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自己紹介 

• 1960.3 大阪府立北野高校卒業 

• 1964.3 京都大学工学部卒業 

• 1966.3 京都大学大学院工学研究科修士修了 

• 1966.4-1984.3 日本放送協会 

– 1966.6-1968.9 大阪中央放送局技術現業部 

– 1969.9-1984.3 放送科学基礎研究所物性研究部  

• 1984.4-2007.5 東京農工大学 

– 1984.4 助教授、1989.4 教授、2005.5 理事・副学長 

• 2007.4- (独)科学技術振興機構 

– さきがけ「次世代デバイス」研究総括、研究広報主幹 



主な著書 

http://home.sato-gallery.com/research/rikaryoku.html
http://home.sato-gallery.com/research/semicon_nandemo.html
http://sciencei.sbcr.jp/archives/2011/04/post_4.html


画歴 

• 小学校5年より伊藤継郎の児童画教室で 

油彩を手がける。 

• 高校で岡島吉郎に学ぶ 

• NHK技研美術部で中島哲朗、樋渡涓二に師事 

• 銀座詩季画廊等で個展11回二人展3回開催 

• 社団法人日本画府洋画部常務理事、審査員。 

 日府賞、記念賞、愛知県知事賞等受賞。 

• 麻生区美術家協会事務局長、麻生区文化協会
総務、アルテリッカ新ゆり美術展実行委員長 

 



国際研究集会の旅 

• ICTMC 1980 Tokyo, 1982 Cagliali, 1984 Caracas, 

1986 Snowmass, 1990 Kishinev, 1993 Yokohama, 

1995 Stuttgart, 1997 Salford, 2000 Hsinchu, 2002 

Paris, 2004 Denver, 2006 Kyoto, 2008 Berlin, 2010 

Baku, 2012 Salzburg 

 



国際研究集会の旅 

• ICM 1985 San Francisco, 1988 Paris, 1991 

Edinburgh, 1997 Cairns 

• ICMFS 1991 Glasgow, 1997 Sunshine Coast  

• ICCG 1989 Sendai, 1992 San Diego 

• MORIS 1992 Tucson, 1996 Noordwijkerhout, 

1999 Monterey,  

• NOMOKE 1999 Cardiff , 2000 Dourdan 

• MMM 1999 San Jose, 2000 San Antonio 



世界を旅する 

• 国際研究集会のためいくつかの国を旅しています。 

• 行く先々でスケッチを楽しんでいます。 



西ヨーロッパ 

• スエーデン・デンマーク 

• 英国 

• ドイツ・スイス・オーストリア・ 
ハンガリー 

• オランダ・ベルギー・ 
ルクセンブルグ 

• フランス・イタリア 

• スペイン 

• ロシア 

 



東ヨーロッパ・西アジア 

• モルドバ 

• ウクライナ 

• トルコ 

• アゼルバイジャン 

 



東アジア 

• 中国 

• 台湾 

• 韓国 



オーストラリア 



南北アメリカ 

• アメリカ合衆国 

• メキシコ 

• ベネズエラ 



紙と筆と絵の具さえあれば 

• どこでも絵が描けます。 

• ２０分くらいは時間がかかりますが・・ 

• 地元のいろんな方と友達になれます。 

油性のマーカー 

ペリカンの 

水彩セット 

水入れ 筆洗 

ぼろぎれ 



西ヨーロッパ 

• スエーデン・デンマーク 

• 英国 

• ドイツ・スイス・オーストリア・ 
ハンガリー 

• オランダ・ベルギー・ 
ルクセンブルグ 

• フランス・イタリア 

• スペイン 

• ロシア 

 



スエーデン 

• ストックホルム 

旧市街：ガムラスタン 



ユースホステル：アフチャップマン号 

港風景 



王宮裏からエスターマルム方面を望む 



Stortorget 広場  



王立科学アカデミー 
ノーベル博物館 



スエーデン・マルメ 



英国・ロンドン 

テムズ川 



ピカデリーサーカス 



英国・エジンバラ 

ホリールード宮殿 





エジンバラ・ロイヤルマイル 



英国・グラスゴー 



英国・カーディフ 



英国・マンチェスター・リバプール 



ドイツ・ベルリン 

ブランデンブルク門 



カイザーヴィルヘルム教会 

ブンデスターク（連邦議会） 



ドイツ スツットガルト 

シュロスプラッツ 



ドイツ ケルン 

大聖堂 ライン川 



ドイツ  

デュッセルドルフ 



ドイツ  

ハイデルベルグ 



ドイツ ツォンス 



ドイツ・フライブルク 



スイス・チューリヒ 



スイス・ルツェルン 



オーストリア・ウィーン 



オーストリア・ザルツブルク 





ハンガリー・ブダペスト 



鎖橋 

漁夫の砦より 



オランダ  

アムステルダム 

アムステルダム中央駅 
ビアレストラン アムステル 



オランダ  

ナイメーヘン 

聖スチーブンス教会 ベルヒェンダル 







オランダ・アーネム 



オランダ キューケンホフ 

キューケンホフ公園 



オランダ・風車 



オランダ デンボス 



オランダ マーストリヒト 



ベルギー  

リューベン 



ベルギー ブルージュ 



ルクセンブルグ 



フランス パリ 











フランス ベルサイユ 



フランス ドゥルダン 



フランス フォンテンブロー 



フランス ストラスブール 



フランス・グルノーブル 



フランス・ベノデ 



イタリア・ローマ 



イタリア・サルジニア 



スペイン・マドリード 







スペイン・トレド 





ロシア クレムリン 



東ヨーロッパ・西アジア 

• モルドバ 

• ウクライナ 

• トルコ 

• アゼルバイジャン 

 



モルドバ キシニョフ 

プーシキン公園 



ウクライナ クリミア 

燕の巣城 



燕の巣城 



トルコ・イスタンブール 

スレイマニエ・モスク 





ブルーモスク 



アヤソフィア 



アゼルバイジャン・バクー 





中国 黄山 

雲海 



中国 蘇州 

留園 



中国 上海 

預園 
黄浦江 



中国 北京 

紫禁城 



中国 万里長城 



台湾 台北 

圓山大飯店 
総統府 



台湾 新竹 



韓国 



韓国 ソウル 

南大門 
南山タワー 



韓国 太田（デジョン） 

KAIST 

東鶴寺 



韓国 東海岸 

雪嶽山ケーブル 波濤台 



韓国 木浦（モッポ） 



オーストラリア 



オーストラリア ケアンズ 



オーストラリア ケアンズ 

フィッツロイ島 



オーストラリア 

レインフォレステーション 



オーストラリア 

サンシャインコースト 

ツインウォーターリゾート 



オーストラリア 

ヌーサビーチ 



米国 コナ（ハワイ） 



米国 ワイコロア（ハワイ） 



アメリカ 



米国 シアトル 



米国 サンフランシスコ 

ユニオン・スクエア 

フィッシャーマンズワーフのレストラン 



米国 スタンフォード 



米国 シリコンバレー（サンノゼ） 



米国 モントレー 



米国 ロサンゼルス 

ユニオン駅 



米国 ツーソン 



米国 スノーマス 



米国 ロッキー マルーンベルズ山 



米国デンバー 



米国 ソールトレークシティ 



米国 サンアントニオ 

アラモ砦 

美しい川沿いのプロムナード；リバーウォーク 



米国 シカゴ 



米国 ニューヨーク 



ベネズエラ カラカス 



ベネズエラ メリダ 



ベネズエラ マラカイボ湖 



おわりに 

• 国際研究集会の旅を通じて世界各地で描いたス
ケッチを通して、国際的なコミュニケーションを深
めることができました。 

• サインペンと水彩絵の具とスケッチブックさえあれ
ば、どこでもスケッチを楽しむことができます。 

• 私の場合は、絵を通してでしたが、音楽・踊り・ス
ポーツなどを通して、世界各地の人々との温かい
交流が行われることを願ってやみません。   


