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No. 325 

く大学の動き＞

部局長の交替等

数理解析研究所長

京大広報

島田信夫数理解析研究所長の任期満了に伴い，

その後任として佐j鉄幹夫数理解析研究所教授（作

用素論研究部門担当）が 1月31日任命された。任

期は昭和64年 1月30日までである。

昭和 61 年度の停年退職教官

京都大学教員停年規程により，次の方々（教授38名，助教授 1名，助手 1名）が，

本年 3月31日付けで退職される。

剖lj司.~改名 氏 ;f, 1=.年月日 山身地 E；昨 Hi ，、官1ド lilf :ri: 分 !!ff 

文学部
授越智式位 =1fll. 20 愛媛県凶作史学第二 英凶近代史，西洋近代史教

教 育学部
t受・ 森 ,j!Jf 12. 8.27 鹿児必県図，！？館学 近代図古舘史，公立図訟館の行財政と

星k 管理

法学郊
t受 ff 11 ;f，附 13. 3, 17 福岡県政 'If~ '.J..'. 

フランλ特革命以降のヨーロ政ッパ政治 ・
主k 外交：t. にフランス政党治：！..＇.

経済教乍 iffl J受益山 ~i-!. 12. 8. 1 京五(/111 経（経済済原理論論） 経済，ヂ川原理の理論的 ・q:.史的研究

Jl..Jl ヴ教： 部 J1 ＝モ ボ ii,';- .'JJ 12. '1. 2 兵Jilm J也 &.< ，ιf’e ， 地医学及びj也j求内部物理学

イシ ! ; us Mt 12. 10. 12 7r耳RM 地殻物理学 測地学及び地動殻に物基理づ学く，特震機に重構力の後究、
化と地殻変 発 の研

。 音 1手尚 ψj 12. 10. 23 大阪府 I函数解析与4 炎述統及:m；特びに無｜浪パラメタ君学平の基無礎｜浪理次論元
現 応用，函数解析の

dシ JI! I l可i 郎 13. 3. 7 大馴 I ：：；三＇iii物理学~1- I高野努理学特に活動領域に関する側｛IJ

ク 音川恭ベ 13. 3. 31 兵h.II県 ifi,lJi( 4句Jlli乍 深部熱水の流動過程とllM'.R生成機構の
研究

医’教‘主将 授 i気，r;,'; ~完↑•.＼＼ 12. 12. 8 J;( /'illl(・f !1ii JlJJ.’Y：第 免佼、戸組織病~'f.. slEびに白的己免研疫究病， 川崎
州知L の免疫病理学

。 f色 lI l正 Jjl 13. 1. 6 f;,¥J：：；以 ~11 t壬｜付 Fト中 Pl1ff’Y： ・ イ：告去、年の病医学IL~ C脳卒中， fめi示~i' 下Ji
経1.!.'Vt!X ・生Jill・生化 〉

医 学部 %J ~！ f f"flj 13. 3. 2 J;(/'i!IJ(.f I勾fl・ 乍第 二 説明守l文n，十、ノレモンの代謝とレニン ・ア
助教授 ンジオテンシン ・アノレドステロン系

；築学割：
校 1J1h［正 、ド 12. 4. 19 京五（／';JI 薬品物J'Jl化，、／：. コロイド分散系すの物物性および膜研のγ：定

1主 1生と機figに関る理化学的究

dシ 高木 博 司 13. 3.30 東京都 薬 型 学 鋲焔楽の作用機序痛，神経の伝ベプチド御， キ
ョートルフィン， み 達と制j

-224ー
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愛知~＇~大正
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f.11 

溶J主治金 ・ 溶J安材料 ・ ゴJスカ日丁． ・ ~ '1＇に
非鉄金属全般1谷J;( r.Hlf・f 12. 6.28 :); 止士型f;ij( ペシ
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物j主乍 ・放射線HiJ!IJ）！日子絞IX応、工学がH'l県12. 9. 19 JJH 下

L」!N. lnJ ク

4.'J'~l滴学 ・ 鉄鋼材料乍 ・ 熱処理論 ・ カ日
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1~~錬反応工学 ・ 4／：ーに金属硫化物の酸化
・陰極近傍の自然刈流とイオンの移動

炭化水素化学 ・l'1＇に炭素陽イオンの介
Jおと反応 ・炭化水素J;txの合成

冶金反応及び操
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京?if;](.f13. 2. 17 jとl込n事近’〉

京郁）(.f13. 2. 25 男J行オ三l向イシ

制御工学 ・ 11~1御l憐：cr.i ・ ｜矢JTJ工学 ・ l実川
阿像処理

屯子材料及び川
路,RU-万（llfl[(.f 13. 3.15 Y・ 

.f!i. j且桑。

£~学
教

木村のAil微弱llf1liiι...i-: H ＋待造学I j江＇11111(.f12. 4. 21 ・1111 広l
授

？百l

森林作業学， f-11林土木ヴt，森林ツjl~h科
学

，、、，，， ,-工ヱL林J;-c l¥'11府13. ]. 5 J)J 佐々木イン

ぬJTI作業機械学 i11！！：業機械のnm1;化，民業別ロボ ットの
' IJJF'.?t 五~11JUH

1:kJ自学 ・.tkJ;';J主
体j，，命

1!!J:；業生産のj也fol（：ンステムと生産管:rrrrの
診断 ・予測 ・抗i世に以lする技術研究

公良県12. 9. 5 'I' 十ェ本I態

非定常主主磁気共防法による物性の実験
（！＇~研究

£~学部附属Jj!J}J;)
教 J受

教養 t~I
教授

13. 3. ll f'<. 
白九｛寸JI I ペシ

，、ゾ，
f-nよ

可
噌
目，物滋賀Y,l12. 9. 16 夫二r11' Jll 

常微分方程式の角干の安定性及び有界性’子数兵庫県12. 10. 20 久林ィシ

教 義
助

人文科ヴ・研究所
教授

防災研究所
教授

数理解析研究所 Irh 
教授 T

素粒子論’f-列！物京都府13. J.11 次秀多"' I I 4シ

有機ラジカノレの屯子スピン共~r~ と屯子
一核二重共鳴

，主.，.-・・ レ】，Al
，
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官官

現代中国の歴史的動j底的研究，魯illを
＂＇ヨ心とした中国現代文学，毛沢東

民’代1
 

5
 

｜司12. 6. 12 1'r ll:J ゲf

1也民に関連する地殻変革bならびにj也民
予知に関する研究

複素解析学，特に微分幾何学の手法に
よる多変数関数論

地かく変動

法礎数学第一
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野分’夜、コ
IL Ii.IF ~~ !f' 一き＇＂川斗Ill身地ノl二年月 n;f, 氏f;J; I”） . Jfi品名

原子炉工学にl対する研究，とくに原－f'
炉物理，原子炉設；十の尖験的研究

担1[-f
、
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1
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兵川i.Y，~大正
13. 3. 6 俊Ill 』』：じ

A、JJ1( r向i’＇.k験19r
数 段

'_JJ長類の行動 ・生態 ・社会の研究

二E長類を中心とした社会性の進化の研
究

山
人ff,・ 1=. 兵WM13. 1. 2 Hi~ ＊~ ノk

II 
~.u毛主Ii研究所

教 J受

ノ、
；£.三ネI:京伺l府J3. 2.28 減H企

'"' J寸JI¥ 

作物学，熱帯稲作論，特にアジアにお
ける稲作の展開過程の研究

G：：子エレクトロニク λ及びそのすそ骨1:fl・
•"f:への.rt.HJ

、’f二
)L! 

il1J1¥';jl1円’11.L波 J_乍

｛持物神奈川リI~ ！＼：二

徳山県

13. ]. 11 

13. 3. 9 微

dよL市；

JI¥ 

ill!'. 
京市アジア仰f究
七ンター
教反

J也，：＇：j｝＇，可’11!i皮filf究
七ンター

主主

。

J受

． ．・． ．－． ．－．．・・．．・・．．・・ ．・・．．・．．・4・..・．．・．．－．．・＂・・．・・’・．．・・．．・・．．・． ．－．‘．・．

を示すものである。

木材の惚介型と解析領域は表のようになる。

惚合~~＇~1主，樹f~間あるいは同一樹稀でも， i'rrJ也，

1'1111:fil（，樹幹f部位などによっても異なる。このこと

が，木村の物性僚に畏．方性，不均質性の認められ

る原岡や， h'il事Rなどによって，加工性の異なる！京

閃となっている。そこで，木材の物性値，例え

ば，~µ位：率，内部摩擦などのあ＇i卵性訪日：，誘m訊

1，＼：，収縮 ・ ／JV~張率などと解析パラメータ（構造因

子）ならびに／｜三長応力，温度，水分浴剤との関係

を，実験およびそデル解析によって定！在的に追求

して成果を作ている。さらに，これらの研究成果

にみ；づいた応用研究としては，楽~－）：響板材の歩止

り向上を目的に，粘弾性盈の自動計測による選別

の研究，木材ーをJ辰動板に用いたスピーカーの開発

（（株）中部コーン製作所，（株）大建工業， l岐阜大

学との共同研究により開発，表紙写真参照），低

介〉

木材研究所・ 木材物理研究部門

木村は人での複介材料にみられる数多くの基本

(Iりな惚介構造をあわせ有Lつつ，その微妙なゆら

ぎによって，＇ I＇.物材料としての特異な機能を発押

している。当(ff＼門では，このような機能を木材の

構造にもとづいて定最的に記述し，材質発現の機

織を解明する物性研究に頂点をtnき，さらに，木

村の／主体調節機能を通して人類の生活環出の質的

t(1j lこをn的とする木質開店’学の体系化を指向して

いる。

(I) 拙造と物f'i:

木材は，微視的から巨視的な段附に至るまで不

均質でかつ方向によって異なる複合構造をもっ。

しかもその不均質1"1：は全く不規則な ものでもな

く，又j晃flll的でもなく，その問に稀々のゆらぎ方

／紹

木材の複合型と解析領域

Ji!( 

・fj・絡（セノレロ ースミクロフィブリノレ）およびマトリ ックス（へミセルロ ースリグニ
ン）の特性

’l'J絡ーマトリックス複合体の主事h方向の特性

i
 
f
 

ハuv.+Jr 解型メ込

"" 

J正本要ぷ

i>i 

1. 

繊維椛浩2. 

細胞店主（多数の汚層の交差，積府）の特n・府間構造，網目構造3. 

細胞内肢が分布する細胞f,fの特性

早材 ・晩材放射組織が積層する木材の特性

-226ー
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積層構造
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5. 
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質材の水 ・熱処理による枯しおよびホル

マーノレ化，アセチル化などの化学処理の

研究，また，木材の粘『単位， ；語電性を有

効に応用したマイクロ波加熱による曲げ

木加工法の開発などについて研究を進め -6 

ている。さらに，竹類については，特

に，生長過程に焦点を置き，物性および 事
_,. 材質の生成機構を追求するとともに，応

用研究として，諮問と の共同研究を通し "'-12 
•( 

" 
て，熱帯竹の栽培技術の揃；jJ／~とその利川

計画を推進しつつある。

一方，世界的な資源の動向と関係し
ート
v

、て，未利用材や木粉などを原料として， 一18

それ自体あるし、は単離したセノレロース

に，種々の化学修飾を施してプラスチッ

ク材料に変換し，それらの物性と構造の

関係を究明するとともに，他材料と複合

することによって，木質感や種々の機能

を備えた新しい木質環境材料を開発する

ための基礎研究を進めているO

(2) 木質環境の科学

上述の木材の知識は人間五感の中の視覚の一機

能（長短の弁別）のみにもとづいて形造られた利

学の知である。しかし，人は生活環境を構成する

材料を五感によってとらえている。このようなと

らえ方による木材の知をどのように記述するか。

これが木質環境の科学の主題で，それは（1）で構築

された木材の基礎的な研究成果をパラメータとし

て人聞の生理的機能と深く結びついた生活空間に

おける木材の特性を把握することを目的とする。

すなわち，触覚特に温度 ・湿度に関して木材の持

つ調節機能の解明，視覚 ・聴覚等の特殊感覚に一

。

133 267 533 1067 2133 

空間周波数 (1/m)

木材板目面の木目模棟濃淡のパワースペクトル

（生体のリズムのゆらぎに見られる 1/fスベクトノレを示す。）

種の快適性をもたらす生物素材として自然に内包

している生体リズムの “ゆらぎ”（写真参照）或は

体性感覚などとの関連性を求めることによって生

体調節機能を解明し生活環境をより快適にするた

めの基礎研究を推進することである。これは木材

とし、う有機素材と人間の相互作用にかかわる広範

囲の研究領域にわたるもので，全国的な規模での

共同研究が当研究部門をオルガナイザーとして行

われつつあり，当研究部門では上述の研究を分担

して成果を得ている。

（木材研究所）

十一一～
保健コーナー

• 11'1•·・~•H10•1’‘’＇· ＇－＂＂＇、、，... ・

健康と運動と栄養

運動は健康保持に役立つと信じられている。確

かに運動すれば食欲が増し筋骨はたくましくなる

が，体重も増して肥満体となることもあり，果た

して健康保持に良いか否か，判断に迷うことがあ

る。今回は健康，運動，栄養の相互関係について

記すことにする。各位は自己の経験を参考にして

検討跡、いたし、。

運動と健康

運動を職業とする人，世界記録，自己最高記録

を目指して全力をあげて運動と取組むなど極端に

激しい運動をする人，先天的素質または疾病のた

め運動することが不適当な人などについては，そ

れぞれに適応した考えかたがある。一般的に適度

の運動は健康を保つためのみならず，体力増進，

一部の成人病の治療と予防に加えて，精神衛生

ヴ
t

q
F
U
 

η
J
U
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上，ストレス解消などの効果があるとされてい

る。肥満者は同年代の非肥満者に比し死亡率が高

いばかりでなく，糖尿病，高血圧，心筋障害な

ど，いわゆる成人病の権患率が高いため，食事制

限と適度の運動を心掛けて標準体重を保持するこ

とが，筋肉を痩せさせずに余分の脂肪を減らし，

健康によろしいということになる。適度の運動

は，肥満症と肥満症に随伴し易い高脂血症，動脈

硬化症に対しても効果がある。さきに，運動はス

トレス解消に役立つと記したが，運動することも

心身に対して一種のストレスであり，このストレ

スに対して自作神経系，内分泌系が反応して心身

各部に働きかけ，運動をするためのエネルギー産

生，疲労の回復などが合目的的に行Bなわれる。少

しでも生命に危険であるような異常状態が予知さ

れる段階では，警戒信号を発す役目も併せ持って

いる。従って適度の運動は，これらの機能を適度

に刺戟することになり健康維持のためにも必要と

いうことになる。具体的に記せば，運動をしてい

ない人が，男性 1日200キロカロリー（以下kcal

と略す），女性 150kcal 相当の身体運動を追加す

ることにより，体力の増強，持久力の向上に効果

があるとされている。運動による消費エネルギー

は，性，年齢，体重により異なるが，20歳代の60

kgの男性について二，三の運動による消費エネル

ギーの概略値を記すと， 60分間の消費エネルギ－

i立は， 90111／分の歩行は284kcal，ジョギング500

kcal，ラジオ体操 284kcal，ゴルフ（砂丘 18コー

ス） 292 kcal, 200 111水泳（門由泳） 2, 990 kcalな

どである。

運動と栄養

運動による消費エネルギーの補充は，各自の運

動目的によって異なるべきものである。各栄養素

などについて従来の報告をまとめると以下に記す

ようになるが，詳しいことは食品成分表を参照さ

れたい。

蛋白質の一般成人所要量は体重 1kg当り 1.18 

g／日とされているが，運動によるエネルギー補

充が必要な時には，その補充エネルギーの約10%

相当分を蛋白質エネルギーで補給するような食事

（補充エネルギーを 200kcalとすると，蛋白質

}. 25 g ／日となる）を摂るようにすすめられてい

る。しかも全蛋白質の中，動物性蛋白質比を60%

以上にすれば，運動性貧血も予防できる。

脂肪に関しては，運動に要するエネルギーのお

～30%を脂肪エネルギーで補うことが望まれる。

休日間防の減罰ーを目的とする場合は摂取引を減らす

必要がある。運動をしているH、？でも，一円の摂取

)Ji'i/J店長として，動物性と植物性脂肪量の比率を

1 : 2とするように努めることが脂肪代謝におよ

ぽす運動の効果を助長することになる。

炭水化物（脂質）は運動による消費エネルギー

からTlli；＆した蛋白，脂肪から得られるエネルギー

を差引いた残坑に相当する盆となる。運動を始め

るTiifに少最のij•ij;転を舵奨する人もある。

三大栄美素について要約すれば，迎動を始めゐ

60分lltr頃に運動に必要なプJロリー相当世か，それ

より少し控えた量を各栄養素ーのパランスを考慮し

て補食することが良策とされている。

運動に関係があるビタミン類は A,Bi, B2, B5, 

ニコチン酸， C, Eである。 ミネラルでは食時：；＼，

カルシウ J、，燐，カリウムなどである。汗に合ま

れる食J;l;;;:t止は 0.3%前後であり，炎熱下や激しい

スポー ツH寺には 1時間に 5£もの発1日立が測定さ

れている。？「のみならず尿より炉l・せっされる食店u{

最は，ホルモンによって調節されるため， HZ/：値

に拘れば過剰摂取となる。渇に応じて水を飲むと

発汗:ii¥:,J友i立が増し，体内のミネラルの排せつ盈

を取すことになり，反対に極端に水を制限するこ

とは脱水状態となる。 ビタミン， ミネラル補給を

兼ねて野菜，果実，牛乳，少量の食塩，適量の水

などを発汗に応じて摂ることがすすめられてい

る。

健康増進のためには，各自の現住までの運動経

験時の体調の変化，栄養摂取状況などの知識を生

かして，運動の目的に沿った栄義への配慮が肝要

であろう。運動するための栄養という観点も結構

であるが，運動の効果を高めるための栄養という

発想が必要である。さらに運動の継続を計画する

際には，その時点における健康状態の検査結果を

確認し，積極的に自己の健康管理と取組んでいた

だきたし、。

（保健管理センター 小川隆三）
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