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講 演

閉会 の挨拶

柴崎 亮 介 (東京大学生産技術研究所 教 授 )

閉会 の挨拶 を述べ させ てい ただ きます。柴崎 と申 します。
私 ,実 は ナ ノテ クノ ロ ジー の専 門家 で は まった くご ざい ま
せ ん。 どの ぐらい違 うか とい う と,こ のポス ター を見 た研

っぱが どんどん出てい く。長い問かければきっとそ うなる
のだろ うと思 い ますが,こ の世界的な規模 での競争時代 に
おいて非常 にスピー ドが要求される ときには,お そらくの

究室 の学 生 が私 の ところ に走 って きて ,「 ナ ノ テ ク ノ ロ ジ
ー の講演会 で なぜ 閉会 の挨拶 され るので す か」 と1垂
計 な顔

んび りそ うや つて育 ててい くとい うのは全 く十分 ではない
のだろ うと思います。例えばサ ッカーの試合などでいえば,
こうい う技術 が完成す ると信 じられないほど正確 なロング

で 聞 くほ ど関係 が ない ,関 係 が ない わ けで ご ざい ます。

なぜそんな人間が ,こ こで最後 の挨拶 をさせていただ く
のか,そ の理由は生研 の学術講演会 の 目的にござい ます。
学術講演会 は,生 研 で育ちつつあ る様 々な成果 を皆 さんに
知 っていただ くとい うことが もともとは第一 の 目的だ った
と思 うわけですが,最 初 に西尾所長 の挨拶 で もあ りました
ように,ほ かの世界 ,特 に産業 との連携 ,あ るいはイ ンタ
ラクシ ヨン,そ れをいかに促進 して,さ らに新 しい産業や
技術,あ るいはサイエ ンスの創生 に結 び付けてい くか とい
うことにわれわれは非常 に意 を砕 いてお りまして,そ れの
一環 としてこういった ものを企画 してい るわけです。その
企画グループの取 りま とめ役 を私が させていただいてお り

パ スがで きるようになる。ただパスだけでは試合 にはなか
なか勝てないわけで して,最 後 やは リス トライカーが ゴー
ル前 でボール を受けて蹴 りこまない とい けない わけです .
ところがそ うい うス トライカー とい うか,肴籍Б
分 の仕事 を
してい る人たちは,そ んなす ごいロングパ スが飛 んで くる
なんて思 って もい ませんので,自 分 のす ぐ周 りにい る味方
だ け を見 てだれかパ ス を くれないか と思 って い るわ けで
す.と ころがはるかかなたか らものす ごいパ スが来る可能

ますので,そ ういったことで最後 の閉会 の挨拶 をさせてい
ただ くわけです。

性 がある。そ うい うのを全然知 らない と,今 後 の戦略の組
み立て方 も誤 って しまい,非 常な無駄 にな ります .で すか
らこ うい う講演会 で,少 な くともス トライカーの方に,そ
うい うパスが飛んで くる可能性があ るので,近 くのフォワ
ー ドの選手 だけでな く,も っと遠 くにい る味方選手,デ イ

この講演会 は,先 ほ ど事務局 のほ う に伺 った ところ,
240名 ご参加 いただ きました。年度 の初 めの, とか くばた

フェンダーなどもきちんとウォッチ してい ただかない とい
けない とい うことを知 って頂 かない とい け ませ ん。また,

ばた しがちなときに これだけお集 まりいただきまして,ど
うもあ りが とうござい ました。椅子が足 りなかった り,一

あるい はそ うい うパ スが出るようになれば,ど んな戦略が
一番有効 で試合 に勝 てるのか,お そ ら くまった く新 しい戦
略 もあるのだろ うと思 い ます。それは監督 になるような方
にぜ ひちゃんと考 えといていただかな くてはい けない。 こ

部 の方 には三階の ラウ ンジに行 ってテ レビで見 ていただ く
とい うようなことをせ ざるをえなくなりました。この建物,
見 かけは立派 ですが,最 大 の会議室が ご覧 の ように天丼 も
低 く,い まいちでございます。何年 か後 には改善 される予
定 ではござい ますが,お 詫 び 申し上 げます。
ナノテクノロジー については,私 もきょう多少勉強 させ

う した内容は石田教授がお話になられた政策 の話 などに非
常 に密接 に結 びついて くるのだろと思 い ます。
この ように生産技術研究所 では個別個別の技術やサイエ
ンス を進化 させるだけではな くて,新 しい戦略 だ とか,あ
るい は関連す る分野 のプレーヤーの方 に 「
今度 はこうい う

てぃただ きましたが,確 かに非常 にい ろいろな分野 に大変
な影響 を与 える根幹技術 です。ただ,こ れが世 に出て実際
に役 に立つ には,ナ ノテクノロジーか ら出て きた様 々なデ
バ イスの うえに,さ らにそれプラス アルファのいろい ろな

新兵器 が出るか もしれないので,ぜ ひそれを使 って,さ ら
に得点力 を上げていただ きたい」 とい うような情報発信 を
積極的 にさせていただ きたい と思 い ます.今 後 も皆 さまの

技術開発あ るい は研究開発が積 み重 なって,よ うや く技術
革新 が本の根 っこか らこず えの葉 っぱの ところまで行 くの

ご協力あ るい はご指導 をよろ しくお願 いいた したい と思 い
ます。以上です。 どうもあ りが とうござい ました。

だろ うと思 うわけです。
こうしたプロセスは放 っておいて も根か ら幹が生 えて葉

( 了)

