨深いものがあります． 

 教室には、現在、７０名近い留学生も在籍し、益々国際化が進んできているように感じ

られます．留学生と日本人学生が一緒に受けることができる大学院の英語での授業も充実

してきました．私達が学生の時代には、留学はもとより、外国で開催される学会に参加を

する等は、なかなか考えられない時代でしたが、それが、今や当たり前の時代になってき

ていることを思うと隔世の感が致します．卒業・就職後、海外で活躍している同窓生も多

いと聞いています．同窓生が、我が国のみならず、世界で活躍できるような教育を押し進

めて行きたいと思っておりますので、こうした観点からも、今後も、教室の運営に多大な

ご支援を賜りますように御願い申し上げます． 
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教員紹介：代謝は流れてどこどこ行くの 研究も流れてどこどこ行くの 

大阪大学大学院情報科学研究科 松田史生 

 

 私は京都大学大学院農学研究科応用生命科学専攻博士課程（指導教官：上野民夫教授，

宮川恒教授）にて，植物の病虫害防除応答に関わる二次代謝経路の活性化について，生物

有機化学的な観点から研究を行い，2002年 3月に学位を取得しました．学生時代はいわゆ

るモレキュラー華やかなりし頃で優秀な同期はみなクローニングだ PCRだと言う中，有機

化学の部屋で合成もロクにやらずに，薬剤処理した植物の代謝物量を HPLCで測定したり，

酵素活性を測定したりしておりました．代謝は奥深く，なかなかはっきりしたことが言え

ないことが契機となり，安定同位体ラベル化合物を用いた代謝流量（流れ）の測定法の開

発へとつなげることができました．2003年より，科学技術振興機構 CREST「植物の機能と

制御」研究員として，若狭暁生物研室長（当時）らといわゆるメタボローム分析に着手し

ました．が，「全然網羅的じゃないからメタボロームと呼ぶのはおこがましい」という理由

で「代謝プロファイル分析」と自称し，研究室にあった最先端とは言えない装置を改造し

ながらデータを取り，未知成分の単離構造解析や，データ処理ソフトウェアを必要に迫ら

れて自作したりしておりました．2006年には理化学研究所植物科学研究センターメタボロ

ーム基盤研究グループに研究員として加わりました．斉藤和季副センター長らと植物二次

代謝の構造多様性を捉えるべく，LC-MS を用いたメタボローム分析法の構築だけでなく，

代謝物を構造推定するためのデータベースを作ったり，データの統計的な取扱い法をこれ

また必要に迫られて考えたりしました．その後 2009年には神戸大学工学研究科の近藤昭彦

研究室に准教授として着任し，バイオリファイナリーを目指した微生物一次代謝の解析へ

と大きく研究の舵を切りました．酵母のおもしろさに目覚め，ベクター構築や形質転換な

どにもトライしました．また，このころから日本生物工学会にも参加するようになり，工

学系と農学系の物の見方の違いに衝撃を受けました．山を見て未到の新ルートを開拓する

のが農学者，頂上までのエスカレーター建

築に必要なコンクリート量を計算するのが

工学者とでも言いましょうか． 

その後，2012年 10月より情報科学研究科

清水浩研究室へ准教授として着任いたしま

した．研究面では NEDO若手グラントなどの

支援を受けつつ，代謝物量，代謝物流量の

解析から代謝制御機構を解明することで，

有用物質の微生物生産へとつながる技術を

開発したいと考えております．代謝は発酵

醸造の根幹でありますが，代謝が流れてい

く全貌を理解するには，一つの観点からと
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ことん掘り下げていく正攻法に加えて，工学／農学，植物／微生物などの様々な切り口か

ら多面的に理解する攻略法もあり得るのではないかと，これまでの研究の流れから感じて

おります．また，生物工学コースの「情報解析学」を担当させていただき，学生たちがこ

れから社会で活躍していくなかで，きっと起きるであろう「必要に迫られたとき」に思い

出してもらえるようデータ解析の基礎を講義しています．今後は，これまでの経験を生か

しつつ，新たな気持ちで微力ながら専攻のさらなる発展に尽力する所存であります．尚醸

会のみなさまからのご指導ご鞭撻をどうぞよろしくお願い申し上げます． 
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生物工学国際交流センターが新しくデビューしました 

生物工学国際交流センター 

藤山和仁（昭和 58年度卒） 

 

現在の生物工学国際交流センターは、1978年に大阪大学工学部附属微生物工学国際交流セ

ンターとして設置されました。当時、ユネスコ総会の要請にもとづき開始したユネスコ微

生物大学院研修講座は、1972 年に 2 ヶ月間の研修講座として開始され、1973 年文部大臣

裁定で1973年からは日本ユネスコ国内委員会のもとに一年間の研修講座となり本格始動し、

醗酵工学科の中に大学院研修講座の事務局がありました。その後、1981年に微生物工学国

際交流センターの教育・研究・国際交流の拠点として面積が約 1000 m2の 4階建ての建物

が建てられ、研究室としては一講座で開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2010年ごろの生物工学国際交流センター 

 

その後、1985年には、大阪大学工学部附属微生物工学国際交流センターが廃止され、大

阪大学工学部附属生物工学国際交流センターとなり、1995年には大阪大学工学部附属生物

工学国際交流センターが廃止されて、学内共同利用教育研究施設として大阪大学生物工学

国際交流センターとなり、二つの研究部門体制となりました。しかし、二研究部門として

は生物工学国際交流センターの建物は狭く、また希望が増え続けていた ASEAN からの研

究者や学生の受入に支障が出始めていました。二講座としてその面積が 474m2と一般の研

究室の占有面積が１研究室当たりおおよそ 300 m2 であることを考えると非常に狭く、

その中に一時は学生と教員が 50 人近くおりました。また、2007 年に耐震強化を兼ねた改

装された応用生物工学科建物（C2・C3棟）と比べても、老朽化が目立ち始めました。幾度

となく、トイレの改装、廊下などの壁の塗り替えなどで対応してきましたが、「改修・改築

を！」という要望が強くなり、原島俊教授が生物工学国際交流センター長の時代に文部科

学省へ概算要求により改修・改築の要望を開始しました。当初、生物工学国際交流センタ
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ーの改修・改築要望で進めておりましたが、認めていただけませんでした。その後、大阪

大学施設部のご助言もあり、「バイオテクノロジー国際交流拠点」として新築と改築を申請

し、2011年初めに新棟（約 3000 m2）と改築の認可をいただきました。しかし、ご存知の

ように 2011年 3月 11日の東北地方太平洋沖地震が発生して予算上の問題で着工が非常に

遅れましたが、2012年に着工が許され、急ピッチで会議が行われ、我々生物工学国際交流

センター教職員の希望も取り入れられた設計図が出来上がりました。特に、建物北側にあ

る桜の木を残したい、学生はリラックスして話が出来るスペースを設けたい、日本人学生・

留学生、学生・オープンラボの研究者が自由にディスカッションできるような場所を設け

て新しいアイデアを出せる環境を作りたい、などの思いが汲まれた新棟となったと思いま

す。工事は 2012年初夏より始まり、まず北側の大木が切り倒され、丘が削られていきまし

た。2012年 10月から 2013年 5月まで、センターの教職員・学生、研究室は工学研究科の

いくつかの建物に分散して教育・研究・国際交流の業務を継続しました。ついに 5 月建物

の新築・改築が完成し、その姿を見せてくれました。2013 年 5 月 20 日より新棟で教育・

研究業務を行なっております。 

 新棟と旧棟をまとめて「バイオテクノロジー国際交流棟」、新棟をα棟、旧棟をβ棟とし

て呼ばれることになります。バイオテクノロジー国際交流棟には、工学研究科と生物工学

国際交流センターが入居しております。生物工学国際交流センターはα棟にあります。以

下に、建物の概要を示します。 

 

バイオテクノロジー国際交流棟 

α棟  β棟 

５階 センター長室、事務室、教授室、

客員教授室、外国大学拠点事務

室、セミナー室、IT会議室 

   

４階 仁平研究室、セミナー室 

 

   

３階 藤山研究室、高度研修室 

 

連絡

通路 

オープンラボ ４階 

２階 

 

工学研究科研究室、多目的室  

酵母リソース工学寄附講座（金

子研究室）、オープンラボ 

３階 

動物細胞培養室、植物実験室、

微生物培養室、P2実験室 

２階 

１階 工学研究科国際交流推進セン

ター（旧留学生相談室） 連絡

通路 

国際交流サロン、低温室 １階 

 

 

 生物工学国際交流センターは、2002 年（平成 14 年）に、タイ王国・マヒドン大学から
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研究施設などの提供を受け同大学理学部内に、東南アジア共同研究拠点（CRS）を設けま

した。今回新棟には、外国の大学がその研究拠点を設置できるように「外国大学拠点事務

室」を設けました。ここを軸にして新しい国際交流の姿が形成されるものと思っておりま

す。「高度研修室」は、留学生やユネスコ研修生、外国人研究者短期研修などの、学生実験

や技術研修の場として活用する予定です。また、「客員教授室」を独立して３室設けました。

外国からの客員教授・研究員の方が長期滞在し、生物工学国際交流センター研究室との共

同研究や、「多目的室」を使った各自の研究室を契約期間内で立ち上げることも可能となり

ます。研究室は、実験室（ラボ）エリアとデスクエリアを分けました。また、学生のデス

クも、これまで 70センチ幅で引き出しのない机（という“台”）から、引き出し付きの 100

センチ幅の“机”を提供することができました。 

 このような新棟で教育と研究ができるようになりました。また、ユネスコ事業も新しく

なり、新しい国際交流の進展を目指して進んでまいります。このような立派な教育・研究・

交流活動の環境が整えられたのは諸先輩の皆様のこれまでのご尽力とご協力の成果だと感

謝しております。 

 尚醸会会員をはじめ関係各位には、是非新しい生物工学国際交流センターをご訪問いた

だき、国際交流をもとに新しい教育と研究が展開されている様子をご覧いただければ幸い

です。また、教育、研究、国際交流について諸先輩のご意見を頂戴し、絶えずトランスフ

ォームしながら発展できるように努めたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイオテクノロジー国際交流棟（α棟、β棟） 

 α棟の３－５階が、生物工学国際交流センターである 
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関東支部たより 

支部長 鶴谷泰二（昭和 43 年卒） 

 

一昨年は大震災のため開催できませんでしたが，昨年は 2012 年 12 月 7 日，JR 四谷駅

前の主婦会館で約 35 名が参加して支部の集いを開くことができました．大学から原島

先生にお越し頂き大学の現状など丁寧にご説明頂きました．次いで不二製油株式会社の

海老原社長から，新製品開発の若手時代から海外市場開拓の中堅時代などのご苦労談を

交えながら「技術者社長の歩み」の話をお聞かせいただきました．その後，懇親会に移

り卒業年次を越えて交流ができたと思っております．私の同期の柳謙三君（現在は本部

の副会長）も大阪から駆けつけてくれ会を盛り上げてくれました． 

 

上記の会への参加下さった多くの方は戴いた名刺から，バイオ技術関連の先端の技術開

発に専念されておられると思われます．今後の日本の産業再生に是非とも貢献下さるこ

とを念願しています．他方我が国の強い技術であるインフラの輸出も大きな課題です．

以下は昨年の焼き直しのような内容ですが個人的意見を言わせてもらいます．インフラ

は特許性のある先端技術は少なくむしろ多くの公知技術をうまく組み合わせて作られ

ます．先日，環境コンサルタントとしてフィリッピンで家庭排水の改善計画の仕事をし

ました．日本の設計，建設，保守管理技術をベースに計画を作るのですが，ほとんど（特

に保守管理）の技術は公知技術として系統的に整理•集約されておらずかつ英語版はあ

りません．日本のインフラ技術が他国の技術と比べ優位であると説得するためには英語

で書かれた幅広い技術資料が必要です．結局は日本語の資料を英訳することに多くの時

間が取られて集中すべき技術のブラッシュアップに時間が少なくなりました． 

 

米国では 2004 年に McGrow Hill 社が米国の産官学の 80 名以上の専門家に書かせた

Wastewater Engineering なる約 1800 ページの設計の本を出版しています．その内約

500 ページが生物処理関連の内容です．微生物の作用，酸素の移動論，周辺機械の基本

設計などで，これ一冊あれば日本の２０年程度の経験者並の技術力になることでしょう．

もしこのような書物が途上国の学生のテキストとして使われ，その内容がデ・ファクト

スタンダード化すると日本のインフラ技術は活躍の場を失うことになると危機感を持

ちました．大阪大学が出版元となって，周知を集めて途上国の学生や若いエンジニアの

ためのテキストを作って下さる訳には行かないものかと思っている今日この頃であり

ます．書ける OB はごろごろといるのではないかと思っております．以上勝手なまま． 
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長浜バイオ大学にて 

長浜バイオ大学 向 由起夫（昭和 63年卒） 

 

 私は大嶋泰治先生のご指導の下で博士学位を取得し，原島俊先生の研究室で助手を務め

た後，平成 17 年から長浜バイオ大学で教鞭をとっています．長浜バイオ大学は平成 15 年

に日本で唯一のバイオ系単科大学（1学部 1学科）として開学し，平成 21年に 1学部 3学

科に拡充して 1 学年の定員が約 250 名になった後もバイオサイエンスに特化した大学とし

て続いています． 

 長浜バイオ大学は JR 米原駅から北陸本線で 2駅

目の田村駅すぐ近くに立地しており，右下に示す大

学ロゴが琵琶湖をモチーフにしているように，大学

のすぐ前には琵琶湖が広がり，琵琶湖の反対側には

伊吹山が控えています．大学周辺には私が学生時代

に嗜んだパチンコ屋も雀荘も飲み屋も何もなく，鮒

寿司や鯖そうめんなどの長浜名物を味わうには田

村駅より一駅北側の長浜駅に移動しなければなり

ません．湖北地域はアウトドア派には魅力的なとこ

ろですが，最近はバーベキュー禁止の看板が立った

浜が多くなり，琵琶湖での楽しみの一つが減りつつ

あります． 

 長浜バイオ大学では環境微生物学と応用微生物学の講義を担当しており，活性汚泥法に

よる廃水浄化や醸造・発酵食品などについて教えています．私の専門は遺伝学や分子生物

学などの基礎科学なので，学生時代に醗酵工学科で受けた講義の知識がこちらでの講義の

準備に大変役に立ちました．また，このような応用科学の講義の最新情報を得る機会とし

て生物工学会はとても重宝しています．本学は 1 回生から 3 回生までの学生実験の充実を

アピールしており，各学年の学生実験において 60名クラスを 4クラス指導しなければなり

ません．つまり同じ内容の実習を 4 回繰り返すわけで，時には同時期に 2 学年を掛けもつ

こともあり，1年中，学生実験の指導をしている感覚です． 

 私は長浜に移ってから，地域への貢献ということもあり，地元企業との共同研究として

マイクロバブルによる微生物殺菌法，アユ冷水病の予防法，環境浄化のための微生物製剤

などの開発に携わりました．一方，20 数年前に大嶋先生の研究室で始めた酵母の転写制御

因子の研究も続けており，新しい技術の発展により当時にはわからなかったことを解明し

つつあります．最近では，細胞レベルの老化・寿命研究モデルとして酵母を用いた研究を

始め，新しい寿命遺伝子を発見しています．これらの研究には生命先端工学専攻の福崎英

一郎先生や応用化学専攻の松村浩由先生には大変お世話になっており，大阪大学との交流

は私にとって今でも大変貴重な財産となっています． 

長浜バイオ大学近景 

長浜バイオ大学ロゴ 
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この１年お世話になった同窓生に感謝の気持ちを込めて 

芝浦工業大学 山下光雄（昭和 56年卒） 

 

時間の経つのは早いもので本学に転任して５年目になりました．この１年間に研究に関

連した恩師，諸先輩，卒業生のみなさんに関係した研究内容を紹介させていただきます． 

             

図１ 乳酸菌 L137 株   図２ セレン酸還元細菌 NT-I 株  図３テルル酸還元細菌 TK40 株 

図１は高野名誉教授，新名名誉教授，小野助教らによって単離，命名された Lactobacillus 

plantarum L137 株です．L137 株は，東南アジアの伝統的な魚とご飯で作られた発酵食品か

ら分離されました．その後室岡名誉教授，金子教授，小野助教，私等により，L137 株の宿

主ベクター系の開発や異種遺伝子発現が成功しました．その間に L137 株には極めて強い

免疫賦活能があることが分かりました．L137 株の細胞成分と免疫賦活能の関係について研

究を進めたところ，細胞壁のリポテイコ酸の量が他の乳酸菌よりも多く，これが強い免疫

賦活能に関連していることを明らかにしました．L137 株は食経験や安全性試験の結果から

2009 年に米国で GRAS に認められ，同窓生が勤務する会社から市販されています． 

図２は好気的セレン酸還元細菌 Pseudomonas stutzeri NT-I で，セレン精錬工場の排水溝底

泥から阪大院・工・環境エネの池教授や私等によって分離されました．NT-I 株はレアメタ

ルの１種であるセレン酸，亜セレン酸を元素態セレンやメチル化セレンに還元して，固形

化（矢印）や揮発化する特異な細菌です．セレン酸 0.5mM を含む実廃水から固形セレンと

して約 79%回収できました．現在同窓生の黒田助教（阪大院・工・環境エネ）と NT-I 株

の還元メカニズムを解析中です．別の同窓生が勤務する会社の食品製造工程由来の安価な

副産物の希釈液を培地にしたところ，効率よく還元でき，コストの低減化に成功しました． 

図３は好気的海洋性テルル酸還元細菌 Pseudoalteromonas 

marinigultinosa TK40 です．TK40 株はレアメタルの１種であるテ

ルル酸，亜テルル酸を元素態テルル（図中の光る部分）及び揮発

テルルに還元するという特徴があります．日本近海でテルル酸還

元細菌が多数分離でき，同窓生が勤務する会社に一部の菌株の同 

図４ 100L培養槽   定を依頼し，それらの属種が判明しました． 

図４はこれらの微生物を培養するために特殊加工をした約 100L２基の培養装置で，同窓

生が勤務している会社で製作されました．廃水・廃棄物を含んだ培養液からレアメタルが

回収できています．同窓生とは話の切り口が見つかりやすく，多少の無理難題を聞いてく

れると思っています．みなさんも周りを見て同窓生を探して見てください．案外そばにい

ると思います．尚，紙面の都合上ご紹介できなかった同窓生にはお詫びします． 
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平成 24年度 尚醸会バイオテクノロジーセミナー回想 

 

 平成 24年 11月 10日（土）に，平成 24年度尚醸会バイオテクノロジーセミナーの総会・

講演会（大阪大学会館）と懇親会（豊中キャンパス学生交流棟カフェ＆レストラン「宙

（Sora）」）が開催されました．土曜日開催になって３年目のセミナーでしたが，総勢６０

名の同窓生が参加しました．総会では，大嶋会長のご挨拶に引き続き，当会会長の菅副会

長への交代について議題が諮られ，了承されました．さらに会計報告などの議案が承認さ

れました．続いて，仲本滋哉氏（サッポロビール，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）の３

名による講演が行われました．仲本氏からは，「東日本大震災における経験」と題し，未曾

有の災害が起きた瞬間に責任者として下した様々な判断や，また地元住民の避難先の提供

など地域に如何に貢献したのかをご講演頂きました．水野氏からは，地元地域の特色を活

かした各種製品の研究，開発に尽力されておられること，また地域との連携や学生のモチ

ベーション向上を目指したボランティア団体の立ち上げと実際の取り組みについてお話し

を頂きました．橋本氏からは，「ザ・プレミアム・モルツのリバイタライズに関わって」と

いう題目でこれまでの自らの取り組みについてご紹介頂きました．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． 

場所を移して，懇親会が行われました．至る所で，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をはさみ，また宴もたけなわでは

ありましたが，懇親会を終了しました．今回のセミナーは大阪大学総合学術博物館 創立 10

周年記念 第 15回企画展「ものづくり 上方“酒”ばなし―先駆・革新の系譜と大阪高工醸

造科―」の開催期間中に催されたため，セミナー開催前に博物館に立ち寄り，見学された

方も多かったことと思います．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

たように今年も感じました．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（敬称略・アイウエオ順）】 

卜部格，大嶋泰治，大政健史，岡澤敦司，岡野憲司，小野比佐，加藤泰彦，金子嘉信，木

谷茂，古賀雄一，笹野佑，菅健一，杉山峰崇，關光，高田英昭，高野光男，津留三良，永

井健治，長森英二，原島俊，馬場健史，福崎英一郎，藤山和仁，本田孝祐，松浦友亮，松

田知己，松田史生，三崎亮，向由起夫，村中俊哉，吉田敏臣 

（編集部・記） 
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平成６年卒クラス会の開催について 

大阪大学 松浦 友亮（平成 6年卒クラス会幹事） 

 

 平成２５年８月１７日に新大阪のホテルラフォーレで平成６年卒（＋α）のクラス会

を開催しました。 

 卒業して約２０年の節目にクラスの６割近くの２６名ものメンバーが集まることが

できました。卒業以来、初めて顔を合わせる人も多く、３時間の１次会はほとんど食事

に手を付けず、話が尽きませんでした。また、竜田さん（キリンディスティラリー）の

司会で一人ずつの自己紹介もあり、同期の皆さんが社会や家庭でご活躍されている様子

を聞いて励まされました。ひどく見た目が変わってしまった人（特に中央で肩を組んで

いる３名（わかりますか？左から小田原、小川、森田です）もいましたが昔の仲間との

再会をとにかく楽しめました。次回、クラス会を５年、１０年後に開催することになっ

たので、今回、仕事や用事のために参加できなかったメンバーも次回参加いただければ

と思います。 
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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 菅 健一（昭和 37年卒） 

副会長 新名惇彦（昭和 40年卒） 柳 謙三（昭和 43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）、三崎 亮（平成 9 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） 

 

 

 

☆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) 

 

●教職員の異動（平成 24年 8月から平成 25 年 7月まで） 

Web版のため、個人情報を削除致しました。 

 

●会員訃報 心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

Web版のため、個人情報を削除致しました。 

 

●平成２５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、個人情報を削除致しました。 

 

●教室の構成 

Web版のため、個人情報を削除致しました。
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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 佐瀬 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  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 平成 25年 長澤宏器 

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、ご相談の上、同窓会事務局までお知らせください。 

＊ 各学年での同窓会等の行事を開催した場合は，是非同窓会までご一報ください．その

際には，簡単な概要説明と写真などを添えて頂けると幸いです． 
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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/
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２５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25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２５年度は昭和３８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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