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1. はじめに

　今から6年前、2003年 11月のある日、阪大坂を
登っているときに左胸にかすかな痛みを覚えた。居
室で椅子に座って仕事を始めると痛みのことはすっ
かり忘れてしまったが、帰宅時に歩き始めるとしば
らくしてまた痛くなり、電車に乗ると忘れ・・・・・、
ということを繰り返すようになった。体調のせいか
と思ったが、あるとき妙に汗をかいており、これは
ひょっとしたらアブラアセというものではないか、
と思ったら急に気になりだした。1週間経った頃に
ちょうど人間ドックを受診したので、医師の面談時
に経過を話した。今すぐ負荷心電図をとるように言
われ、狭心症との宣告、即入院、となった。ちなみ
に、2週間後に送られてきた人間ドックからの検診
結果では特に異常なし、と書かれていた。狭心症は
安静時の心電図では分からないものらしい。
　さて、入院後直ちにカテーテル検査、ステント挿
入の措置を受けた。カテーテルの措置中には、自分
の心臓に入ってうごめいているカテーテルの像を見
ることが出来る。冠動脈の詰まりかけているところ
にまずカテーテルを通し、ついでステントを挿入設
置するのであるが、何しろ詰まりかけている箇所な
のでカテーテルが通りにくい。医師が何とか通そう
とし、柔らかいカテーテルがグニャリと膨れ曲がる
のが見て取れる。同時に左胸にかすかな違和感を覚

える。ああ、ここであの針金が血管を突き破ったら
私は死ぬな、と思った。自分の死が非常に近くにあ
ることを意識させられた瞬間であった。
　その後、今から 3年半前、2006 年 4月に胃がん
が見つかり、胃の2/3を切除した。覚悟を決め、施
術前に家族旅行もした。幸い、経過は良好で、今も
こうして生きている。
　２度の入退院のあと、人生観が変わっていること
に気が付いた。狭心症発症前までは、自然体で与え
られた環境に順応し、そこでうまく機能することを
心がけて生きてきたが、もうすこし積極的に自分か
ら周りに働きかけてみようと思うようになっていた。
なぜそう思うようになったか、思い当たる節が無い
ではないが、とにかく自分のスタンスが変わってし
まったことに気が付いた。
　表題“生きている！”は、私の今の実感である。
64歳4ヶ月、研究者として今ほど強く“生きている！”
と感じたことは無い。この感じは今後益々強くなる
気がする。頂いた寄稿の機会に、阪大着任から今ま
での私の軌跡を、目一杯主観的に振り返ってみたい。
それなりに味がある、と思っていただければ幸いで
ある。

2. 阪大着任から退職まで

　1991 年 4月に大阪大学基礎工学部化学工学科に
着任した。当初は私一人だけの小さな研究室だった
が3人の優秀な学生達に恵まれ、火炎中の超微粒子
気相合成、流動層中のプラズマによる微粒子合成、
気泡の合一時間測定のテーマで早くも2年目から研
究成果を次々と報文に発表することが出来た。2年
目からはゼオライト膜合成に情熱を燃やす松方正彦
氏（現早稲田大学教授）を助手に迎え、ドライゲル
コンバージョン法によるゼオライト膜合成を世界に
先駆けて始めた。幸運なことに、最初にこのテーマ
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を与えた修士1年の西山憲和氏（現大阪大学大学院
基礎工学研究科准教授）が卓越したセンスと根気で
取り組んでくれ、クラックの無いモルデナイト膜に
よるガス分離成果を公表することが出来た。化学工
学という分野は、従来単位操作という物作り手法の
体系を基本に組み立てられており、手法の改良や新
手法の提案が研究対象とされていたが、私の研究室
が物作りで世界の最先端を走ることになろうとは、
正に驚きであった。同時に、物作りもやればやれる、
との自信が生まれた。松方氏は、一言で言えば、役
に立ちそうなことは何でもやろう、という気概をも
っており、前出のモルデナイト膜合成の成功を種々
のゼオライトに展開する他、塩化物や硫化物を除く
ための排ガス処理、微粉炭中の硫黄分を除去するた
めのカラムフローテーションなど次々と研究テーマ
を開拓し、その成果を、化学工学会だけでなく、触
媒学会、石油学会などの関連学会、そして日本の中
に留まらず欧米の国際学会にも積極的に出かけて情
報発信してくれた。外界からニーズを吸収して研究
成果をシーズとして世界に発信するスタイルは、正
に時代にマッチしており、私の研究グループは見る
見る存在感を増していった。難しそうで面白そうな
問題が解けたときの喜びを感じたくて研究をしてき
た私には、自分が面白いと思うかどうかが唯一のス
イッチであり、他の人たちが知りたいと思うこと（い
わゆるニーズ）を知るためのエンジン、知り得たこ
とを他の人たちに知らせる（シーズの発信）エンジ
ンが無きに等しかったのであるが、松方氏は私の欠
陥を見事に補ってくれた。
　5年後に松方氏は母校の早稲田大学に呼び戻され、
代わって江頭靖幸氏を助教授として迎えた。江頭氏
は優れた理論的解析能力を有し、当初はCVDの機
構に関する理論的研究を進めてCVDの体系化を目
指していたが、折から地球温暖化問題が強く意識さ
れ始めたのに合わせて、乾燥地緑化の全地球的評価
シミュレーターの構築を最終目標とする壮大な研究
テーマに転向した。大きなプロジェクト研究に参加
して西オーストラリアの実験農場における現地デー
タを組み込みながら、水移動シミュレーターと植物
成長シミュレーターの構築、それらの統合を目指し
て着々と進んでいる。
　博士課程の半ばで助手となっていた西山氏は、江
頭氏の着任直後にデルフト工科大学に博士研究員と

して留学し、1年後にメソポーラスシリカ膜合成と
いう新しい研究テーマをもって帰国した。メソポー
ラスシリカは界面活性剤が形成したミセルにシリカ
の骨格を結合させた後に界面活性剤を焼き飛ばして
得られる、規則正しく配列した細孔を有するシリカ
のナノ構造材料の総称である。細孔径はゼオライト
より1オーダー大きく、水とアルコールの分離、あ
るいは有機物の分離など水処理の用途が期待される
物質である。形成したメソポーラスシリカに、再度
蒸気相から骨格剤を浸透させてシリカ骨格を補強す
るvapor infiltration や、界面活性剤溶液を塗布した
支持体に触媒の存在する蒸気相からシリカ骨格剤を
供給して、支持体上でナノ構造を作り出す新しい合
成手法vapor phase synthesis の発見など、メソポ
ーラスシリカのナノ構造材料開発研究の最先端を走
り続けると共に、ナノ構造炭素材料の合成研究や触
媒粒子のゼオライトコーティングによる膜型反応の
開発などでも着々と成果を挙げつつ今日に到ってい
る。ナノ構造材料研究グループを引っ張って来た西
山氏は、修士研究の研究テーマ、ゼオライト膜合成、
から始まって、一貫して物作りの研究分野で目覚し
い成果を挙げ続けてくれた。ニーズを収集するエン
ジン、シーズを発信するエンジンが無きに等しい私
が、大過なく大阪大学での18年間を勤め終え、120
名を越える卒業生を世に送り出せたのは、松方氏、
西山氏そして江頭氏の強力な支援のお陰であったと
思う。今年の5月の退職記念パーティーには卒業生
の9割に近い100名を越える参加者があり、私の卒
業を祝ってくれた。大阪大学に来た甲斐があったな、
とつくづく思う、幸せなひと時であった。

3. 生きている！

　さて、表題“生きている！”である。江頭氏、西
山氏がそれぞれの研究グループを動かし、研究室と
しての機能を完全に果たしてくれたお陰で、大阪大
学での最後の5年間は、90％の時間を自分のやりた
い研究に当てることが出来た。博士論文の一部であ
った気液混相流動に対して時間平均した Navier-
Stokes 式を用いて気液混相流動の大局的性質把握
に関する研究に着手したのである。この、混相流動
に対して時間平均した Navier-Stokes 式は、混相
流動の一般的基礎式として、1976 年に化学工学論
文集に掲載されているが、その後20年位経過して
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から私の論文を引用することなく同様内容の論文や
成書が刊行されている。あまりにも早すぎたことと、
私自身がその後の流れで研究テーマを変更したこと
もあり、役立てる機会無く30年以上経過してしま
っていた。5年前からの研究再開は、この有用な道
具を眠らせていたことへの罪滅ぼしの気持ちもある。
　近年のコンピューターの能力、計算ソフト双方の
飛躍的発展に支えられて、混相流動のシミュレーシ
ョンが世界的に活発に行われていることは知ってい
たが、世界の研究動向を調べてみると、そのほとん
ど全てが building up approach すなわち、1個の気
泡の運動に関する実験的かつ理論的知見を積み重ね
て気液混相流動の性質を把握しようとするものであ
り、私がやろうとしている気液混相流動に対して時
間平均した Navier-Stokes 式からの breaking down 
approach はほとんど無いことが分かった。これに
は少なからず驚いた。
　例えば、2流体モデル方程式は、確率平均又は時
間平均のような点における平均値を用いて記述され
るのであるが、2相の相互作用力の項は、1個の気
泡に働く様々な力、すなわち、抗力、揚力、浮力、
付加質量力、Saffman揚力、Basset term 等々、で
与えられていた。1個の気泡に働く力は気泡体積も
しくは気泡表面にわたる積分で定義される物理量で
あり、点で定義される物理量とは基本的性質が異な
る。すなわち、2流体モデル方程式の2相の相互作
用力の項を1個の気泡に働く力で表現するのであれ
ば、点で定義される物理量への読み替えが必要なの
であるが、これが為されていないことが分かった。
1個の気泡に働く力としては、抗力、揚力、浮力、
付加質量力、Saffman 揚力、Basset term 等々の他、
最近では分散力(dispersion force)という拡散と力
を結びつけた不思議な（？）力も導入され始めたよ
うである。個々の物理現象を切り出して研究された
成果であると思われるが、それらの間に重なる部分
があるのか無いのか、きちんと述べられた文献や成

書に、今までのところ出会っていない。とにかくコ
ンピューターの能力があるので、色んな力を入れて
みて実際の現象にどのように合うか見てみよう、と
しているかのように見えないことも無い。2流体モ
デル方程式にしても、1個の気泡の運動方程式にし
ても、その全貌を把握して構成要素の整合性を図る
観点が軽んじられているように見受けられた。この
まま、building up approach だけにまかせておいて
は、混相流動シミュレーションは現実離れした世界
に飛んで言ってしまうのではないか、という強い危
惧を抱いたのである。
　以来、気液混相流動に対して時間平均した Navi-
er-Stokes 式およびそれに類した考察によって、気
液混相流動の大局的性質、すなわち、時間平均され
た物理量相互が満たすべき関係式の提示、時間平均
された物理量の空間分布を支配する機構の提唱、点
で定義された相互作用力と体積積分で定義された相
互作用力の差についての数式表現の提示など、研究
成果を次々と発表し続けている。最近では、昨年夏
ごろから最終講義資料作成の直前までの研究成果を
本年6月にイギリスのWessex Inst. Tech. で開催さ
れたMultiphase Flow 2009 で発表し、その後現在
に至る 4ヶ月間の研究成果を来年の International 
Multiphase Flow 2010(Tampa, USA) とAdvances in 
Fluid Mechanics 2010(Algarve, Portugal) で発表す
る予定でいる。話を聞いてもらう相手は、ここ30
年ほどbreaking down approach にほとんど触れる
ことなく研究してきた人達である。どこまで理解し
てもらっているのか全く分からない。全然見込みが
無いのではないかと冷静に思う瞬間もあるが、糸の
切れたタコをしっかりと実際の現象に繋ぎ止めなけ
ればならないとも思うのである。今のところ、そう
思っているのは私だけのようであり、全くの孤軍で
ある。しかし、発表の場が与えられる限りは、そし
て“生きている！”と思える限りは、発表し続けて
いこうと、堅く決意しているのである。
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