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Ｕ、Ｊ、Ｉターン で
地域おこし
高知工業高等専門学校長

藤田 正憲

2009 年度の高知高専への求人は 2008 年度に比べ落

からである。高知県の産業振興ビジョンでも農林水産

ち込み、2010 年度はさらに落ち込むと思われる。高

業の活性化を指摘しているように、終戦後の状況を現

知県内企業・役所等へ就職が内定した学生は昨年に比

代版で再現させれば人口増加に転じる契機となろう。

べ少なく、地元を志向する学生にとっては厳しい状況

沖縄県の場合、４次（情報：例えば漫画やアニメ、

が続く。求人は企業数ではなく学生のニーズとのマッ

ゲーム、プログラム、知的おもちゃ、デザインなどが

チングが重要であり、進路指導室では地元企業の説明

思い浮かぶ）産業の整備・発展により、必ずしも生産

会、全国企業の説明会と、学内で企業説明会を 2 回開

現場で働く必要がない人が増えたことによるといわれ

催している。特に前者では保護者の方も参加し、熱心

ている。大きな煙突や原子力・火力発電所のない高知

な話し合いが行われている。学生のニーズの中に、高

県は、沖縄県以上にクリーンな環境を維持し、珊瑚の

知で就職したい希望が含まれるのであれば、それを満

海、緑豊かな山そして清らかな川など素晴らしい自然

足するように努力することを教員は心がけなければな

環境も残っている。それに伝統ある農林水産業もまだ

らない。

まだ健在であり、また人情も厚い。しかし、残念なが

ここで、工業生産額で高知県と比較される沖縄県に

ら産業基盤の違いにより人口の増減が異なった方向を

着目したい。日本の出生率は低下しているが、それは

指してしまった。私見であるが、インフラ整備が進ん

むしろ都市部に顕著である。例えば、2004 年の統計

でいない高知県では、魅力ある衣食住（農林水産業）基

で都市部の出生率が 1.19 人に対し、田舎では 1.36 人

盤を再構築（1.5 次産業を興す）し、物に依存しない４

と多いにもかかわらず、田舎では人口減少が進行して

次産業を育成する方が、県の人口を増加に転じさせる

いる。これは田舎の若者が第三次産業の発展目覚まし

早道ではないだろうかと考える。

い都市部に出て行くことによる。しかし、沖縄県では

高知高専テクノフェローが行っている新現役活用に

人口増加率はプラスであり、人口は着実に増えてい

おいても当然であるがニーズとのマッチングが重要で

る。これは、Ｕターンや故郷以外の移住（Ｊターン）に

ある。例えば、農林水産業の活性化を含む新産業基盤

加え、沖縄とは関係のない人の移住（Ｉターン）が大き

を担う人材を高知県が欲しているとすれば、そのニー

く統計を押し上げていることによる。その理由は、移

ズにマッチした人材を全国的にいかに掘り起こすかが

住に必要な条件の整備と受け入れる地元の包容力や魅

課題である。高知高専卒業生のみならず高知県を第二

力が大きいと考えられる。

の故郷としたい才能ある人々を掘り起こし、Ｕ、Ｊ ,

終戦後、高知県の人口は 70 万人から 88 万人まで増

Ｉターンしたくなる高知の魅力を見せることで、高知

加し、その後は第 2 次ベビーブームを除くと漸減して

県の人口を増加に転じさせてくれることを期待してい

いる。多くは農林水産業の衰退と 2 次産業から 3 次産

る。これは、高知高専から巣立つ卒業生にとっても故

業への構造変化による県外流出に起因する。しかし、

郷で職を得る機会が増えることになり、ニーズとマッ

人口増加が起きた終戦後は高知県の農林水産業がしっ

チした就職先の確保につながる。

かりしており、移住してきた大きな人口を吸収できた
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支援機関からの声

高知高専卒業生 の
皆様へ
財団法人高知県産業振興センター

理事長

岡村 孝雄

社団法人高知テクノフェローは、今年で創設５周年
を迎えますが、設立時からわたしども産業振興セン

大幅に増えています。

ターの理事長がテクノフェローの副会長を務めさせて

また、当センターでは「高知県地場産業大賞」という

頂いております。私は昨年４月に現職に就きました

表彰制度を設け、県内で新たに開発された優れた製品

が、そうしたご縁もあって副会長のお役をいただきま

を毎年表彰していますが、今年度は応募件数が３０件

した。テクノフェローの発展のため全力を尽くしてま

を超えるなど、近年になく応募活動が活発になってい

いりますので、どうかよろしくお願い致します。

ます。

私ども産業振興センターは、中小企業の新たな事業

こうした動きの背景として、高知県が昨年３月「高

活動を促進する中核的な支援機関として国から認定を

知県産業振興計画」を策定し、平成２１年度を計画の

受けた団体で、中小企業の方々からのニーズに応じ、

実行元年と位置づけて、県経済の底上げを目指した取

必要な情報や資源の調達を進めることによって地場産

り組みを官民挙げて進めていますが、こうしたことが

業の振興を図ることを目的に様々な取り組みを進めて

企業の皆様の意欲に刺激を与えているということが言

おります。

えると思います。

具体的には、企業への下請け受注の橋渡しや商談会

また、今年はＮＨＫ大河ドラマ「龍馬伝」の放送が始

の開催、必要な生産設備の貸与など地域の中小企業の

まりましたが、こうして高知県への全国的な関心が高

経営基盤の強化を図る事業。また新商品・新技術の開

まることを契機に、新商品を開発し大いに売り込んで

発やその販路拡大への支援など、中小企業の経営の革

いこうといった思惑も働いているようです。

新や高度化を図る事業を中心に、年間予算８億円ほど
で事業の執行に当たっています。
このように県内の企業の方々とのお付き合いの多い
仕事ですが、一昨年来の経済不況のもと、残念ながら
高知県でも経営が厳しいというお話を聞く機会が圧倒
的に多くなっています。
当センターで行っている企業への設備貸与事業につ

いずれにしても、こうした動きを更に活発化し、成
果に結びつけていくことが何よりも重要となります
が、そのためには「人材の確保・充実」ということが大
きなポイントとなります。
地理的なハンディがあり産業集積の少ない高知県に
とって、高知工業高等専門学校の卒業生の皆様のネッ
トワークは貴重な人材の宝庫だと思います。

きましても、最近はほとんど申し込みがない状況で、

高知県の産業の振興のためテクノフェローの活動に今

設備投資どころではないといったムードです。

後ともご支援・ご協力をいただきますよう御願い致し

その一方で、センターで行っている新商品・新技術
の開発など開発系の支援事業に対する需要は高く、こ
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うした事業に対する企業からの支援要請件数は今年度

ます。

理事の声

龍馬の目線
高知工業高等専門学校名誉教授
社団法人高知高専テクノフェロー理事

多賀谷 宏三

今回この冊子の表紙は脱藩する龍馬と龍馬の横顔で

です。これらはいずれも究極の目的を地域貢献・地域

す。脱藩は、一方的に体制との縁を切り体制の拘束か

の活性化としています。他にも中核人材育成事業・各

ら脱する行為で、龍馬の時代においては藩内では犯罪

種技術講習会なども実施してきました。

であったようです。大部分の人が大勢に流される中
で、生まれてからの環境や教育にもよるのでしょう

新現役活用は、経済産業省・中小企業庁・独立行政

が、周囲を見回して自分の道を明確にする生き方には

法人中小企業基盤整備機構などの事業の一環として地

敬服します。厳しい時代にあるとそこまでして何かを

域活性化のために実施したものです。この制度は、団

成そうとする人が出てくるものなのでしょう。龍馬の

塊世代の大量退職に伴い発生した労働人口の減少、技

横顔を見ると、その目線はほぼ水平になっています。

術力・経営力の低下などの社会的弱体化をカバーする

「水平線の彼方遠く欧米の先進諸国を視野に入れてい

目的で新現役（定年に達した人または近い将来定年に

る」との解釈もあるでしょうが、目線が水平であると

達する見込みの人で定年後もボランティア的に社会貢

いうことは議論に参加している全ての人が対等に議論

献を行う意志のある人）を中小企業活性化のために活

できるということを意味するのではないでしょうか。

用する仕組みを作り実践しようとするものです。( 社 )

ここで言う対等とは、年齢・身分・貧富・社会的地位

高知高専テクノフェローでは、この趣旨に則り高知工

などに関するものではなく目的意識・意欲・知識など

業高等専門学校卒業生の中から新現役を発掘・登録

に関するものです。これらが対等でなければ話が噛み

し、それら新現役を高知県内の企業・団体などの技術

合わず、人間としての議論はあり得ないと考えていま

支援・経営支援に活用（マッチング）する活動をしてき

す。また、世の中や地域への貢献という点で目線は高

ました。発足以来毎年 15 ～ 30 件のマッチングを行っ

いレベルであることが要求されます。今ひとつ、龍馬

てきました。また、一連の活動の中から帰郷就労希望

の目は自分自身と人の心を見透かして冷静に判断して

者も発掘され、地域企業への紹介の形で 9 人の帰郷就

いるように見えます。だからこそ人を惹きつけ大事を

労が実現しました。これら究極の目的のために次のよ

成すことが出来たのでしょう。

うな具体的な活動を実施しました。
１）関東（東京都）、中京（名古屋市）、関西（大阪府）、

さて、( 社 ) 高知高専テクノフェローはこの５年間

岡山（岡山市）、広島／山口（広島市）、徳島（徳島市）、

高知工業高等専門学校卒業生の新現役活用や若年者も

香川（高松市）、愛媛（松山市）における高知工業高等

含めた帰郷就労支援を実施してきました。これらの活

専門学校卒業生を対象とする新現役制度の PR・協

動は、( 社 ) 高知高専テクノフェロー発足時（平成 17

力依頼・ネットワークの構築のための地区会の開催

年 3 月）の設立趣意書の事業内容である技術コーディ

２）高知県内 11 市（室戸市、安芸市、香美市、香南市、

ネート、人材コーディネート、情報コーディネート、

南国市、高知市、土佐市、須崎市、四万十市、宿毛

その他の支援の内の人材コーディネートに関するもの

市、土佐清水市）の雇用・活性化策・新現役受入の
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理事の声

ご協力を賜り、また帰郷就労・２地点居住などのため
に ( 社 ) 高知高専テクノフェローを利用頂くようお願
い申し上げます。
しかし、この制度は発足したばかりで、社会情勢の
変化もあり仕組み・地域支援の方法など未確立の部分
もあります。特に、事業成果の評価については全く議
論されていません。パソコンの扱い方・設計的な計算
関西地区会

の方法などスキルレベルのものと技術開発・経営課題
などの高度なものとは評価の方法・基準が異なり評価

可能性などに関する状況調査及び連携体制の構築

者も意味を持ちます。さらにナビゲータや新現役の資

３）地域企業・地域団体の新現役活用に関するニーズ

質も重要な問題でありこの資質によりミスマッチや不

および新現役のシーズに関するアンケート調査
４）アドバイザーチームおよび単独新現役による地域
企業・団体・市に対する支援

十分な支援に陥ることもあり、評判を左右する可能性
もあります。また、この事業の実施に当たっては目線
の問題も大きいと思います。関与する全ての人々が見

５）高知県内企業・高知県内 11 市・新現役・高知工業

下ろすことも見上げることもそして斜めに見ることも

高等専門学校・( 社 ) 高知高専テクノフェローをメ

なく同じ目線でまっすぐ向き合うことが要求されると

ンバーとする地域活性化研究会の開催

思います。新現役は教えるのではなく故郷高知県の活

特に、高知工業高等専門学校の立地する南国市に関

性化のために何が出来るか、地域は新現役を良い意味

する具体的な活性化策の検討

で利用する方法を、行政はこの制度を活かすための方

６）新現役活用策の議論および情報交換、新現役制度

策や仕組みづくりを、全ては高知県の活性化を目的と

の PR などのためのフォーラム・情報交換会の開催

して考えるべきではないでしょうか。この制度を真に

７）四国経済産業局、高知県、南国市、ポリテクカレッ

意味のあるものにするための具体的な課題として次の

ジなどのトップをメンバーとする新現役活用の加

ようなことが挙げられます。

速、俯瞰的立場での事業評価のための新現役活用推

１）新現役に係わる課題：

進委員会の開催

制度の理解、新現役発掘およびそのためのネット

これらの活動は、高知県の方針に合わせて２次産業だ

ワークづくり、勤労意欲の減退、地域企業との目線

けでなく１次産業、1.5 次産業も対象として実施して

の違いなど

おります。高知工業高等専門学校卒業生の皆様、本事
業の趣旨をご理解頂き、新現役登録・地域支援などに

２）地域企業・地域団体に係わる課題：
定年延長・再雇用などの雇用制度の見直し・確立、
新現役活用のシステムづくり、新現役受入環境の醸
成、新現役活用に関する具体的検討（必要分野・必
要とする内容）など
３）地域の受入に関する課題（帰郷就労・移住・２地点
居住などを含めた行政的課題）：
雇用の創出、新現役活用加速の仕組み作り、新現役
活用に関する産官学連携・協働の仕組み作り、帰郷
就労者・２地点居住者などに対する優遇制度・斡旋
制度などの諸制度の整備、導入教育機関の設置、帰

新現役活用フォーラム
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郷就労者の老後を主体とする中長期的施策、広域地

理事の声

域資源の発掘と情報発信、安全安心の町作り、地域

とって極めて重大な問題です。新法人制度に向けて

との協働に関する仕組み作り、問題点の共有化など

目的、手段、体制、財源などを明確にし、実践しな

４）その他の課題：
新現役（シーズ）・地域企業（ニーズ）などの情報の
データベース化、広報・宣伝など

ければなりません。
３）事業を行うには財源が必要です。( 社 ) 高知高専テ
クノフェローの発足以来企業会員・個人会員とも減

これらの課題の他に、リーマンショックに始まる世界

少しています。これは会費収入の減少を意味し委託

的不況により新卒者・解雇者の就職・再就職が極めて

事業を受けない限り事業の推進が困難になっていま

困難という社会的問題もあり、労働力確保のための新

す。( 社 ) 高知高専テクノフェローの趣旨に合う適

現役活用の意義が減退し、技術の伝承に手が回らなく

切な委託事業の受託は考えるとして、最小限の会費

なってきたのが実情です。このような社会的現象があ

収入を確保することは健全な運営を行うために必要

るものの、上記のような本質的・具体的な議論が成さ

なことです。企業会員・個人会員の増強を図る必要

れ実行されればこの制度の効果が見えてくると思いま

があります。

す。これらについても新現役、地域企業、地域団体、
行政などのご指導・ご協力をお願い申し上げます。

４）５年間の活動の間に、地域から「( 社 ) 高知高専テ
クノフェローのみならず高知工業高等専門学校の地
域貢献が問われている」との指摘を何度か受けまし

( 社 ) 高知高専テクノフェローでは、上記の新現役

た。( 社 ) 高知高専テクノフェローは設立時の目論

活用の他に中核人材育成プログラムの実施、技術士補

みとして、多忙な高知工業高等専門学校のサポート

受験講座・キャパシタ応用講座などの各種講習会の開

も業務の一環としています。従って、目に見える地

催なども行っています。また、高知工業高等専門学校

域貢献を行う努力が要求されます。これは ( 社 ) 高

現役学生野球部のために国土交通省・南国市のご協力

知高専テクノフェローのみならず高知工業高等専門

を得て物部川河川敷に野球場を造る協力をさせて頂き

学校の存続において極めて重要なことではないで

ました。これらにより、高知県、南国市、高知工業高

しょうか。

等専門学校の活性化に寄与しています。
以上、５年間の活動を通じて得られた知見をベー
一方では、社会情勢の変化、見えにくい活動成果な
どのため、( 社 ) 高知高専テクノフェローの活動内容・
活動方法の検討・確認が必要となっています。当面検

スとして新現役活用制度と ( 社 ) 高知高専テクノフェ
ローの方向について具体的な課題を述べました。
新現役活用制度のご理解をお願いすると共に、( 社 )

討・確認の必要な事項として次の項目が挙げられます。

高知高専テクノフェローの発展のために目線を同じく

１）(社 ) 高知高専テクノフェロー発足時の目的は前述

した議論が成されることをお願い申し上げます。

のように地域の活性化および地域貢献であり、実施
内容は技術コーディネート・人材コーディネートお
よび情報コーディネートですが、これらを再確認す
る必要があります。この目的や実施内容は公的機関
（高知県）からこの法人が認可を受けた条件ですか
ら、もしこれを変えるのであればそれなりの議論が
必要でしょう。次の新法人制度への移行問題と合わ
せ議論する必要があります。
２）公益法人制度改革３法により新法人制度への移行
申請を平成 25 年 11 月 30 日までに完了することに
なっていますが、( 社 ) 高知高専テクノフェローに

物部川運動公園（野球場）
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企業からの声

高齢者を活かし 、
世界の先行モデ ル に
株式会社

太陽

代表取締役社長

久松 朋水

日本は少子高齢化先進国
日経新聞の元旦の特集記事 [ ニッポン復活の 10 年 ]

シンガポールの元首相のリー・クワンユーは、このこ
とを、
『シルバー津波がアジアを襲う、日本に是非先行
モデルを示して欲しい』と言っている。

をみると、10 年後、日本は 65 歳以上の人口が今の
23% から 29% に上がり、これを追いかけるように韓
国やシンガポールも 20% に迫ってくる。中国・上海
も 3 割が高齢者になり、世界最大の経済圏に育つ東ア
ジアは巨大な「高齢社会圏」となる。
世界最速で少子化と高齢化が進む日本は、実は先駆
者として最も優位な位置にいる。
「長寿型経済のモデル

高知県は世界の先行モデル
我々が住む高知県は、日本の平均より、人口減少で
15 年、高齢化で 10 年先行している。
人口自然増減数（人）

をいち早く確立できればそれは世界が欲しがるノウハ
ウになる」と書かれている。

出典：人口動態調査（厚生労働省）
人口移動調査（高知県）

2035 年には総人口が 60 万人を割り込む中で、この
ままでは生産年齢人口はおよそその半分の 31 万人余
りになるという数値が示されている。高知で先行モデ
ルを示すことができれば、日本の先行モデルのみなら
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企業からの声

ず、アジアや世界が注目する先行モデルとなる。

きている。
「真の豊かさとは何か」を追求すること。その中で、

もうひとつの大きな流れとして、我が社が関わる農

人口減少社会に見合った、医療・介護・環境・エネル

業分野がある。農業分野も明らかに日本の高齢化の先

ギー・農業といった産業を核とした地域振興への取り

行モデルであり、農業従事者のうち 65 歳以上の比率

組みが必要であり、新分野での雇用の受け皿づくりが

は 1975 年に 21% であったものが 2009 年には 61% と

重要となる。

なっている。

地域主権の時代、新しい価値観で自らの価値判断に

これらの両者をあわせ持つ高知県の農業の就業人口

よる地域経営が求められている。

は 4 万人から 2 万人へ 50% 減少、基幹的農業従事者
が 2.8 万人から 1.54 万人へ 45% 減少する。

高齢者を活かす

農業に関して言えば、世界の人口増、食糧不足が

県は産業振興計画を策定し、実行段階で高知県の強

はっきりしている中で農業が最重点産業に位置づけら

みを活かす産業を育成しようとしている。さらに 10

れるべきものであるが、成長産業でないのは世界でも

年後 20 年後の高知県の姿を思い描きながら、中長期

日本くらいである。では、どうするべきか。その答え

的な視点に立った議論が必要である。高知県では有効

の一つに農地法の改正による農地の流動化促進が挙げ

求人倍率が 0.42（H21.11 現在）となっており、若者の

られる。

県外流出が大きな問題となっている。

まず、耕作放棄地 40 万 ha（埼玉県の面積）の再生

長期的には労働力不足は必至であり、社会全体とし

が必要で、基幹的な農業従事者 40 万人（2 割）に農地

て少ない労働力で仕事を行っていくためには生産性を

の 8 割を集約し、生産性の高い儲かる農業が実現でき

上げていくことが最も重要な課題となる。

れば、そこに新たな雇用を生み出すことができる。
教育・次世代の産業人材の育成が大事であるととも
に、世界に先駆けて高齢者を活かせる成長モデルをつ
くるためにも、社団法人高知高専テクノフェローが行
約 469 万 ha
（≒九州＋高知県）
約 38 万 ha
（≒埼玉県）

なっている “新現役活用の取組み” は的を得た施策であ
ると考える。
企業との連携、情報の共有化を行い、さらなる飛躍
を期待する。

ここで私が申し上げたいのは、人口減少社会では、
過去の考え方の延長で成長一辺倒の考え方では内需は
増えないし、成り立たないということである。
近年、国内で新車が売れなくなってきている。これは、
“景気のせい”とか“若者の車離れ”とか言われているが、
最大の原因は、新車を購入しようとする購買層の絶対
数の減少によるところであり、景気循環の話ではない

http//www.k-taiyo.co.jp

と考えられる。
今、日本全体が産業構造の転換が必要な時代であ
り、10 年、20 年の視点での構造改革が必要となって
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行政からの声

産業振興計画の 実 行 と
高知高専テクノ フ ェ ロ ー
への期待
高知県産業振興推進部長

岩城 孝章

1. 本気で実行！産業振興計画
ＮＨＫの大河ドラマ「龍馬伝」が始まり、土佐路は全
国の皆様をお迎えする「土佐・龍馬であい博」
（H22.1.16
～ H23.1.10）で賑わっています。
まさに、県勢浮揚の好機となる今年は、観光産業の
みならず、多様な産業の連携を軸に、全国や世界に向
けた外商戦略などを総合的に進める高知県産業振興計
画の実行２年目、さらに上のステップを目指していく
「挑戦の年」でもあります。

て出る地産外商の取り組みを、首都圏アンテナショッ
プなどのツールを活用して、さらなる加速化を図りま
す。

（２）地域産業を創造・リードする人材の育成・確保
地域産業を支えるのは、やはり人です。これからの
産業づくり、産業発展に欠かせない人材の育成・確保
の新たな戦略を盛り込みます。

（３）
「ものづくりの地産地消」の促進
ものづくりにおける付加価値を高める工程をできる
だけ県内で完結させ、経済的な波及効果を県外に逃が
さないよう、いわゆる「ものづくりの地産地消」を進め

2. 産業振興計画改訂の５本柱
高知県産業振興計画は、おいしい食、自然や歴史、

ます。

（４）ポスト「龍馬博」の推進
今年見込まれる観光客の増加を一過性のブームに終

よさこいに代表される人々の活気など、本県の強みを

わらせないため、来年以降のための戦略を既にスター

生かして、県経済を根本から元気にしていくための

トさせています。

トータルプランです。地産地消・地産外商戦略や産業
同士の連携による付加価値の高いものづくりの推進、

（５）地域の取り組みのステップアップ推進
県内各地域でそれぞれの特色を生かして進める地域

観光の戦略的展開などに官民協働で取り組んでいま

アクションプランにつきまして、現在 221 件の取り

す。

組みの一つひとつに実行支援チームを置いて、積極的

このたび、平成 22 年度版への改訂にあたり、ＰＤ

に支援しています。今後は、さらに取り組みの裾野を

ＣＡサイクルにより、この 1 年間の実行を踏まえた改

広げ、より多くの県民の皆様にご参加いただけますよ

善を図ると同時に、各産業界はもとより、県内外の多

う、地域アクションプランを目指す段階からのステッ

くの方々のご意見、ご提案を反映して、次の５つの柱

プアップについても、柔軟に支援する対策を講じま

を中心としてバージョンアップをしたいと考えていま

す。

す。

（１）地産外商戦略の加速化
人口減少と高齢化の時代にあって、県外市場に打っ
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3. 人材育成・確保とものづくりの地産地消
こうした計画の実行とその改訂による、産業振興の

行政からの声

さらなる加速化を図るうえでは、本県産業を支え、こ
れからの発展をリードしていく技術力のある人材と企
業が極めて重要であることは、論を待ちません。

5. 結びにかえて

とりわけ（２）の「人材の育成・確保」や（３）の「もの

このところ、世界経済の動向が、地方の経済や家計

づくりの地産地消」を進めるにあたり、高知高専テク

に及ぼす影響の大きさを目の当たりにすると、まさに

ノフェローの皆様のご活躍に、大いにご期待申し上げ

地域と国際社会は直結している感を抱かざるを得ませ

るところでございます。

ん。

県でも、本年度、工業技術センターを中心とする技

ただ、逆にいえば、地域の取り組みが世界に通じて

術研修を大幅に拡充し、のべ 600 名以上の方々に受講

いるともいえるわけですので、情報発信の力を高めれ

いただくなど、第二次産業を中心とするものづくりの

ば、本県発の取り組みが世界のモデルとなる可能性も

側面支援を行ってきました。ただ、こうした技術力は、

ございます。産業振興計画の取り組みを通じて、県内

非常に進歩の著しい分野でございますので、さらなる

産業が力を増し、全国や海外に向けて大いに活躍して

本県の躍進を目指す際に、まさに、専門の皆様方との

いただきたいと考えています。

連携こそが、大きな支えになることと確信いたしてお
ります。

また、県内には、まだまだあまり流通していない多
くの資源があり、大いなる可能性を秘めています。地
域から産業が芽生え、産業の成長戦略に沿って基幹産

4. 担い手不足の第一次産業の強みを守る
また、県際収支で黒字を稼ぐ第一次産業も、担い手

業として大きく育ち、活気のある県産業へと発展して
いくことを目指して、今後も積極的に支援してまいり
ます。

不足の深刻化が進み、強みが強みでなくなる危機が

若者をはじめ、やる気あふれる方々が希望を持って

迫っています。集約して効率を上げると同時に、機械

地域に定住できる高知県を目指して、産業振興計画の

化による省力化を進めることで、担い手が少ない中で

さらなる加速化に取り組んでまいりますので、高知高

も、培ってきた本県の競争力を維持、向上させる必要

専テクノフェローの皆様方におかれましても、本県産

があります。

業の振興に積極的にご参画いただき、その力を思う存

そうした産業間の連携による技術の革新もまた、高
知高専テクノフェローの皆様ならではの工夫が生かせ
る分野ではないでしょうか。

分発揮していただければと願う次第でございます。
最後になりましたが、社団法人高知高専テクノフェ
ローの今後のますますのご発展とご活躍を祈念いたし
ております。
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高知高専卒業生からの声

高知・
原点に戻って
高知高専機械工学科

１期生

コマツユーティリティ株式会社

入野 弘

長い会社生活を一応卒業して、昨年（平成 21 年）8
月より高知へ帰り、月に一回程、顧問として栃木県小

して小山市に本社、マザー工場を置きフォークリフト
とミニ建設機械を製造販売しております。

山市にあるコマツグループの会社に顔を出しておりま
す。

現在はプロダクトサポート本部の顧問として中国・

物部の高知高専の側を通る度に、最初に高専制度が

アジア・欧州における製造品質保証およびプロダクト

スタートした中で、肩身の狭い高知高校校舎の間借り

サポート体制の整備や省エネキャパシタハイブリッド

から、新しい施設に移った時の高揚感を思い出しま

フォークリフト（図参照）の海外市場導入、サービス技

す。何もかも初めての手探りの中での学生生活でした

術者の人材育成等の手伝いをしておりますが、昨年 6

が、先生、職員の方々や仲間達と着けた道が連綿と引

月末で現役を退く際に、さて何処で第 2 の人生を送ろ

き継がれ、若い優秀な人材を輩出し続けていることに

うかと迷いました。

誇りを持つと同時に、関係者の皆様に深く敬意を表し
感謝を申し上げます。

全くの会社人間で、それも海外が長く何処にも根が
ありません。一番長く居た小山市では何時までも会社
生活が尾を引くでしょうし、実家を管理している女房

私は高専を卒業し東京の N 電気に就職しましたが、

が居る宇和島では潔くないというわけです。また好ま

機械関係、それも建設機械に憧れ、1 年強で退職し、

しく思った外国の地に住む手もありますが、軸足を置

1969 年に小松製作所（現在のコマツ）に途中入社しま

いておく場所は確保したいと考えました。

した。
その後、大阪 ･ 枚方の工場へ配属され生産技術関係

はり生れて、遊び、学んだ高知ではないかとの事で、と

に従事していましたが、建設機械の稼働に触れたいと

にかく再度高知に住んでみようと、昨年 6 月に南国市に

の思いから、1 年間アフターサービス技術者の企業内

居場所を探して 8 月に歳を経てからの U ターンをしま

学校で施工、保守、営業技術等を勉強して、主に海外

した。親戚縁者も歳を取り、亡くなった両親を覚えてい

市場での販売、サービス関係の仕事に従事しました。

る人も少なく成っており、今のうちに縁を繋いでおきた

カナダの北の鉱山への長期出張を皮切りにベイルー

いとの思いもありました。また自然の中で、あまり目移

ト、アンカラ、サンフランシスコ、アトランタ、シカ

りがしない静かな生活への願望がありました。

ゴと合計 15 年余の駐在を経験しました。
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「迷った時には原点に戻れ」
とのモットーで、原点はや

折にふれ帰って来ていたとは言え 40 年強の間に高

1995 年秋には子会社の小松フォークリフト（株）に

知も変わりました。先ず高知高速道、高知市周辺のバ

移り、東京本社にて国内外のサービス部門を担当し、

イパスの道路網が整備され道の駅や全国ネットの外

2001 年からは顧客満足確保の観点から、製造工場の

食、衣類、家電店が全国何処にでもある景色を作って

品質保証部門も統括した広義の品質保証部門を担当し

います。その脇で地方の JR の駅側を中心とした旧商

ました。現在、会社はコマツユーティリティ（株）と

店街は見る影も無く寂れています。

高知高専卒業生からの声

キャパシタハイブリッドフォークリフト

私の住んでいる後免商店街もシャッターを下ろした
店が多く、地元の人々がいろいろな催しを企画してい
ますが盛り上がりは持続しない様です。

多くいます。今年の大河ドラマ「龍馬伝」を通じて随分
と改善されるものと期待していますが。
出戻りの日も浅く、高知の発展にどの様に寄与でき

JR 高知駅だけはモダンで開放的な素晴らしい駅に

るか確たる考えもありませんが、東京周辺への行き帰

成り、周辺の開発も進んでいます。一方、はりまや橋

りを通じて痛感する事は、この地理的、感覚的なアク

の旧西武土電の跡は空き地のままで、まだ開発の方向

セスの突き当たり、閉塞感の打開が肝要だと思いま

も定まっておらず大きな前歯が抜けた、産業振興不振

す。龍馬を筆頭とする観光行政の更なる発展も大事で

の象徴のような寂しさです。驚くのは立派な箱物施設

すが、もっと構造的な意識の変革、地域のバックボー

です。県立歴史資料館、美術館、文学館、牧野植物園、

ンの確立が必要な気がします。

龍馬記念館、黒潮アリーナ等々内容も充実してうまく

県政では銀座へのアンテナショップ出店による広

運営されている様です。文化度が高いかと思えば、あ

報、韓国をはじめアジアへの物産の販路開拓等を進め

に図らん同様に立派で数が多いのはパチンコ・娯楽施

ていますが、それを後押しする民間産業界の備えが必

設です。民度の偏差が大きい県民性でしょうか。

要でしょう。その一環として、東京、大阪等の大都市

また四国 88 ヶ所のお遍路の寺社は何処も良く整備

圏を経るばかりでなく、高知をハブとしたグローバル

されてきれいに成りました。子供の頃に草を踏み分け

なアジアを中心とした市場へ進出するための人材育成

登った石段の上の古寺に自動車道が付き、観光バスの

等を高専テクノフェローの活動を通じて実施出来たら

駐車場、トイレ、売店が整備されており吃驚します。

と思います。関東での集まりなどを通じて、高知高専

信仰がうまく観光振興に結び付いた成功例？だと思い

OB にはグローバルな活動を経験して来た人がたくさ

ます。

ん居る事を知りました、これはテクノフェローの大き

変わらないのは自然の美しさです。32 番札所禅師峰

な資産です。

寺から一望する土佐湾の広がりと山々の連なりには何

私自身は当面、香美市の実家の跡地に農作業用等の

時も心を洗われます。太平洋への広がりと明るさが高

小宅建築を地場の工務店に依頼、市の観光ボランティ

知の一番の財産、イメージだと実感します。物部川口、

アに参加する等して少しでも地元に貢献しつつ、機会

吉川の港付近も好きな場所で、よく下手な釣りを兼ね

があればテクノフェロー活動のお手伝いが出来たらと

て散策に出かけます。釣果が無いのが常ですが、新鮮

思っております。

で美味しい魚は何処でも買えますし季節の野菜、果
物、花卉類も豊富で高知の暮らしを堪能しています。

拙く取り留めの無い散文へのご容赦と、高知への想
いを共有いただける事をお願い申し上げます。

このようにバラエティに富んで住み易い良い所です
が全国的な高知の認知度はいま一つで、土佐が高知だ
と知らない ､ また高知へのアクセスを知らない知人も

最後に高知高専テクノフェローの益々のご発展をお
祈り申し上げます。
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徒然なるままに 、
テクノフェロー を
考える！！
高知高専電気工学科 １期生

浜田 佐敏

1947 年 1 月土佐清水市に生を受けました。その後、

殿に納入した装置の試運転に駆り出され、仙台で 2 ヶ

父の仕事の関係もあり小中学校は毎年のように転校す

月を過ごしました。仙台でのめちゃくちゃな生活で

る生活でした。高知高専で初めて 5 年間同じ学校に入

（今では懐かしい）体重が一気に減少したことでした。

学して卒業するという経験をしました。ここまでの

その後、SE の不足を補う目的で関連会社が設立され、

20 年を第 1 の人生としましょう。この間、幼児から

そこで主に鉄鋼会社向け計算制御システムの設計と製

中学校までは転居に次ぐ転居でこれといった思い出は

作を担当しました。そして、2007 年 1 月退職しました。

残っておりません。寂しいと言えばそうですが、その

この 40 年に及ぶ企業人としての生活が第 2 の人生で

時その時を精一杯過ごしてきたからと思うようにして

す。

います。
高知高専を卒業し（株）日立製作所に入社しました。

さて、60 歳を過ぎてからのこれからの人生を第 3
の人生としましょう。定年退職の時に継続社員の話も

勤務先は国分工場です。アナログ式の電力系統制御装

ありました。しかし、そろそろ自分でやりたいこと

置を設計する部門に配属され、いきなり東北電力（株）

をやってみたい気持ちが強く退職に踏み切りました。
やってみたいこと、それは勤めているときには余裕が
無くて出来なかったこと、そして、格好をつけている
ようですが、社会への恩返しです。
これまで出来なかったことは、庭に花を咲かせるこ
ととノンビリした旅行です。特にバラと花菖蒲に拘っ
ています。
バラは、これまで花が咲く時には葉が落ちてしま
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い、美しさが今一つでした。昨年、テクノフェロー・

に謳っているように「地域社会の産業発展に寄与する」

アドバイザ会議の折りに時間の余裕が出来たのでコー

ことだと思います。それを実現する上で一番大切なこ

ヒーでも、と言う事で香南市山北のイングリッシュ・

とは地域社会の信頼を得ることだと思います。そこ

ガーデンを訪れました。丁度、バラの手入れをしてい

で、テクノフェローは高知県の産業界におけるヘルプ

るところに行き当たり、消毒についてアドバイスを頂

デスクを目指すべきと考えます。企業が困ったとき、

き、それを実践しました。その結果が写真です。我な

行き詰まったとき、それを解決するための知恵や意見

がら見事に咲いたと思っています。花菖蒲は、昨年は

を貰える相手としての位置付けを確立することがテク

育ちが悪く今一つの出来でした。それでも南氷洋と

ノフェローのあるべき姿ではないでしょうか。

いう品種の花は 20cm ほどの大きさに咲いてくれまし

そこでこれからのテクノフェローの活動に対する提

た。今年は、昨年の反省を踏まえて更に立派な花を咲

案です。地区会は、OB との対話を通してテクノフェ

かせようと奮闘しております。ノンビリした旅行の方

ローが必要とする人材を求める場、帰郷就労の窓口と

は、季節に合わせて、1 泊程度で温泉に浸かって楽し

しての活動を通して人材を確保する場として継続して

んでいます。写真は、春の河津桜と秋の山寺のもので

行うことが必要と考えます。アドバイザ会議関連の活

す。こちらのお話は日を改めることにしましょう。

動ですが、これは 2 つに分けた方が良いのではないか
と思います。その 1 は、広く人材を全国に求めたアド
バイザ会議の定期的な開催です。その 2 は、アドバイ

さて、社会への恩返しです。これまで 60 年を無事
過ごしてこられたのは親兄弟を始め多くの方々の支

ザ会議の活動で拾った企業の課題を解決するための
日々の活動です。

援、多くの先輩諸氏の指導があってのことです。これ

後者の活動は、費用の面を考え県内および近傍府県

からの人生でこれまで頂いたものを役立てる、あるい

在住の方々のネットワークが必要になります。人材と

は後世に伝えることが社会人として企業人としての務

対応技術が見えるネットワークの形成が必要でしょ

めと考えます。現在、当地（茨城県）で中小企業支援に

う。こういう体制を作ることで、企業から見れば相談

向けて県が行っている中小企業支援の取り組みにテク

した問題を真摯に受け取り、対応を一緒に考えてくれ

ノ・エキスパートとして参画、新現役チャレンジ事業

る、という気持ちが生まれます。それがテクノフェ

に参画、茨城県技術士会を通して支援活動に参画して

ローへの信頼につながり新たな課題が生じたとき躊躇

います。しかし、県北の企業城下町という条件が災い

なくテクノフェローに相談を持ち込むことになるので

して活動は今一つです。

はないでしょうか。こうなることを期待します。

高知高専テクノフェローへの参画もこの一連の流れ
と考えています。私は、テクノフェローの目的は定款
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高知高専
テクノフェロー に
望むこと
高知高専土木工学科

９期生

泥土リサイクル協会 事務局長

野口 真一
思い起こせば私の学生時代は、周りにはやんちゃな

携わる排出事業者、材料・機械メーカー、産業廃棄物

仲間が多くて「やり残したことがない」と断言できるほ

処理業者がそれぞれの立場から問題提起を行い、土木

ど、自分がやりたいこと（遊ぶこと）ばかりやってきま

工学や応用化学の専門家等の意見ならびに異業種分野

した。先日行われました「第 13 期卒業

からの情報を多面的に取り込むことにより技術の革新

30 周年同窓

会」にて恩師であった西田栄先生に 30 年ぶりにお会い
した時に、先生から当時の数々の騒動を切り出され、

具体的には、技術革新の促進、関係法令の整理、建

懐かしい気持ちで楽しい時間を過ごさせていただきま

設汚泥および災害堆積物リサイクル啓蒙活動、地方自

した。当時の担任の先生方には多大なるご迷惑をお掛

治体環境部局との連携強化について活動しており、平

けしたなあと 50 歳を超えて遅すぎた反省をしていま

成 19 年度には中部地方整備局ならびに日本土木工業

す。

協会中部支部の推薦を受け「3 Ｒ推進功労者等表彰」に

そんな私が何とか先生方のご温情により、昭和 54

応募したところ「国土交通大臣賞」を受賞、更には平成

年に土木工学科を卒業することができ、飛島建設株式

20 年度には（独）NEDO 技術開発機構が主催する「モ

会社に入社しました。その後、29 年間に渡り、主に

ノづくり連携大賞」において「特別賞」を受賞するなど、

都市土木の仕事に従事してきましたが、社会に貢献で

その活動内容は高く評価されています。また、平成

きる仕事がやりたくて平成 20 年 10 月に退社し、退社

22 年 2 月 1 日から、これまでの取り組みをより一層

前から関わりがあった泥土リサイクル協会の事務局長
として再就職しました。
泥土リサイクル協会は、技術面において泥土処理に
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を促進している唯一の協会であります。

向上させると共に活動内容の公益性を社会に示すこと

高専においては同窓会しかなく、同窓会では卒業生の

を目的に「一般社団法人

縦の繋がりを求めることはできませんでした。

泥土リサイクル協会」として

事業展開いたします。

そうした中、（社）高知高専テクノフェローが創設さ

建設業界における建設汚泥リサイクルの現状は、建

れましたので縦の繋がりを求めて早々に入会し、積極

設廃棄物のうちコンクリート塊ならびにアスファルト

的に参加してきました。しかしながら、これまでは地

コンクリート塊や木材のリサイクル率は、ほぼ 100％

域の活性化の観点から見れば大きく期待されている U

となっていますが、建設汚泥については環境省や国土

ターン、I ターンの人材コーディネートを主体とした

交通省の積極的な働きかけがあるにも拘わらず、リサ

事業であったため、自分が求めている人脈を構築する

イクル率は未だ 70％程度と低迷しており、最終処分

状況にはありません。

場にも負荷をかけ続けています。

今や高知高専の卒業生は 5,000 名を超え、様々な分

一方、地方自治体においては、産業廃棄物や製品の

野の全ての世代でご活躍されており、高知高専が築き

製造過程で生じる副産物が再生品として流通、使用さ

上げてきた大きな（人的）財産となっています。この企

れるに際し、生活環境保全上の問題が生じる事案が近

業や社会に利をもたらし、発展と正義に導く有能な

年相次いで発生しています。また、最終処分場が不足

リーダーである人材をいろいろな形でマッチングして

している現状や建設業の低価格化傾向に合わせて建設

いけば新しい技術や事業が創出できるはずです。

汚泥の処理費が下落していることで不法処理ならびに

人は「同郷（同窓）」というだけで親近感を持って接し

不法投棄が助長されています。これらの背景には建設

てくれます。私も「高専の卒業生」であることを切っ掛

汚泥を再生する技術の難易度が高いことと、適正に法

けにお付き合いの始まった富山高専の先生と大手企業

律を解釈したうえで取り扱わねばならないことが挙げ

との共同開発（モノづくり）に参画し、新しい事業の立

られます。

ち上げに寄与しています。現在は、学校法人でさえ厳

昨 今 で は COP15 に お け る CO2 排 出 量 の 規 制 や

しい状況にあり、研究成果が求められていますが、卒

COP10 での生物多様性の保全のため環境破壊の抑制

業生同士の技術交流をアウトリーチに発展させ成功し

が議論されており、企業にとってその対応は必至であ

た事例であります。

ります。この課題に対しても、本協会が取り組んでい
ること、すなわちリサイクルの促進は CO2 削減や環
境破壊の抑止となるものであり、今後も本協会への要
請はますます増えてくるものと洞察しています。皆様
方の身近で建設汚泥ならびに浚渫土砂等の高含水泥土
のリサイクルに関わる事案がございましたら、ご連絡
いただければ幸甚に存じます。

テクノフェローに望むこと

このように卒業生の縦の繋がりを持たせること、ま
た、この繋がりから新たな技術・事業を創出させるこ
とを実現するためには、卒業生同士の技術交流を橋渡

私はゼネコン勤務時代において 30 代前半から技術

しする役割が必要であり、それを担うことができるの

士や労働安全コンサルタント等の資格を取得したり、

がテクノフェロー（技術者集団）でないかと考えます。

多くの委員会、検討会等に参画することで自分のスキ

そのためにも（社）高知高専テクノフェローが中心とな

ルを向上させていました。そうした経験のなかから感

り、会員同士を繋ぐ人材コーディネートを推進し、会

じたことは、
「仕事というものは自分一人だけの力では

員が活躍できる場を提供するような事業展開を切望い

達成することができない」ことでした。それは社内外

たします。

とも学卒者においては、母校を通じた縦の人脈を持っ

最後になりましたが（社）高知高専テクノフェローの

ており、その繋がりを利用して業務が遂行されている

ご発展ならびに卒業生の皆様のご活躍をお祈り申し上

ことを痛感したからです。残念ながらそれまでは高知

げます。
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徒然なること
高知高専工業化学科

３期生

東巻原 功
S44 卒、工業化学科 3 期生です。高知で 20 年、関
東を中心に 40 年が経って還暦を超えてしまった。

問 が 一 番 困 る。 こ こ
20 年 近 く は、 生 産 技

㈱ ADEKA（当時旭電化工業）に入社。当時はどの

術 そ の も の よ り ISO,

会社も高専卒業生の処遇がまだはっきりせず、手探り

リスクアセスメント ,

の状態だったと思う。仕事は学卒と同等に扱ってくれ

化学物質管理、BCM 等の管理技術が中心になってい

た。自己本位、純真、何でこのようにするんかいな？

る。ものづくりがベースの会社なので、品質保証体制

と思いながら、一方では何度会社を止めようかと思っ

構築は、ISO-9000 から始まった。
「 何に基づいて仕事

た事か。多分周りを見ずに、仕事の内容にしか気が廻

をするか」を、ひとつひとつ手順化する。解りきった

らない若輩者だったと思う。

ことまで手順化することに反発がおきた。アウンの呼

いつの間にか気がついたら定年を超えても未だ居

吸で仕事をしてきた文化が多民族文化に叩かれた瞬間

座っている。入社して４年目くらいの時、当時の東京

でもある。これからは環境問題、生物多様性や海外を

都美濃部知事が、東京に化学工場は要らないと言った

含めた全体統制に目をむけることになる。

ことから一社一工場の当社の地方への展開が始まっ

組織は人と云われる。マーケットインからコンセプ

た。研究所、尾久工場勤務から、展開と共に千葉、三

トアウトの時代に変わり、ソルーション型が望まれ

重、鹿島工場にて工場生産技術と管理技術に携わって

る。そのためには「修羅場」の経験が不可欠だと思う。

きた。現在は当社発祥の地である荒川区東尾久の本社

仕事の失敗、怪我等、八方ふさがりの状態に見えても

に勤務している。

活路はあるものだ。君はどうしたいのか、君だったら

振り返ってみると、仕事は「仮説を立てて、それを

どうするの？と問いかけると、自立型は活き活きとし

実験し、検証すること、少なくとも経験則（実験式）で

てくる。我々の先輩で過酷な修羅場を乗り越えた人

示すこと」を繰り返しやって来た。酒を飲みながらよ

は、今もって物事への取り組みが前向きだし、社会の

く議論をした。友達、先輩、異職場、異業種、酒の仲

変化を楽しんでいるように看える。

間は多い。“あいつはバカだ、腹くそが立つ、こんな無

いよいよ NHK 大河ドラマ「龍馬伝」が始まった。昭

茶な話があるか” 若いとは勢いがある。自己主張があ

和 44 年の「竜馬が行く」の放映から、40 年ぶりである。

る。先ずは問題の中味よりも要因・状況の話が多く、

観光客が急増し、元気な高知が出現するであろうし、

自然にオリエンテーリングをこなす。

そう願いたい。ネットワークを使って参加できる「テ

酒が進むか、議論が繰り返されているうちに、段々

クノの場」づくりが出来れば、酒が飲めて議論が出来

と問題が整理されて、自分ができる課題点とその問題

る内に、何処に居ようが参加したい。老若男女を問わ

を構成している条件、要因に整理されてくる。条件要

ず広く万機公論に決すべし。テクノをなにも年寄りに

因は自分ではどうにもならないから、先輩、上司に解

限定する必要はない。

決策や支援を期待する。こんなプロセスが集まってシ
ステムが成り立つ。いろんなプロセスがあるから酒は
未だに続いている。
一方で、難題をどのように解決したか諸先輩から経
験談を聞くことは、下手な小説より面白い。そんな中
で、自分流の考え方が出来上がる。
「30 にして立つ」
「40
にして惑わず」と言われるが、自分は本当に自立でき
ていないので、まだまだいつも惑っている。まだ矩は
超えていないが、これから先の人生を考えると、何か
社会に、高知に恩返ししたいとの思いもある。
どんなことが得意ですか？何が出来ますか？との質
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本社から荒川、千住大橋、墨田川を望む。
右側は尾久工場跡地、現尾久の原公園。

U ターン者からの声

36年ぶりに
高知に帰る
高知高専電気工学科

８期生

西岡 良

昨年 12 月、36 年振りに故郷の高知に帰りました。

てきました。そういう変化があり、出来るだけ早く帰

高専を卒業して大阪に本社を置く大手電器メーカーに

らなければと焦っていましたが、おいそれと勤める企

入社して以来です。私は 2 人兄弟で３つ上の姉がいま

業が見つかるわけではありません。特に今の時期、今

した。父の友人が電気店を経営していて家の電気製品

の高知では‥。そこでテクノフェローに相談しまし

は全てそのメーカーで占められていました。その馴染

た。その結果、数社紹介頂き、その中の１社に縁があ

みか縁なのか、また姉が地元企業に勤めていたことも

り勤めることになりました。テクノフェローと母校に

安心感となり、長男でありながら、あまり考えずにそ

感謝です。

の企業に就職しました。

学校を卒業して以来 36 年間は全て県外勤務でした。

入社後約１年間の大阪での新入社員研修後の配属

今までは、私の生れ故郷であり、私を育ててくれた高

は、技術系学校卒業でありながら四国高松でなぜか営

知、そして母校の高知高専には、テイクばかりでギブ

業職となりました。それ以降、法人営業職として、東

が出来ていません。これからは、今までの経験をフル

京／大阪／高松と渡り歩き 50 才で会社を変わりまし

に活かし、少しでも恩返しが出来ればと思っていま

た。その後、縁があり東京で機械メーカーと産官学ベ

す。

ンチャー企業でいろいろな仕事を経験しました。

ありがとうございます！

40 才後半ころから今までの自分を振り返りながら、
将来のこと、住むところや仕事を考えるようになり、
やはり高知へ帰ろうかとぼんやりと思っていました。
その数年後、高知高専テクノフェローのことを知りま
した。その目的が、Ｕターンを考えている卒業生への
地元企業紹介などのようだったので、帰郷就労を考え
ている私にとってはベストマッチでした。
そのような経緯の中でテクノフェローの地区会など
の会議は出来るだけ参加するようにしました。東京の
地区会は確か最初から出席で皆勤と思います。お蔭様
でＴＶの『ガイヤの夜明け』にも出ることが出来まし
た。ほんの一瞬ですが‥。しかしながら、帰郷時期に
ついてはハッキリと決めてなく、縁があればという気
持ちでした。

自分のライフプラン実現と今後のコンサルトビジネスの
ステップとして取得した資格

突然状況が変わりました。姉が膵臓がんに罹りそれ
も末期でした。約４年半前亡くなり、両親も急に老い

17

研究・技術紹介

文理融合の知を 探 る
〜寺田寅彦の研究〜
高知高専総合科学科

准教授

細川 光洋

工学専科の高専で文学の研究をしているというと、
ちょっと不思議そうな顔をされることがあります。
「理

模の対流のメカニズムを説き明かす随筆「茶碗の湯」。

系」と「文系」とがはっきりと線引きされる今日の教育

まるで小さな茶碗の中から雲が湧き上がり、雷鳴が

制度では、理工学と文学とはいわば水と油のように相

轟いてたちまち大雨を降らせるような、想像力の広

容れないものと考えられているからかも知れません。

がりがそこにはあります。一見なんの関わり合いも

しかし、私にとって高専は、これまで自分がふれる

ないように見える事柄を連想の糸で結びつけて考え

ことのなかった世界との出会いに満ちた実に魅力的な

る。——異質なものの「取り合わせ」が新しい発見（詩

場所です。そして、物理学者にして小説家、随筆家と

情）を生むという、漱石から学んだ連句や俳諧の精神

いう文理融合の人・寺田寅彦について研究する環境と

がここには活きています。
「 科学者と芸術家の生命と

して、これ以上ない恵まれた場所だと感じています。

する所は創作である」
（「科学者と芸術家」）という言葉

「寅彦」というその名が示すように、寺田寅彦は明

が示すように、寅彦は「観察、発見、表現」に基づく

治 11（1878）年寅年の生まれ。東京、名古屋と父の転

知的創造の仕事として、科学と芸術を同じものと考

勤に伴って移り住んだ後、寅彦は熊本の第五高等学校

えていました。

へ入学する 19 歳までの約 15 年間を郷里高知で過ごし

私が現在研究のテーマとしているのは、寅彦が実

ました。少年時代を過ごした高知の豊かな自然は、科

際に読んだ文献から、そうしたユニークな発想の生

学者としての基礎を育（はぐく）み、詩的な想像力の源

み出されていった過程を明らかにすることです。幸

泉ともなったといいます。日常の不思議に対する好奇

いなことに、寅彦の残した日記や手紙から、私たち

心、その「少年の目」を曇らせることなく持ち続けたの

は当時彼が何に関心を持ちどんな本を手にしたのか

が寅彦でした。

を知ることができます。その多くは戦災で焼失しま

熊本五高に進んだ寅彦は、当時五高で英語教師をし

したが、高知県立文学館には、ご遺族から寄贈され

ていた夏目金之助（漱石）と出会います。漱石から俳

た 250 冊あまりの旧蔵書が所蔵されています。語学

句の手ほどきを受けるなかで、寅彦は「自然の美しさ

に堪能だった寅彦らしくその多くは洋書で、物理学

を自分自身の眼で発見すること」（「夏目漱石先生の追

の専門書から文学、美術、音楽と幅広い分野に及ん

憶」）の大切さを教わったと語っています。自然の美し

でいます。

さ、不思議さを語る「ことば」との出会いは、その後の
寅彦の人生にとって大きな意味を持ちました。

18

ます。例えば、一杯の茶碗の湯の観察から、地球規

また、昨年秋に「寺田寅彦−手のぬくもり展」の開
催にあたって行った資料調査では、旧蔵書のなかに、

寅彦の随筆の魅力は、ふだん私たちが見過ごしてし

寅彦のものと思われる多くの書込みがあることがわ

まうような小さな事柄を通じて、その中にひそむ自然

かりました。例えば『青い鳥』の作者として知られる

の不思議さと奥深さに気づかせてくれるところにあり

メーテルリンクの随想集には、次のような鉛筆の書

研究・技術紹介

科学はやはり不思議を殺すものではなくて、
不思議を生み出すものである。
寺田 寅彦

込みがあります。

はり不思議を殺すものではなくて、不思議を生み出す
ものである。」

The author has far better understanding of
what is the soul of the true science,

宇吉郎によれば、寅彦は折にふれて門下生たちに
「時々根に肥料（こやし）をやる事も忘れないで」と専門

than those deplorable shallow

外の文学や芸術に関する本を読むことの大切さを説い

scientists.

ていたそうです。科学と芸術は、世界の「不思議」を表
現するという人間精神が生み出した、本来根を一つに

著者は、本物の科学の精神というものが何であるかを

するものだと寅彦が考えていたからでしょう。データ

——嘆かわしい浅はかな科学者たちよりもはるかによ

や知識を蓄えることではなく、人間を育てることこ

く理解している。

そ、教育において大切なことだと寅彦は教えてくれま
す。

独り言のようでもあり、著者との対話を愉しんでい

寺田寅彦の研究を通して、新しい時代を切りひらく

るかのようでもあるこれらの書込みからは、寅彦の息

「人を育てる」こと——これは私自身の課題でもあると

づかいも直（じか）に聞こえてくるようです。これまで

考えています。

活字になることもなく、ひっそりと息をひそめていた
書込みには、その後、随筆に展開されていく発想の種
子のようなものがぎっしりと詰まっています。文学館
のご協力を得ながら、寅彦研究の新たな財産とするべ
く、資料の翻刻調査を続けているところです。
寅彦は教育者としてもすぐれた人物でした。寅彦の
門下生で「雪」の研究で知られる中谷宇吉郎は、実験室
で空中放電の火花を見つめながら寅彦がつぶやいた
「ねえ君、不思議だと思いませんか」という言葉を印象
深く語っています（「指導者としての寺田先生」）。学問
の世界に導くということは、何かを性急に教え込むこ
とではなくて、この寅彦の言葉のように心を惹きつけ
てやまない「不思議」をそれとなく指し示すことに尽き
るのかも知れません。
『蒸発皿』に収められた「宇宙線」
の末文でも寅彦は次のように書いています。
「科学はや

寺田 寅彦
39 歳 1917（大正 6）年
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最も軽い金属
マグネシウムの 話
高知高専機械工学科 准教授

奥村 勇人

マグネシウムとは？

マグネシウム合金の応用

マグネシウムと聞いて、思い出すのは小学校の理科の

近年、マグネシウム合金の利用は、デジタルビデオ

実験でマグネシウムリボンを燃やしたこと、年齢層が

カメラ、ノートパソコン、携帯電話などの電子機器お

高くなるとカメラのフラッシュに使われていた粉末と

よび携帯機器の筐体、スポーツ用品などの生活分野に

言えばわかってもらえるだろうか。そのような燃えや

用途が広がりつつある。ノートパソコンの筐体を例に

すい金属が構造用材料として使えるのかと思う方も多

利用される理由を示してみよう。近年、ノートパソコ

いのではないかと思う。しかしながら、マグネシウム

ン自体が高性能になり発熱量が増えたため筐体がプラ

合金は、塊になるとその放熱性の良さから燃やすのは

スチックでは放熱が間に合わず、パソコンの動作が不

難しい。また、空冷式エンジンの時代、車に使用され

安定になった。そこで、金属材料としての放熱性能の

ていたが、水冷式エンジンではマグネシウム合金が腐

良さ、軽量性さらには大きくなった液晶パネルを保持

食する問題が発生し使われなくなった。この腐食の

する強度および内部保護のため耐くぼみ性に優れるこ

問題は、当時の精錬技術が劣っていたためで、Fe, Ni,

と、さらにはプラスチックで筐体を作製するよりも

Co および Cu などの不純物元素を ppm オーダー（parts

ノートパソコンを薄くでき、リサイクルも可能など多

per million の略で 100 万分率）で制御することにより、

くのメリットを持つマグネシウム合金が採用された。

この問題は解決されている。

一方、現代社会において、地球温暖化による環境問

マグネシウムは、比重が 1.74 と鉄の約 1/4.5、アル
ミニウムの約 2/3 と実用金属材料の中で最も軽い。マ
グネシウム合金は、その軽量性、比強度、放熱性、振
動減衰能、切削性、耐くぼみ性および寸法安定性など
優れた特性を有している。図 1 にマグネシウム合金と
他の金属およびプラスチック材料の比強度および比剛
性の比較を示す。比強度とは、引張強度を密度で割っ
た値であり、比強度が大きいほど軽くて引張に強い材
料といえる。比剛性とは、曲げ強度を密度で割った値
であり、比剛性が大きいほど軽くて曲げられる力（たわ
み）に対して強いといえる。図より、金属材料およびプ
ラスチック材料の中で炭素繊維と樹脂による複合材料
の CFRP（連続繊維）の比強度および比剛性が一番強い
が、加工に問題がある。マグネシウム合金は、比強度は
3 番目に強く、比剛性は 2 番目に強いことがわかる。
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図１ 様々な金属とプラスチックの比強度及び比剛性の比較
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題や原油の枯渇化による石油価格の高騰など環境問題
やエネルギー問題が深刻になりつつある。それらの問
題を解決する一つの方法として、マグネシウム合金の
利用が考えられている。例えば、自動車は、乗用車
（約 1.2t）より軽自動車（約 800kg）の方が燃費が良い。
最もわかりやすい例として、2002 年にドイツのフォ
ルクスワーゲン社がコンセプトカーとして、車体重
量 290kg の二人乗り自動車（タンデムシート）を作製
した。図 2 にアウトバーン（高速道路）を走行中のフォ
ルクスワーゲン 1ℓ カーを示す。この車は、驚くこと
に約 101km/ℓ の燃費を示す。衝突時につぶれて衝撃

図 2 フォルクスワーゲン 1ℓ カー
（http://www.volkswagen.co.uk/
volkswagen-world/futures/1-litre-car）

を吸収する部材としてアルミニウム合金が使用されて

あるため、他の金属と接触させておくと、マグネシウ

いる以外、金属部品は、全てマグネシウム合金で構成

ムが先に腐食するので、マグネシウム合金を他の金属

されている。
（ この車の進化形が 2009 年に発表され、

と接触させて使用する場合は、注意が必要である。そ

2013 年に市販されるようである。）このことは、軽量

のため、多くの部品から構成される自動車などで気軽

化によりガソリン消費量を少なくし、二酸化炭素排出

に使えず、1 部品ではなく構成部品全体を見直す必要

量を削減できることを意味する。このような考えを基

に迫られる。他方、マグネシウムが先に腐食するとい

に大衆車の軽量化に自動車会社各社が取組んでいる。

う特徴を利用して、鋼鉄製船舶、土中に埋設するパイ

日本では、エアバック搭載車のハンドルの芯金や高級

プラインなどに予めマグネシウムを付属し、船舶やパ

車のシートフレームおよびハイブリッド車のオイルパ

イプ本体の腐食を防止する犠牲陽極としても用いられ

ンにマグネシウム合金が使用されている。欧米では、

ている。マグネシウム合金は、アルミニウム合金や鉄

インナードアフレームやパネル、トランスミッション

鋼材料と比べて圧倒的に合金種が少ない。そのため、

ケース、インテークマニホールド、エンジンクレード

用途に応じた合金が開発されているが、構造用材料と

ルおよびステアリングハンガービームなど多くの部品

して用いるための基本的な値（設計者が必要とする数

に使用されている。また、ハイブリッドカー、電気自

値）が不足しているものもある。車などの構造材料へ

動車（EV）や燃料電池自動車（FCEV）についても車の

マグネシウム合金が使用されるためには、疲労特性と

軽量化は、そのエネルギーの有効利用という観点から

応力腐食割れのデータが圧倒的に不足している。疲労

も非常に有用で、一回の燃料充填における走行距離を

特性に関しては、既に多くの研究者が取り掛かってい

伸ばすことを意味する。電気自動車や燃料電池自動車

るため、現在、マグネシウム合金の応力腐食割れとい

の普及に向けての大きな欠点として、この 1 回の燃料

う性質について調べている。

充填における走行距離の短さがある。
以上のことから、マグネシウム合金は、地球環境に

最後に最も軽い金属は？それは、Mg-Li 合金である。

優しい材料であることがわかる。しかしながら、マグ

Li（リチウム、比重 0.53）の添加量を増やすと比重 1

ネシウム合金という言葉は、鉄やアルミニウム合金と

未満の “水に浮く合金” も作製することができる。この

比較すると聞くことが少ない。それは、以下のような

ことは、約 16 年前に新聞、NHK 番組などで報道され

欠点が普及の足枷となっているからである。室温では

ている。現在では、理科の一部の教科書に掲載されて

塑性加工（変形）が難しく、十分な加工性を得るために

いるようである。しかしながら、水に浮くほど Li を

は、合金を 300℃以上に加熱することが必要となる。

添加した合金は、地球上で構造用材料として使用する

また、マグネシウムは電気化学的に非常に卑な金属で

には、酸化し易いため難しく実用的ではない。
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業告と計画
平成 21 年度の主な実績

ベースに登録された。

（２）新現役人材による技術支援および経営支援

１. 総会・理事会

① 企業ニーズに基づきアドバイザーチームを編成し、

（１）平成 21 年度第 1 回理事会

技術支援・経営支援（マッチング）を行った。

日時：平成 21 年 5 月 28 日（木）13 時 30 分 ~14 時 30 分

② 新現役活用を前提とした高知県地域活性化研究会、

場所：高知会館

南国市地域活性化研究会を開催し、地域活性化策を検

議題：平成 20 年度実績報告、平成 20 年度決算報告

討するとともに、いくつかの具体的な新現役活用策を

平成 21 年度事業計画、平成 21 年度予算計画

見出した。

役員の改選、その他

③ 高知県内 11 市（室戸市、安芸市、香美市、香南市、

（２）平成 21 年度通常総会

南国市、高知市、土佐市、須崎市、四万十市、宿毛市、

日時：平成 21 年 5 月 28 日（木）15 時 00 分 ~16 時 15 分

土佐清水市）を対象として制度の PR を行うと共に、

場所：高知会館

各市および第 3 セクター等のかかえる経営課題、技術

議題：平成 20 年度実績報告、平成 20 年度決算報告

課題の支援（マッチング）を行った。

平成 21 年度事業計画、平成 21 年度予算計画

④ マッチング件数は合わせて 32 件に上った。

（３）フォーラム・情報交換会の開催

役員の改選、その他

（３）平成 21 年度第 2 回理事会

① 平成 22 年 1 月 21 日（木）に高知県内中小企業の活性

日時：平成 21 年 10 月 9 日（金）15 時 30 分 ~16 時 30 分

化と新現役活用促進を目的としたフォーラムを高知商

場所：高知工業高等専門学校

工会議所において開催し、約 80 名の参加者があった。

議題：（独）中小企業基盤整備機構委託「平成２１年度
新現役チャレンジ支援事業（モデル事業）」の契

○基調講演

約について、その他

題名：高知県における産業の現状と新現役の活用

（４）平成 21 年度第 3 回理事会【予定】

基調講演者：高知県産業振興推進部部長 岩城 孝章 氏

日

時：平成 22 年 4 月初旬

○パネルディスカッション

議

題：平成 22 年度総会議案審議

題目：高知県における地域活性化のための新現役活用と課題

２．講 演 会

コーディネータ：高知高専名誉教授

柏原 俊規 氏

日時：平成 21 年 5 月 28 日（木）16 時 30 分 ~17 時 30 分

パネリスト：

場所：高知会館

高 知 県 産 業 振 興 推 進 部 部 長 岩城 孝章 氏

題目：人生が楽しくなる「見える化」の活用法

南国市地域雇用創出推進協議会事務局長 市原 利行 氏

講師：高知高専電気情報工学科教授

有限会社リョーミック代表取締役
（高知高専２期生） 奥田 泰造 氏

栗田

耕一 氏

３．人材コーディネート事業

昨年度に引き続き、
（独）中小企業基盤整備機構より

アグリネットワーク・れいほく株式会社代表取締役 高橋

誠氏

光産業創成大学院大学特任教授（高知高専前校長） 中井 貞雄 氏

「平成 21 年度新現役チャレンジ支援事業（モデル事
業）」の委託を受け、次のような事業を行い、多くの成

② フォーラムに引き続き、地元企業、新現役、地元

果を得ました。

行政等の参加の

（１）新現役人材ネットワークの構築

もと、高知商工

① 関東、中京、関西、岡山県、広島県／山口県、徳

会議所と共催で

島県、香川県、愛媛県において地区会を開催し、事業

情報交換会を開

のＰＲ、新現役の登録依頼、意見交換などを行った。

催した。参加者

② 卒業生の多い関東、中京、関西の 3 地区において、

は 53 名 で あ っ

機械工学科、電気工学科、工業化学科、土木工学科か

た。

新現役活用フォーラム
（パネルディスカッション）

ら初期卒業生 13 名を地区推進員に指名し、各地区に
おける新現役発掘、各種情報の伝達、事業 PR 等の役
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（４）新現役活用推進委員会の開催

割をお願いした。

事業開始時に高知県の実情に合った俯瞰的立場で事業

③ 新たに 9 名の新現役が高知商工会議所のデータ

実施方針の審議をいただき、さらに事業終了時に事業

テクノフェロ
テー
クの
ノ活
フ動
ェ報
ロ告
ーと
だ計
よ画
り

成果の評価と今後の進め方に関する審議を頂いた。
○新現役活用推進委員
牧野

好一（四国経済産業局 産業人材政策課長）
博 （（独）雇用能力開発機構 ポリテクカレッジ高知 校長）

杉本

松岡さゆり（高知県商工労働部 副部長）
前田

眞作（高知県農業振興部 副部長）

細木

邦郎（高知県商工労働部 雇用労働政策課 課長）

キャパシタ実技・応用講座（第５回）
電気自動車に試乗

４．技 術 講 座

５．新野球場にソーラー照明

共催で実施した。

月から練習を始めたが、一般の電源が引けないことか

以下のような技術講座をテクノフェローの主催または

（１）平成 21 年度第１回技術士第一次試験受験講座

物部川河川敷に新しい野球場ができ、平成 21 年 3

ら、夕暮れの早くなる秋口からの練習が心配されてい

目的：技術士補取得を目指す方を対象とした受験講座

た。これに対し、テクノフェロー事務局長（野村）が電

日時：平成 21 年 6 月 6 日（土）、7 日（日）9:00~17:00

気情報工学科 5 年丸岡祐喜君の卒業研究として「ソー

場所：高知高専専攻科棟４F 会議室

ラー電源による照明装置」を製作、10 月から使用開始

講師：藤本

し、野球部に喜ばれている。

芳伸（四国建設コンサルタント）

津野

修（高南技術コンサルタント）

片岡

寛志（第一コンサルタンツ）

多賀谷

宏三（高知高専テクノフェロー）

（２）平成 21 年度第 2 回技術士第一次試験受験講座
日時：平成 21 年 9 月 5 日（土）、6 日（日）9:00~17:00
場所は同上、講師は藤本を除く上記３名

（３）平成 21 年度キャパシタ実技・応用講座（全 6 回）
目的：高知県が進めている地域 ITS 事業でのキャパ
シタ応用など、いくつかの実例を体験すること
により、電気二重層キャパシタ応用のノウハウ
を習得する。
場所：高知高専電気工学科実験室（第 1~5 回）、
オリエントホテル高知（第 6 回）

第２回

第３回

第５回

平成 22 年度の活動方針（案）
１．重点目標

・高知高専テクノフェローの PR

キャパシタ応用のための基礎知識とシミュ

・会員の拡大

レーション技術（4/18）講師：吉田（高知高専）

２．人材コーディネート関連

中山間道路走行支援システム用キャパシタ蓄

・高知県、高知商工会議所、高知高専校友会との連携強化

電式ソーラー電源（5/23）講師：野村（高知高

・県内在住新現役の発掘

専テクノフェロー）

・新現役登録の推進

キャパシタを用いた電気自動車用回生ブレー

・新現役データベース（シーズマップ）の作成

キ
（6/20）
講師：野村
（高知高専テクノフェロー）
第４回

照明を点けた練習風景

・会員へのサービス向上

内容：
第１回

ソーラーパネル
（四国電力からもらった中古品）

３．技術コーディネート関連

キャパシタ応用のためのパワエレ技術（7/25）

・高知高専地域連携センターとの連携強化

講師：野村（高知高専テクノフェロー）

・技術相談・支援の推進

自転車発電機およびインバータへのキャパシ

・技術講習会の開催

タ応用（9/19）講師：藤原（高知高専）

・シンポジウムの開催

（10/24）講
第６回 リチウムイオンキャパシタの特徴と用途
師：アドバンスド・キャパシタ･ テクノロジーズ
（株）

４．そ の 他
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テクノフェローだより

平成２１年度における、高知高専、高知高専校友会、
（社）高知県工業会の
トピックスをお知らせします。

高知工業高等専門学校

チームが、8 月に九州地区で開催された全国高

■ 新任教員

主な結果は次の通りです。

総合科学科

准教授

永原

専体育大会に出場しました。

順子

（前職）国際日本文化研究センター

機関研究員

【団体競技】
バレーボール（男子） 予選 3 位

■ ロボコン全国大会出場

予選 2 位

サッカー

1 回戦

剣道

予選 2 位

平成 21 年 10 月 18 日、香川高専で行われた「高

卓球

専ロボコン 2009

四国大会」において高知高専

Ａチームがアイデア賞と特別賞を獲得し、全国

【個人競技】

大会へ駒を進めました。

陸上

チーム名：RYO-SHI キャッツア～
メンバー：中田
公文

知成（E5）
（リーダー）

剣道

男子走高跳

M4 西森

佳樹

2位

女子 100m

Z3 福留奈菜子

8位

男子個人

C3 谷口

佳佑

3位

C2 岡村

崇生

準決勝

勇樹（M3）
（操縦者）

宮崎

航（E2）
（電波管理者）

柔道

男子 73kg

C4 鎌倉

涼介

3位

森脇

嵩量（M5）
（ピットクルー）

水泳

200m 背泳

E3 吉田

有佑

3位

山本

修義（M5）
（

〃

）

100m 背泳

E3 吉田

有佑

3位

高橋

秀樹（M2）
（

〃

）

50m バタ

C1 吉田早奈恵

2位

田中

賢志（M2）
（

〃

）

100m 自由

C1 吉田早奈恵

4位

西村

憲登（E2）
（

〃

）

同年 11 月 22 日、両国国技館で行われた全国
大会では、残念ながら予選敗退でしたが、15 年
ぶりの全国大会出場を果たし、今後への弾みが

高知高専校友会
■ 第１回全国高専同窓会連絡会
去る平成 21 年 11 月 23 日、
「第１回全国高専同

つきました。

窓会連絡会」（呼び掛け人：九州地区高専同窓会
と長野高専同窓会）が、東京・田町のキャンパス
イノベーションセンター東京で開催されました。
本校校友会より、オブザーバーとして事務局次
長

山崎利文が出席いたしました。
この同窓会連絡会は、高専創立 50 周年を間近

にし、高専生（在校生）を支援するため、同窓生
（卒業生）相互の情報交換・親睦のため、それぞ
高専ロボコン 2009

全国大会

■ 全国高専体育大会
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れの地域振興のため、全国の各高専同窓会（37
校出席）が一堂に集まる機会を持つこととしまし
た｡

平成 21 年 6 ～ 7 月に四国の各高専で行われ

連絡会の最後に、呼び掛け人を代表して朝永

た四国地区高専体育大会を勝ち抜いた高知高専

憲法佐世保高専同窓会長から、今後も同窓会同

テクノフェローだより

Letter from Techno Fellow

士が情報交換・連携することで同窓会活動の課

10 月

先進企業視察（㈱四国化工機、日亜化学工業㈱）

題解決にあたること、来年度も高専同窓会連絡
会の実施を行うことについて提案があり、両提
案ともに満場一致で採択されました。

日亜化学工業㈱で

10 月

高知工業高等専門学校企業セミナー・
合同会社説明会

北海道から沖縄まで全国から集まった高専同窓会関係者
（国立高専機構ＨＰより）

企業セミナー

（社）高知県工業会
平成 21 年
3月

会社とその周辺の美感美環運動推進セミナー

合同会社説明会

11 月

4月

県教育委員会へ企業紹介ビデオ
「未来へ For Your Dreams」の贈呈

高知県商工労働部との意見交換会

平成 22 年
3月

第 6 回「高知のエジソン（垣内保夫）賞」表彰式

中澤教育長に贈呈
第 5 回受賞者記念撮影
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編集後記

昨

年度に引き続き（独）中小企業基盤整備機構から委託を受けた「平成
21 年度新現役チャレンジ支援事業」は、その完了日が平成 22 年 1

月末日と早まり、実質４ヶ月間のあわただしい中で多彩な事業を一つ一つ
こなしてきました。本事業を無事終了できましたことをご報告し、ご協力
下さいました県内の行政や企業の方々、高知高専の卒業生や教職員に厚く
お礼申しあげます。
この機関誌第５号へも多くの方々から高知高専テクノフェローへの期待
と提言が寄せられました。
他県に先行して進む高知県の人口減少や高齢化の問題に対し、高知高専
の藤田校長は「高知の魅力を求めて人が集まる U、J、I ターンの推進を」、
また、
（株）太陽の久松社長は「高齢者を活かした成長モデルを作り世界に発
信しよう」、と訴えられており、その意味から高知高専テクノフェローの
取組みを評価して頂いています。
（財）高知県産業振興センターの岡村理事長と高知県産業振興推進部の岩
城部長は、それぞれのお立場から、高知県産業振興計画の推進に当たって、
人材育成・確保の重要性を訴えられ、高知高専テクノフェローへの期待を
述べられています。
今回４名の高知高専新現役から寄稿いただいておりますが、その中で、
電気工学科 1 期生の浜田氏は、
「テクノフェローにとって、地元企業の要望
に真摯に答えていく地道な活動から、地域社会の信頼を得る事が最も大切
なことである」と述べられており、今後のテクノフェローのあるべき姿と
して大いに感銘を受けました。
その他、たくさんの方々にお忙しい中をご寄稿いただき、深く感謝申し上
げます。
さて、これまで事務局長として創立当初から高知高専テクノフェローを
育て上げてこられた多賀谷先生が、この３月をもって高知を去られます。
テクノフェロー５年間の総括と、今後の方向についてご寄稿いただきまし
た。達成された数々の成果の裏には並々ならぬご苦労があったことと拝察
し、先生の献身的なご努力に深く敬意を表したいと思います。また、高知
高専の藤田校長先生もこの３月をもって高知を去られるとのことで、同時
にテクノフェローの大黒柱を失うことになりますが、お二人には今後とも
テクノフェローを見守って下さいますようお願い申し上げます。
来年度からは、新校長を迎えた新しい体制で、いささか心もとない事務
局長ですが、皆さまのご意見を拝聴しながら進めてまいります。忌憚のな
いご意見をお寄せ下さるとともに、ご支援、ご協力下さいますよう、よろ
しくお願い申し上げます。
（野村
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弘

記）

入場券
メイン会場

社団法人 高知高専テクノフェロー・役員名簿
顧

問

鈴木

康夫

顧

問

中井

貞雄

会

長(理事) 北村

精男

副会長(理事) 岡村

孝雄

副会長(理事) 藤田

正憲

理

事

北添

英矩

理

事

国久

清司

理

事

関

裕司

理

事

久松

朋水

理

事

植木

哲朗

理

事

弥勒

美彦

理

事

山口

隆士

理

事

井戸

浩道

理

事

久保

英明

理

事

公文

信仁

理

事

多賀谷宏三

理

事

柏原

俊規

理

事

戸部

廣康

理

事

野村

監

事

青木

章泰

監

事

森下

勝彦

弘（兼事務局長）

機関誌 テクノフェロー

社団法人高知高専テクノフェロー事務局
〒783-8508 高知県南国市物部乙200 番1
Tel 088-864-5679 & 5689 Fax 088-864-5558
E-mail:techno-1@jm. kochi-ct.ac.jp
http://techno.kochi-ct.jp/

