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表紙について
日本の夜明けに大きく貢献した坂本龍馬の像と、高知県を日本の中軸に据えた情報発信をイメージしました。 常に世の中の
動きに敏感であり、意識的には日本をリードする県でありたいと願っております。

巻 頭 言

高知県産業界への
新しい取り組み
テクノフェロ ー 創 刊 に あ た っ て
社団法人高知 高 専 テ ク ノ フ ェ ロー
会長

鈴木

康夫

我が国の経済社会は大きな変革期をむかえ価値観・ライ

致します。また、科学技術文化に関する各種の情報を収集・

フスタイルの多様化、少子高齢化の進行、経済や環境問題

紹介し、その有効活用を図るとともに高知のあり方を考え

のグローバル化、情報通信技術の飛躍的な発展、地方分権

ます。

の進展など様々な変化に対応することが求められていま

4. 有効な研究に対し研究助成や必要な活動を実施します。

す。このような状況のもと、地域や企業には横並び的な発

現在、これらの具体的活動として、

想ではなく「個性的」「独創的」な取り組みやあり方が要

人材コーディネートのためのアンケート調査、企業側の

求され、地域や企業はその強みを発揮し、連携と協働のも

ニーズに関するヒアリング、経済産業省への調査事業（経

と創意工夫をこらして活き活きとした地域づくりと企業活

済産業省地域活性化計画の一環としての「企業の OB 人材

動に取り組むことが必要となってきました。

と地域企業のマッチングを通じた若手技術者への現場技術

高知県の経済社会の現状を見ると、少子高齢化、過疎

教育に関する調査」）の採択と実施

化、政府補助金・交付金の削減、雇用低迷等我が国の過疎

高知の豊富な自然エネルギーの有効利用を図るための

県に共通する深刻な課題に直面し、さらに原油の高騰がこ

「エコエネルギー研究会」、南海地震や豪雨災害を研究す

れに拍車をかけている状況にあります。しかし、昨今は電

る「災害研究会」等の開催

子・機械・食品の各部門の回復基調により製造品出荷額が
前年比 1.2％増となり、最下位を脱したことは本県の工業
界に携わる者として誠に喜ばしいことであります。
このような状況の下、昨年３月高知県の認可を得て発足
しました。高知高専テクノフェローの目的は、「高知高専
卒業生、教職員、県内企業等が連携し、高知県内に於ける

オゾンによる殺菌・浄化技術の開発に関する共同研究の
実施
「光による新産業創成」「環境とバイオ」「高知県にお
ける工業振興について」などの先進的講演会の開催、技術
相談会の開催、技術士補受験講習会の開催
防災マネージメントに関する国際学会の共催 (18 年 3

産業技術の向上を図り、もって地域社会の産業発展に寄与

月９日〜 11 日、於高知工科大学 )

する」ことであります。このため次の項目を実施します。

等を実施又は予定しております。

1. 高知県の技術力向上のための人材の導入……U ターン

一方、高知県は県内の産業振興の将来像として高知

希望の高知高専出身企業定年者を高知に迎え、技術指導そ

COE 構想を策定しており、新素材としての酸化亜鉛の利

の他の指導を行っていただき、高知の地域作りの一翼を

用などが対象事業としてあげられています。

担って頂くようコーディネート致します。

社団法人テクノフェローは、高知工業高等専門学校中井

2. プロジェクト研究・共同研究・受託研究の推進、講演会・

貞雄前校長の卓抜なアイデアと実行力、橋本大二郎高知県

講習会の開催、技術相談会・技術指導の実施、技術研究会・

知事、入交太二郎高知商工会議所会頭をはじめとする多く

技術教育の実施等により、新分野・新市場の開拓・技術力

の方々の力強いバックアップにより発足したものでありま

の向上を図ります。

す。高知に於ける技術開発と産官学連携のキーステーショ

3. 時代を見据えたニーズ・シーズを広く求め、高知県に

ンの役目を果たし、高知県の発展に寄与する所存でありま

導入することにより高知県産業の振興に寄与するよう努力

す。今後の一層のご協力ご支援をお願い申し上げます。
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祝

辞

特性や地域資源を活用し
新産業の創出を
高知県知事

橋本

大二郎

「社団法人高知高専テクノフェロー」の機関誌の創刊、
誠におめでとうございます。

また、２００７年問題として、団塊の世代の定年退職に

（社）高知高専テクノフェローは、本県の産業界が直面

よる技術力の低下が懸念されており、県内においても熟練

している技術の向上や人材の育成などを目的に設立され、

技術者の技術継承、会社の次代を担う中堅技術者の技術力

以来、産業振興に関する技術協力や人材のマッチング、技

の向上など、製造現場における中心的な役割を担う人材育

術開発の推進など地域社会の発展に多大な貢献をされてい

成は、県内製造業の競争力のため重要な課題であります。

ます。これらの事業の一環として機関誌を創刊され、活動

現在、製造現場の中核的な人材の育成を図るため、（独）

のＰＲや情報を発信されることは、県内企業にとっても喜

国立高知工業高等専門学校が中心となって、経済産業省の

ばしいことです。

委託事業「産学連携製造中核的人材育成事業」に取り組ん

本県では、平成 7 年の製造品出荷額約７千億円をピー

でいただいておりますが、こうした取り組みにおける各機

クに低迷し、事業所数や従業員数もピーク時と比較して減

関の連携コーディネート役としても、（社）高知高専テク

少傾向が続くなど、製造業の振興が大きな課題となってい

ノフェローの役割には大きな期待が寄せられています。

ます。

2

図っていく必要があります。

この度の機関誌の創刊を契機に、全国を先導する「高知

今後、自立的な地域経済の基盤を確立していくうえで、

高専テクノフェロー」の活動内容を県民の皆様にも御理解

本県の特性や地域資源を最大限に活用した新産業の創出

いただき、本県産業界の牽引役として、会員の皆さんとと

や、既存企業の新分野進出、地域クラスターの形成など、

もにますます飛躍発展されますことを心からお祈りしま

産学官が連携し時代に適合した新しい経済構造への転換を

す。

祝

辞

「テクノフェロー」
に寄せて
高知商工会議 所
会頭

入交

太二郎

この度は、会誌 ｢ テクノフェロー ｣ の創刊にあたり、
心よりお慶びを申し上げます。
また、｢ 社団法人

高知高専テクノフェロー ｣ 設立に際

しましては、このような大プロジェクトを推進されまし
た、高知県工業会、高知工業高等専門学校を中心とする産
学官関係者の皆様方に心から敬意を表するとともに、私も
設立準備に関われましたことを大変誇りにいたしておりま
す。
現 在、 県 内 で ご 活 躍 さ れ て い る 高 知 高 専 OB は １，
５００人にのぼります。当テクノフェローは、それらの
方々を中核に産学官が手を結び、高知県の産業振興を図る
という目的で設立されました。具体的には、太陽光発電な
どのエコエネルギーの開発、還元溶解炉、オゾンによる水
質浄化技術の開発、さらには OB の技術者ネットワークを
構築し、県内企業への技術支援などが行われます。
県内外、さらには世界へと市場を開拓し、高知県の活性化
につながる様々な可能性を実現するためには、県工業界の技
術力の向上と、それを可能にする体制作りが不可欠です。
高専が社団法人を設立して全県的な産業振興に乗り出す
ケースは全国的にも珍しいといわれています。県内企業の
企画力、技術力のレベルアップを図り、県勢発展のため寄
与いただけると、この新しい試みに大変期待をいたしてお
ります。
テクノは ｢ 技術 ｣、フェローは ｢ 仲間 ｣ や ｢ 同志 ｣ を意味
します。今後とも、｢ 技術 ｣ を媒介により多くの方々を ｢
仲間 ｣ や ｢ 同志 ｣ として迎え入れ、高知県の未来に大きく
羽ばたいていただきたいと心からご祈念いたします。
最後になりましたが、高知工業高等専門学校と ｢ 社団法
人

高知高専テクノフェロー ｣ のますますのご発展と関係
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高知高専テクノフェロー
に期待する
四国経済産 業 局 長

塚本

芳昭

高知高専テクノフェローの発足および会誌「テクノフェ
ロー」の発刊誠におめでとうございます。
今日、我が国の経済社会情勢は一時の厳しい状況は脱し
ているものの、中長期的には大変厳しいものがあります。

ことだと考えられます。そうした中で地域の産業に対し技
術の基盤を提供する高知工業高等専門学校と高知高専テク
ノフェローの役割は極めて大きいと考えられます。

国内面では、少子化・高齢化が進展する中で財政面での制

ところで昨年四国経済産業局で「四国が一番〜四国が誇

約はますます厳しくなることが予想されます。国際面では、

る日本一・世界一」をとりまとめましたが、いわゆる四国

中国、韓国をはじめとする国々の躍進により、我が国産業

の企業で特定の製品におけるシェアが日本一ないし世界一

の国際競争力が相対的に低下しつつあります。こうした中

の企業が９９社存在し、高知の企業も１８社ありました。

でこの度高知工業高等専門学校卒業のＯＢを中心に高知高

デジタルカメラ用ＴＦＴ液晶モニターの生産世界一の高知

専テクノフェローが設立され、ＯＢの人的資源を活用し地

カシオ株式会社、無公害型杭圧入引抜機の生産日本一の

元産業の活性化支援に取り組まれることは、高知そして日

技研製作所、電解コンデンサ用セパレータの生産世界一の

本の将来を見据える視点からはまさに時機を得たものと考

ニッポン高度紙工業株式会社等多くの企業が抜きんでた技

えられます。

術等で確固たる地位を占めており、四国および高知の産業

一時期ジャパン・アズ・ナンバーワンとまでいわれた我

の底力を示しているものと思われます。加えてこれらの企

が国産業の競争力が低下した原因は何でしょうか。私は、

業には多くの高知工業高等専門学校の卒業生が就職され、

工業社会におけるアプローチが日本において限界に達した

それぞれの企業において中核的な役割を果たされているも

からだと考えます。工業社会の企業の基本命題は良い製品

のと推測されます。

をより安く提供することにあると考えられますが、技術伝

高知高専テクノフェローでは、高知工業高等専門学校の

搬速度の速い今日、労働コスト、インフラコスト等が低廉

ＯＢが中心となって地元企業を対象に技術協力、共同研究、

な中国、韓国等での企業活動に競争上の優位が移っていま

研修会等の事業を開始されていますが、これが他の高等専

す。特に従来型の製品なり部品の製造でこれらの国々の企

門学校に先駆けた模範となる取り組みとなり、加えて地元

業に立ち向かっていくことは大変困難な状況にあります。

企業・従業員の技術力・技能の向上に大きく貢献し、世界

活路は知識社会におけるアプローチへの転換にしかないと

を相手に活躍する企業が高知そして四国から次々と生まれ

思います。すなわち、技術、デザイン等を駆使し差別化さ

ることを期待しまして私の祝辞とさせていただきます。

れた、高付加価値の製品・部品の創造を実現することによ

4

り競争力を確保するということが地域の産業に求められる

祝

辞

社団法人 高知高専
テクノフェローの目指すもの
新しい時代の
新しい地域づくりへ
高知工業 高 等 専 門 学 校 前 校 長
光産業創 成 大 学 院 大 学 学 長

中井

南国土佐

貞雄

きる事は民間でと叫ばれています。この動きは単に財政的

四国山脈を貫通して高知へ至る自動車道は、19 のトン

に行き詰った政府の窮余の政策というより、文明の発展の

ネルを通り抜けています。そしてその先に黒潮踊る太平洋

自然的な帰結という、もっと積極的な意味があるもので

と、いま通り抜けてきた幾重にも重なる四国山脈にかこま

す。地方が、その特色を生かし、そこに住む人間がその個

れ、南国の太陽に輝く歴史と伝統のある土佐・高知が開

性をのばし、充実した人生と生活をそこに築く場として文

けています。5 年前自分の車を走らせて大阪から赴任した

化の香り高い地方を作り上げることです。そして、それこ

高知へのこのような第一印象は、その後、高知高専での 4

そが国全体が活性化し、品格のある、世界に冠たる我が国

年間を通してますます強くなり、大阪以外で長期間暮らし

を築くことになるのです。

たことのない自分にとり、第二のふる里ともいうべき愛着
が湧いてきました。

自然との共生
高知高専は、豊かな自然に恵まれた高知の土地柄を最大

豊かな自然

限に生かし、伝統的文化にみがかれた世界に活躍する人材

台風襲来のとき桂浜へかけつけ、龍馬とともに見渡した

を輩出することにより世界に直結した豊かな地方を築くべ

太平洋の荒波の高さと松の枝に吹き付ける風の強さに高知

く努力してきました。平成 14 年には高知大学、高知工科

の自然の力強さを体感しました。全国一の降雨量がありな
がら、全国一の日照時間を持つという晴雨のコントラスト
の強い、からっとした気候、それに育てられた豊かな森林
と農作物、太平洋からの風が一気に 2000 ｍ級の山々に吹
き付ける豊かな風力、この深い山々と豊かな降雨に支えら
れた豊富な水力等々、これ程豊かな自然と温暖な気候に恵
まれた生活環境は我が国随一でしょう。

地方の時代
いま地方の時代と言われています。三位一体改革とか小
さな政府とか言われ、地方でできる事は地方で、民間でで
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辞

大学、高知県企業局、商工労働部、高知県工業会等と協力

るまでには、入交太二郎高知商工会議所会頭、鈴木康夫高

して、バイオマス、風力、潮汐水力、太陽光等の自然循環

知県工業会々長、北添英矩高知産業振興センター理事長を

エネルギーを開発するべく、エコエネルギー研究会を設立

始めとする関係各位のひとかたならぬ御尽力、御支援を頂

しました。高知の豊かな自然を考えると高知県のエネル

きました。これらの方々のふる里への熱い思いと、そこに

ギー自給が可能であるばかりでなく、その開発プロセスに

住む人、企業への深い思いやりに大きな感銘を受けまし

おいて環境・エネルギー産業を振興すべきでしょう。さら

た。

に自然と共生した高度農林水産業において情報技術を始め

豊かな自然に恵まれ、世界に通じる自由民権の考えが土

とする高度工業技術の開発・活用が必要となります。これ

着の思想として根づき、独特の伝統文化をもつ高知は、

らもろもろの産業を支え、発展させるためには高知の企業

21 世紀に我が国が目指すべき地方の時代の先駆けとなる

の技術力の向上が何よりも大切です。

土地柄でしょう。このような高知県に生まれ、育まれてき
た高知高専卒業の先輩各位の御支援と、県下企業との交流

（社）高知高専テクノフェロー設立へ
高知高専は創立以来 40 年、県下唯一の工業系高等教育
機関として県下の竣秀を世に送り出してきました。国内
で、世界で活躍している高知出身の人材と、ふる里高知と
のつながりを強くすることが、工業と農林水産業が一体と
なった活性度の高い新しい地域づくりに極めて有効です。
このような考え方を具体化する方法について、県内在住の
高知高専 OB 有志が何回か会合をもたれ、高知高専同窓会
と県内企業を基盤とした社団法人が徐々に姿を見せてきま
した。橋本知事にお話したところ大きな賛同を頂き、知事
のメール広報に早速、紹介して頂きました。社団法人高知
高専テクノフェローが正式に認可され昨年 3 月 16 日に橋
本知事、北川前三重県知事を迎え、設立記念式典を挙行す
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の場への御参加を心より祈念するものです。
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高知高専 OB の方々の
帰郷を歓迎します
高知県産業 振 興 セ ン タ ー
理事長

北添

英矩

私は平成 12 年に（財）高知県産業振興センターの専務

許す限り就職したいとの意向をもっておられる方々が少な

理事として派遣され、約 2 ヶ月くらい経た頃、ある団体

からずいる事をお聞きしました。一方で私どもが日頃お世

の定例総会後の懇親会で意外なお話しを某社長からお聞き

話になっている県内企業からも、第二創業への対応、製造

しました。

過程での品質管理や合理化、また在庫管理から会社の運営

それは ｢ うちの外注部品は県内企業には出さない。すべ

に至るまで専門家を求められていることもお聞きしており

て水島の会社（岡山県水島市の工業団地内企業）にたの

ました。高知高専 OB の方々には会社、工場などで鍛えら

んでいる ｣ とのこと。私はどうしてかとの思いから ｢ 瀬戸

れた技術力や磨かれた経営力等で素晴らしいものがあるは

大橋を経由しないといけないし、輸送費もプラスになる

ずです。

んでは」と尋ねますと、｢ そう思うろうけど、その方が①

青春時代に学び成長された高知に帰って来られ、新鮮な

安くて②精密で③納期の遅れがない。発注の 3 拍子がそ

思いで第二の職場に就かれ、修得された高いノウハウを県

ろうちゅうけんねぇ ｣ とのお答え。ではどうしたら県内

内企業の現場に生かしていただければ、大きな技術力や経

発注に切り替えてもらえるか。更に質問を投げますと ｢ そ

営力のアップにつながるのではないか。各種の指導力を持

りゃー、3 拍子が地元でできりゃー何時でも切り替える ｣

たれた高知高専 OB に期待するところは誠に大きいものが

とのことでした。

あります。

勉強不足であった私はどのような対応でこの社長の言わ

このような背景の中で昨年 3 月に発足をみました社団

れたことに答えられるのか、どうすれば技術力の向上や安

法人高知高専テクノフェローも高専 OB の方々と県内企業

価提供が図れるのか。その後、工業技術センターの方々

の皆さんとのマッチングを一つの重点事業として展開して

や、企業の関係する方々にもお尋ねしましたが、一朝一夕

おります。また、この事業は四国経済産業局より企業 OB

に解決できるものではないことはすぐに解りました。

と県内企業のマッチング事業として事前調査費のバック

しかし、これらの 3 拍子の解決を図るためには、それ
も長時間を要せずに解決するにはどうすればいいのかと考
えましたが答えはなかなか出ませんでした
その後、県の商工労働部に異動となりましても、このこ
とは頭から離れませんでした。再び、産業振興センターに

アップをいただき調査を推進しております。
今後は少しでも早く、高知高専 OB の方々と県内企業の
皆様との具体的マッチングが実現し帰郷と再就職ができま
すようにそれぞれのネットワークを確立することが急がれ
ています。

帰った昨年度から国の新年度事業として ｢ 中核的人材育成

帰郷を望まれた OB の方々が期待して受け入れていただ

事業 ｣ の募集があり、本県の実状から高知高専を実施主体

く県内企業の中でそれぞれに蓄積された能力を十分に発揮

の教育機関として県が申請し、関係者の皆様のご尽力によ

いただき少しでも企業のレベルアップに繋がりますように

り平成 17 年度事業として採択されました。

高知高専テクノフェローは関係する皆様方のご支援とご協

これらの過程の中で高知高専 OB の県外に就職されてい

力のもとに努力していきたいと考えております。

る方々が退職された後、高知に帰郷し、県内企業で身体の
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高知高専の近況
高知工業高等専門学校

校長

藤田

正憲

高知高専は平成 16 年 4 月より独立行政法人高等専門学

革推進事業」の中の現代教育ニーズ取組支援プログラム

校機構のなかの１高専に移行し、２年が過ぎようとしてい

（現代ＧＰ）の一環である「e − Learning」による創造

ます。法人化による大きな変化は見られませんが、学校運

性豊かな教育事業の採択です。これも事業推進責任者であ

営の効率化、財政の緊縮化がいっそう求められています。

る今井教授が別紙で紹介するように 12 高専の代表として

ここでは高知高専テクノフェロー設立以来の高知高専の近

本年度より 3 年間の予定で実施することになりました。

況をかいつまんでご紹介します。

プロジェクト終了時点では、高知高専の IT を活用した教

まず、高知高専への平成 17 年度入学志願者が大きく減

育環境は飛躍的に発展いたします。コンテンツを充実させ

少しました。もちろん少子化の影響で受験人口が減ってい

ることで、本システムを活用すれば、将来的には社会人へ

ることに起因しますが、中学生の進路決定の先送り、理科

の教育サービスも容易になります。その他従来から行って

系離れなども原因として挙げられます。これに対し、高知

おります産学連携による共同研究も多くの企業・先生方と

高専を挙げていくつかの試みを行っています。校内に学校

の間で実施され、実績を上げています。

開放事業担当を任命し、その教員の主導の下に小・中学生

その他、学内行事として従来から行われている後援会と

への出前授業や理科への興味を持ってもらう試みなど高知

教員の交流、同窓会等の支援による「よさこい祭り」への

高専の宣伝に努力しています。さらに青・少年の家での科

参加があげられます。特に後者は、2 年ぶりに復活したス

学教育などに加え、オープンキャンパスや高専祭の公開に

コップ隊を引き連れての参加ということで高知新聞に大き

より、学問に打ち込む高専・楽しい高専を見てもらってい

く取り上げられました。また、学内も大いに盛り上がり、

ます。また、志願者への直接の広報として、県内外の中学

祭りのパワーを見せ付けられました。11 月 6 日には四国

校への学校説明、進路指導の先生方との意見交換会などを

地区ロボットコンテストが本校で開催されました。優秀な

実施し、少しでも志願者を増やそうと努力しています。本

２チームには東京で開催される全国大会への出場資格が与

年は特に中学の受験体制が大きく変わることが予想され、

えられますが、本校はベスト４まで進出しました。また

本校への志願者数への影響が懸念されましたが、幸いにも

11 月２６、27 日には新居浜高専の世話で四国地区総合文

志願者数は昨年度の 1.2 倍に対し 1.4 倍に増加しました。

化祭が開催され、多数の文化クラブメンバーが新居浜市文

次に、昨年度より取り組んできましたいくつかのプロ

化センターに参集し、他高専の学生たちと交流することで

ジェクトが採択され、先生方は大忙しです。ひとつは経済

見聞を広め、特に吹奏楽部は優秀賞を獲得しました。ま

産業省が公募した産学連携による「製造中核人材育成事

た、そこでは留学生の交流会も実施されました。

業」（平成 17 年、18 年度）に採択されたことです。10

以上のように、高知高専は新しいことへの挑戦を通じ

月 22 日に四国経済産業局、高知県、高知県工業会など関

て、教職員、学生が共に着実に前進しています。今後は高

係各位を本校に迎え、工業会会員各社の中堅技術者 11 名

知高専テクノフェロー・同窓会や高知県工業会等外部の組

の受講生と共に開校式を終え、去る 3 月 4 日に終了式を

織との協働による事業・行事を企画し、卒業生などを交え

無事終了しました。詳細は柏原教授の書かれた紹介文をご

たより大きな活動を目指していきたいと考えています

覧ください。もうひとつは、文部科学省が進める「大学改
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企業等ＯＢ人材の活用
高知県産業界の皆様、高知高専ＯＢ人材をあなたの会社で
有効活用しませんか・・・
高知高専ＯＢの皆様、定年後皆様の技術力や経営力を生か
して、高知県のために今一度御尽力いただけませんか・・・

人材コーディネート企業懇談会

昭和 20 年代に生まれた団塊の世代が定年のピークを迎

用促進対策調査事業（企業のＯＢ人材と地域企業のマッチ

えるいわゆる 2007 年問題が、大きな社会問題となってい

ングを通じた若手技術者への現場技術教育に関する調査）

ます。その具体的問題点としては次のようなことが言われ

に係る委託業務を受託し、次の項目を実施しております。

れています。

１） 人材コーディネートのためのネットワーク作り

１） 団塊の世代が有する高度な技術力、技能等の継承

２） 高知高専卒業生の定年後の生き方に関する調査

２） 気力・体力がある中での引退による社会的損失

３） 高知県内企業のニーズに関する調査

３） 高齢化による社会保障制度上の課題

これらに関し、次のような具体的な活動を実施しています。

一方、地方においても、慢性的に次の課題を抱えておりま

１） 関東・関西・中京地区における人材ネットワーク作り

す。

のための地区会の開催（平成 17 年 12 月 21 日，22 日）

１） 中小企業の技術力・経営力、技能等の不足

２） ＯＢ，地元企業，高知県工業会，高知工業高等専門学

２） 少子高齢化

校教員，社団法人高知高専テクノフェローの懇談会の

３） 過疎化

開催（平成 18 年 1 月 3 日）

４） 人口減少

３） 高知県内企業の人事・総務担当部門と社団法人高知高

これらの諸課題を解決するための対策として期待されてい

専テクノフェローとの懇談会の開催（平成 18 年 1 月

るのが、地方出身者の定年後の帰郷就労です。社団法人高

21 日）

知高専テクノフェロー設立の第一の目的は定年後の帰郷就
労希望者と地元企業間の“人材をコーディネート”です。
これにより県内企業の技術力・経営力等の向上、人口増
加などが期待できます。高知県としては、またと無いチャ
ンスです。
帰郷就労には、次に示す２つのパターンが考えられます。

４） 高知工業高等専門学校ＯＢの定年後の予定，企業経歴
等に関するアンケート調査（平成 17 年 12 月〜平成
18 年 3 月）
５）高知県内企業のＯＢ人材受入れに関するアンケート調
査（平成 18 年 1 月〜 3 月）
これらの成果をもとに、平成 18 年度以降は次の事項を実

１） Ｕターンによる地元企業への完全雇用

施する予定です。

２） Ｕターン又は県外在住のままでの地元企業の一時支援

１） ＯＢ人材と高知県内企業とのマッチングの推進

Ｕターンによる完全雇用については、次のような課題があ

２） 講演会・フォーラム等によるＯＢ人材活用に関する意

ります。
１） Ｕターン者の確保（本人及び家族の意思、地域におけ
る環境条件など）
２） 地元企業とＵターン者のマッチング（企業の受入環境・
受入条件、受入企業の風土・文化、Ｕターン者が長年
勤めてきた企業の風土・文化など）

識の向上を図ること及び問題点の共有化
３） 高知県・高知市・南国市等と連携したＯＢ人材受入環
境の整備
これらを効率的・効果的に実施することが、社団法人高知
高専テクノフェローの責務と考えております。
過日、ＯＢ人材のＵターン就労に関する全国ネットのテ

Ｕターン又は県外在住のままでの一時支援を行う場合でも

レビ番組で、社団法人高知高専テクノフェローの活動が取

企業間の風土・文化の違いについては十分な配慮が必要で

り上げられました。その番組で他県においても同様の取組

す。

みが成されていることも紹介がありました。

マッチングの実施にあたっては、このような課題を念頭

高知県も、より具体的・本格的に取組んでいく必要があ

におき、情報の整理を行うとともに、講演会・フォーラム

ります。社団法人高知高専テクノフェローもこの事業を最

等により意識改革を図り、改善していく必要があります。

優先事業として取組んでいく所存です。

このような背景のもと、社団法人高知高専テクノフェロー
では、経済産業省より、平成 17 年度電源地域における雇

ＯＢの皆様、そして地元企業の皆様、協力して高知県の
ために知恵を絞りチャンスを生かすよう努力しましょう。
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高知高専の動向

製造中核人材育成事業の概要
高知高専産学技術交流推進室

室長

柏原

１．はじめに
昨年６月、本校では、平成 17 年度経済産業省「産学連
携製造中核人材育成事業」の採択を受けた。

俊規

「加工技術と情報処理」、「生産管理と工程」、「ドキュ
メント作成とプレゼンテーション技術」の５科目を新たに
開発する。各講義は座学２：実学１の比率で構成され、具

この事業は、産業界と大学等教育機関が連携して製造現

体的な失敗例などをストーリーの骨格において理論の新た

場における人材を育成しようとするもので、高知高専、高

な体系化を行い、座学と直結する実技体験の中で知識を定

知工科大学、ポリテクカレッジ高知、高知県、高知県工業

着させるとともに、ディジタル技術の限界やスキルの重要

技術センター、高知県工業会及び工業会加盟企業が共同で

性が認識出来るよう構成する。授業は、受講者が長期間自

行う。図に本コンソーシアムの構成を示す。

社の職場を離れることを避けるため原則土曜日午前に開講
する。

２．プログラムの目指すもの
「ものづくり」の現場ではハイテク化、システム化が進

スとし、現場対応力や生産管理能力を備えた技術者で、①

行している。本プログラムでは、技術継承の動機付けに注

金属加工や生産管理などの基礎理論を備えた人。②図面が

力しながら、従来型の講義科目を複合し、さらに IT と融

解読でき、状況に応じて的確な対応の出来る人。③常にコ

合させる新しい内容となる。

スト意識を持って業務に従事できる人。④理論や技術面な

(1) 受講対象者：高知県工業会に所属する企業などの金属
加工技術に従事している者。高等学校卒業程度の学歴を有
し、勤務経験年数 10 〜 20 年程度の中堅技術者。
(2) 講義科目：製造技術に必要な原理や法則を限られた時
間で学習するため、「工業材料と設計」、「CAD と製図」、
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(3) 育成する人材：切削や研削などの金属加工技術をベー

どで若手技術者を指導、育成できる人が目標となる。
いずれにしても、受講者自身の技術の体系化とスキル
アップが求められている。

高知高専の動向

コンソーシアムの構成

管理法人：高知工業高等専門学校
「中核的人材育成プラクティカルコース」
管理・運営
民間企業
・（株）泉井鐵工所
・（株）SKK
・（株）垣内
・（有）坂本技研
・（株）スエジー
・（株）中央精機
・ミクロ機械（株）

プログラム開発等

大学等教育機関

連携

行政機関・公的団体等

・高知工業高等専門学校

・高知県

・高知工科大学

・（財）高知県産業振興セン

・ポリテクカレッジ高知

連携

・高知県工業技術センター

ター
・（社）高知県工業会
・（社）高知高専テクノフェ

高知県工業会会員企業等
兼松エンジニアリング（株）、（有）釜原鋳鋼所、（株）技研製作所、高知カシオ（株）
（株）土佐電子、（株）トミナガ、ニッポン高度紙工業（株）、（株）山崎技研 他

３．企業間インターンシップ

今回インターンシップの受け入れを快諾された企業は

当プログラム最大の特徴は、１ヶ月間の企業間インター

( 株 ) 泉井鐵工所、( 株 )SKK、( 株 ) 垣内、( 有 ) 坂本技研、

ンシップにある。産学が連携・協同して人材育成の実効を

( 株 ) スエジー、( 株 ) 中央精機、ミロク機械 ( 株 ) の７社

上げるため、長期・企業間インターンシップの制度を導入

である。各社とも、人的資源の余裕に乏しく、企業秘密の

した。そこでは、受講生自らが研究課題を設定し、明確な

壁が存在するなどの問題点を乗り越えて受け入れを決意し

問題意識を持って業務に従事しながら、自己の技術的な総

て下さった。企業経営者のご理解と地域企業振興への気概

合力の涵養を図る。研究テーマは、受講者や受講者の所属

に頭が下がる。

する企業の抱えている技術的問題、テーマと密接に関連す
る異業種または同業他社の製造現場で実務に就きながら課

インターンシップは、技術者が自己の殻を破りブレイク
スルーするための絶好の機会となろう。

題の解決を模索する。また、スキルの継承や自社の生産性
向上を目指し、それぞれの生産現場固有の課題や共通する
課題などを的確に把握、学んだ成果を自社の業務に反映で
きる力量を備えた技術者の育成をねらった。

４．おわりに
本プロジェクト終了後は、県内製造業の人材育成事業を
継続的に行うため、高知高専に座学・実技・インターンシッ

インターンシップでは、講義担当者と受入れ企業側指導

プを組み合わせた実践的な技術教育課程を開設する。コン

員が協力する産学協同の指導体制を採る。タイムリーな研

ソーシアム構成機関協力の下で実施されることになるが、

究計画、研究内容及び研究方法に関する方向付けを行うた

連携のためのコーディネートは高知高専テクノフェローが

め、期間中も土曜日は学校に出向いて指導を受ける。そこ

担う。

では、実効性の高い、新たな技術的展開を含めた高度な技
術的成果が期待できる。

産官学連携が一層推進され、高知県の地域産業が活性化
されることを願っている。
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文部科学省の現代ＧＰで採択された
e-Learning の教育プロジェクトについて
高知高専 電 気 工 学 科

教授 今井

一雅

平成 17 年 8 月 5 日に、文部科学省の平成 17 年度現代

皆さんに e-Learning についての説明を最初にしたいと思

的教育ニーズ取組支援プログラム（現代ＧＰ）の選定結果

います。e-Learning とは、パソコンやコンピュータネッ

の発表があり、高知高専を代表校とした１２校の高専で共

トワークを利用して行う教育です。最近ではインターネッ

同申請していました e-Learning による「創造性豊かな実

トの発達のおかげで、高速ネットワークが全国的に広が

践的技術者育成コースの開発」が採択されたとの朗報が

り、いわゆるブロードバンド・ネットワークで、いつでも

入りました。この現代ＧＰ (Good Practice：優れた取組 )

どこからでも、コンピュータネットワークに接続できるよ

とは、文部科学省において、各種審議会からの提言等、社

うになりました。

会的要請の強い政策課題に対応したテーマが選ばれ、各大

今回採択されました e-Learning プロジェクトでは、こ

学等から応募されたプロジェクトの中から、特に優れた教

のインターネットをフルに活用して、全国の高専で利用で

育プロジェクトを選定し、財政支援を行うことで、高等教

きる、e-Learning の教育コンテンツを開発することを目

育の活性化を促進しようというものです。

的としており、ターゲットは特に創造性教育に絞ったもの

今年度、現代ＧＰで申請のあったプロジェクトは全体

となっています。そのため、この教育コースを我々は、

で 509 件で、採択されたのは 84 件と大変狭き門でした。

「インターネットを活用した e-Learning 創造性教育コー

特に今回申請したテーマの e-Learning に関する申請は、

スウェア」と呼んでいます。

86 件中採択が 14 件となっており、高専で採択された

このプロジェクトのユニークな点は、次の図のように創

e-Learning のプロジェクトは、我々のプロジェクトの１

造性教育の三つの柱として、「プロジェクトの立案・管理

件のみとなっています。このように大変厳しい審査を経

ができる能力の育成」、「プレゼンテーション能力の育

て、幸運にも３年間の e-Learning プロジェクトが採択さ

成」、「知的好奇心の高揚（インターネット上の膨大な教

れ、スタートする運びとなった訳です。

育資源を活用）」を位置づけている点です。

今回、このプロジェクトの紹介をということですので、
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現代ＧＰプロジェクトのホームページ
http://gp.kosen-it.jp/

高知高専で開催された現代ＧＰプロジェクトの全体会議

インターネットを活用した e-Learning 創造性教育コースウェア

九州高専）による共同プロジェクトでもあります。そし
て、文部科学省より一般社会へ広く情報公開しながらプロ

創造性教育の三つの柱
● プロジェクトの立案・管理ができる能力の育成

ジェクトを進めていくように要請もありますので、高専Ｉ

● プレゼンテーション能力の育成

Ｔ教育コンソーシアムのプロジェクトとして、上図のよう

● 知的好奇心の高揚（インターネット上の膨大な教育資源を活用）

なホームページ (http://gp.kosen-it.jp/) を立ち上げ、全国
の高専間だけでなく、もっと広い範囲での情報共有をイン

全国規模のコンペ
学生間の交流
e-Learning 創造性教育コースの概要

ターネット上で行っていきたいと考えています。
昨年の 10 月 28 日と 29 日には、初めて１２校の共同
申請校の代表者が全員集まって、写真でご覧頂けるような
現代ＧＰプロジェクトの全体会議を高知高専で開催しまし

さらに、この三つの柱と連動してインターネット上で

た。この会議では、インターネットにおいて活用できる新

「全国規模のコンペ（コンテスト）」も行い、学校の枠を

しいツールを組み合わせて、今までにない取り組みを行っ

越えた学生間の交流をこの e-Learning により実現しよう

ていくことが話し合われました。

という新しい仕組みも考えていて、多くの学生が創造する

以上のような取り組みは、全国の高専間で連携協力する

喜びと協力の重要性を知る貴重な機会を持つことができる

新しい高専教育のモデルになっていくと考えています。３

魅力的なコースにしたいと考えています。

年間に渡るこのプロジェクトは、高知高専を中心とした全

また、このプロジェクトは、国立高専機構の高専ＩＴ教

国的な展開になっていくことになりますが、最終的には、

育コンソーシアム加盟校１２高専（高知高専、苫小牧高

このコースウェアを社会に公開することにより、一般社会

専、茨城高専、長岡高専、石川高専、長野高専、豊田高専、

人の方々にも生涯学習の機会を与えることができるように

詫間電波高専、新居浜高専、弓削商船高専、有明高専、北

したいと考えています。
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人間を取り巻く空気あるいは大気環境は様々な問題を抱

オン化質量分

えている。われわれは放電などの大気圧プラズマ技術を利

析装置（図１）

用して、室内の環境から地球規模の環境までの幅広い問題

を製作し、松

にアプローチしている。ここではそのような研究の一部を

下電工と共同

紹介する。

で、空気中の
コロナ放電で

１．イオン・帯電微粒子を用いた室内空気環境改善
技術の基礎研究

発生した負イ
オンの質量分

空気を電離して発生させた負イオンが空気中の粒子状物

析を行い、そ

質、ウィルス、臭い物質、有機化合物などの濃度を低減さ

の組成解明を

せることが報告されており、コロナ放電などを利用した負
イオン発生器が、空気清浄機やエアコンを始めとして様々

行ってきた。図２は測定した負イオン質量スペクトルの一
例で、NO 3- 、NO3- HNO3 、HCO3- HNO3 などが安定な負イ

な電気機器に搭載されて、一般に広く普及している。しか

オンとして空気中で形成することがわかった（図３）。また、

しながら、負イオンが持つ作用の詳しいメカニズムは明ら

最近では静電噴霧によって生成するナノサイズの帯電微粒

かになっていない。負イオンの作用を解明するためには負

子も様々な効果を持つことが明らかになりつつあり、その

イオンの化学組成を明らかにすることが不可欠である。そ

ような微粒子の分析にも取り組んでいる。

こで、大気圧中で生成したイオンの分析が可能な大気圧イ

大気圧プラズマを利用した空気
および大気環境改善技術の研究
高知高専機械工学科

教授

長門

研吉

図１．大気圧イオン化質量分析装置

図３．コロナ放電による空気中の負イオン反応モデル
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２．放電による SO2 除去技術の基礎研究

３．大気エアロゾルの生成に関する研究

燃焼排ガス中などに含まれる NOX、SO2 などの有害ガ

大気中には様々な大きさの微粒子（エアロゾル）が存在

スを大気圧プラズマの作用によって粒子化させて除去しよ

し、地球の熱収支に影響を与えている。エアロゾルは、太

うとする研究が進められている。われわれは、気体が粒子

陽光を直接反射・散乱するだけでなく雲の元になる凝結核

化する核生成過程とその後の成長過程を詳しく調べるため

として、雲の性質にも影響を及ぼす（図 6）。これまでの研

に、大気圧イオン化質量分析装置とナノサイズ粒子まで計

究から、大気エアロゾルは負の放射強制力（冷却作用）を持

測可能な DMA（微分型静電分級器、図４）を用いて粒子化

つとされているが、その程度についてはよくわかっていな

する前のクラスターイオンと生成したナノサイズ微粒子の

いのが現状である。地球温暖化予測の精度向上には、大気

測定・分析を行っている。図５は SO2 を含む空気をコロ

エアロゾルの生成過程とその性質の解明が急務となってい

ナ放電で電離した場合に発生する微粒子の粒径分布を調べ

る。大気中における微粒子の生成は、硫酸−水蒸気−アン

たものである。粒子径は水蒸気濃度の増加とともに 0.8 ナ

モニアの 3 成分による核生成が主要なメカニズムである

ノメートルから 2.5 ナノメートルまで増加することがわか

と考えられているが、生成した微粒子が成長するために

る。また、アンモニアを加えるとナノ粒子の生成と成長が

は、様々な有機化合物が関与している可能性が指摘されて

促進されるのが見られる。質量スペクトルの測定で得られ

いる。われわれは、ナノサイズの硫酸微粒子に様々な有機

るイオンの組成と合わせて、イオンからクラスターイオン、

化合物を反応させて、微粒子を効率的に成長させる有機化

そしてナノ粒子へと成長するプロセスの物理化学的な解明

合物を実験的に調べている（図 7）。

を進めている。

図５．SO2 を含む空気中のコロナ放電によって
生成したナノサイズ微粒子の粒径分布

図７．蟻酸による硫酸ナノ粒子の成長の観測例
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高知高専人文科学系
教授

出した」との報道があった。確かに今回は沖
縄を抜いた。ただ、出荷額について云えば
1980-90 年代以降、日本経済は全般に右肩
下がりであり状況は厳しい。その議論は別の
機会に譲るとして、ここでは地域の特性に注
目して高知県の工業の特色を考えてみたい。
工業、もしくは製造業と一口にいっても、
実際には豆腐作りから自動車製造まで、内容
は多岐にわたる。こうした工業の内容を大ま

池谷

かに製品別にくくったものを「産業分類」とい

江理子

高知の「ものづくり」を考える

最近、「高知県の工業出荷額が最下位を脱

度わかる。ここではこの産業分類に注目して

う。この産業分類により工業の中味がある程

県工業の特色をみることにしたい。
方法としては、「工業統計」に基づいて生産
の大きさを全国平均と比べてみる。人口一人
当たりの金額を用いるが、これによって、県
民一人当たりの工業経済力を測ることができ
るからである。なお、生産額の大きさを近似
的に表す「製造品出荷額等」という統計項目が
あるので、ここではこれを使う。日本の国民
一人当たり産業別製造品出荷額等の金額に対
し、高知県民一人当たりの産業別製造品出荷
額等の金額を指数で表すことにする。日本平
均を 100 とする。ここで、高知県の指数が
100 の場合には、全国平均と同じ生産水準（出
荷額等の金額で）ということになり、100 を
上回る場合には、高知県での生産が全国平均
より盛んと言うことになる。逆に、高知県の
指数が 100 未満の場合には、高知県の生産
は全国に比べ少ないことを意味する。
工業全体では高知県の指数は 31（2003 年）
であり、予想されるとおり、金額にして全国平
均の約３割と弱体であることがわかる。これ
を産業分類別に算出し、指数の大きい順に並
べたのが左図である。これによれば、全国平
均より高知県の出荷額等が多いのは、窯業・
土石産業（指数 130）、木材・木製品（129）、
パルプ・紙・紙加工品製造業（120）、電子部品・
デバイス（109）の４業種である。そのほかの
産業はすべて全国平均出荷額等を下回ってい
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る。その業種を全国平均に近い方から挙げると、指数 50

を経済地理学の見地から見ることにする。

以上では衣服・その他の繊維製品製造業（指数 70）、繊維

第一に、「軽い」、「嵩ばらない」または「重さ・嵩の割に

工業（69）の繊維関係２業種、指数 49-30 では、食料品（43）、

高価」な製品が多いことが指摘できる。コンデンサー紙、

精密機械器具製造業（43）、飲料・煙草・飼料製造業（38）、

和紙や紙製品、電子部品、打刃物、猟銃などがそれである。

その他の製造業（35）、一般機械器具製造業（33）、家具・

高知県は大都市から離れており製品輸送にコストがかかる

装備品製造業（33）の６業種、指数 29-10 では、鉄鋼業（23）、

場合が多い。「軽い」または重量当たり単価の高い製品はこ

金属製品製造業（16）、プラスチック製造業（15）、なめし

うした距離の不利益をカバーできる製品であるということ

革・毛皮製造業（13）の４業種、指数 10 以下では、電気機

ができる。

械器具製造業（9）、輸送用機械器具製造業（9）、化学工業
（3）、石油・石炭製品製造業（3）、非鉄金属製品製造業（2）、
情報通信機械器具製造業（2）の６業種が挙げられる。

第二には、類似品が少ない製品や独自の技術による製品
が多いことが指摘される。サイレント・パイラーは油圧を
利用した騒音を出さない杭打ち機械である。建設現場で騒

高知県で盛んな業種はセメントを含む窯業・土石産業、

音への苦情に苦慮した経験から従来機の発想にはなかった

広大な森林と和紙作りを背景とした木材・木製品、パルプ・

反力を利用する機械を作り出した。土佐打刃物は「自由鍛

紙、近年立地が進行した電子部品・デバイスであることが

造」を特色にしており、いわばどんな要求にも答えられる。

分かる。その他の業種は平均には及ばないが、繊維関係は

その上、切れ味が鋭く山林用・厚刃物など高知県独特の製

農村部への工場進出が反映されており、指数 30-40 台の

品も多数である。猟銃、コンデンサー紙など国内で唯一、

業種は食料品、精密機器、飲料・飼料、その他の製造業、

中には世界でも高知県のみで生産されているものも多い。

一般機械器具、家具・装備品など、高知県の代表的な産業
が多く含まれる。一方、指数 10 以下には輸送機器、電気
機器など日本の製造業を代表する業種が含まれるが、これ

「トンボの羽の様に薄い」と評された典具帖紙の伝統を持つ
和紙や紙生産では薄い紙を漉く技術が優れている。
第三には、これら製品の誕生や生産には地域の特質や産

ら業種は県内ではあまり生産されていないことが分かる。

業がベースとなっていることが指摘できる。農林業をベー

これらから高知県の製造業は、地域産品を生かした窯業・

スに打刃物業、石灰業（もとは藩政期二期作の肥料として

土石や木材・パルプ・紙、家具、食料品産業、比較的軽く

用いられた）が発達した。二期作は農業機械工業の発達に

て加工度の高い電子部品、繊維、精密機器、一般機器など

も大きな要因となった。打刃物業の鉄砲鍛冶は捕鯨銃、猟

の産業に特色を持ち、石油、非鉄、鉄鋼など加工貿易的産

銃製造へと繋がっている。農機具部品加工や銃加工の必要

業や輸送機器（自動車等）や電気機器など大規模組み立て産

は工作機械工業を生み出した。藩政期からの紙漉は和紙、

業の発達が弱いことに特色があるということがわかる。

洋紙、ティッシュペーパー、不織布等への製造へ繋がって

なお、産業を細かく見ていくと上記のような大ざっぱな
くくり方では見えない特色を見出すことが可能である。こ
こでは筆者の調査・見聞からその一端を見ていきたい。

いった。高知県は山がちで洪水被害に遭遇しやすいが、防
災用センサーの製造も行われている。
以上、概況を見てきたが、まとめれば、中央からの僻遠性、

まず、研究開発型の産業、特殊分野で高いシェアや技術

地域特性をベースにした自生的で相互に連関のある産業発

的にユニークな製品を製造している産業や工場が目に付く

達が高知県の特徴と言うことができよう。大量生産と海外

ということである。特殊分野で 50％を大きく超えるシェ

原料に頼ったものづくりに限界が見え、地産地消をベース

アを誇るコンデンサー紙、建設工事に伴う騒音を大きく縮

に環境に負担をかけない「ものづくり」が目指されている現

減した技術的にもユニークなサイレント・パイラー（無振

在、高知県の工業の特色には評価すべき側面が多い。出荷

動無騒音鋼矢板圧入引抜機）、大都市や工業地域から遠い

額等金額の大小に過度に振り回されることなく、災害を含

距離にありながらマザーマシーンと呼ばれる機械の「母」た

めた地域特性や、既存産業が工業生産や技術を磨く条件に

る工作機械工業が盛んなこと、他の地域では作れない各種

なり得ることを心に留め、身近な‘種’を大事に育て、高知

厚刃物を作っている打刃物業、農機具の爪等、大衆消費財

県の「ものづくり」がさらに発展していくことを望みたい。

ではないため一般には知られていないが特定の分野では著
名な製品を挙げると枚挙に暇がない。そうした製品の特徴

17

企業から

18

高知工業高等専門学校が創立４０周年を迎えられた。こ

高知高専創設初期の卒業生が企業での定年を迎える年代

の間、県下唯一の工業系高等専門教育機関として創造性に

となった。向学心に富み、科学技術の頂点を目指して高知

富んだ研究、開発を進め、科学技術の発展に大いに寄与で

高専に学び、大きな期待を背負って企業の発展と国家の繁

きる人材を送り出してきた。その県内総数は１５０７名に

栄を誓って就職した。企業では、その中枢を担い、国に貢

も及び、高度な工業系教育を受けた優秀な人材が、機械、

献し、家族を養い、人生をエンジョイして定年を迎えられ

電気、建設、情報、製紙と各分野に就労し、地方から世界

る皆さんに、敬意を表す次第である。

に大きく活躍の場を広げている。又、平成１４〜１５年に

我国の産業の軌条を辿ると、戦争によって国土は焦土と

は全国の大学高専の先陣を切って全学科・専攻がＪＡＢＥ

化し、産業基盤は疲弊してしまった。その国を建て直す

Ｅ（日本技術者教育認定機構）の認定を受け技術系高等教

ために先頭を切って参画し、技術立国を宣言し、世界に誇

育機関として国際水準にあると認められた。そして、平成

る先進技術を創出し、企業の発展と、国家の繁栄に尽くし

１６年４月より独立行政法人国立高等専門学校機構として

た。その大いなる貢献者たちが第一線から勇退する時を迎

法人化され自立性を持った活力ある教育研究活動、学校運

える。まだ、設備の整っていない、充分な資材も資金も技

営が可能となった。その結果、今まで以上に活動の場を広

術もない環境下で、労苦を重ね、正に知恵の集大成で“も

げ、実績を積み重ねて、地域の活性化を図りながら、地方

のづくり”に挑戦してきた産業界の尊い戦士たちである。

から世界へと、大きくその成果を発信することができるよ

一つの商品を完成に至らしめる過程に於いて、突き当たる

うになった。

ハードルの度に、学び舎の窓に映る太平洋と物部川を忍

こうした地域に根ざした高等教育機関「高知高専」を核

び、恩師の教えを基に解決の手段を見出していったことだ

として産学官連携による“豊かなくにづくり”をテーマに、

ろう。こうした苦難の時代を経て、高度成長期に入り大量

①技術コーディネート

③情報

に物を生産し大量に消費する時代へと進んだ。こうした時

コーディネート、を取り纏めて、地域の活性化と世界に向

代の流れに伴って公害問題等、副作用も表面化し、社会構

けての挑戦に取組むための組織「社団法人高知高専テクノ

造が複雑化していった。そうした中で、新しい産業が創出

フェロー」が平成１７年３月に設立された。本企画は、地

され、新しい技術が次々と確立して国際的にも技術交流が

域に根ざした企業として、郷土を愛し地元の発展を望み、

盛んになった。こうした激動の中で、文化の落差の大きさ、

得意な技術を世界に発信し挑戦をしている企業、又、挑戦

旧技術と新技術の大きな高低差を経験しながら定年までの

しようとする者の「基盤」として大きな存在となるもので

軌条を歩んでこられた。これは再び体験することのできな

ある。地方の弱点をカバーして、先進技術の先取りと視野

い貴重な実績である。その軌条のご苦労は想像を絶するが、

の拡大を目指すため、産学官の「力の融合炉」となること

そこから得られた体験や実績は誰にも得ることのできない

を期待し成果を確信する次第である。

宝物である。この貴重な宝物を、船出した港に持ち帰って

②人材コーディネート

企業から

社団法人高知高専
テクノフェロー会報によせて
株式会社 技研製作所

代表取締役

北村

精男

もらいたいと強く望むところである。そして後進のため地

本当に田舎だとすれば、その人の心が田舎であろう。得意

元産業界のために、天性なる才能、先進の技術、高度な手

なものを創出し新しい技術を加え、磨いていけば必ず成功

法、経験豊かな知恵、発想、経営手法等、豊富な実績をご

に繋がることは確かである。その母体となる高等教育機関

教授願いたいところである。地元産業界はもとより県民の

が地元に根ざした高専であって、これを中心に産業界と行

強い要望が「高知高専テクノフェロー」として実現したこ

政機関が注力して ｢ 高知高専テクノフェロー ｣ を充実して

とで、その成果を皆が大きく期待しているところである。

いけば、無限に新しい技術が創出される。そして、既存の

さて当社は、地元高知で誕生し、高知に本社を置く地場

技術も、伝統技術も生かされ、高知から世界にその力を発

企業であり、もうすぐ４０周年を迎える。建設機械メーカー

信することが可能であると確信する。特に各企業の得意分

と機械施工を実業として、国内七拠点、海外に八拠点を置

野の充実と、地方企業の経営体質の正常化を図るため、テ

いて活躍している。当社の経営の大きな特長として、全て

クノフェローを基盤に産学官の連携をより強め、高専卒業

自力で事業を展開してきた点を挙げることができる。例え

生の豊富な実績による実力を地元に還元してくれることを

ば当社の主力製品であり、世界の建設公害の救世主と云わ

望むところである。又、平成１４年に発足した「高知高専

れている無公害杭打機「サイレント・パイラー」は高知で

産学技術交流推進室」による実績も好結果を生み、実用化

生まれ、その実用化に高知高専卒業の人材が大きく寄与し

も進んで社会への貢献に繋がっている。今後は長期イン

ている。又この機械を駆使して展開している無公害工法の

ターンシップ制度の活用も積極的に行い、学問が産業に生

世界への浸透は本校出身者で進められている。すなわち最

かされるように、そして産業が学問の実証になるように連

前線に立つ、イギリスの責任者、ドイツの責任者、アメリ

携を強めることが、社会への貢献であると確信する。

カの工法設計責任者、工場責任者、工法普及責任者を始め、

当社が実業としている ｢ 圧入 ｣ という分野は、高知発で

それに続く重要な職域を高知高専卒業生が担って運営して

全く新しい分野で学問としても殆ど手がつけられていな

いるのが当社の実状である。あくまでも地元高知に基軸を

い。今から 11 年前イギリスケンブリッジ大学と共同研究

置いて高知から世界に発信する。この考えは創業以来変わ

を始め、多くの実績と未知の解明を進めてきた。その結果、

らず、県勢浮揚発展に寄与していることを全社員が自負し

圧入をテーマとした博士を二名輩出することができた。新

ている。又、先進技術の創出、発明によって生まれる新し

しい分野には多くの宝物が眠っている。当社が企画して進

い機械や工法で旧態建設業界を駆逐し、新生建設業界へと

めている「国際圧入学会」の創設も順調に進んでいる。こ

「工法革命」を進める挑戦は、全社員の活力であり誇りで

のたび高知高専にこの研究への協力と参加を依頼して承諾

ある。田舎だ、地方だと不利な要素を並べて、自ら田舎者

を得たところである。地方だからこそ、世界を睨んだ企画

だとプライドを捨てる者がいる。世界を市場とした時、高

が立てられるのだ。「メイドイン高知」のブランドを誇り

知は全ての条件面で決して田舎でもないし、不利でもない。

に思って世界に挑戦を続けようではないか。
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社団法人高知高専
テクノフェローに期待する
株式会社エム・システム技研
総務部長

日下

直樹

社団法人高知高専テクノフェローの発足おめでとうござ
います。
当社は、高知高専前校長中井貞雄先生及び現校長藤田正
憲先生とのつながりで、高知高専と親しくお付き合いさせ
ていただいております。以下に、当社の紹介と高知とのつ

1. あらゆる外部企業からの制約を排除し、独立独歩の企
業運営を確保する。
2. 日本の優良中堅企業から、世界の一流企業へ限りなく
成長する。
3. 明るい挨拶と礼儀正しい人間関係で愛される企業、

ながり及び社団法人高知高専テクノフェローへの期待を述

そして、活力に満ちた働き甲斐のある企業の建設を通し、

べさせていただきます。

理想の企業像を追求する。

●当社の紹介
エム・システム技研は 1972 年（昭和 47 年）創業以来
34 年になります。大阪市に本社を置き、年商約 70 億円
（2005 年 9 月期）、社員数は 260 名を数えます。
エム・システム技研は、計測制御機器や各種信号変換器

したいと思います。
化学プラントを例にとると、原料や半製品がパイプを流
れ加熱や化学反応などさまざまな工程を経て、製品が加工

などを扱う産業用電子機器メーカーとして、開発から製

されています。安定した生産を継続・維持するためには、

造・販売まで一貫体制で事業を展開し、計測制御機器市場

パイプ内の流量・温度・圧力などを常時測定し、最適の数

をリードし続けてきました。

値になるように調節する制御システムが必要となります。

取扱製品は、信号変換器、電力用トランスデューサ、警

測定のための計器や調節機器は、中央集中管理室にまと

報設定器、リモート I/O、PC レコーダ、フィールドロガー、

めて設置され、全体で 1 つの計装システムとして機能し

テレメータ、電子機器専用避雷器、指示計、メカトロ製品、

ています。私たちは、そうしたシステム全体ではなく、シ

分散形多重制御装置、多重信号伝送装置、その他ネットワー

ステムを部品・パーツに分解して、測定のための計器と調

ク計装用インタフェース機器です。なかでも、計装用信号

節機器の間の情報伝達に必要な電子機器、通信機器等を提

変換器では世界トップクラスの生産・販売台数（年間出荷

供し、ユーザ自身によるシステム構築をサポートしていま

台数 25 万台）を誇ります。

す。

また、創業以来黒字決算を継続し、年間 150 機種以上

製品は、生産設備のほか LNG タンカー内部の情報ネッ

の新製品を開発・リリースしています。従業員数約 250

トワークの構築、シールドマシンの制御信号伝送、上下水

名という企業規模ながら、独自の技術開発力、高い生産技

道の水量・濁度などの監視、ビルの空調設備における温度・

術力、ユニークな営業・販売体制によって、大手メーカに

湿度・CO2 などの環境制御、ロケット液体燃料の温度な

引けを取らない独立独歩の道をまい進しています。

どの情報収集、テーマパーク内の各種情報管理など、実に

当社は下記の基本方針を掲げ、これに則って事業展開し
ています。
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ここで、当社のフィールド“計装”に関して少し説明を

多彩なシーンで活躍しています。
私たちは、それだけにとどまらず世界一の変換器メーカ

企業から

を目指し、下記の７項目を会社の目標として掲げています。
1. 信号変換器メーカとして世界のガリバーになる。
2. リモート I/O メーカとして世界のガリバーになる。
3. テレメータメーカとしてマーケットをつくり日本のガ
リバーになる。

(2) インターンシップ
例年、夏期に２週間のインターンシップを実施していま
す。
本年は、高知高専を含めて、８校 10 名を受け入れまし
た。商品化する製品の型式試験の一部を担当してもらいま

4. PC レコーダメーカとして日本のガリバーになる。

した。今後も、インターンシップ、求人だけでなく、共同

5. 計装用避雷器メーカとして日本のガリバーになる。

研究や研究機材の提供など教員や学生の皆様との関係を深

6. 1 〜 5 項の生産において世界一安く生産する。

めていきたいと考えています。

多品種少量、短納期に対応した当社独自の生産システム
を確立する。
7. 1 〜 6 項に対応した品質保証体制を確立する。

●高知県とのつながり
現在、当社では５名の高知県出身者が在籍しています。

※ガリバーとは、ライバルすべてがこびとに見える存在を

高知高専だけでなく、高知工科大学からも、昨年、一昨年

いう。具体的には

と計２名入社しました。また、本年からは土佐電子（株）殿

（1）出荷台数でトップになる。

に、当社製品の生産にご協力いただいており、今後主要な

（2）商品の機種の豊富さでトップになる。

協力会社の一翼を担っていただけるよう期待しています。

（3）技術力でトップになる。

このように、高知高専とのつながりをきっかけに、高知県
とのつながりはますます強いものになっています。

これからの計装機器市場のキーワードは“通信”。進む
オープン化＆通信ネットワークに対応した低価格で機能的
な製品をリリースすることに本腰を入れています。

●今後、期待すること
当社では、これまで求人を中心に、高知高専とお付き合
いさせていただいておりました。

●高知高専とのつながり
(1) きっかけ
高知高専前校長中井貞雄先生と当社会長宮道繁が、大阪

高知高専テクノフェロー参加をきっかけに、高知高専の
各研究者の方々および高知県の地域産業界とのご縁ができ
ました。

大学柔道部の先輩後輩の関係にあり、そのご縁で高知高専

これを契機に、高知県の各方面との提携環境を整え、さ

を訪問することになりました。そこから、夏期インターン

らに発展させて、高知高専テクノフェローを発信源として

シップの実施、求人活動へと広がりました。今では２名の

四国６高専ネットワークへと広げていけることを期待して

卒業生が在籍し、本テクノフェローに参加させていただく

おります。

ことに至っています。
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コーディネート事業

「人材投資促進税制」の創設
教育訓練費 の 額 が 増 加 し た 場 合の 特 別 税 額 控 除 の 導 入

経済産業省では、従業員などの教育訓練費の一定割合を法人税額から控除する「人材投資促進税制」を昨年４月１日
から創設しています。
本制度は、我が国の産業競争力の基盤である産業人材を育成・強化する観点から、人材投資の減少傾向を拡大に転じ
させるとともに、企業における戦略的な人材育成への取組を強力に後押しするものです。

１．適用対象者
青色申告書を提出する法人又は個人事業者

２．適用事業年度
平成 17 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までの間に開始される事業年度

３．基本制度
○教育訓練費を基準額（前２事業年度の平均額）より増加させた企業が対象
○教育訓練費の増加額の 25％に相当する金額を当期の法人税額から控除
（法人税額の 10％限度）

４．中小企業の特例（基本制度との選択制）
○教育訓練費を基準額より増加させた企業が対象
○教育訓練費の総額の一定割合（最大 20％）を法人税額から控除
（法人税額の 10％限度）

５．対象となる教育訓練費

６．お問い合わせ先

・外部講師謝金

経済産業省 経済産業政策局 産業人材担当参事官室

・外部施設等使用料

TEL 03-3501-2259

・教育訓練委託費

四国経済産業局 地域経済部 産業政策人材室

・外部研修参加費

TEL 087-831-9420

・教科書
・その他の教材費

なお、詳しい情報は、経済産業省のホームページをご覧下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/jinzai_seisaku/jinzaitoushi_zeisei.htm
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テクノフェローだより

テクノフェローだより
社団法人高知高専テクノフェローでは、高知高専、高知
高専同窓会、高知県工業会及び社団法人高知高専テクノフ
ェローのトピックスを定期的にお知らせすることとしま

（日本増改築産業協会）：株式会社 光テック
現代の名工（卓越した技能者：県知事推薦による厚
生労働大臣表彰）：
神田

三男

電気メッキ加工技能
前川

す。
今回は昨年発足以来の出来事をとりあげました。

氏 高知精工メッキ株式会社 常務取締役

裕

氏 株式会社ミロク製作所 猟銃製造技能

第４８回高知県発明くふうコンクール入賞
社団法人高知県工業会会長賞 ：

高知工業高等専門学校
平成 17 年 3 月 31 日

有限会社クリエイトテーマ 社長 徳 島 和 夫 氏
中井貞雄前校長退任（光産業創

奨励賞：

成大学院大学 学長に御就任）
平成 17 年 4 月 1 日

藤田正憲新校長着任（大阪大学大

四 国 6 高 専 産 学 官 交 流 会 in

平成 17 年度・産学連携製造中核人材育成事業：経済産
業省からの委託事業、高知県内の金属加工業の中核人材
育成を目的とし、「工業材料と設計」、「ＣＡＤと製
「企業間インターンシップ」などを実施

平成 18 年度は「加工技術と情報処理」、「生産工程の
管

発明協会発明奨励賞：
セイレイ工業株式会社 取締役 楠 瀬 雄 三 氏

Kochi 開催

図」、

有限会社クボタ鉄工所 社長 窪 田 健 哉 氏
「商店街や公園の木製側溝蓋」

学院工学研究科教授より御着任）
平 成 17 年 8 月 8 日

「木質バイオマスストーブの製作」

「あつかい深さ調節に自由制御を用いたコンバイン」

南国市技能功労者表彰：
有限会社 吉本鉄工所 代表取締役 吉本

宏氏

永年金属溶接技術（現在溶接学会所属）や工業会南国
部会役員として、その技術レベルの向上に努められた
功績

理と生産管理」も加え実施する予定

社団法人高知高専テクノフェロー

高知高専同窓会
平成 17 年 3 月 社団法人高知高専テクノフェロー事務

平成 17 年 3 月

局開設に伴い、同窓会事務局を併設

高専テクノフェロー設立

平成 18 年 3 月 卒業生同窓会表彰制度設立

平成 17 年 6 月 23 日 藤田正憲高知高専校長副会長に

平成 18 年 3 月 同窓会中部支部設立予定

就任（中井貞雄前副会長理事就任）

社団法人高知県工業会

鈴木康夫氏を会長として社団法人高知

平成 17 年 10 月

電源地域における雇用促進対策調査

平成 17 年 6 月，7 月 高校生や高校教諭を対象とした

事業受託（平成 18 年 3 月 31 日納期）

地域ものづくり現場学習会

平成 17 年 12 月〜平成 18 年 1 月

平成 17 年 10 月〜平成 18 年 3 月

電源地域における

雇用促進対策調査事業（地元企業への若年労働者就職の

日経スペシャル「ガ

イアの夜明け」“団塊さんいらっしゃい”撮影（平成
18 年 1 月 31 日放送）

円滑実施のための仕組みづくりに関する調査）

鈴 木 康 夫

平成 17 年 12 月

アルバム

ものづくり大学スタート（次世代経

営者の育成）
会 員 表 彰（叙勲、大賞、功労表彰など）
ござ

より

おめでとう

います！

旭日小綬章：大旺機械株式会社 取締役会長 鈴木 康夫 氏
高知県県議会議員議会として５期２０年地方自治の育
成発展に寄与（右写真参照）

高知エコ産業賞：団体受賞 株式会社 技研製作所
無振動・無騒動杭打ち機「サイレント・パイラー」の発
平成17年４月 皇居内にて授章者と記念撮影

想、

開発から完成

第 22 回住まいのリフォームコンテスト全国優秀賞
（( 財 ) 住宅リフォーム紛争処理支援センター）及び
「デザインコンテスト 2005」中四国支部長特別賞
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活動実績と計画
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社団法人高知高専テクノフェロー編
設集
立後
趣記
旨

「平成 17 年度電源地域における雇用促進対
策調査委託事業」を進めるにあたって
社団法人高知高専テクノフェローの事業計画には大きな

調査事業を進めるにつれ、関東、中部、関西地区など或

柱の一つとして、高専卒業生の人脈を活用した人材コー

いは、お正月一時帰郷者との懇談会、また地元企業のお話

ディネート事業が掲げられています。

を伺うにつけ、次年度以降の人材コーディネートシステム

昨年、これと狙いを同じくする経済産業省の「雇用促進
対策調査事業」の公募があり、願ったり叶ったりの機会と
応募した結果、17 年度下期の採択を受け今回調査事業を
受託することとなった経緯があります。
折角の機会であり、この事業を有効に活用し、所期の目
的に沿える良き調査成果が上げられるよう努力いたしたい
と思います。
高度経済成長を支え続け、節目節目で特異な社会現象を
もたらした団塊の世代の人々は、２００７年からいよいよ
定年退職を迎えると言われています。
バブル崩壊の時期を乗り越え、景気回復の兆しが見られ
る今、再び大きな役目を担おうとしています。

構築に結びつけば良いとの感をますます深くするこの頃で
す。
どうか、高知高専卒業生を始めとする関係者の方々のご
理解、ご協力さらには地元受入れ企業の方々の率直なご要
望など、今後ともお聞かせ願えればと存じます。
自己紹介が後になりましたが、この調査事業専任（山崎
修）、また総務会計担当（北川澄香）として、多賀谷事務
局長の下、それぞれお手伝いさせていただいています。
機関誌編集にあたっては、創刊号でもあり何かと気をつ
かう作業となりましたが、編集諸子には、ガイアの夜明け
よろしく地場産業の再生を願って、特に表紙のデザインに
は悩まされました。さぞかし印刷屋さんも気を揉まれたこ

それは、テレビ東京「ガイアの夜明け」で取り上げる「戦

とでしょう。慣れない編集業務に手こずり、当初の予定か

い続ける人たちの物語」のシリーズで、今回紹介されまし

らしますと大変遅い創刊となりましたことをお詫びいたし

たが、定年後これまで培ってきた技術・知識・技能などを

ますとともに、皆様の今後のご支援を心よりお願いいたし

活かし、第２の人生を有意義に過ごすべく、我が育った懐

ます。

かしい故郷に帰り、若手技術者達の技術伝承に貢献せんと
する方々が少なからずいる 所謂「団塊の世代」の逞しい

３／ 10 日記

姿を描いたものです ( １月３１日放送）。
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