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コロナ騒ぎと国民保護 
久保愛三（S41/1966卒 会田研） 

 
 COVID-19の蔓延が大変な状態になっています。罹患状況も大変ですが収まっ

た後に引き続く経済的混乱の方が心配です。対コロナ対策産業は極端な高需要よ

る景気過熱状態ですが、一方、いままで日本の豊かさを支えてきた産業や文化的

活動が、政府の要請（実体的には命令）で休止を余儀なくさせられており、給与

も払えない状態になっています。人々の収入がなくなり、多くの国民が将来に対

して不安を持っています。営業休止の間の収入を政府は補助すると言いながら、

法規や役所とかの難しさをクリアーすることが早急には出来ず、今、金が必要な

人を助けることがなかなかできない状態の様に見えます。 
 
 どうすれば早く補助金を国から必要者に届けられるかを考えてみると、本当は

それほど難しいことではないと考えられます。税務署には全納税者の記録がある

はずですから、それを活用するのです。すなわち、 

①補助金が必要な人は税務署に行き、昨年度の課税対象額の例えば70%までの任

意額の補助金を申請する。税務署はその場で納税記録を確認して補助金振込み

口座記載の申請を受理する。 

②税務署は当該申請人に、次の確定申告時、受領した補助金の額を通常の事業営

業の課税対象額に上乗せしなくてはならないことを説明し、この記載がない場

合には罰則規定のあることを了解させる。 

③税務署はその口座に国の補助金を振り込むように政府窓口（厚生省のどこ

か？？）に連絡する。 

④政府窓口は税務署からの連絡を審査することなく、事務的にその口座への振替

送金処理を行う。申請者は数日のうちに当該口座への入金を確認できる。 

⑤次の確定申告時には、営業利益と補助金の合計が対象となる徴税になるので、

補助金の返済等の作業は一切発生しないことになります。これにより、経済を

滑らかに動かし続けながら、返済可能なところからは自動的に補助金の回収が

出来ることになります。補助金の全額を直に回収は出来ないのですが、これは

この様なコロナ禍を乗り切るためには仕方のないことでしょう。 

⑥倒産した企業あるいは行方不明になった人からは補助金の回収は困難ですが、

これはこのコロナ禍での国の損失と理解すべきものでしょう。 
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 こんなことを考えているうちに、ドイツに音楽留学している日本人が、ドイツ

でのコロナ補助金の受け取りがこれと似たようなやり方になっていることを日本

のテレビで伝えていました。携帯電話で上記の申請ができ、数日で自分の口座に

入金があった、非常に簡単であった、と述べていました。ドイツの場合には国民

番号等でこのようなシステムが組易かったこともあるのでしょうが、物事を進め

るテンポの日本との違いの大きさに驚くばかりです。 
 
 上のようなシステムを導入すると納税している人と納税をしていない人との間

に若干の不公平が現れます。これは、国が税収で経営されている限り、ある程度

は仕方がないことです。納税はしていないが死にそうな人も出てきますので、上

記のシステムとは別個に人道的処置が講じられる必要があります。しかし、これ

と上述の納税者の援助とを混同してはうまく行きません。現在、政府が進めてい

るやり方を見てみると、この両者を区別していないようです。これが現在の混乱

の一つの原因ですね。 
 
 上のような補助金システムを実働させると、税務署は国民からお金を吸い上げ

るだけではなく、国民が苦しい時にはお金を戻して助けてくれるのだという認識

が国民の間に芽生え、税務署が国民に親しい存在となり、今後は積極的に納税す

るようになる状況をもたらすでしょう。また、国民の国への信頼も高まる効果が

期待できます。 
 
 私のようなものでも、上のような国民援助・産業継続補助のシステムをすぐに

思いつくのですから、頭の良い人が集まっている役人連や政府行政にあずかる

人々が思いついていないはずがありません。だけどこのような案が議論されたと

いう話は伝わってきません。最初から実行は無理だとでも思っているのかもしれ

ません。もしそうならばその原因は何でしょうか。税務署は徴税をするところで

民を助けるところではない。それはほかの役所の仕事だと思ってるのだとすると、

融通の効かない硬直化した縦割り行政が癌である可能性があります。そして政府

や国会議員は、このような危機対応のできない官僚組織に対して何も手を打てな

いのではないですか。もしそうならば、日本は前の敗戦から結局は何も学ばなか

った、民度の低い国と言うことになりますね。さみしいことです。  
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わたしの仕事 （17）コスモエネルギー開発 
 

臼井智哉（H21/2009卒） 

 

はじめに 
 私は学部・修士と振動工学研究室に在籍し、当時教授でいらした松久先生に師

事しました。卒業後は、機械系の皆様から少々縁遠いであろう石油開発業界に身

を置いています。現在はアラブ首長国連邦（UAE）に赴任し、UAEとカタール国

の国境線上にあるエル・ブンドク油田からの原油開発・生産に携わっています。 

 京機短信にてOB・OGの皆様の寄稿を拝読していて、私とは遠い世界で皆様ご

活躍されているので、今回執筆の依頼が届き大変驚いております。石油開発業界

は機械系の卒業生・学生の皆様に馴染みがないものと思いますが、私が京大卒業

後どのようにして今に至っているか、また業界や仕事についてなるべく平易にご

説明できればと思います。 

 激動のコロナウイルス禍で今後社会情勢が変わることかと思います。そんな変

化の時の中、学生の皆様にとって、自由な発想で将来について考えていただく一

助にでもなれば幸甚です。 

 「学生時代」・「石油開発とは」・「就職」・「退職、そして英国留学」・「現在の仕

事」の5部構成にさせていただきました。思いがけず長文になってしまいましたが、

最後までお付き合いくださいませ。 

 

学生時代（石油開発業界に入った経緯） 
 学部・修士と機械工学の学生として過ごしたわけですし、入学当初から何かし

らものづくりに関わりたいとぼんやり思っていました。ところが、年次が上がる

に連れ、先の人生についての不安を感じるようになりました。特にメカ好きな学

生仲間が持つロボット、自動車、航空機などへの深い愛情を見ていると、彼らと

同じ道を目指したときに彼ら以上に価値を見出せるだろうかと思ったものです。

その不安の中で私が一つ抱いていた願望が、日本の外に出て活躍したいというも

のでした。幸いにも幼少期に6年ほどアメリカに住んでいたことがあり、国外に出

ることへの抵抗がなかったのだと思います。 

 そんな不安と願望を抱えた修士1回生になりたての春先、吉田キャンパス物理
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系校舎の掲示板を眺めていると、「Schlumberger 海外インターンシップ 費用会

社負担・日当支給」といった見出しのポスターが目に入りました。「Schlumberger」

が何なのかは当時皆目検討つきませんでしたが、「会社のお金で海外行けるってめ

っちゃええやん！」と飛びつきました。後からSchlumberger（シュルンベルジェ）

について調べてみるとフランスに起源を置く多国籍の油田サービス会社（油田に

関わる種々のデータ計測、解析、操業等を行う会社）ということが漠然と分かり

ました。が、そんな事業内容は正直何でもよく、海外に行けるという希望による

推進力だけで応募し、運良く、その年の夏に1ヶ月半、米国ボストンの研究所での

インターンシップに参加させていただくことができました。その際、掘削に関す

る数値シミュレーションに携わり、ものづくり以外の世界でも機械系の知識を活

かせることを肌で感じることができた貴重な経験となりました。 

 そんな経験を経て、自分の海外に向いた関心と、機械系の知識を活かせる場と

しての（自分にとっての）目新しさが、そのまま石油開発という仕事への興味に

つながり、私はインターンシップでもご縁のあったSchlumberger社の日本法人に

入社することにしました。 

 

石油開発とは 
 社会人になってからの私のキャリアについて書く前に、そもそも石油開発とは

何か、について簡単に説明したいと思います。 

 多くの方にとって、石油と聞くと身近なものとしてガソリンやジェット燃料が

思い当たるかと思います。その他にも火力発電所で蒸気タービンを回すための熱

源としてや、プラスチック製品の原料などとしても利用されます。こうした石油

を元にした最終製品が日本に届くまでには、いくつかのステップが必要となりま

す。それらのステップを川の流れに例え上流・中流・下流の三つに分けられます。 

（図1） 

・上流：油田の探鉱・開発・生産 

・中流：石油精製（製油所など） 

・下流：石油販売（ガソリンスタンドなど） 私が今回の記事で触れている「石

油開発」はこの区分での「上流」にあたります。業界特有の表現ではE&P

（Exploration & Production）と呼ばれるところになります。なお、この記事では

「石油」の開発と表現しておりますが、天然ガスの開発も同じE&Pビジネスのく
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くりに入ります。 

 

図1 石油が一般消費者に届くまでのステップ（出典：資源エネルギー庁） 
 
 石油がどうやって地中に存在できるかということについては、未だ諸説ありま

すが、海に溜まった有機物（生物の死骸）が数億年・数千万年といった長い年月

をかけて化学変化したというのが最も有力な説と考えられています。日本には石

油資源が少ないこと、一方で、中東には多く存在することはほとんどの方がご存

知かとは思います。我々が採集可能な石油資源が存在するには一般的にいくつか

の条件があります。（図2） 

・条件1：有機物を豊富に含み、石油を生成する能力を有する岩石が存在すること

（＝根源岩） 

・条件2：多孔質で浸透性のある岩石が石油が移動し集積する場所として存在する

こと（＝貯留岩） 

・条件3：石油を溜める容器となる地質構造が存在すること（＝トラップ） 

・条件4：集積した石油が散逸するのを防ぐ地層（＝シール） 

 石油開発というのは、これらの条件が揃った場所をいかに見つけ（探鉱）、地中

に見つかった石油をいかにして取り出すか（開発・生産）を追い求めるもの、と

表現できます。 
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図2 石油資源が存在するための条件 

（出典：石油天然ガス・金属鉱物資源機構作成の図表を一部修正） 
 
 小学校の授業で、石油の可採年数は30-40年、と学んだかと思いますが、可採年

数の定義は「可採埋蔵量（現存する技術で現時点見つかっている油田から経済的

に取り出しうる石油）÷年あたりの生産量」であり、新しい油田が発見されたり、

石油を地下から取り出すためのより効率的な手法が編み出されると、可採埋蔵量

は変動していきます。技術者はこの可採埋蔵量の増加及び可採年数の維持に貢献

する重要な役割を果たしていると言うことができます。石油大手メジャーBP社が

毎年まとめているBP Statistical Review of World Energyの最新（2019年）の統計

によると、可採年数はちょうど50年となっています。ちなみにこのBP統計、新旧

エネルギーに関わる誰もがおそらく参考にする統計です。 

 

就職 
 さて、私のキャリアに関する話に戻らせていただきます。先述の通り、シュル

ンベルジェの日本法人に入社したわけですが、最初の勤務地は日本ではなく、サ

ウジアラビアのアル・コバールという場所でした。私が入社したシュルンベルジ

ェの日本法人は、掘削を行った井戸の中で地下のデータを計測（検層）する機器

の開発・製造センターという立ち位置でした。社内には、一部の希望者をフィー

ルドエンジニアとしてユーザー側の経験を数年させた後、機器開発拠点に戻すと

いうグローバルプログラムがありました。「フィールド」と呼ばれる世界中の石油

根源岩

構造（トラップ）

シール（帽岩）

貯留岩

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
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開発の現場部門に派遣し、機器を使用して検層作業を実施するプログラムです。

私もそのプログラムの趣旨に沿ってのサウジアラビア赴任でした。 

 現地での仕事内容としては、顧客（サウジアラムコ社）の持つ陸上及び海上の

油田に配備される「リグ」と呼ばれる掘削施設（図3）にて、掘削機器に自社の計

測機器を連結させ、地下3000-4000メートルもの地下で井戸周りの地層の比抵抗・

孔隙率・比重などのデータ計測をして顧客に提出するというものでした。2016年

に公開されたハリウッド映画「バーニングオーシャン（原題：Deepwater Horizon）」

でリグでの仕事がある程度忠実に描かれている（シュルンベルジェ社も登場しま

す）ので、ご興味ある方は参考になるかと思います。 

 

図3 左：ジャッキアップリグ（出典：コスモエネルギーホールディングスホーム

ページ） 右：リグ上の検層キャビンにてデータ収集中の筆者 
 
 

 地下深くになると圧力は大気圧の数百倍、温度は100℃を当たり前のように超

えます。その中で掘削の非定常な衝撃・振動にもさらされるわけですので、計測

を行う電子機器やそれを据え付ける金属部分への負担は相当なものです。製品の

設計上も耐久性は重点が置かれるポイントですが、使用環境が環境だけに、製品

は頻繁に故障します。また、リグの操業は365日24時間止まることなく続いてい

ます。顧客は1日あたり数千万円の費用をリグや装置に対して支払っています。そ

んな大金が動く中、機器の故障が発生してオペレーションが止まり、トラブルシ

ュートをしている間も時間が消費されます。その間も顧客はリグやその他装置の

レンタル費を払い続けています。自分の計測機器に故障が発生した時、顧客が感

じるフラストレーションが誰に向くかは、察しがつくかと思います。何度アメリ
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カ南部訛りの英語で罵倒されたか数え切れません（笑） 

 元々タフな勤務になることは承知の上で、覚悟をして臨んだ赴任でしたが、な

かなか精神的にも身体的にもこたえました。僻地での連続勤務、中東の暑さ、上

述の顧客からのプレッシャー。私と一緒に現地の同じ部署に配属されたサウジ人

6人中4人が入社2カ月で辞めたというのがその過酷さを表していたかと思います。 

 ただそんな苦しみの中でも、石油開発自体の醍醐味については社会に出る前よ

りも魅力を感じていたのも事実です。そして技術者として、ただ石油のありかを

指し示すヒントとなるデータを顧客に渡すよりも、自分がそのヒントを受け取る

側となり、石油を実際に産み出す、業界全体の鍵を握る立場で仕事をしてみたい

という願望が沸いたきっかけとなった経験でした。 

 

退職、そして英国留学 
 サウジアラビアでのフィールドエンジニアとしての勤務は1年7カ月続き、それ

から神奈川県にあった日本法人の開発拠点に戻り、メカニカルエンジニアとして

計測（検層）機器開発に携わりました。先述したような過酷な圧力・温度・衝撃

が生じる環境で、いかに長時間機器が計測を続けられるかということが課題とし

てありました。材料選定や構造設計で知見を得ることにやりがいを感じられる任

務だったと思っています。ただ思いのほか、日本法人にいながら海外に出る機会

が無いというのが少しずつ引っ掛かるようになっていました。前述の石油開発の

鍵を握る立場で仕事をしてみたいという願望が心に残っていたこともあり、シュ

ルンベルジェ社を4年余りで退職し、石油開発に関するより専門的かつ広範囲の

知識を得るべく私費での留学を決意しました。 

 留学先は今後のキャリアに少しでも箔がつくよう名門大学がいいだろうという

考えと、修士号が一年で取得できる時間的な利点も考慮し、英国インペリアル・

カレッジ・ロンドン（ICL）のMSc Petroleum Engineeringのコースに進みました。

応募にあたっては、以前所属した大学（院）等の成績を提出するので、京大時代

の学業成績がそこそこに良かったのは幸いでした。現役の学生の皆様も将来に活

きてくる可能性がありえますので、今のうち出来る限りは良い成績をとることを

おすすめしておきます。 

 留学先ではEU、アフリカ、アジア諸々から集まった十数か国60人あまりのクラ

スメイトとともに1年間石油工学の基礎から学びました（図4）。EUからの学生は
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大学から進学してきた生徒が多く、アジアからの学生は私同様就業経験のある人

が多かったのが印象的でした。大学のレベルで言うと、ICLは世界大学ランキング

で例年10位以内に入る大学なので、優秀な学生が集まっていると想定していまし

たが、京都大学に在籍していた経験と比較すると、数学的なセンスは日本の学生

の方が平均的に高いと感じました。一方で、外国の生徒が会得したことや実行し

たことを他者に披露する能力の高さには圧倒されるものがありました。いわゆる

プレゼンテーションの能力です。私が休み時間にクラスメイトに教えてあげた内

容を、次の授業でそのクラスメイトがいかにも自分の回答として自然に披露する、

なんてケースもありました。 

 
図4 International Field Tripでイランを訪れた際のクラス写真 

（筆者右から3人目） 
 1年の留学を終え、いざ再就職となるのですが、重大な問題に直面しました。留

学を決意した2014年頃、ICLの当コースの卒業生は石油メジャーに進むケースが

多かったこともあり、「大プロジェクトを多く手掛ける石油メジャーで技術と経験

を身に着ける」か、「日本の石油開発会社にて日本国のエネルギー資源確保に貢献

する」という二つの選択肢を見据えていました。ところが、いざ留学を始める2015

年になるとシェールオイル開発の技術革新に起因した原油価格の暴落の影響（図

5）を受けて、石油開発業界全体が一気に引き締めを開始しました。物を販売する

ビジネスに携わっておられる方であれば、自分たちが生産する商品の価値が一瞬

で半額以下に下がるのがどれだけ大変なことかご想像いただけるかと思います。
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私が留学前勤務していたシュルンベルジェ社でも2015年前半からグローバル規

模での大幅な人員縮小を開始しました。留学を決めた際に私が会社を去ることを

伝えていた会社の同期が、私よりも先に会社を去るという体験もありました。原

油価格の低迷と業界の引き締めは私の留学中もずっと続き、石油開発業界はどの

会社も採用をほぼ止める事態になっていました。欧州の石油開発会社は労働ビザ

の発給を必要としないEU出身学生の応募しか基本的に受け付けていないという

話もあり、日本に戻り石油開発に携わることができる企業への就職という目標に

絞ることにしました。 

 
図5 WTI原油価格の変遷と筆者の留学のタイミングの悪さを表す図 

 
 日本での再就職活動も市況が苦しいだけに楽ではなかったのですが、縁あって

現在のコスモエネルギー開発に採用され、晴れて留学前から思い描いた石油開発

技術者への道を踏み出しました。（余談ですが、仮に原油価格が上がると石油開発

業界にいる私などにとっては不況を脱する兆しとして喜ばしく感じられるのです

が、この場合当然ガソリン価格等も上がりますので、業界外の皆様が抱く感情は

私とは一般的に真逆ということになります。が、あまり敵視はしないでください

…。） 

 

現在の仕事 
 コスモエネルギー開発への再就職後、東京本社での勤務を経て2017年11月より
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現在に至るまでUAEアブダビにオフィスを置くブンドク社に出向しました。UAE

アブダビとカタール国の国境線上に位置するエル・ブンドク油田にて操業する油

層技術者として働いています。ちなみにエル・ブンドク油田から生産された原油

は日本に向けて出荷されていますので、皆様が日々使用するガソリンやプラスチ

ック製品の一部に含まれて（いると信じて）います。 

 油層技術者が何をするか簡潔に述べると、「地下にある石油とその地層の状態や

広がりを調査・理解し、石油を効率的に取り出すための手段を考える人」と言う

のが正しいでしょうか。新しい井戸を一本掘るには、数十億円ものコストがかか

ります。そのため石油を取り出そうと油田のあちこちに闇雲に井戸を何本も掘る

ことは許されません。数千メートルも地下にある油田のことなので、数本の井戸

から集めた情報で全体を完璧に把握することは不可能です。不確実性がある完璧

ではない情報量から、より確実性の高い手段を探り、次に掘る井戸をどこに配置

すれば更なる利益を生めそうかを考えるのが我々の仕事と言えます。これまで収

集されてきたデータと、それを元に構築したシミュレーションモデルを相手に、

にらめっこの毎日です。 

 
図6 エル・ブンドク油田 中央処理施設 俯瞰写真 

（出典：ブンドク社ホームページ） 
 さて、UAEとカタールの二国の名前を並べて聞くと不穏に感じる方もいるかも

しれません。この二国、2017年6月より国交を断絶しています（2020年5月現在）。

つまり我々の会社は国交のない二国に挟まれて操業しているのです。これは地理

的にただ挟まれているというだけでありません。我々が行う石油開発事業はUAE
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アブダビ及びカタール両政府より油田の権益を得て実行しており、税金や利権料

の支払いも両政府と結んだ契約に基づいて行っています。新規の開発活動なども

逐一両政府の国営石油会社に報告し承認をもらう必要が生じます。国交を断絶し

ている二国政府ですので、足並みを揃えることは容易ではないのが実情です。間

にいる我々がフラストレーションを溜めるような状況も少なくありません。それ

でも、前の会社を退職し、貯金を切り崩し私費留学までして携わりたいと思った

仕事にいま従事していると思うと、きちんと前進できていたのだなという感慨も

あります。 

 
最後に 
 気づけば随分な長文になってしまいました。こんなにも自分語りが好きだった

のかと我ながら少々引いています…。ですが京大を出てからの9年間の自分の歩

みを振り返るとてもいい機会になりました。この機会を与えてくださったことに

感謝いたします。 

 正直申しまして、私のような機械から離れてしまった者が、機械系の同窓会報

で自らの経験を披露していいものなのかと躊躇していました。ただ、大学に入っ

た当初にぼんやり抱いていた「ものづくりをする自分」の将来像に縛られて視野

を狭めていた自分自身の経験があるので、ぜひ学生の皆様には、柔軟に自分の将

来について発想を巡らせていただきたいと思い、この記事を書かせていただきま

した。 

 人がやりたいことや夢と言うのは、その人のライフステージや、周囲からの影

響によってどんどん変わって然るべきものだと思います。私は当初の「ものづく

りをする自分」への漠然とした憧れから「ものは作らないけれど機械の知識を屋

台骨にした技術者」へと憧れの対象を変え、就職しました。就職した後には、機

械工学の知識とはまた異なる知見を必要とする道に移行する決心をしました。未

だにこの先どうしていこうか、頻繁に思いを巡らせていますし、今後何度新たな

決心をしたとしても、そうした思考は延々と続いていくのだろうと思っています。 

 皆様も、この先のキャリアを考える際、機械系として素晴らしいキャリアを歩

んでいる諸先輩方の「わたしの仕事」の傍らに、こんな人もいたよな、程度に思

っていていただけると幸甚です。最後までお読みいただき、ありがとうございま

した。  
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The car which I am still loving （2）Porsche 993 
 
久保愛三（S41/1966卒 会田研） 

 
 私の子供のころは、国産の車でま

ともなものはなく、いすゞ自動車が

ヒルマンをイギリスの特許で作っ

ていたのが一番の高級車であった

ような時代です。大学生になってモ

ーターリゼーションが始まり、日本

車にもいろいろなものが出てきま

した。ホンダが鈴鹿サーキットを作

り、第1回の日本グランプリが開かれ、走り回るヨーロッパ製のレーシングカーを

憧れの目で見ていました。雑誌でいろいろなスポーツカーを見、夢の車はPorsche 

356でしたが、当然、夢のまた夢。VW Käfer（英Beetle）の派生であった356に代わ

り901が発表され、2リッターのエンジンで最高速度が200km/hを超えるカタログ

データを見て度肝を抜かれました。学生生活の最後に近い時、過激な学生運動が

おこり、中革、三派、民青等々のセクトが争い、日本赤軍がよど号事件を起こし、

浅間山荘事件とかも起こって、大学がストップしてしまいました。大学を出たも

のの行くところがないので、ドイツの世話になって、2年間、Stuttgart Uni、

München TUに暮らしました。Porsche 914というVWのエンジンを積んだMRの車

を手に入れ、ヨーロッパ中を走

り回りました。朝 5 時半に

Stuttgart の東35kmにあるSch-

wäbische Alp 麓 の Kirchheim 

unter Teckの下宿を出発し、11

時30分にはオランダのDelft大

学についているといった馬鹿

走りもしました。が、大雨のモ

ンテネグロ（旧ユーゴースラヴ

ィア）の山中で車を大破。ヨー

ロッパの自動車保険制度の勉

914とスコットランドに遊ぶ、1972年6月。ハド

リアンウォールからしばらく行った田舎道で。 
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強をしました。当時のPorsche 9111は、Kugelfischerの燃料噴射装置付きエンジン

の911E、ソレックスキャブレター付き廉価版の911Tと言われるものでした。現在、

ナローポルシェとか言われて、骨董品的な阿保値段がついていますが、まだ発展

途上の911で、色々と問題も多い車でした。 

 

 年月が経ち、京都大学工学部精密工学科に戻って生活が安定してから女房と割

り勘で空冷ポルシェの最終版となった993（1996年モデル黒）を購入し、若い時

からの夢がかないました。それから24年、燃費も新車の時からほとんど変わらず、

ボディーのやつれもなく、いつも健康、まだbetter than new の状態で日々の生活

の中に溶け込んで働いてくれています。 

 
購入して一番気に入ったのは、後ろから見たリアフェンダーの張り出しが、臥

せっているクロネコを後ろから見たときの後脚の張り出しのイメージで、全体に

小さな外形寸法と相まって、本当に愛らしい車の印象です。ドアを閉めたときの

カキーンと言う金属音も、他の車ではないものです。北海道の糠平湖に持って行

き氷上走行の練習をしましたが、ラリーをやっている人の車の中でも、ひときわ

存在感がありました。空冷のSaug-Motor（吸込み原動機、NAエンジンのことをド

イツ語ではこう言う）が5,000rpmを超えたあたりから発する官能的なヒーという

音、シャーッという音は独特で、気分を落ち着けてくれます。この間、胎盤の中

を流れる血流の音と言うのを聞いたのですが、まさにこのシャーッという音でし

た。これが空冷ポルシェの音が好まれる理由、母の胎内に守られているという昔

の思い出が無意識の中にあることなのかもしれません。 
                                                       
1 911 と言うのは、901 改名の 911 から始まるシリーズの名で、911、930、964、993、996、
997、991、992 等のタイプの総称です。 
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 使いだして10年を過ぎたころ、renewalの調整をしました。当時、油圧パワステ

に比べてどうしようもなくフィーリングの悪かった電動パワステの改良の仕事を

一緒にしていた国政久郎さんに、ダンパーをBilsteinの倒立形に変え、80～

180km/hの速度域で最も良いフィーリングになるようにセッティングしてもらい

ました。国政さんの加速度変化に対する超人的な感度の高さに、ダートラの元日

本チャンピオンとはこのような能力がある人なのかと感心していたからです。仕

上がって、国政さんから、タイアはこの銘柄で空気圧は2.3～2.4barの範囲、その

外ではだめですよ、と言われました

が、舵を入れるとタイアのサイドウ

オールがまず変形しだし、それから

ヨーが発生しだす過程まで感じるこ

とが出来るようになり、車の素性の

良さとともに超一流の自動車技術

者・ドライバーの能力のすごさを感

じました。当然、このような良いフ

ィーリングが得られるのは特定の銘

柄のタイアを付けた時だけで、この

あたりのポルシェのタイアに対する

敏感さは普通ではありません。 

 

 またそろそろ第2回目のrenewal 

調整をするべき時期になってきまし

た。最新型のエレクトロニクス満載

の911に乗っても、必要なもの以外

何もついていない機械としてのこの993に勝る

フィーリングを持つものはなく、新型に乗り換

える気にはなりません。友達からは「久保さん、

次、買う車は何にしはるんや。もう最後の車や

で」とか言われていますが、さあー。 

  

 

 

大人のオモチャ Porsche Carrera 993 と 
子供のオモチャ Sally Carrera 996 
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グラビア：JRがスローライフ向けZ（ズングリ）700系を開発？ 
 

 富士川鉄橋を通過中の下り新幹線から富士

山の写真を撮っていたら偶然上り新幹線とす

れ違いました。一見、スローライフ向け低速

走行用にZ（ズングリ）700系を開発したのか

と？ 

 いえいえカメラの仕業です。撮影はiPad内

蔵のもので縦位置でした。つまり、撮像素子

のスイープが画像に対して右から左であるた

め右向きに相対速度が時速500キロ程度で走

り抜ける上り列車の最後尾は、スイープ中に

結構右に進んでいたのです。同様のことはス

リットが左右に走るフォーカルプレーンシャ

ッターの一眼レフで蒸気機関車を追いかけたときも起こりましたが、ここまで顕

著ではありませんでした。鉄橋のトラスも下り列車の速度のためひずんでいます

が、上り列車は相対速度が約2倍になるためさらにひずんでいます。下図は、本来

のN700系のプロポーションになるように左右に引き延ばしたものです。（編集人） 
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COFFEE BREAK @Zoomのご案内 
 

米田奈生（H29/2017卒、蓮尾研 D2） 

井原基博（H29/2017卒、松原研 D2） 

清水桜子（H30/2018卒、椹木研 D1） 
 

 
 COFFEE BREAKは、開催場所をC3棟1階カフェテリアからZoomに変更して、

毎週月曜日の15時～16時に開催しています。普段通りの生活ができない、やりた

いことができない、不自由な生活のなかで、日常会話を楽しみ息抜きできる場所

になればと思っています。 

 

Zoomってどうやって使うの？ だれか便利な機能知らない？ 

今年の健康診断ってどうなったの？ 

何するにもパソコンで、画面ばっかり見てて疲れたー。 

他の研究室ってどんな感じでゼミやってるの？ 

最近、料理にはまってるんだ。 僕は、冷凍食品買いこんじゃった。 

旅行できるようになったら小笠原諸島に行ってみたい！ 
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そんな会話が繰り広げられています。 

 運営する私たちも不慣れでトラブルもありますが、学生・教職員・卒業生の参

加をお待ちしています。（コーヒーとお菓子は各自ご準備ください。） 

 

 

 Googleカレンダーを用いた開催スケジュールの共有と、開催のリマインドメー

ルの配信を開始しました！希望する人は、 

coffeebreak.kyotouniv@gmail.com 
まで連絡してください。（カレンダー共有希望、リマインドメール希望などと書い

てください。） 

 

COFFEE BREAK @Zoomのショートレポート（5/4） 
 できないことがたくさんあるこの状況で、今だからこそできることはないかと

考え、5月4日（月）に初めての祝日開催をしました。直近3年の卒業生にも声をか

け、学生7名、卒業生7名、教員1名の計15名が参加してくれました。普段であって

も気軽には会えない遠方の先輩方とお話しできただけでなく、他企業の人と話す

機会が多くない卒業生にとってもよい機会を提供できたようです。ご参加いただ

いたみなさん、ありがとうございました！ 参加人数が集まりそうであれば今後

も卒業生との合同開催を行っていきたいと思っているので、今回参加できなかっ

た方や再開催を希望される方は、ぜひご連絡ください。 

COFFEE BREAK の開催場所 
https://us04web.zoom.us/j/73024274674 

ミーティング ID: 730 2427 4674 
パスワード: 025921 


