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20 周年記念誌を発刊するにあたり一言ご挨

拶を申し上げます。 

会員の皆様におかれましては，平素より同窓

会の運営につきまして格別のご支援を賜り，厚

くお礼申し上げます。 

 

今年，平成 26 年 4 月に 20 期生が入学したと

聞き，私たち 1 期生が入学して早いもので 20 年

が経ったのかと驚くのと同時に，20 年前に心新

たに入学したのを懐かしく思い出します。 

20 年前の平成 6 年当時，社会では「オゾン層

の破壊」「地球温暖化」などの言葉が飛び交い問

題となっていました。その中で，岡山大学に環

境理工学部 環境物質工学科が創立され，私た

ち１期生は高校 3 年生で進路を悩む中，「自分

たちが好きな化学の力で環境を改善すること

が出来る」ということで環境物質工学科に入学

することを夢見て勉学に励んでいたのを思い

出します。 

20 年経った現在も，環境改善に対する意識の

向上や活動が進んではいますが，残念ながら未

だに「異常気象」などの環境問題に関する言葉

を耳にし，本年 8 月には広島で大雨による大規

模な土砂災害が発生するなど災害が身近で発

生するという形で「環境悪化」を感じることも

多くなってきています。 

今年，入学された 20 期生も私たち 1 期生と

同様に「自分たちが好きな化学の力で環境を改

善したい」という気持ちで入学されたのではな

いでしょうか。 

 

現在の世界および日本の環境を見ていると，

入学時の授業で「環境を大切にしたいのなら，

人間が地球上からいなくなればいい」という言

葉を頂き衝撃を受けたのを思いだします。その

言葉は真意をつかんでおり，今後も人間が地球

上で活動する限り環境問題が尽きることは無

いのだろうと思います。その地球上で，環境物

質工学科の存在は非常に重要であり永遠に必

要であろうと思います。 

環境物質工学科は創立から 20 年間，「環境」

について学んだ卒業生を 600 名近く各方面へ輩

出し活躍しています。この卒業生が環境物質工

学科で習得した知識により，常に出てくる環境

問題へ不断の取り組みをすることにより地球

環境の改善が実現するのであろうと信じてお

ります。 

 

今後も 10 年，20 年，いつまでも環境物質工

学科から「環境」について高度な知識と強い志

を持った卒業生が輩出され活躍されることを

願っております。 

 

末筆ではございますが，環境物質工学科と環

境物質工学科同窓会会員の皆様の益々のご発

展とご健勝をお祈りして挨拶とさせて頂きま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境物質工学科同窓会 会⻑挨拶 

環境物質工学科創立 20 周年記念誌 発刊にあたり 

環境物質工学科同窓会 

会長 渡辺 晃正 
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この度は， 環境物質工学科 20 周年記念誌の

ご発行，誠におめでとうございます。 

平成 6 年 10 月に国立大学では先駆けて「環

境」を冠に頂いた環境理工学部が設立され，環

境物質工学科が産声を上げました。早いもので，

今年が 20 年目となり，人に例えれば二十歳の

成人式を迎える年頃になりました。私は，平成

7 年の 4 月に着任しましたので，この学部・学

科とともに歩んできたことになり，感慨も一入

です。設立当初のことを思い出しますと，既存

の学部や学科とは全く違い，「環境」と「化学」

を標榜して教育・研究を行うという特殊性は理

解できるものの，いざ実践するとなった時に少

なからず戸惑いがありました。それは，環境科

学（化学）があまりに漠然としており，それま

での学問体系から見るに根なし草に思えたか

らです。しかし，20 年前の設立当初から，“21

世紀は環境の世紀”と言われており，環境に対

する危機感に後押しされてのスタートでした。

研究に関する戸惑いは，環境化学の学問イメー

ジを自分の中に作り上げることの難しさでし

た。大学の研究に課せられた使命は，直面する

課題に対する解を見出すことに加えて，未来社

会を切り開くための基礎的知見の獲得です。当

時声高に叫ばれていた環境問題に安易に飛び

つくのではなく，10 年後，20 年後を見据えて確

固たる環境化学を創り出すべく，環境問題の本

質への挑戦と学科の基礎学問である化学と化

学工学の深化を両立させることに苦悩した

日々でした。個々の専門性を生かした環境化学

の研究に向かって舵を切ることは，学科挙げて

の果敢な挑戦だったと思います。当初は学生諸

君の思い描く“環境”との乖離をどのように解消

するかに悩みましたが，少しずつ研究の方向性

が見えるようになり，成果が出始めてからは自

信を持つことができるようになりました。教育

においては，カリキュラムの見直しなどを重ね

て，全国の大学に先駆けて平成 18 年に「環境工

学およびその関連分野－物質およびエネルギ

ーが関わる分野－」で JABEE から認証を受け，

内外からも認知されました。審査のための膨大

な資料作りも報われたと安堵したものです。学

生諸君と大いに悩み，考え抜いたことで，しっ

かりとした学科が形作られて骨太の教育・研究

が今日まで続いており，今となっては苦悩の

日々も大きな財産です。よく｢草創と守文と孰

れが難き｣と問われますが，草創時に考え抜い

た知恵は守文に際しても進むべき道を照らす

大きな光となっています。 

これからも時代によって環境問題は様々に

変化するでしょう。しかし，目先ばかりに終始

することなく，どのような問題に対しても対応

できるようなしっかりした「環境化学」の深化

を怠らなければ，これからも学科としての使命

を果たすことができると思っています。政治と

経済が危機的な状況にある環境問題を全く共

有できない昨今において，環境理工学部と環境

物質工学科の存在意義はますます大きくなっ

ています。学科創立に携わった諸先生方，なら

びに共に切磋琢磨してきた卒業生諸君に感謝

し，これからの学科を担っていく先生方と未来

を切り開いてくれる学生諸君に期待を寄せな

がら，同窓会が更なる 20 年に向けて発展する

ことを祈念いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年度 環境物質工学科 学科⻑ 祝辞 

環境物質工学科創立 20 周年記念誌によせて 

平成 26 年度 環境物質工学科 学科長 

教授 木村 邦生 
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 岡山大学に環境理工学部が設置され，その中

の一学科として環境物質工学科が発足して２

０周年を迎えること皆様とともに心からお祝

申し上げます。学科が成人式に達したことは，

子供時代を無事に成長し，一人前と成った証し

であり，今後益々の発展を期待される年齢にな

ったことになります。発足時に関わりを持った

教官の一人として誠に嬉しく重ねて祝意を申

し上げ，学科の益々の教育並びに学術研究への

貢献を祈念いたします。ここではよい機会なの

で，私は学科設置の経緯や発足時の様子など記

して祝辞に代えさせて頂きたいと思います。 

環境物質工学科の設置は，文部省が平成３年

に施行した大学設置基準の大綱化・弾力化にそ

の因を求めることができます。戦後の日本の大

学では，たとえば授業科目は一般教育科目，外

国語科目，保健体育科目及び専門科目から成り

立つべきとされていました。このような４０年

近く続いていた大学の設置基準が緩和され，大

学教育の高度化・個性化・活性化のための改革

が求められたのです。岡山大学では，この省令

施行以前から高橋克明学長（学長在任期間：昭

和６２年６月～平成５年６月）の強いリーダ－

シップによって，一般教育のあり方が全学的に

検討されていました。そして，この大学設置基

準の大綱化を機に，全国にさきがけて教養部の

廃止及び４年一貫教育を旗印に環境理工学部

の新設が取りまとめられたのです。概算要求を

経て平成６年１０月環境理工学部が設置され，

学生募集は平成７年４月から始まりました。 

 当時すでに人間活動が自然の許容量に近づ

くまでに拡大したため地球規模の環境汚染の

深刻化が指摘されていました。環境物質工学科

の教育・研究の目標は，この環境問題の解決に

化学・応用化学の立場から寄与しようとしたも

のでした。そして，学科の教授陣は当時の岡山

大学工学部精密応用化学科の一部の教官と外

部からの新任教官を加えることで整えられま

した。しかし，学科発足当初移行教官は，精密

応用化学科の学生指導もあり，両学科間の関係

調整に意を砕くことも必要でした。そして，多

くの先生方はそれぞれ臨時的な研究室や学生

実験室を工面する必要がありました。念願の学

部棟は一期生の卒業間際にようやく完成しま

したが，卒業研究にはほとんど利用できなかっ

たのです。一方では，募集要項に記されていた

学科の教育・研究内容と実際の教育・研究内容

との不一致を学生から指摘される場面なども

ありました。このような中で，一期生が強い目

的意識と情熱で，一人として欠けることなく卒

業研究を完成させてくれました。これは，４０

年余りになる私の教育・研究生活の中で最も達

成感を味わったことの一つでした。学科発足か

ら９年６ヶ月の間多くの素晴らしい学生との

出会いを感謝するとともに，私にとって最後の

教育・研究の場となった環境物質工学科の発足

２０周年を心からお祝い申し上げます。 

 最後になりましたが，多くの卒業生の皆様に

は社会の中堅として欠かせない地位を得られ

ています。今後とも健康に留意し，益々のご活

躍を祈念しています。学科の卒業生も６００人

を超えたとのこと同窓生の幅広い交流と同窓

会の益々の発展を期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝 辞 

環境物質工学科発足当時を顧みて 

岡山大学名誉教授 

山下 祐彦 
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退職した後は卒業生の皆さんともあまりお

会いする機会もなく 8 年が過ぎました。近況

を記すことでご挨拶に代えさせていただきま

す。 

毎日家にいるということになった時，でき

るだけ精神状態を健全に保つために気をつけ

たことは，できるだけ本を読まないこと，机

の前にはなるべく座らないことでした。しか

しこれまでの生活を急に変えるのも難しいの

で，多少勝手を知ったバードウオッチングに

精を出すことにしました。何度か探鳥会に参

加するうち日本野鳥の会岡山県支部のお手伝

いもすることになり，現在に至っています。 

この間特に印象深いのは，2008 年 10 月から

翌年 5 月までの五輪原高原の野鳥調査に参加

したことです。五輪原は津山市加茂町の鳥取

県境に広がる標高 1000m の高原で，1988～

2000 年の県営農地開発事業で広大な畑地が造

成されました。しかし地形上強い風にさらさ

れるため，冷涼な気候を利用した大根栽培は

放棄されだしていました。そこへ国内最大級

の風力発電用風車 32 基の設置計画が持ち上が

りました。五輪原は岡山では数少ないイヌワ

シの生息地でもあります。イヌワシは翼を開

くと 2m を超える大型の猛禽で，食物連鎖の頂

点に立つ希少種です。風力発電の風車と大型

野鳥との衝突事故が欧米で問題になり，国内

でも事故例が報じられていました。このよう

な状況で，風力発電の事業者側が行うアセス

メントとは別に独自に調査することになり参

加しました。 

2008 年 11 月下旬に一部凍結した道路を登り

調査した後は長い積雪期になり，3 月末に根雪

の残る高原で調査を再開。それから 5 月末ま

で計 10 回，多くの場合事業者が設置した風況

観測塔の近くに陣取り，ひたすら鳥が現れる

のを待つという毎日でした。最後の調査日は

鳥取県境のマッコウというピークへやぶこぎ

をして登り観察しました。この日も含め残念

ながらイヌワシを見ることはできませんでし

た。秋に同席した事業者側の調査報告ではイ

ヌワシが確認されていました。現地で出会っ

た事業者側の調査員の話では，雪上車で入

山，時には数日間のテントで観察とか，さす

がプロだと思いました。 

この調査に参加する前は自然エネルギーの

利用では風力発電が最も有望と認識していま

した。実は今もそう思っているわけですが，

ただ生態系に与える影響をどう見積もるかは

なかなか難しいと感じています。特に食物連

鎖の頂点に立つ動物の存在は豊かで多様な生

態系のシンボルであるだけに重要な問題で

す。 

これまではワシタカの仲間は識別が難しい

こともあり敬遠していた傾向がありました

が，この調査に参加して以来少し興味を持つ

ようになり，近辺を歩く時も上空をよく見て

います。これが高じたわけではありません

が，最近は毎年秋に行うタカの渡り観察会の

世話をするはめになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝 辞 

20 周年記念誌によせて 

岡山大学名誉教授 

北村 吉朗 
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戦後 70 年が経とうとしているが，この間

種々の制度に時代にそぐわない不具合が目立

ち抜本的改革が試みられている。大学も例外

でなく改革が継続的に行われてきた。平成 16

年の国立大学法人化は最大の改革であり，

個々の大学に自由度と自立的環境が与えられ

た。平成 3 年の設置基準の弾力化も大きな変

革であった。これによってそれまでの教養課

程と専門教育という 2 段階教育システムの弊

害を改め4年一貫教育ができるようになった。

これは教養部の改組を伴うが，全国的には教

養部の教員を各学部に分属させるやり方が多

いなか，岡山大学では新しい学部を創る方針

で文部省との交渉を進めた。数々の紆余曲折

があったが理科系学部「環境理工学部」の創設

にこぎつけた。設立の準備期間を経て平成6年

10 月 1 日正式に環境理工学部が発足した。環

境物質工学科は工学部精密応用化学科から移

った教授 2・助教授 3・助手 1・学生定員 20 名

が核となった。それに新任教員が加わり，学生

定員 20 名 (この内 5 名は土木工学科から譲り

受けたものであり土木工学科のご好意に感謝

する) が増員されて計 40 名で学生募集を行い，

平成 7 年 4 月 44 名の第１期生が入学した。 

ところで学部新設と簡単に言うが，設立認

可を得るには優れた智慧と多大なエネルギー

が必要である。必要理由・新規性・岡山の地で

なくてはならない理由・既存の学部との違い・

卒業生に対する産業界からの需要等々，数限

りない説得と折衝を重ねてついに設置が認め

られた。他方建物は別途の予算要求である。新

学部はおおむね大学内での教員移動で成り立

っているので建物は必要ないのではないかと

の言い分に対して，理科系学部としては実験

室・演習室が必要であることや学部としての

一体性を確保するためには是非とも学部棟が

必要であるとの説得によってようやく認めら

れた。学部創立 20 周年にあたり，先見性と指

導力で学部新設に邁進された時の学長，計画

の具現化と異見調整に当たられた新学部設置

準備室室長およびそれをサポートした事務方

の身命を賭したといっても過言でないご尽力

に思いを致し，改めて深甚の敬意と謝意を表

すものである。 

学部・学科の新規性という縛りは学生募集

のパンフレットに反映されて，後から考える

と少々気負ったものとなり，実際に行ってい

る教育研究との乖離が見られた。入学した学

生の中には自分が抱いた学科のイメージと実

際の教育研究内容が異なっているとの違和感

を持つ者が多く，厳しいクレームが寄せられ

た。これを率直に反省しその後改善が加えら

れて学科の identity は明確になってきている。

しかし環境物質工学科はしょせん環境オリエ

ントの工業化学ではないかとのそしりは正鵠

を射ており，抜本的には「環境工業化学」とも

言うべき新しい学問体系とカリキュラム体系

を創る必要がある。これは大変エネルギーを

要する作業であり今後の課題であろう。 

私は工学部時代を含めると26年間無機化学

系の授業を担当してきたが，それを今振り返

ると，教育とは極めて効率が悪い営みである

との認識を新たにしている。学生の関心のベ

クトルを揃えることは至難の業であり無限大

のエネルギーが必要である。理解度が合格点

の学生はほんの一握りであり，科学リテラシ 

ーが不足したまま卒業する学生が多数を占め

る。 

大学教育は講義と演習を通じて科学リテラ

シーを学んだ後，4 年以降での研究で得られた

科学的知見を論理的に説明することによって，

科学リテラシーを有機的につなげ，生きた知

識にする方法論を学ぶという大変優れた制度

であるが，これが十全に機能していない憾み 

祝 辞 

環境理工学部創立 20 周年にあたって思い出すことなど 

岡山大学名誉教授 

三浦 嘉也 
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を感じている。大学院まで進級すればかなり

改善されて「科学するこころ」を身につけた学

生が育つようになるが，長期間気長に忍耐強

く指導する必要がある。この教育効率の悪さ

が日本の大学教育のアキレス腱であり世界で

の評価が低い理由のひとつになっている。 

教育効率を上げるひとつの方法は ICT によ

る双方向授業であろう。ICT を使えば個々の

学生の学習到達度をリアルタイムで把握でき，

それぞれに適した指示をユビキタス的に与え

ることができる。また学生からの反応を確認

しデータ化することができる。予習を指示し

ておけば授業時間は質疑応答に当てることも

可能で，教員は少ない労力で大きな教育

performance が期待できよう。早急な勉学ソフ

トの開発が望まれる。 

もう一つの反省点は copy and paste 問題で

ある。学生にリポートを書かせるとコピペし

たものが多く出てくる。出典を明らかにして

いるのは稀で，あたかも自分のオリジナルか

のようなものが多くある。機会があればその

つど注意はしたものの，苦々しく思いながら

も評点を加えてきた。研究室の継続的研究課

題では後継者は先輩の論文をそのままコピペ

していたがこれもスルーさせてしまった。こ

んなことが習慣になると慣れてしまい倫理観

が麻痺してしまう。社会人になってもこれに

対する抵抗感が希薄のままだと個人の信用問

題に発展する。理研のスキャンダルはこのこ

とを浮き彫りにしたが，学生への注意喚起が

おろそかになってしまったのは悔やまれる。 

 

 18 歳人口の減少・卒業生への能力付与の最 

大化・グローバル化・研究活動のユニーク性確

保と活性化などなどの喫緊に対応しなければ

ならない課題を考える時，環境理工学部のこ

れからは茨の道であるかも知れない。また

downsizingも検討の対象になるかも知れない。 

 これらに適切に対応し，環境物質工学科が

これから 10 年，20 年後にも小さいながらも

キラリと光る存在として excelsior(さらなる高

みへ)に達することを切に願っている。 

 われわれ OB は無口な応援団として大きな

期待を胸に環境物質工学科の将来を見守って 

 

いる。(2007 年 3 月退職。8/15/2014，思い出す

まま・思いつくままを片田舎の寓居にて綴っ

た) 
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 ファインセラミックス・ブームにわいた

1980 年代半ば，新素材のセラミックスも軽水

炉型原子炉の高温高圧水環境中では，腐食劣

化することを発見した。当時，既に先行して

いたエンジンの高温燃焼環境中での高温腐食

についての NASA との国際共同研究，

“Ceramics Corrosion Studies”の実施を背景

に，これらを両端環境とするセラミックスの

腐食科学の新規学術分野を提唱した。 

 それから，ほぼ 10 年後の 1995 年に私が工

学部から新設の環境理工学部への移籍を機

に，このオリジナルテーマを応用展開するこ

ととした。程なくスタッフに長江正寛氏を迎

え，セラミックスに加え，核融合炉壁材等超

高温材料として期待されている Mo，W 系金

属材料のセラミックス微粒子の析出複合化に

よる表面改質技術の開発，熱・機械的特性の

向上に関する研究にも着手した。正に，セラ

ミックス，金属系環境構造材料の耐苛酷環境

特性（軽水炉，超臨界水－エンジン，核融合

炉）の評価と向上（Diagnosis）に関する一連

の研究へと展開した。  当時，社会的にも

環境を冠した新学部への期待の下，新研究

棟，国内外との協同研究，優秀な共同研究者

としての学生諸君にも恵まれ，地道な成果を

積み重ねることができた。 

 この間，教育面では新環境理工学部創設の

趣旨に沿った講義内容には相当な工夫を要し

たが，学部全学科向けの専門基礎科目「エネ

ルギーとエントロピー」，学科向けでの熱力

学と環境と材料の組み合わせ，大学院での

「ガスタービン」関連〈しくみ－材料と環境

―発電への応用〉等，ユニークな講義を試み

た。 研究室での余暇は，サッカー等の対抗

戦に興じ，ゼミ旅行，かこつけ飲み会等々存

分に青春を謳歌していたように思う。 

 2007 年 3 月には，42 年半に及ぶ岡山大学

在職を無事定年退職することができた。図ら

ずも，その翌年度には，これらの研究・教育

成果に対し，日本セラミックス協会より，功

労賞―「構造用セラミックスの腐食研究分野

の開拓と人材育成への貢献」，受賞の栄に浴

した。 

 私の岡山大学人生の集大成とも云うべき第

４楽章は，環境物質工学科創設初期としての

時宜も得て，所期の目的であった金属材料の

腐食科学と同様に，新たに「セラミックスの

腐食科学」の分野を立ち上げることができた

ことを嬉しく思っている。共に過ごした卒業

生諸君に感謝し，創立 20 周年を期に，ひと

昔前のその頃を懐かしく振り返っているとこ

ろである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝 辞 

環境構造材料との関わり 

岡山大学名誉教授 

吉尾 哲夫 
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 平成６年１０月，環境理工学部の発足と同時

に工学部から環境理工学部に移り，環境物質工

学部環境有機化学講座を担当した。新校舎がで

きるまでは，理学部の木造の兵舎あとや工学部

合成化学の一室と電顕室の空き部屋を借りて，

研究をスタートした。木造校舎では食堂の食卓

を借りて実験台にしたり，雨漏り防止のため天

井にテントを張って分析機器がぬれるのを防

いだりした。研究費不足で，何かと大変であっ

たが，学生らと希望に満ちて教育研究にあたっ

た。その内，立派な 8階建環境理工学部棟がで

き，引っ越し，実験室の立ち上げなどで，本来

の研究とは無関係の仕事にも当初の学生諸君

はよく頑張って協力してくれた。お陰様で研究

成果も徐々に上がり，いくらかの新規な有機化

合物合成法を開発することもできた。廃棄フロ

ンを医薬品合成中間体に有効利用する研究は

全国版の新聞に大きく取り上げられ，ラジオで

も報じられた。当時の河野学長も喜んでくれ，

学長裁量経費を当ててくれた。 

 平成７年４月に一期生が入学して平成２０

年３月に退職するまでに私の研究室を巣立っ

た環境理工学部学生は６３名に上る。外国人留

学生も積極的に受け入れ，大学院留学生５名，

インド，ロシア，中国，バングラデッシュなど

から博士研究員５名を受け入れた。論文博士も

含めて博士号を取得したものは１１名となっ

た。これらの卒業生は産業界，教育界，官公庁

などの中堅として活躍してくれている。 

 課外活動の支援にも力を入れた。柔道部顧問

として，米国サンノゼに部員卒業生２９名とと

もに遠征した。公式戦にはほとんど全て同伴し

応援支援，周辺の大学，高校にも師範らととも

に積極的に出稽古に同伴した。私設柔道部寮を

作り，部員に安く提供した。教育学部内の狭い

柔道場を拡張整備するため，多額（4 千数百万

円）の寄付金を集め，一部公費も投入して頂き，

柔剣道場を柔道専用に改修、255の大道場を完

成させ，同時に環境理工学部前に剣道場も新設

した。当時の千葉学長以下大学当局もよく協力

して頂いた。千葉学長からは後に感謝状を頂い

た。この大道場で，創設時道場の無かった環太

平洋大女子柔道部と合同稽古をよくした。古賀

稔彦総監督とも交流できた。一緒に稽古した片

桐（４年間主将）や大住選手らは今や日本トッ

プクラスの選手に成長している。公務の合間，

部員の稽古台になっているうち，学生時代は弱

小部員だったが，少しずつ強くなり，日本マス

ターズ柔道大会に２度出場，６４歳の時４０年

振りに試合をして惨敗，悔しい思いをしたので，

さらに稽古鍛錬して６７歳の時，大分大会で優

勝（６０キロ以下級，６５−６９歳の部）するこ

とができた。卒業生諸君から贈られた坪井研究

室のゼッケンのついた柔道着をきて，生涯現役

の刺繍の入った黒帯を締めて戦った成果だと

思う。創設当初から今日に至るまで，充実した

楽しい人生を歩むことができたのは，卒業生を

はじめ，同僚の先生方，大学当局事務部の方々

など大勢の方のご協力の賜物と感謝している

次第です。末筆ながら，卒業生の皆様，並びに

環境理工学部の今後益々のご発展をお祈り申

し上げます。 

 

 

 

 

 

祝 辞 

20 周年記念誌によせて 

岡山大学名誉教授 

坪井 貞夫 

坪井理研でのミニ同窓会 
（平成 24年 8月 18日） 
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環境理工学部及び卒業生の皆さん学科の創立 20 周年とのこと，おめでとうございます。時間の

経つのは本当に早いですね。私が学科を退職してから既に 5年以たちました。 

さて，環境問題は最初地域的な公害として国内問題として扱われてきましたが，近年は温暖化を

はじめとして地球規模の環境の悪化が問題となっています。環境問題の解決策についても技術的に

解決可能と言うよりは社会システムの改善を含め人間の生き方をも含めた解決策を考える時代に

なってきているとされています。環境物質工学科には，化学技術により環境に優しい社会を構築し

ていくことのできる人材の養成が求められてきました。この 20 年間を振り返っていかがでしょう

か。多くの卒業生の方は環境と言う観点を心のどこかに留めながら仕事をしてこられたものと存じ

ます。 

現在は，美しい日本を守るために豊かで強い国をつくろうとする動きが強くなってきています。

しかし，環境物質工学科の在校生及び卒業生は，今こそ美しくて優しい地球の環境をよりよくする

ために，仕事を通して頑張っていただきたいと願っています。 

私は退職してからこれまでの経験を生かせる仕事を少ししてきましたが。昨年からは，これまで

の仕事及び情報からは完全に離れ晴耕雨読の毎日を過ごしています。唯一の社会とのつながりは，

無農薬野菜を少量提供していることです。 

皆様の今後のご活躍を祈念しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝 辞 

岡山大学 環境理工学部 環境物質工学科 創立 20周年に際して 

岡山大学名誉教授 

笹岡 英司 
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環境物質工学科 －この 20 年の軌跡－ 

 

平成26年度環境物質工学科・学科長・木村邦生 

平成26年度環境科学専攻・副専攻長・難波徳郎 

 

 平成 6（1994）年 10 月に環境理工学部が設置され，本年で 20 年を迎えることができました。卒

業生並びに旧教職員の方々の多大なご協力とご支援により，今日の環境物質工学科があると考え

ています。この場を借りて御礼申し上げます。本稿では，学部設置に至る経緯も含め，学部，大学

院，そして学科の軌跡を振り返りたいと思います。 

 

（１）学部のあゆみ [1,2] 

 平成 3（1991）年，大学設置基準の改正（いわゆる大綱化）が行われ，各大学は，新制大学始ま

って以来の大学改革の好機と位置づけ，教育内容と教育組織の改革について具体的な検討に入っ

た。その中でも特に，これまでの教養課程，専門課程の 2 段階教育システムの弊害を改め，4 年一

貫教育への移行とそれに伴う大学改組が課題となった。 

 岡山大学では，教育システムの改革に伴って教養部を発展的に廃止することが確認され，これを

受けて文学部，理学部等の改組と新学部創設への機運が高まっていった。新学部の創設に関しては，

どういう内容の学部をどのようにして創るのかという点に議論が集中した。学内での検討はもち

ろんのこと文部省との協議が行われ，大学の将来を考え，社会のニーズを考慮し，全学の協力を得

て，最終的に「環境理工学部」という名称に決定した。平成 6（1994）年 5 月 20 日環境理工学部

の新設を盛り込んだ「国立学校設置法の一部を改正する法律（法律第 32 号）」が公布され，環境理

工学部の平成 6 年 10 月発足が確定した。 

 平成 6 年 10 月 1 日，環境問題（自然環境保全と人工環境創成）を教育研究の中心に掲げた国立

大学初の学部として，環境数理学科（定員 20 名），環境デザイン工学科（50 名），環境管理工学科

（40 名）並びに環境物質工学科（40 名）の 4 学科からなる環境理工学部（150 名）が発足した。

また，環境理工学部には，旧教養部の一般教育を担当する教員グループが「共通」として参加する

こととなった。創設時の教員は 60 名で，そのうち，学内からの移籍は，工学部から 18 名，農学部

から 8 名，教養部から 26 名，自然科学研究科から 3 名であった。 

 平成 7（1995）年 4 月 10 日，第 1 期の入学生 168 名を迎え環境理工学部における教育が開始さ

れた。創設時には，学部棟がないことから，従来の研究室等を借用し，工学部棟，農学部棟及び一

般教育棟等（旧教養部棟）で教育・研究を行うことを余儀なくされた。このため，新校舎の実現に

対する要望は強く，学部発足直後から学部が一丸となり学部棟実現に向けて努力した結果，平成 9

（1997）年 9 月第 1 期環境理工学部棟の着工に至った。第 1 期学部棟（6,460 m2）は平成 11（1999）

年 6 月に竣工した。一方，第 1 期生は学部棟の完成を待たずして，平成 11 年 3 月 25 日の卒業式を

迎えることとなった。なお，この時 4 年間の学部教育を終えた第 1 期生 144 名を送り出している。 

 引き続いて第 2 期学部棟（4,650 m2）が平成 11 年 6 月に着工し，平成 12（2000）年 9 月に完成

した。学部では，第 3 期建物の建設に向けて努力をしていたが現在まで実現に至らず，これに代わ

って平成 15（2003）年 12 月環境理工学部棟の西方に総合研究棟が建設された。総合研究棟 1，2，

5 階を環境理工学部関係教員の研究室・実験室，また共同利用に供している。 
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 国際的に通用する技術者教育を実施するため，日本技術者教育認定機構（JABEE）による技術者

認定プログラム受審の準備を進め，平成 17（2005）年 5 月に環境デザイン工学科，環境管理工学

科，平成 18（2006）年 5 月に環境物質工学科がそれぞれ「環境工学及びその関連分野」，「農業工

学分野」，「環境工学及びその関連分野」において同プログラムに認定された。 

 環境学は学際的で文理融合の学問であるため，学部設置当初は卒業後のキャリアデザインの多

岐・多様さに戸惑う学生が少なからず見受けられた。そこで，単なる就職支援に留まらず，入学時

から段階的かつ長期継続的にキャリア形成支援を行うことが必要と考え，平成 18（2006）年に国

立大学では初めての学部独自の試みとしてキャリアサポート室を開設した。教員とキャリア・コン

サルティング技能士の資格（国家資格）を有する相談員を配置し，学生の就職や進路などについて

きめ細かく支援を行うとともに，生活面などの悩み相談にも応じている。平成 16（2004）年以前は

就職率が 80%を下回る年もあったが，キャリアサポート室の設置後は 90%程度に上昇し，平成 21

（2009）年以降は 95%以上と高い水準を維持している。現在，キャリアサポート室を訪れる学生数

は年間で延べ 1000 人程度で，この中には大学院生や他学部の学生，さらには卒業生も含まれてい

る。この際，単に就職率の向上を目指すのではなく，卒業時無業者（進学も就職もしなかった者）

を極力発生しないよう努めてきた。「週刊東洋経済」（東洋経済新報社，2013 年 11 月 2 日号）に掲

載された 2013 年就職率ランキングにおいて，98.4％の就職率を達成した環境理工学部が理系学部

の全国 9 位，中四国 1 位にランキングされた。また，「週刊ダイヤモンド」（ダイヤモンド社，2013

年 10 月 12 日号）では理・工・農・獣医系学部の全国 1 位となり，「環境関連の技術者を輩出する

岡山大」として紹介された。これらの成果は，キャリアサポート室のみならず，学部全体で地道か

つ継続的に学生支援活動に取り組んできた成果と言える。 

 

（２）大学院のあゆみ [1,2] 

 環境理工学部を卒業した第 1 期の学生を受け入れるため，平成 11（1999）年 4 月までに環境理

工学部を母体とする大学院の整備が必要とされた。岡山大学ではこれに合わせて，従前の大学院博

士後期課程のみの自然科学研究科を改組し，博士前期課程，博士後期課程からなる区分制大学院へ

移行することとした。平成 11 年 4 月，博士前期課程として環境数理学科，環境デザイン工学科を

母体とする環境システム学専攻（定員 34 名），環境管理工学科，環境物質工学科を母体とする環境

保全工学専攻（定員 31 名）が，また，博士後期課程として環境物質工学科の教員が参加するエネ

ルギー転換科学専攻が設置された。平成 11 年 4 月には第 1 期の大学院学生 76 名が上記 2 専攻に

入学した。引き続き博士後期課程として，平成 12（2000）年 4 月に環境管理工学科の教員及び環

境数理学科の一部の教員が参加する資源管理科学専攻が，更に平成 13（2001）年 4 月に環境数理

学科の一部の教員が参加する数理電子科学専攻，環境デザイン工学科の教員が参加する地球・環境

システム学専攻が発足し全博士後期課程の専攻が設けられた。 

 平成 15（2003）年，環境理工学部の教員を中心とした自然科学研究科のプログラム「循環型社会

への戦略的廃棄物マネジメント」が 21 世紀 COE プログラムに採択された。本プログラムにおける

研究を一層発展させるため，環境学に関する新研究科が構想され，平成 17（2005）年 4 月に博士

前期課程，博士後期課程からなる区分制大学院として環境学研究科が発足した。環境学研究科は，

環境理工学部の大半の教員と農学部の教員の一部で構成され，博士前期，博士後期課程共通の専

攻・講座として，社会基盤環境学専攻（都市環境創成学講座，農村環境創成学講座）（入学定員：

博士前期 30 名，博士後期 6 名），生命環境学専攻（環境生態学講座，人間生態学講座）（前期 26 名，

後期 5 名），資源循環学専攻（廃棄物マネジメント学講座，物質エネルギー学講座）（前期 50 名，

後期 11 名）が置かれた。環境物質工学科の教員は物質エネルギー学講座の構成メンバーであった。 
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 岡山大学では，自然科学研究科改組，環境学研究科発足時に大学院部局化が図られた。従前学部

に所属していた教員を大学院の所属に移すものとされ，環境理工学部の教員の大部分は環境学研究

科に移籍し，環境数理学科の一部の教員は自然科学研究科先端基礎科学専攻に移籍した。 

 

 平成 24（2012）年 4 月には，環境学研究科を改組する形で，環境生命科学研究科が設置された。

環境生命科学研究科は，従来からの「異分野融合｣の理念を継承・発展させ，｢文理医融合｣を目指

した環境学研究科と，世界的な人口増加と気候変動による生産性の変化に対応して持続的な食料

生産を確保することを目指した自然科学研究科のバイオサイエンス専攻の農学系分野を統合した

ものである。環境学研究科では，農学部の一部の教員が環境学研究科に所属していたが，環境生命

科学研究科では，農学部のすべての教員が所属することになった。 

 

（３）環境物質工学科のあゆみ [1,2] 

 環境物質工学科の教育研究分野（研究室）の構成を表１に示している。環境物質工学科は，発足

時には環境材料基礎化学，環境機能材料化学，プロセス環境化学の 3 講座と 8 教育研究分野で組織

されていた。教員は総勢 14 名であり，このうち環境材料基礎化学講座（環境無機化学，環境有機

化学，環境分析化学）は教員 5 名，環境機能材料化学講座（高分子材料学，機能材料化学，エネル

ギー変換学）は教員 5 名，プロセス環境化学講座（物質循環工学，エネルギープロセス学）は教員

4 名でそれぞれ構成されていた。材料開発研究を行う上で重要な材料基礎化学と機能材料化学，並

びに材料の機能や性能を有効に利用する上で重要となるプロセス工学を研究の柱としており，プ

ロセスを含めたシステムとして材料を開発できることを特徴としていた。 

 平成 17（2005）年 4 月に大学院環境学研究科が設置され，本学科教員は全員，所属が大学院に

移行し，資源循環学専攻・物質エネルギー学講座を担当することとなった。本学科の組織構成も，

物質エネルギー学講座の組織構成に合わせて，表１の中列のように変更された。この時，学科内の

講座も廃止され，研究室は 3 つの系に分けられた。教員は総勢 13 名であり，無機材料系は教員 5

名，有機材料系は教員 4 名，プロセス工学系は教員 4 名で構成されていた。なお，13 名の教員の

うち，12 名が大学院環境学研究科の専任教員で，1 名は平成 16（2004）年法人化に伴い設置され

た保健環境センター（平成 20（2008）年 4 月より，環境管理センター）の専任教員である。また，

この他に保健環境センターから 1 名の協力教員が派遣されており，協力教員を合わせた 14 名で学

部の教育研究にあたってきた。 

 平成 24（2012）年 4 月に環境学研究科が改組され，環境生命科学研究科が設置された。環境学

研究科では，博士前期，博士後期課程共通の専攻として，社会基盤環境学専攻，生命環境学専攻，

資源循環学専攻が置かれていた。環境生命科学研究科への改組により，農学部系の 2 専攻（生物資

源科学専攻，生物生産科学専攻）が新たに加わったことにより，博士前期課程と博士後期課程で異

なる専攻とすることとなった。環境物質工学科の教員が担当する物質エネルギー学講座は，博士前

期課程では環境学研究科と同じく資源循環学専攻に属するが，博士後期課程では従来の環境学研

究科をひとつにまとめた形の環境科学専攻に属することになった。なお，上記農学部系の 2 専攻に

ついては，博士後期課程では農生命科学専攻としてまとめられている。 

 

 

 

 

 

 

 



  [文書のタイトル] 

 

-13- 

 

 

表１ 教育研究分野（研究室）の名称の変遷 

自然科学研究科 

（H6～H16 年度） 

環境学研究科 

（H17～H23 年度） 

環境生命科学研究科 

（H24～） 

環境無機化学 セラミックス材料学 セラミックス材料学 

物質循環工学 環境無機材料開発学 無機機能材料化学 

エネルギー変換学 エネルギー変換学  

環境有機化学 有機機能材料学 有機機能材料学 

高分子材料学 環境高分子材料学 環境高分子材料学 

機能材料化学   

エネルギープロセス学 環境プロセス工学 環境プロセス工学 

環境分析化学 環境反応工学 環境反応工学 

 

表２ 学科教職員の構成（平成 26（2014）年 10 月 1 日現在， ∗：環境管理センター専任教員）

系 教 授 准 教 授 講 師 助 教 計 事務補佐員 

無機材料系 2 
難波徳郎 

三宅通博 
2 

紅野安彦* 

亀島欣一 
  2 

崎田真一* 

西本俊介 
6 

2 
吉原裕子 

小郷満里子 
有機材料系 1 

 

木村邦生 
2 

高口 豊 

山崎慎一 
1 

田嶋智之 

 
  4 

プロセス工学系 2 
木村幸敬 

加藤嘉英 
2 

島内寿徳 

ｱｽﾞﾊ･ｳｯﾃﾞｨﾝ 
    4 

計 5  6  1  2  14 2  

 

 表１のとおり，環境理工学部設立当初は 8 教育研究分野の体制であったが，現在の環境生命科学

研究科では 6 教育研究分野の体制で運営している。機能材料化学教育研究分野は横山文義教授が

担当していたが，平成 13（2001）年 10 月に病気により逝去された。横山教授のポストを他の教育

研究分野に移し，機能材料化学教育研究分野は廃止された。また，エネルギー変換学教育研究分野

については吉尾哲夫教授と長江正寛助教が担当していた。平成 19（2007）年 3 月に吉尾教授は定

年退職されたが，定員削減により教員が補充されなかったため，エネルギー変換学教育研究分野は

廃止された。長江助教は同年 4 月に環境無機材料開発学教育研究分野に配置替えとなった後，同年

9 月に文部科学省所管の公益法人へ転出した。平成 26（2014）年 10 月 1 日時点の学科教職員の構

成を表２に示した。 

 上記の通り，大学院においてはこれまで 2 度の大きな改組がなされた。一方，環境理工学部の改

組は一度もなされていない（環境理工学部には，旧教養部の一般教育を担当する教員グループが 4

学科とは別に「共通」として参加していたが，平成 20（2008）年 3 月に「共通」は廃止されてい

る）が，カリキュラムについては以下に紹介する外部評価に伴い大きな改定がなされた。 

 環境理工学部は「環境」を教育研究の柱とする学部であり，学部設置当時の国立大学の中では始

めて学部名に「環境」を含めた。学部開設当初は，環境に関する目的意識の高い学生が多く入学し

ていたが，最近では目的意識や学習意欲の低い学生が少なからず見られるようになった。 
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本学部は 4 学科から構成されるが，環境デザイン工学科を除く 3 学科については，学内に専門分野

の似かよった学科があることから，それらの学科との相違が分かりにくいとの声が以前から聞か

れていた[3]。 

 このような背景により，本学部の理念を広く社会に認知してもらうとともに，学内他学科との差

別化を図るため，日本技術者教育認定機構（JABEE）による外部評価を受け，継続的な改善に取り

組んできた。平成 16（2004）年度に JABEE 認定された環境デザイン工学科と環境管理工学科に先

立って，環境物質工学科では平成 16 年 2 月に試行審査を受審し，平成 17（2005）年 10 月に「環

境およびその関連分野」で本審査を受け，正式認定を受けた。 

※日本技術者教育認定機構（JABEE）：卒業生の学力レベルが国際的な水準にあることを認証す

る機構。JABEE の主要な活動は，高等教育機関で行なわれている教育活動の品質が満足すべき

レベルにあること，また，その教育成果が技術者として活動するために必要な最低限度の知識や

能力（Minimum Requirement）の養成に成功していることを認定することである。JABEE の活動

は教育機関に一定のカリキュラムや達成度を押し付けたり，教育機関の教育レベルを調べて順

位付けし公表したりするものではない。むしろ，文部省の大学設置基準の大綱化に従い，各大学

の個性を伸ばすことを目的としている。各教育機関に独自の教育理念と教育目標の公開を要請

し，新しい教育プログラムや教育手法の開発を促進し，日本や世界で必要とされる多様な能力を

持つ技術者の育成を支援するものである。（http://www.jabee.org/） 

 

 本学科では平成 14（2002）年度に学科内に JABEE 受審 WG を発足させ，JABEE 基準に合致し

たカリキュラム編成に着手した。平成 15 年度には WG の提言に基づき，実際にカリキュラム改定

を行った。ここで，工学基礎（物理・数学のつなぎ教育），プログラミング入門，技術者倫理，環

境物質工学実習（インターンシップ）が新たに開講された。他の専門科目についても，重複科目の

整理を行うとともに，講義科目については演習時間を増やすなどにより，学生の理解度・到達度を

その都度測るようにした。 

 JABEE では，社会の要求や学生の要望を考慮するためのシステム構築が求められる。本学科に

おいても JABEE の基準に基づいて教育改善システムを整備した。特徴的な取り組みとして学科 FD

委員会が挙げられる。学科 FD 委員会には，教員の他に学生をメンバーに加えており，在学生に対

してアンケート調査を実施し，調査結果に基づいて教育システムの点検・評価を行っている。アン

ケートの企画や集計作業は全て学生委員によって行われている。また，学科 FD 委員会は学科同窓

会とも協力し，卒業生に対してアンケート調査を実施し，意見を取り入れている。 

 実際に，平成 16（2004）年 12 月には在校生を対象としたアンケート調査を実施し，平成 17（2005）

年 6 月にその集計結果に基づいて学科に対する要望事項を提出した。また，学科同窓会の協力によ

り，平成 16 年 3 月には学科卒業生（就職前学生）を対象としたアンケート調査を，更に平成 17 年

9 月には卒業生（社会人）を対象とした同様のアンケート調査を実施した。ここで，これらのアン

ケート調査において匿名性が要求されるものについては，学科 FD 委員会の学生委員や学科同窓会

の学生役員に集計作業を行ってもらうことによって，匿名性を確保しながら自由な意見をなるべ

く多く集めることができるような点検システムとしている[4]。 

 JABEE 認定プログラムの修了者は技術士第一次試験が免除され，技術士補の資格を与えられる。

技術士は国家資格であり，技術士法では「科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事

項についての計画，研究，設計，分析，試験，評価またはこれらに関する指導の業務を行う者」と

定義されており，技術コンサルタントの業務を担う場合が多い。本学科では技術士の資格を必要と

する業種への就職実績がなく，卒業生にとって直接的なメリットはないと言える。JABEE 認定は

5 年間継続するが，受審時と毎年の継続に必要な経費の問題もあり，当学科では 5 年間の認定期間

終了後の再受審は行わないこととした。 
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 以上の経緯により，JABEE 認定は終了したが，JABEE 基準に準拠した教育改善プログラムは継

続することとした。今後も引き続き，学科 FD 委員会，同窓会を中心にしたアンケート調査などを

継続し，教員のみならず，学科学生，卒業生，さらには就職先の企業なども加えた評価・意見を収

集し，カリキュラムを含む教育システム全般の改善に取り組む予定である。 

 

 現在，岡山大学は我が国全体に吹き荒れている大学改革の嵐の真只中にいる。文科省は，戦略的

な予算配分方針を打ち出しており，改革なくして予算の獲得は期待できない。環境理工学部は設立

20 年を迎えたが，上記の通り大きな改組を実施していない。文科省へのアピールのためにも，学

部改組は避けられない状況にある。現在，学部将来構想委員会において対応を検討しているところ

である。先行きが見えない状況にあるが，学科同窓会も含めた皆様のご理解とご協力をお願いした

い。 

 

【参考文献】 

1 岡山大学環境理工学部編，“岡山大学環境理工学部 10 年史－軌跡と展望－”，2005 

2 岡山大学 60 年史編纂委員会編，“岡山大学史：平成 11 年～平成 21 年”，2009 

3 岡山大学環境理工学部編，“部局における現状分析と課題等の把握”，2013 

4 難波徳郎，“環境理工学部・環境物質工学科の教育改善への取り組み”，岡山大学工学教育シン

ポジウム，2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境物質工学科のあゆみ 
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セラミックス材料学（旧,環境無機化学）研究室 

http://www.ecm.okayama-u.ac.jp/ceramics/ 
■ H26 (2014) 年度メンバー 

 スタッフ 教授：難波徳郎，准教授：紅野安彦，助教：崎田真一 
 学  生 大学院：博士後期課程(D3) 2 名，博士前期課程(M2) 7 名，(M1) 3 名 
      学 部：(B4) 6 名 

■ 研究室のあゆみ 

 平成 6（1994）年 10 月の環境理工学部設置により，三浦嘉也教授，難波徳郎講師が工学部精密応
用化学科から移行し，丁勇助手が新たに任用されました。難波講師は移行時に助教授に昇任し，平
成 16（2004）年から 2 年間保健環境センターに配置換えになった後，平成 18（2006）年 4 月に教
授に昇任しました。丁勇助手は平成 13（2001）年 3 月に退職し，米国で企業の研究員を務めた後，
中国でベンチャー企業を立ち上げ活躍しています。平成 16（2004）年 7 月からは保健環境センター
の崎田真一助手（現在，環境管理センター・助教）が協力教員として教育研究面に参加しています。
三浦教授は平成 19（2007）年 3 月に定年退職され，同年 4 月より紅野安彦准教授が着任していま
す。紅野准教授は平成 26（2014）年 4 月から 2 年間の予定で，環境管理センターに配置換えになっ
ています。 

■ 研究室の理念： ガラスの性質を利用して持続可能な社会の構築に貢献する 

 ガラスは，光をよく通す（透光性），自由な形状を付与できる（成形性）といった性質の他にも優
れた特性を持っています。ガラスは様々な元素を溶かし込むことが可能で，鉄やニッケルなどの遷
移金属元素を加えて色を着けたり，エルビウムやユーロピウムなどの希土類元素を加えて光らせた
りすることもできます。最近では，放射性廃棄物の処理にも利用されるなど，ガラスの持つ優れた
性質は環境問題の解決にも活かされています。我々の研究室では，ガラスの優れた特性を 100%引
き出すことのできる機能性ガラス・セラミックスの開発研究を通して，省資源・省エネルギーに貢
献します。また，ガラスの性質を利用した廃棄物のリサイクルや放射性廃棄物固化処理用ガラスの
開発研究に取り組んでいます。最近では，科研費（基盤研究 B：高温燃焼型都市ごみ焼却炉用クロ
ムフリー耐火レンガの開発，’07-10）や環境省廃棄物科研費（鉄鋼スラグからのリン回収新規リサ
イクルプロセスの開発，’09-11）などの外部資金も獲得するとともに，企業との共同研究を行うな
ど，精力的に研究を進めています。 

■ 研究テーマ 

◆ガラスの基礎科学（基礎研究） 
☆構造・物性の支配因子の探索 

 特に，塩基度との相関関係の検討 

 � XPS O1s束縛エネルギーによる塩基度の評価 

 � 塩基度とガラスの構造や物性との相関解析 

 � 光学特性の支配因子の探索 

 � 物性・構造データベースの構築 

☆ガラスのキャラクタリゼーション 

 � 実験：X線/中性子線回折，XPS，ラマン/IR 

 � 計算機シミュレーション： 

 分子軌道計算(MO)，DFTバンド計算， 

 分子動力学計算(MD)，逆モンテカルロ法(RMC) 

☆結晶化ガラスの析出形態制御 

 � 結晶配向制御と透明性  � 結晶化パターニング    

 ◆応用研究（材料開発，プロセス開発） 
☆光機能性ガラス・セラミックス 

 � 新規蛍光体（WDM通信用光増幅器） 

 � イオン交換法による光導波路の作製 

 � WO3系エレクトロクロミック薄膜 (_ _).｡o○ 

 � 非線形光学ガラス・セラミックス 

☆鉛代替ガラス 

 � Bi2O3系，TeO2系，TiO2系，SnO系光学ガラス 

☆廃棄物の処理やリサイクルに関する研究 

 � Crフリー新規耐火レンガの開発 

 � 再資源化物のケミカルリサイクル 

 � 放射性廃棄物の固化処理用ガラス 

 � 放射性元素による汚染土壌の無害化処理 

 

 

研究室 近況報告 
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無機材料化学研究室 
http://www.ecm.okayama-u.ac.jp/inorgmat/ 

【【【【メンバー】メンバー】メンバー】メンバー】    

スタッフ：三宅教授，亀島准教授，西本助教 

学生：博士後期課程 4 名，博士前期課程 13 名，学部４年生 6 名 

 

【研究紹介】【研究紹介】【研究紹介】【研究紹介】    

ゼオライト，層状化合物，光触媒，燃料電池材料等をターゲットとした無機機能材料化学。 

 

【【【【２６２６２６２６年度研究室行事】年度研究室行事】年度研究室行事】年度研究室行事】    

・花見：いつもどおり半田山でバーベキューでした。 

・スタート会：2003 年から始まった手作り寿司パーティーも今年で 12 回目となりました。下の写

真は 2005 年，2008 年，2010 年，2014 年に行われた際の様子です。 

・研究室対抗ソフトボール大会：予選敗退。 

・前期中間報告会，大掃除，打ち上げ：高島屋でビアガーデンを楽しみました。 

今後の予定：ゼミ旅行，サッカー大会，学会参加，卒論・修論など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタート会の様子（左上：2005 年，右上：2008 年，左下：2010 年，右下：2014 年） 

 

 

研究室 近況報告 
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有機機能材料学研究室 

准教授：高口豊，講師：田嶋智之 

修士課程 6 名，学士課程６名 

HP  http://www.yuki.ecm.okayama-u.ac.jp/ 

 

 

1. 1. 1. 1. 研究紹介研究紹介研究紹介研究紹介    

 本研究室では，高口豊准教授，田嶋智之講師のもと，修士 6 名，学部生 6 名，総勢 14 名で研究

を行っております。研究内容としましては，目的とする機能に必要な分子設計と分子合成のための

分子技術，できるだけ簡単な分子構造で目的の機能を達成するための分子設計・合成技術に着目し，

実践的な研究・教育を行っています。 

2. 2. 2. 2. 研究室の様子研究室の様子研究室の様子研究室の様子    

 毎日朝九時から実験をスタートします。週に一回，論文紹介，研究進捗発表，有機化学の小テス

トなどを行うことで充実した研究生活を過ごしています。 

研究を離れると，花見や研究室旅行，定例飲みなど行っており，研究だけでなくプライベートで

も仲の良い研究室です。 

四月：お花見 

今年の花見は，当日あいにくの雨だった

ため，リフレッシュルームで行いました

が，ゆっくりと話が出来，四回生が研究室

に馴染むためのとてもよいイベントとなり

ました。 

 

 

 

 

 

九月：研究室旅行 in 広島 

 写真は昨年の研究室旅行の様子ですが，宮島や広

島城を観光し，久しぶりに日光をあびました。 

夜は先生を交えた大富豪大会！！ 

宴会なのにお酒を飲まず，本気で大富豪をしたのはい

い思い出です。 

温泉においしいご飯！全員がリフレッシュし，良い研

究室旅行でした。 

 

 

 

 

 

 

研究室 近況報告 

高口 豊 田嶋 智之 

※田嶋さん骨折のため無念の不参加※田嶋さん骨折のため無念の不参加※田嶋さん骨折のため無念の不参加※田嶋さん骨折のため無念の不参加    (´；；；；ω；；；；`)    
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環境高分子材料学研究室 

教員：教授 木村邦生・准教授 山崎慎一 

URL：http://www.ecm.okayama-u.ac.jp/polymer/index.html 

 

環境理工学部設立 20 周年を祝した同窓会誌の発行にあたり，当研究室のこれまでの歴史を簡単

に振り返りながら，現在の様子を紹介してみようと思います。平成 6 年 10 月に環境理工学部が設

置され，山下祐彦先生（現名誉教授）のご尽力の下，当研究室は発足いたしました。翌年平成 7 年

4 月に木村邦生先生（現教授）が着任され，環境理工学部の 1 期生の受入も始まりました。平成 12

年には環境理工学部棟が竣工し，教育研究の舞台が名実ともに整いました。平成 16 年 3 月には，

山下先生が定年によりご退官されました。ご退官後も，山下先生には研究室の中間発表会やその後

の打ち上げで貴重なご意見を賜わり，教員・学生一同深く感謝しております。平成 16 年 9 月には

山崎（現准教授）が着任し，現在の教育研究体制へと至っております。その後，平成 19 年 6 月か

ら翌年 3月まで，山崎の米国ニューヨーク州立大ストーニーブルック校への研究留学がありました。

その詳細は 2008 年の同窓会誌へ寄稿しました記事をご参考頂ければと思います。当研究室は平成

11 年 3 月から平成 26 年 3 月までの間に，33 名の卒業生（進学者除く），57 名の修士修了生，8 名

の博士学位取得者を輩出するに至っています。卒業・修了生の皆様はそれぞれの場所で様々にご活

躍のことと思います。平成 26 年度は，博士研究員 1 名，博士課程学生 4 名，修士課程学生 12 名，

学部学生 8 名の大所帯で研究に取り組んでおります。 

最近の研究室の主な研究業績として，山崎が平成 19 年 5 月に高分子学会研究奨励賞，平成 25 年

11 月に関西繊維科学研究奨励賞を受賞しております。また，学生の研究成果についても，修了生の

平井義人君（平成 17 年度修士修了）が平成 19 年 6 月に繊維学会論文賞を，現在博士課程に在籍し

ている大西拓也君（博士 2 年）が平成 23 年 11 月に開催された The 11th Asian Textile Conference (ATC-

11)にてベストポスター賞を，兼高悠輔君（博士 2 年）が平成 25 年 11 月に開催された第 28 回中国

四国地区高分子若手研究会で高分子学会中国四国支部長賞を受賞しております。研究室の発表論文

は 2013 年には累計 100 本を超え，学会発表は近年では年間 30 報を超えるペースで活発に行ってお

ります。 

学会活動との関わりでは，平成 23 年には木村先生を運営委員長として，第 60 回高分子討論会を

岡山大学で開催するお手伝いをいたしました。また，平成 25 年には高分子学会中国四国支部の最

大の行事である若手研究会の幹事を当研究室で引き受けさせていただきました。また不定期ですが，

日本ポリイミド・芳香族系高分子会議の世話役を研究室で担当しております。 

スポーツ大会では，長年勝負弱い研究室でしたが，頼もしい学生さんの加入もあり学科内対抗ソ

フトボール大会は 2 連覇中と研究を忘れて打ち込んだ練習の成果が出ています！ 

研究室の現在の様子や研究成果などは，ホームページ上でも更新して参りますので，思い出した

ときで結構ですからご覧頂けたらと思います。卒業・修了生の皆さんもご都合のつくときには，お

気軽に研究室にお越しください。お待ちしています。（文責：山崎慎一） 

 

 

 

 

 

研究室 近況報告 
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環境プロセス工学研究室 

http://www.process.ecm.okayama-u.ac.jp/ 
 

 

スタッフ：教授：木村幸敬，准教授：島内寿徳 

学生： 博士後期課程 2 名，博士前期課程 9 名 

 学部４年生 7 名 

 

 

 

 

研究内容研究内容研究内容研究内容    

 化学工学を基盤として，環境低負荷な生産・分離プロセスの構築を目的として，種々の対象につ

いての研究を行っています。環境低負荷なプロセスに必要な条件は，高収率・低エネルギー・連続

操作・少ない有機溶媒などがあげられますが，これらの条件のいくつかを備えたプロセス提案すべ

く，真理・原理を探る基礎研究から実用につなげる応用研究を行っています。 

具体的には，亜臨界水（高温高圧水），リポソーム（人工のリン脂質二重層膜小胞体），スラグ流

（混和しない２相の交互流れ）などの技術を基盤とし，バイオマスからの糖や高分子用モノマーの

調製，バイオマスからの高効率固形燃料の調製，低エネルギータンパク質晶析分離プロセスの開発，

脂質膜を用いたタンパク質晶析機構の解明などを行っています。 

詳しくは http://www.process.ecm.okayama-u.ac.jp/の研究業績をご参照ください。 

 

研究室の様子研究室の様子研究室の様子研究室の様子    

 「よく学びよく遊べ」をモットーに，研究にもイベントにも精力的に取り組んでいます。学生主

体のイベントも数多く企画され，和気あいあいとやっています。様子は HP のギャラリーでも見る

ことができます。 

 

木村幸敬（きむら ゆきたか） 

京都大学大学院農学研究科食品工学専攻博士後期課程 

京都大学農学部助手 

京都大学大学院農学研究科准教授 を経て 

2008 年 10 月より現職 

専門：環境プロセス工学，化学工学，食品工学 

 

島内寿徳（しまのうち としのり） 

大阪大学大学院基礎工学研究科物質創成専攻化学工学領域 博士後期課程 

大阪大学大学院基礎工学研究科 助教 を経て 

201210 月より現職 

専門：環境プロセス工学，化学工学，分離工学 

 

 

 

研究室 近況報告 
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環境反応工学研究室 
教授：加藤嘉英，准教授：Md. Azhar Uddin 

博士課程１名，修士課程９名，学士課程６名 

HP http://www.ecm.okayama-u.ac.jp/reaction/ 

 

1. 1. 1. 1. 研究紹介研究紹介研究紹介研究紹介    

 加藤嘉英教授，アズハ・ウッディン准教授のもと研究に活動を行っています。今年は新たに６人

の４年生が配属され，合計 16 名の学生がそれぞれ真剣に研究に向き合っております。 

 本研究室では環境に適した循環型社会の構築を目指して，太陽電池やバイオマス，VOC，水銀な

どをターゲットにし，反応工学やリサイクル工学，触媒化学などの分野から環境反応操作の設計と

材料開発を行っております。 

2. 2. 2. 2. 研究室の声研究室の声研究室の声研究室の声    

 

『ゼミ旅行』 

毎年夏には一泊二日のゼミ旅行に行きます。昨年

は三重県に行きました。伊勢神宮で古の文化の薫

りに触れ，鳥羽水族館では間近で躍動する水辺の

生物達に感動しました！ 

 

『球技大会』 

昨年度のサッカー大会は４位，今年度のソフト

ボール大会は３位という結果でした。 

並み居る強豪を相手にチーム一丸となって全力

で頑張りました！ 

 

『お花見』 

年度初めには毎年お花見をします。満開の桜を

眺めつつ BBQ に舌鼓を打ちました。４年生にと

っては最初の行事でもあるので新生研究室のキ

ックオフとなりました。 

 

『ご結婚』 

本研究室の卒業生である第 10 期生の竹並潤哉さ

んが同じく本研究室の卒業生である第 12 期生の

川本望美さんとご結婚されました。おめでとう

ございます！！ 

 

3.3.3.3.訃報訃報訃報訃報    

 今年本研究室の卒業生である第 12 期生の国重美貴さんがお亡くなりになりました。この場を借りて

ご冥福をお祈り致します。 

 

 

 

研究室 近況報告 
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平成平成平成平成 25 年年年年 12 月月月月 23 日日日日    サッカーサッカーサッカーサッカー大会大会大会大会 

平成平成平成平成 25 年年年年 7 月月月月 6 日日日日    ソフトボール大会ソフトボール大会ソフトボール大会ソフトボール大会 

平成平成平成平成 25 年年年年 12 月月月月 21 日日日日    学会学会学会学会 

平成平成平成平成 26 年年年年 3 月月月月 10 日日日日    謝恩会謝恩会謝恩会謝恩会 

平成平成平成平成 26 年年年年 3 月月月月 25 日日日日    卒業卒業卒業卒業 

平成平成平成平成 26 年年年年 8 月月月月 7 日日日日    化学展化学展化学展化学展 

平成平成平成平成 26 年年年年 8 月月月月 8 日日日日    オープンキャンパスオープンキャンパスオープンキャンパスオープンキャンパス 

研究室 近況報告（イベント） 
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安藤安藤安藤安藤    大樹（岡山県立倉敷青陵高等学校卒）大樹（岡山県立倉敷青陵高等学校卒）大樹（岡山県立倉敷青陵高等学校卒）大樹（岡山県立倉敷青陵高等学校卒）    

 私の名前は安藤大樹といいます。高校は倉敷青陵高校で，部活は硬式テニスをしていました。 

 今年から，大学一年生で地球や環境についてしっかりと学びたいと思っています。 

 大学での生活は思っていたよりも勉強の量も多く大変ですし，宿題なども自分自身がしっかり

と把握していないと大変なことになってしまいます。 

 しかし，高校とは違うこの環境で学ぶことは新鮮なもので，大学での生活はとても有意義なもの

だと感じています。 

 私は大学では勉強もしますが，長い期間の休みを使って旅行などにも行きたいと考えています。 

 一度きりしかない人生，自分の思いつく最高の大学生活を歩んで，自分にとってかけがえのない

期間だったと思えるようにしたいと思います。 

 

西山西山西山西山    祐希（祐希（祐希（祐希（岡山県立倉敷南高等学校卒岡山県立倉敷南高等学校卒岡山県立倉敷南高等学校卒岡山県立倉敷南高等学校卒））））    

化学の力で社会に役立つために 

 私が環境物質工学科を志望し，入学するきっかけとなったのは岡山大学のパンフレットでした。

当時，高校生だった私は化学に興味はありましたが，環境に対しての興味は人並みでした。大学で

化学について詳しく学びたいけれど，その学んだことをどうしたら役立てれるのだろうか，そう考

えていた時に目にしたのがこの学科の紹介文の「化学の力で住みよい地球環境作りに取り組もう」

だったのです。好きな化学を勉強できて，しかもそれが社会の役に立つ。この学科こそ私が探して

いた進路先だと考えました。 

 今はまだどの分野を専門にするかはきまっていないので，これからの授業でより興味のある分

野を見つけて研究できたらいいなと思っています。大学での授業は決して易しいものではないと

思うけれど，自分の目指す化学の力で環境問題の解決に貢献することができる人間になれるよう，

勉学に励み頑張っていきたいと思います。 

 

宮本宮本宮本宮本    大輝（京都学園高等学校）大輝（京都学園高等学校）大輝（京都学園高等学校）大輝（京都学園高等学校）    

私が大学生活でしたいこと。 

 こんにちは，私は岡山大学環境理工学部環境物質工学科１年 宮本大輝と申します。 

学科同窓会のイベントの記念誌を発刊するということで，私はタイトルにある通り，大学生活でし

たいことについて述べたいと思います。まず一つ目は，将来したいこと，やりたいことを具体的に

定めるということです。私がこの環境物質工学科に入ったのは，環境について何らかの形で関わり，

環境問題を解決できるように取り組みたいと思ったからです。ですが環境問題といっても様々に

あります。具体的に何に取り組むかはまだ決まっていません。なので具体的にすることを決めるた

めにすべき努力をしようと思います。この環境物質工学科では環境についてしっかりと学べる学

科であるので，自分にしたいことがみつけられるいい環境であると思っています。 

 もう一つは，私はサッカー部に入っているので，サッカーを頑張りたいと思います。小さい頃か

らサッカーが好きで，そのサッカーができるというのはとても幸せなことだと思っています。サッ

カーは年をとっても続けたいし教える立場になってもいいなとも思っています。 

 私はこの二つをしっかりがんばり，充実した大学生活にしたいと思います。 

 

20 期生の誓い 
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山村山村山村山村    奎輔（立命館守山高等学校卒）奎輔（立命館守山高等学校卒）奎輔（立命館守山高等学校卒）奎輔（立命館守山高等学校卒）    

 環境物質工学科２０期生，山村奎輔です。私は，世界の人々，特に水が枯渇している地域に飲み

水を提供したいという夢を持って，環境物質工学科に入りました。 

 今，世界中の多くの人々が安全な水を飲めずにいます。故に，水による感染症も起きています。

加えて，飲み水として利用されている地表水もかなり減ってきています。私はそれを改善したいと

思います。 

 そのために私は，この地球の現状や，水問題の解決に役立つ知識などを基礎からしっかりと学ん

でいき，そして，それを自分の知識としていきたいと思います。これは大学の講義をしっかりと聞

くことだけでなく，自分で疑問を持って自分で調べるということも大切になってくると思います。

また，自分がやろうとしていることが正しいのか，新たな発見がなされていないかを知るためにも，

世界や国内の社会情勢も確認したり，自分の目標の確認をしたりすることを怠らないようにしよ

うと思います。 

 自分の夢が何割達成できるのかはわかりませんが，なるべく達成できるように，今のこの思いを

大切にしながら大学生活を送っていこうと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年度新入生（20 期生） 
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環境物質工学科同窓会 －更なる飛躍へ－ 

 

環境物質工学科同窓会は，平成11年3月20日の1期生の卒業にあわせて創立されました。 

当初，環境物質工学科同窓会は研究室対抗のスポーツ大会や，学科卒業生への記念品の贈呈な

ど研究室の学生による運営により活動を実施していました。 

 

しかし，平成17（2005）年から，岡山大学同窓会が設立の動きが議論および決定され，平成18

（2006）年7月26日に設立総会が開催され承認されました。この岡山大学同窓会の運営に合わせる

形で，環境理工学部同窓会の創立および環境物質工学科同窓会の再編成が必要となりました。 

 

環境物質工学科同窓会は，1期生の渡辺晃正・日下部武敏が発起人となり平成18年6月17日に

「第1回 総会・懇親会」を開催しました。ここで環境物質工学科同窓会規約も改正され再スター

トすることができ，環境理工学部同窓会および岡山大学同窓会への参画を果たすことができまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

平成19（2007）年～平成22（2010）年には，それぞれ2～5期生から企画･運営に関わる協力を得

ながら同窓会総会および懇親会を開催させて頂きました。また，平成19（2007）年には同窓会名

簿の発行を平成22（2010）年には坪井貞夫先生および5期生 荘所大策様による講演会も実施しま

した。 

   

   

 

 

 

環境物質工学科同窓会のあゆみ 

第 1 回（平成 18 年 6 月 17 日） 

第 2 回（平成 19 年 7 月 14 日） 
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第 3回（平成 20年 10月 11日） 

第 4回（平成 21年 10月 24日） 

第 5回総会・懇親会（平成 22年 11月 6日） 
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平成23（2011）年，平成24（2012）年の2年間活動することができませんでしたが，平成25

（2013）年は岡山大学同窓会が実施する「ホームカミングデイ2013」に併せて「平成25年度 環

境物質工学科同窓会 総会・懇親会」を開催いたしました。ここで，平成20年度に一度承認され

ていた同窓会ホームページの作成・管理や同窓会員情報の管理を株式会社サラトに委託すること

が再確認されました。また，この平成25年には岡山大学同窓会が組織改革し岡山大学Alumniとし

て再出発することが承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成26年に入り，株式会社サラトによるホームページの作成や会員情報の管理などの作業が完

了しました。 

 

環境物質工学科同窓会ホームページ 

http://www.dosokai.ne.jp/ecm-alumni/ 

 

同窓会活動の報告だけでなく，「会員データの変更届」

なども提出できます。引っ越しなどによる住所変更や，

未登録の会員の皆様はご利用・ご登録をお願いいたしま

す。 

 

また，環境物質工学科同窓会の愛称を「ぶっしつ同窓会」とし，ロゴのデザインの採用（本誌

裏表紙参照）などが理事会で決定されております。 

平成26年10月18日には「20周年記念イベントおよびパーティー」を環境物質工学科の協力を得

ながら開催いたします。 

環境物質工学科同窓会は，現在も会員情報の把握数が少なく連絡がとれる会員が少ないなど問

題が山積しております。今後，株式会社サラトによる「連絡先不明者の調査および名簿の発行」

などを実施し，会員相互の繋がりが持てる同窓会になるよう活動して参ります。 

同窓会は「卒業生」「学生」「職員」全てが会員です。環境物質工学科の先生方・学生の皆様の

協力，そして同窓生のご理解・ご協力無くしては同窓会活動を維持することは出来ません。 

役員一同，魅力のある同窓会になるよう努力をして参りますが，会員の皆様お一人おひとりが

積極的に“参加・協力しよう”という気持ちを持っていただきますよう心からお願い申し上げま

す。 

環境物質工学科および環境物質工学科同窓会の「更なる飛躍」を願って。 

 

環境物質工学科同窓会 会長 渡辺晃正 

 

平成 25年度（平成 25年 10月 19日） 

環境物質工学科同窓会のあゆみ 
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平成 26 年 環境物質工学科同窓会 役員名簿 

会長 渡辺 晃正 （1 期）   

副会長 大森 学武 （1 期） 西本 俊介 （3 期） 

理事 日下部 武敏 （1 期） 成冨 牧子 （1 期） 

 羽鳥 信 （1 期） 小見山 拓三 （3 期） 

 浪本 真弓 （4 期） 坪井 隆明 （5 期） 

教員理事 難波 徳郎 （教授）   

会計 江原 知佐 （15 期）   

会計補佐 後藤 良子 （16 期）   

会計監査 富家 有美 （1 期） 岩谷 友史 （1 期） 

学年代表幹事 渡辺 晃正 （1 期） 

辻本 篤志 

松山  琴 

山路 大介 

（2 期） 

 大原 制 （3 期） 今岡 卓也 （4 期） 

 坪井 隆明 （5 期） 冨田 恵介 （6 期） 

 山本 祐一 （7 期） 浅沼 巧 （8 期） 

 楳園 翔大 （9 期） 
山川 晃生 

福永 大輔 
（10 期） 

 
野村 隆治 

高木 陽一 
（11 期） 

埃 良治 

真殿 慧子 

杉下 智則 

（12 期） 

 

大村昴平 

上野翔平 

兼高悠輔 

宗達哉 

和田卓聡 

堀内修平 

（13 期） 

深澤 正寛 

槙野 智崇 

伊勢 陽一郎 

（14 期） 

 

山本 尚子 

小野 誉弥 

江原 知佐 

（15 期）   

   ※学年代表幹事に関して、10期以降は学生委員 
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 はじめに，環境物質工学科創立２０周年を

迎えられましたこと，誠におめでとうござい

ます。また，記念イベントの開催に対しまして，

心よりお祝い申し上げます。  

 平成７年に１期生として入学してから早２

０年。生まれたての学科ということもあり，当

時は先生方もご苦労されたことと思いますが，

カリキュラム内容に不満を持ったり，間借り

の校舎や研究室を使うことに寂しさを感じた

り，１期生なりの苦労を感じたことも今では

懐かしく，なかなか経験できないことだった

とさえ思えるようになりました。今の現役学

生のみなさんは充実した学生生活を送ってお

られるでしょうか。また話す機会があれば，ぜ

ひ聞いてみたいですね。 

私は４年生で当時の環境有機化学研究室に

入り，卒業して大学院博士前期課程に進学し，

３年間を通して恩師である坪井先生に大変お

世話になりました。３年間有機合成ばかりを

していたにも関わらず，就職はプラスチック

加工メーカーのタキロン。化学系で言えば同

じだけど，ふたを開ければ就いた業務は有機

合成とは全く関係なし。社会に出ると大概そ

んなものなのでしょう。 

今年で入社して１４年目ですが，その内１

３年間ポリカーボネート事業に携わっており，

ポリカーボネート製品の生産技術，商品開発

を担当しています。経験を積んでいくにあた

り，よく思うことがありました。それは，学生

時代に専門知識を習得するのは勿論大切だけ

ど，どんな場面でも必要となるコミュニケー

ション力，プレゼン能力等，基本的な能力を磨

くことがなにより将来の自分を助けるのだな

と。若手と言 

われなくなってから数年経ち，いつの間にか

中堅と言われ，本人の意思とは関係なく責任

ある仕事を任されるようになってしまいまし

たが，最近，女性が正社員としてキャリアを積

む難しさを痛感しています。理由は様々です

が，女性の後輩社員が自分より先に退職して

いく姿を見るにつけ感じています。これを言

いだすと紙面が足りなくなりますが，男性女

性関係なく，色んな働き方（生き方）が受け入

れられる環境が整った社会になっていけばい

いなあと思う今日この頃です。これから就職

する学生の皆さんには就職するだけで一苦労

なのにと言われそうですが，自分が将来どう

働いていきたいのかも真剣に考えてほしいと

思います。 

 さて，まだまだ知名度の低いタキロンです

が，『岡大会』なる団体があるほど，岡大出身

者の先輩方がいらっしゃいます。その中には

私と同じように坪井先生にお世話になった先

輩方がおり，今や工場長や事業統括部長にな

っていたりするのですが，昨年，坪井先生が私

たち教え子たちを訪ねてくださいました。「タ

キロンのポリカーボネート板をリフォームす

る自宅にぜひ使いたい」というのです。自分が

携わった製品を坪井先生のご自宅に使ってい

ただけたことは非常に励みになりましたし，

坪井先生に喜んでいただけたことが何より嬉

しかったです。卒業後もこのように良い関係

を築けていることに本当に感謝いたします。

先生にお会いする度に，バイタリティある先

生に負けずに私も頑張らねば！と思いますね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

卒業生 近況報告 

1 期生 成冨 牧子 
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この度は環境物質工学科創立 20 周年おめで

とうございます。会報誌への寄稿を依頼さ

れ、私が 2 期生として環境理工学部に入学し

てからもう 20 年近く経ってしまったのかと

驚きました。当時は発足したばかりの学部で

就職実績もテストの過去問もなく、先生方も

学生たちも手探りで苦労していたと思いま

す。しかし「環境」と名のつく先駆けとなっ

た学部であり、環境問題に対し意識の高い学

生達が多かったと感じています。私自身は思

えばあまり真面目な学生ではなく、授業中は

寝るわしゃべるわ内職するわで先生方には多

大なるご迷惑をおかけしたかと思いますが、

この機に免じお許しください。 

近況をお話ししますと、私は卒業後他大学

の大学院を経て電機メーカーの東芝へ就職し

ました。学んでいた無機化学とは離れて半導

体の設計等を経験した後に結婚、5 年前に長

女を、2 年前に長男を出産して二児の母とな

りました。子供嫌いのはずでしたが、生んで

みると我が子ばかりか他の子もみな非常に可

愛く、新たな成長と発見の毎日です。子供と

いうのはおもしろいもので、ある日いきなり

しゃべりだしたかと思えば昨日できていたこ

とが急にできなくなり、常に大人の想像の数

段上をいく行動をします。何か高いものがあ

ればとりあえず登って飛び降り流血し、興味

があるものはとりあえず持ち帰りポケットは

セミの抜け殻やダンゴムシなどで常に満タ

ン、道に何か落ちていたらとりあえず食べて

みる。嬉しければ笑い悲しければ泣く。人生

で身に着けてきた世間の常識という壁がない

状態での人間の発想はいかに自由なものか、

そして逆に自分の発想はいかに貧弱になって

しまっているかを日々感じさせられていま

す。 

現在は子供を保育園に預けフルタイムで勤

務しほぼ定時に退社、巷でよく言われるワー

クライフバランスの見本のような日常生活を

送っていますが、実態はどちらをとっても中

途半端なもので、自分は本当は何をしたいの

かと自問自答を繰り返し、一度リセットして

本来やりたかった環境問題や人口問題の解決

に関わる仕事をじっくり探してみようか等と

考えたりもしています。（いまだ決心には至

っておりませんが） 

ほぼ子供の話をしているうちに最後になっ

てしまいましたが、今回の寄稿にあたって自

分の学生時代を振り返ると、一時的な目の前

のつらさや楽しさに流され、一貫した目標を

持っていなかったように思います。学生のみ

なさんは、自分は何をしたいのか、自分には

何が合っているのか、やりたいことをするた

めには何が必要なのかをしつこく考え、後悔

することのないよう進路を選択してくださ

い。 

今後も環境物質工学科が 50 年、100 年と続

いて発展することを祈念しています。 
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こんにちは。３期生の村山と申します。在学中

は三浦先生，難波先生のもとで勉強させてい

ただきました。在学時は先生方に色々と（特に

卒業間際）ご迷惑をお掛けしましたが，今とな

っては先生方にとっても良い思い出になって

…いたらいいなと思います。 

 卒業後は日本山村硝子株式会社でガラスび

んの基となるガラス素地の調合や溶解などに

携わる仕事をしています。余談ですが熱い現

場仕事をした後，ガラスびんで飲むビールは

最高です。職場は生産工場ですが生産に適し

たガラス組成などを探して試行錯誤を繰り返

していくのは研究室で行っていた実験に通ず

るところもあり，なかなか面白い仕事です。ま

た，生産している量が多いだけに多量のエネ

ルギーや資源も消費しますので省エネやそれ

にともなうコストダウンも重要な仕事になっ

ています。 

 省エネといえば，実はガラスびんを作る時

にはリサイクルガラスの使用が省エネに大き

く貢献するため，みなさんが使った後自治体

などで回収されたリサイクルびんも原料とし

て多く使われています。このリサイクルびん

は私たちの業界ではカレットと呼ばれていま

すが，びんの色によって用途が異なります。悲

しいことに自治体などによっては色分けが杜

撰なためにリサイクル率を上げるのが困難な

地域などがあります。テレビでペットボトル

を仕分けするとゴミ焼却炉の燃料費が上がる

と言っている番組がありましたが，ガラスび

んを仕分けして悪い影響は出ませんので是非

みなさんご協力ください。 

 さてこのようにガラスびんの生産活動に励

んでいる毎日ですが，寂しいことにガラスび

んは国内需要が減っており，会社としては生

き残りをかけて戦っている厳しい状態でもあ

ります。就職し１１年が経ちますが，その大半

の時間を過ごした工場の閉鎖に昨年立ち会う

ことになりました。仕事柄最後まで残る必要

がありましたが，何百人もの人が働いていた

工場から人がいなくなり２４時間３６５日動

いていた生産ラインが完全に止まってしまう

のを目の当たりにするのは辛いことでした。

この時の寂寥感は今の職場で同じ思いをしな

いために頑張る原動力にもなっています。そ

の後兵庫県にある工場に異動しましたが仕事

内容は大きくは変わらず，より良くより安く

より環境にやさしいガラスびんの製造に励ん

でいる毎日です。職場も住居も海に近いため

釣りを始めるなど仕事以外も充実させ，脂の

乗った３０代を有意義に過ごしたいと思いま

す。 

 最後になりますが学生時代は決して真面目

な生徒とは言えませんでしたが，先生方に温

かく見守っていただいて感謝しています。一

緒に不真面目してくれた同窓生にも楽しい学

生生活に感謝。みなさまの益々のご発展を祈

っています。 
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環境物質工学科の創立 20 周年，おめでとう

ございます。私が岡山大学を卒業したのは

2002 年，あっという間に 12 年が過ぎてしま

いました。卒業研究では，環境無機化学研究室

(現 セラミックス材料学研究室)に配属され，

ガラス中のCrの価数を制御するテーマに携わ

りました。研究の第一歩は，ガラス試料を作製

するための電気炉を改修することだったと記

憶しています。三浦先生，難波先生のご指導の

下，研究方針に基づき様々な系のガラスを作

製しました。先輩方には試料作製，分析装置の

使用方法などを丁寧に指導いただき，同期の

メンバーとは，実験結果に一喜一憂したのを

よく覚えています。結局，1 年間の研究活動で

は，Cr の価数を制御することはできず，研究

室ホームページの Photo Album にあるとおり，

なんだかわけのわからない結果に終わってし

まいました。卒業後は他大学の大学院博士前

期課程で結晶性薄膜材料の合成と評価を行い，

半導体製造会社でプロセス開発に携わった後，

現職に落ち着きました。 

現在は，ブルカー・エイエックスエス株式会

社という科学分析装置の製造・販売を行う外

資系の会社で，X 線回折装置のアプリケーシ

ョン・エンジニアとして業務に携わっていま

す。アプリケーション・エンジニアは，装置の

導入を検討しているお客様から試料を預かり，

測定・解析結果から得られる情報を報告書と

して提出し，分析装置の特長をアピールする

という内容です。また，測定の様子を直接見て

いただくデモ測定や，納入された装置の取扱

説明も行います。装置は日本国内の企業，大学，

各県の工業技術センターや国立研究所などに

あり，北は北海道から南は沖縄まで，仕事で国

内旅行を楽しむこともできます。そのため，知

らないうちに同窓生の方ともお目にかかって

いたかもしれません。卒業研究のテーマだっ

たガラスは，残念ながら X 線回折では詳しい

情報を得ることができませんが，当時の「色々

手を動かしてみよう」「文献を読もう」という

ご指導は，今の業務に非常に役立っていると

感じています。私の業務は「環境問題の解決」

に直接結びついているとは言いがたいかとは

思いますが，私たちの分析装置を使って研究・

開発された材料や製品が，場所や世代を問わ

ず貢献されていると思うと，思わず顔がほこ

ろんでしまいます。 

「21 世紀は環境の世紀」とよく言われてい

ます。解決するべき課題はまだまだたくさん

あると思いますが，環境物質工学科では私が

在籍した当時から材料とプロセスの 2 枚看板

を掲げ，教育，研究を邁進していると確信して

います。20 年という月日で多くの卒業生が輩

出され，日本に限らず世界の各地で地球環境

問題に携わっていれば，いつの日か環境問題

という言葉が意識されない暮らしが訪れる日

を夢見ています。そして，その実現に私の業務

が微力ながらお役に立つことができれば幸い

です。 
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環境物質工学科を平成 17 年に卒業後，大学

院（環境学研究科）に進学し，1 年間の休学期

間がありましたが，平成 20 年に卒業致しまし

た。研究室時代は，坪井研究室でお世話になり

ました。 

その後，岡山の西大寺で主に環境分析を行

っている（株）エクスラン・テクニカル・セン

ターに就職し，今年で 7 年目になります。当

社では，水質調査や大気汚染調査等，環境分析

全般を行っているのですが，私は主に水質調

査と土壌汚染調査に関わるグループに所属し

ています。このように書くと，大学の研究室に

所属していた頃のように，実験室の中で白衣

を着てガラス器具や分析機器とにらめっこを

しているように思われるかもしれませんが，

それは主に女性陣の仕事。男性陣は外に出て

サンプリングをする人が多いです。これが結

構過酷な仕事で，真夏の炎天下で工事現場の

人のような装備で地面に穴を掘って土壌のサ

ンプリングをしたり，真冬の雪が降る中でゴ

ムボートに乗って湖の真ん中で水質のサンプ

リングをしたり，草刈り鎌を片手に山林の中

に入って行ったり・・・。しかも，県外での業

務も多く，概ね九州から近畿地方くらいの範

囲で動き回っています。荷物が多いので移動

は車です。体力的にしんどい仕事ではありま

すが，会社の車で（つまり交通費タダで）いろ

いろな所に行けるのは楽しいですし，現場作

業はいい運動にもなるので，室内にこもる仕

事よりはこちらの方がいいかなと実は思って

います。 

一方プライベートでは，平成 23 年の暮れに

結婚し，現在は岡山県赤磐市（旧熊山町）で暮

らしています。会社まで 30km 弱と車通勤を

するには少し遠いのですが，自宅を新築する

にあたり，実家からそれほど遠くないことと，

何と言っても田舎で土地が安いことからここ

に住むことに決めました。どのくらい田舎か

と言うと，家の周りに鹿や猪が出没するくら

いの田舎です。また，雑草の繁茂が凄まじく，

毎月行われる町内の定例清掃では，草刈機を

持って草むらに分け入ったりしています。ま

さか自分が草刈機を使うことになろうとは，

ここに住むまでは思いもしなかったです。 

また，大学時代には軟式野球のサークルに

所属していましたが，就職してからも某チー

ムに入れてもらって，月に 1～2 回くらいのペ

ースで野球をしています。ポジションは特に

決まっていないのですが，ピッチャーか外野

をやりつつ時々ファーストやサードに入ると

いった感じです。まだ出来て間もないチーム

でそれほど強くないのですが，私自身別に野

球が上手なわけではないので，ちょうど良い

と思っています。上手ではないですが，野球を

するのは好きなので，これからも細く長く続

けていこうと思っています（本気でやると続

かないので）。 

以上，近況報告でした。 
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岡山大学大学院を卒業して今年で 5年目と

なりました。現在教員として大阪の桃山学院

中学校高等学校にて高校 3年生の担任・指導

をさせていただいております。自分自身，精

神年齢が 18歳から何も変わっていな

い・・・と常々感じる中，同等の精神年齢の

生徒と日々過ごしております。 

大学時代は私が学生として多くの先生方に

お世話になりました。特に 3年間を過ごした

セラミックス材料学研究室の先生方には大変

お世話になりました(不真面目な学生で申し

訳ございませんでした・・・)。教員となり

高校生を指導していく中で，先生方の偉大さ

を思い知らされました。一番記憶に残ってい

るのはなんといってもゼミです。学生の発言

に対し部屋中に広がる難波先生の「ふ～ん」

「へ～」「そうなんだ」のお言葉，紅野先生

の本質をつくご質問，崎田先生の的確なチェ

ック，学生当時はゼミが怖くて怖く

て・・・。ただ間違いなくあのゼミで教師と

して大切な「生徒自身が問題解決するまでじ

っと待つ我慢強さ」「生徒の悩みの根本に気

付く力」「生徒の小さな変化も見逃さない観

察力」が養われました。現在，あのゼミスタ

イルを授業に取り入れております(生徒は学

生時代の私のようにヒーヒー言っていま

す)。私一人で先生方 3役を演じることはな

かなか大変です。ただ，着々と生徒は力をつ

けているようです。つい先日の校外模試で本

校 3年生の化学の成績が大阪 1位となりまし

た。偏差値うんぬんも大切ですがなにより議

論好きな生徒が増えました。マスコミの「若

年層のコミュニケーション下手」報道もなん

のその，私にまで議論をふっかけくる始末で

す(笑)。先生方の教えのおかげで「骨太」な

生徒を卒業させることができそうです。あり

がとうございます。大学時代与えていただい

たことをひとつでも多く生徒に還元し，日本

一の高校教師となって先生方に恩返しをさせ

ていただきたいと考えております。 

少し暑苦しい文章となってしまいました。

そういえば，10期生は大学時代から毎年夏

季にキャンプを行っております。毎年何かし

ら事件が起こりますが何とか乗り切り？友人

たちと居心地の良い時間を過ごしています。

お互い歳をとり仕事の話をするようにもなり

ました。他業種の方々と触れ合う機会が少な

い職業柄，友人が語ってくれる研究所や職場

の話などはとても新鮮で興味深いものです。

お酒もまわり，終盤は相変わらずなバカ騒ぎ

になります。いつまでたっても変わらないこ

のときほど，10期生として岡山大学に入学

して良かったと思うときはありません。5年

後 10年後，子どもをキャンプに連れていき

「お父さんにはこんなに面白くて優しい？友

達がたくさんいるんだよ。」と自慢すること

が私の夢です。 

私に多くの影響を与えてくれた環境物質工

学科の更なる発展を心よりお祈り申し上げま

す。取り留めもない話となってしまいました

ことお詫び申し上げます。 

P.S.つい先日，生徒の第 1志望合格＆第一子

の無病息災を祈願し，富士山に登ってまいり

ました。本校生徒が無事岡山大学環境理工学

部物質工学科に合格致しましたら，先生方か

わいがってあげてください。 
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日の出時に現れる影富士 
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 環境物質工学科創立２０周年おめでと

うございます。 

 私は，現在，岡山県津山市の美作県民

局というところで働いています。主に，

河川や湖沼などの公共用水域に水を排出

する事業者に対して，水質汚濁防止法な

どの法令による指導を行い，河川等の水

質汚濁の防止，水質環境の改善を仕事と

しています。その他にも，大気汚染の防

止や土壌汚染の防止等，種々の環境保全

業務を行っています。 

 私は平成２５年４月から働き始め，今

は社会人となって２年目を迎えていま

す。２年目である現在は，先述のとおり

水質や大気などのある意味身近な環境業

務をしていますが，１年目の主な業務内

容は，原子力や放射線といったもので，

大学生活で学んだこととは少し異なるも

のでした。平成２３年３月１１日，東日

本大震災により，東京電力(株)福島第一

原子力発電所ではメルトダウンが発生し

たため，環境中に大量の放射性物質が飛

散し，建屋からは現在でも高い空間放射

線線量率が計測されています。岡山県の

最北端には，(独)日本原子力研究開発機

構人形峠環境技術センターという核燃料

である放射性ウランを扱う試験研究機関

があり，現在は施設の解体作業に移行し

ていますが，かつてはウラン鉱石の採掘

が行われ，平成１３年まではウラン濃縮

等が行われていました。恥ずかしなが

ら，この原子力の仕事に就くまで，この

施設についての知識をあまり持っていま

せんでした。まずは，歴史を学ぶところ

から始め，少しずつ知識を増やしていき

ました。また，岡山県では人形峠周辺だ

けでなく，県南部でも空間放射線線量率

の測定や葉菜の放射性物質の測定を行

い，人形峠環境技術センターなどからの

放射線等を監視しており，常に県ＨＰで

公表しています。１年間の測定結果につ

いては，その妥当性を委員会で審議して

おります。 

 私は，平成２１年４月から平成２５年

３月の４年間，岡山大学環境理工学部環

境物質工学科に所属し，たくさんの先生

方の講義を受講させていただきました。

また，数多くの仲間との勉学では，環境

や科学はもちろんのこと，様々なことを

学ぶことができました。特に，研究室配

属以降の，未知なる事象を実験により

徐々に解明していく日々は，正解が一つ

ではない今の仕事の礎となっていると思

います。 

現在の仕事内容は，大学で学んだこと

が活かせることばかりではありません

が，常に新しいことを学んでいく姿勢や

自分の得た知識や経験を活かして問題の

解決に取り組む力は，４年間の大学生活

で培われたと感じています。 

 最後となりましたが，心より，環境物

質工学科のますますのご発展・ご清栄を

お祈り申し上げます。 
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 現在，私は岡山県職員（化学職）として環境

保健センターという施設で働いています。そ

の中でも，私は大気科に所属しており，大気状

況の常時監視や光化学オキシダント注意報等

の発令といった行政的な業務に加え，PM2.5

の研究や酸性雨の調査といった研究的な業務

も行っています。大学時代から環境保全関連

の仕事に就きたいと考えていた私には希望通

りの職場となっています。研究的な業務もあ

ることから，大学時代に学んだ環境や化学の

知識はもちろんのこと，卒業論文に向けた研

究で使用していた機器の使い方なども業務に

活かすことが出来ており，指導して下さった

先生方や先輩方，共に努めてきた同期には感

謝しております。職場には環境物質工学科卒

業の先輩がいたり，大学時代にお世話になっ

ていた人と再び関わる機会があったりと人と

の繋がりも岡山県内に就職したことから活か

すことが出来ているように感じます。また，休

みの日には趣味であるバドミントンをしたり，

友人と旅行に行ったりと充実した休日を過ご

すことが出来ています。やるべき時には集中

し，休む時はしっかり休むといった切り替え

が大切だと大学時代から感じていましたが，

社会人になってからはさらにその重要性を感

じるようになりました。 

卒業してからまだ数カ月しか経っていない

私ですが，仕事を通して様々な発見がありま

した。皆さんは知っているでしょうか？大気

汚染物質濃度の自動測定を行っている測定局

が岡山県内に67カ所もあることやそこで測定

されたデータが 1 時間ごとに HP で観ること

ができることを。将来，環境関連の仕事に就き

たいと思っている方は，ぜひ HP を観てみて

下さい。私は職員になるまで，このようなこと

は全く知りませんでした。このように仕事の

中で新たな発見があり，楽しさ・やりがい・責

任を感じながら働くことが出来ています。こ

れからも様々な業務に携わっていく中で，新

たな発見があると思うと楽しみです。もちろ

ん，仕事を通して自分の未熟さを感じること

もあり，大学時代にもっと様々なことへの挑

戦や幅広い知識の習得に力を注いでおけばよ

かったなと思うこともあります。社会人を数

カ月経験しただけの私個人の意見ですが，ま

だ大学生の方は幅広い分野に興味を持ち，

様々な経験を積んでおくことをお勧めします。

私自身，幅広い知識を持ち，正確かつ迅速な判

断が出来るような社会人となることを目標に

頑張っていきたいと思っています。 

最後になりましたが，環境物質工学科の創

立 20 周年記念を卒業生として喜ぶとともに，

これからも様々な方の協力の下，さらなる発

展を期待しております。 
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この 20 周年記念誌を発刊するにあたり，ご寄稿頂きました先生方，卒業生，研究室の皆様そし

て 20 期生の皆様にはお忙しい中，また急なお願いにも関わらずご快諾・ご協力頂き本当にありが

とうございました。心からお礼申し上げます。 

 

初々しい 20 期生からの言葉を，私自身が入学した 1 年生当時を思い出しながら読ませていただ

きました。そして、環境を改善したいと強く思う学生が入学してくる環境物質工学科の重要性を

改めて認識させられました。 

 

 環境物質工学科創立 20 周年，20 年の歴史は岡山大学の他の学部と比べれば短く，今までは本同

窓会の説明に「若い同窓会」という言葉を使ってきました。しかし，人に例えるなら“成人”を迎

えた現在， 600 名あまりの卒業生を輩出しこれからも歴史を重ねていく環境物質工学科の同窓会

としてその責任を重く感じております。 

 

今回の準備を進める中，退官された先生方から「感謝。ありがとう。」という言葉を頂きまし

た。まだまだ連絡不明の同窓会員が多く参加者が少ないのが現状ですが，この 20 周年を節目に更

に 30 周年，50 周年と環境物質工学科および環境物質工学科同窓会が繁栄し，そして同窓会員全員

との連絡が実現し全員が参加する同窓会を開催できる日が 1 日も早く実現出来ることを目標に

我々同窓会役員一同，今後も同窓会をよりよくしていくために努力していきたいと思います。 

 

皆様からも「母校を愛し，恩師や同窓生との繋がりを大切に想う」という皆様が持っている気

持ちを同窓会活動へ向けていただき，引き続きご支援いただきますようよろしくお願いいたしま

す。 

 

（渡辺 晃正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創立 20 周年記念誌（環境物質工学科同窓会会報誌 vol. 6） 

環境物質工学科環境物質工学科環境物質工学科環境物質工学科    20 年のあゆみ～同窓会と共に年のあゆみ～同窓会と共に年のあゆみ～同窓会と共に年のあゆみ～同窓会と共に    更なる飛躍へ～更なる飛躍へ～更なる飛躍へ～更なる飛躍へ～ 

発行日：平成 26（2014）年 10 月 18 日 

発行者：岡山大学 環境理工学部 環境物質工学科同窓会 

    同窓会 HP：http://www.dosokai.ne.jp/ecm-alumni/indexp.php 

 

印 刷：弥生印刷 

編集後記 
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