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巻  頭  言

高知高専テクノフェローは
一般社団法人となります
（社）高知高専テクノフェロー副会長
高知工業高等専門学校校長

船橋…英夫

　今年は平成 25 年。平成も既に 25 年目を迎え、

四半世紀の歴史を刻もうとしています。この四

半世紀を振り返ると、始まりはバブル絶頂期で

したが、数年後、バブル経済は崩壊し、失われ

た 20 年とも言われる閉塞感の漂う時代に入って

いきます。この間、世界では、グローバル化が

進展し、中国などの新興国もめざましい経済成

長を遂げ、日本の存在感や発言力は目に見えて

低下してきています。

　数年前、まだ東日本大震災が起る前ですが、

私は、ある会合の席で、日本はポルトガルにな

るのか、といった挨拶をしたことがあります。

ポルトガルは、大航海時代の先駆者であり、か

つては、スペインと条約を締結し、欧州以外の

世界を二分した大国でした。しかし、その最盛

期は 15 世紀後半から 16 世紀後半で、およそ

100 年弱という短い栄華でした。その後は新興

勢力のイギリスなどに追いやられ、世界史の中

心から遠ざかっていきました。そこで、日本は

ポルトガルになるのか、という挨拶になってき

ます。

　ポルトガルに行ったことがありますが、美し

い大西洋とおいしいポートワイン、そして欧州

一人種差別の少ないと言われる穏やかな国。人

口も少なく国土も小さく、現代世界史の中心で

はないが、非常に魅力的な国として EU の一角

を占めています。日本はどの道を歩むのか、目

指すのか。

　その時の挨拶では、「日本は、歴史、風土、国

民性、地政学的特性も異なる。かつ、人口がこ

れから減少するにしても人口規模や経済規模も

断然大きい。ポルトガルになってはいけないと

いう事ではなく、ポルトガルとは異なる道を歩

むはずである。そして、今後の日本の発展の中

核を担うのは科学技術である。」、というような

ことを申し上げました。

　その後、東日本大震災の発生。今日では、日

本再生、日本復活という言葉が叫ばれない日が

ありません。日本人は、これまで幾度となく国

難ともいえる苦境を経験し、そのたびに力強く

復活してきました。そこには失敗を恐れず前に

向かってチャレンジし道を開いてきた多くの先

人達がいます。今に生きる私達もそうした先人

達の DNA を受け継いだ日本人であり、必ず明

るい未来は来ると思っています。

　上述の挨拶で言った「中核は科学技術」との内

容は、東日本大震災後の日本再生、日本復活の

大合唱の中、今や多くの日本人の共通のキー

ワードとなっているように思います。もう少し

付言すると、グローバル競争を勝ち抜き、震災

からの復興にも資するアイデアが一杯詰まった

技術とそれを実行に移す強い意志と失敗を恐れ

ない実行力が、今求められています。その意味

で、技術系の教育機関に勤める者として、身の

引き締まる思いで毎日を過ごしています。

　目を高知県に転じると、製造業出荷高や県民
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展 　 望巻  頭  言

所得が 47 位など、厳しいデータが並んでいます。

多くの方々が、なんとかこうした状況を脱しよ

うと力を注いでおられます。高知県にはそれを

可能にする人材や自然環境などがあると思って

います。高知高専も微力ではありますが、地域

の発展のためにお役に立ちたいと考えておりま

す。

　さて、社団法人高知高専テクノフェローは、

「高知高専卒業生、教職員、県内企業等が連携し、

高知県内における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する」ことを目的と

して、平成 17 年に発足しました。以降、会員企

業、会員卒業生を始め多くの方々のお力を得て、

U ターン人材支援、各種講習会の開催などの事

業を行ってまいりました。また、高知高専の教

育にも企業経験を踏まえた講義など支援をいた

だいてきたところです。

　そして、平成 25 年 4 月、高知高専テクノフェ

ローは一般社団法人として再出発することとな

りました。これは公益法人改革を受けての見直

しです。くしくも、今年高知高専は創立 50 周年

を迎えます。高知県の多くの皆様方が地域の発

展に尽力されておられる今日、そして高知高専

創立 50 周年のこの年、高知高専テクノフェロー

も地域の発展に貢献するという使命を再認識し、

心を新たに活動を進めてまいりたいと思ってい

ます。

　実は、全国のほとんどの高専には、高知高専

テクノフェローに類似する団体があります。こ

うした団体は、各高専内部の地域連携組織と連

携を図り、地域貢献や高専教育への支援を行っ

ています。高知高専にも地域連携センターとい

う組織があります。これまでも高知高専テクノ

フェローと地域連携センターが連携しつつ事業

の推進を図ってきたところですが、一般社団法

人となるこの機に、両者の有機的連携を一層深

めていければと考えているところです。別言す

れば、高知高専テクノフェローの会員企業、会

員卒業生と現職教職員がこれまで以上に深く連

携して、地域の発展に貢献していきたいと考え

ています。また、会員企業、会員卒業生の皆様

方には、引き続き、高知高専の教育に対する支

援をお願いできればと考えています。

　課題先進県、課題解決先進県である高知県が

発展することは、取りも直さず、日本再生、日

本復活そのものといってもよいかもしれません。

高知高専テクノフェロー及び高知高専は互いに

連携しながら、地域の発展のために力を尽くし

ていきたいと思っています。
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展 　 望

　社団法人高知高専テクノフェローにおかれま

しては、日ごろから、本県産業の発展にご支援、

ご協力をいただいておりますことに心から感謝

申し上げます。

　さて、平成 21 年度から県民の皆様とともに取

組を進めております高知県産業振興計画は、昨

年 4 月から第 2 期目がスタートし、計画に掲げ

た、「地産外商が進み、地域地域で若者が誇りと

志を持って働ける高知県」という 10 年後の成功

イメージを実現するため、これまで築き上げて

きた取組に加えてより高いレベル、より広がり

のある産業の振興を目指して「飛躍への挑戦」を

続けています。

　この第 2 期計画では、地域の資源を活かした

ものづくりをできるだけ県内で行う「ものづくり

の地産地消」を徹底し、県内産業の力を強めてい

くとともに、そこで生み出された製品を県外に

売り出していく「地産外商」をより強力に推進し

ていきます。

　これまで、本県のものづくり産業は、大都市

圏から遠いという地理的な条件やインフラ整備

の遅れなどから、産業集積が小さく、全体とし

て生産工程の大半を県外に頼ってきました。こ

うしたことから、まず、県内で必要とされる機

械設備の製造や食品加工などの付加価値を生み

出す「ものづくり」の工程を、できるだけ県内で

行う「ものづくりの地産地消」の取組を重点的に

進めており、その結果、新たな食品加工機械の

製品化や、県内企業同士のマッチングによる新

しい商談も増えるなどの成果も現れ始めており

ます。

　この「ものづくりの地産地消」を広く PR する

ため、昨年 11 月には、100 を超える県内企業・

団体の皆様にご出展いただいき「ものづくり総合

技術展」を開催したところ、延べ 1 万 5 千人とい

う多くの方にご来場いただきました。この展示

会では、県民の皆様に素晴らしい技術や製品を

持った企業が県内にもたくさんあるということ

を知っていただくと同時に、企業同士での新た

な商談が生まれるなど、ビジネスの発展にもつ

ながってきております（図 1）。

　「地産外商」については、昨年 4 月、公益財団

法人高知県産業振興センターに外商支援部を立

ち上げ、機械系ものづくり企業の外商活動を支

援する体制を強化し、県内企業の情報発信や県

内外での商談会開催、見本市への出展等による、

図1　ものづくり総合技術展
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展 　 望

販路拡大を支援しています。

　また、設備投資の面では、リーマンショック

や長期にわたる円高の影響などから、企業が積

極的に事業拡大を行うことに躊躇する傾向があ

りましたが、こうした状況におきましても、県

内の産業基盤の強化に向け、本県独自の「中小企

業設備投資促進事業費補助金」を新たに創設し、

積極的な設備投資による県内の生産力の向上と

競争力の強化を支援しています。

　こうした拡充に加え、新たな取組として、将

来に大きな可能性を秘めている分野に挑戦し、

新たな産業の集積を目指し、現在、県が全力で

進めている南海トラフの巨大地震対策と連動さ

せた「防災関連産業の振興」に取り組んでいます。

本県は、これまで台風や豪雨・洪水、南海地震

など、数多くの災害に見舞われてきました。そ

の体験から得たノウハウを生かして開発された、

様々な防災関連製品や技術が県内にございます。

県では、こうしたメイド・イン高知の製品を県

民の皆様に知っていただくため、地域の自主防

災組織や企業との交流会や展示会などを開催し、

南海トラフの巨大地震に向けた様々な対策の必

要性というニーズと、県内にあるたくさんの技

術や製品というシーズのマッチングにより、防

災関連製品の「地産地消」を進めています。

　県内の防災関連製品の需要を県内企業の製品で

満たすための「地産地消」の取組と並行して、全国

の需要を県内企業が取り込んでいく「地産外商」活

動も進めており、首都圏や関西圏で開催される防

災関連の見本市への出展や、高知県産業振興セン

ターの外商支援部の活動を通して、県内企業の製

品を PR し、県外の自治体や企業などへの新たな

販路の拡大に取り組んでいます（図 2）。

　そして、こうした取組を将来にわたって継続

させていくために、「産業人材を育てる」ことが重

要です。県では、「土佐まるごとビジネスアカデ

ミー（産学官連携人材育成プログラム）」による

産業人材の育成に取り組んでおります。

　高知高専テクノフェローにおかれましては、

平成 17 年の設立以来、高知高専卒業生の U ター

ン支援や OB 人材の発掘、技術支援や人材育成

など、県内の産業技術の向上と併せて地域社会

の発展にもご貢献いただいており、あらためて

深く感謝を申し上げます。

　昨年末の新内閣の誕生と歩調を合わせるよう

に、歴史的な円高傾向も徐々に改善してきてお

り、国においても製品開発や設備投資に対する

新たな助成制度の創設など、製造業の復活に向

け積極的な政策が打ち出されています。県とし

てもこうした動きをしっかりと捉え、国の経済

対策を十分に活用しながら、震災に強い工業団

地の開発やものづくり力の強化、また、外商活

動の充実など、これまでの取組を更に加速して

いきます。

　今後とも高知高専テクノフェローのお力添え

もいただきながら、本県のものづくり産業を支

える人材の育成を含め、本県の産業振興の取組

を進めてまいりたいと考えておりますので、引

き続きご支援、ご協力を賜りますようお願い申

し上げます。

　最後に、社団法人高知高専テクノフェロー並

びに会員企業の皆様方の益々のご活躍とご発展

を心からお祈り申し上げます。
図2　防災関連産業見本市出展
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回 　 顧

（社）高知高専
テクノフェロー設立を
回顧して
（社）高知高専テクノフェロー顧問　（社）高知県工業会元会長

鈴木…康夫

　平成 14 年 10 月、県機械工業会、南国工業会、

香南工業会、県電子電機工業会、県共同受注推

進協議会の 5 団体が統合され、高知県工業会が

設立されました。私は初代会長として平成 19 年

5 月までの約 4 年半を務めさせて頂きました。

　工業会発足 2 年目に始動させた「高知県工業

活性化計画策定検討会」から、翌年の平成 17 年

3 月に答申を承け、工業会としての進むべき道、

会員・役員が一丸となって取り組むべき指針を

自らの手で定めることができました。

　その巻頭で、「バブル崩壊以降の長引く不況か

ら一定の明るさが覗える状況になりつつあると

はいえ、世界的な地域間競争が進展する中で、

国の三位一体改革により国・地方の公共事業等

が大幅に削減されざるを得ない状況にある。今

後の地域（高知県）の自立に向けては、地域資源

を有効に活用しうる一次産業の振興や、ものづ

くりの原点となる工業を中心とした地場産業の

振興が肝要となる」と書きました。

　私は、これまで「人とのつながり」を重視して

きました。会長就任時には会員数約 170 社（賛助

会員を含む）、室戸から宿毛平田団地まで約 4 回

マイカーで巡回訪問しました。企業（現場）との

信頼関係づくりが大切であること、そのために

は会員企業を直接目で見て実態を把握すること

が大切だと常々思っていたことでした。そして

行政や大学・高専との連携強化にも努力しまし

たが、産・官・学連携の基は同じ目線で話の出

来る場を作ることでした。本県の工業会につい

ては、グローバル化が進む中でより少量多品種

生産への対応、そのための技術・技能力（基礎的

なものと固有なもの）の確保、それらを支える人

材育成が重要です。「学ありて産あり、産ありて

学あり」を唱えるところです。

　尾﨑正直知事との懇談の席で、県内高等学校

の先生・生徒・保護者らが地元企業が何を作っ

ているのか殆ど知らないと話題になりました。

知事も学校・生徒と地元企業の就職に関してマッ

チングに力を入れるとのことでした。いま、尾

崎知事は産業振興について、地に足のついた現

場直結の振興計画を立ち上げ先頭に立って尽力

されています。

　平成 16 年 3 月、高知工業高等専門学校校長で

あった中井貞雄先生から、「全国各地に、企業の

トップや中核技術者として働いている卒業生が

約 5,200 名いる。この方々を高知県の産業振興、

とりわけ “ものづくり” に何らかの形で参加して

いただき力になってもらおうではないか」との熱

い思いをお聞きしました。私も工業会会長とし

て高知高専のパワーをあらゆる面で活用させて

頂ければと思っていましたので意気投合、早速

行動に移すことになりました。

　中井校長から当時の橋本大二郎県知事、入交

太二郎商工会議所会頭、青木章泰四国銀行頭取ら
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の皆さんに協力を申し入れ、平成 17 年 3 月に入

交会頭の議長で開かれた設立総会で議決され、社

団法人高知高専テクノフェローがスタートしまし

た。高知高専を軸とした多くの関係者の方々や、

賛同する工業会会員企業の参加を得た新たな産・

学・官の連携でした。役員構成も会長は工業会会

長、副会長は高知高専校長と県産業振興センター

理事長が当たることになりました。

　発足後、東京・名古屋・大阪等で 5 回の地区

会、岡山・広島・徳島・香川・愛媛で 2 回の地区

会を行い、それぞれ卒業生の就業地区を中心とし

たネットワークを構成しました。また、高知で帰

郷就業をテーマとしたフォーラムも行いました。

　平成 19 年度には経済産業省の委託事業とし

て、帰郷就労者の発掘、短期・一時支援可能者

の発掘、新たな地元企業のニーズの把握、地元

企業支援教育者集団の組織化（アドバイザーチー

ム）、地域活性化研究会の設置などと取り組みま

した。「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」と県内企

業へ広く働きかけもしました。

　平成 19 年 6 月 26 日、総理大臣官邸にて安倍

内閣総理大臣より内閣総理大臣表彰を受け、『再

チャレンジ支援者たちの物語〜人々に夢と希望

を与えるサポーター〜』（内閣官房編）の冊子にも

掲載されました。この再チャレンジ功労者表彰

は、再チャレンジを支援する個人や団体を応援

するもので、全国から 89 の推薦があり、その中

から選考委員会（委員長は清家篤慶応大学教授）

が個人、団体、企業等 24 件を選んだものでした。

表彰を受けた社団法人高知高専テクノフェロー

の事業は、冊子第 3 章『複線型社会の実現のカテ

ゴリー』の中で紹介されています。一部引用をお

許し頂きたい。

　高知高専 OB を地元に U ターンさせる「人材

コーディネート活動」として（1）賞者紹介、『平成

17 年 3 月、高知工業高等専門学校卒業生らが設

立。高知高専卒業生、教職員、県内企業が連携

し、高知県内における産業技術向上を推進し、

地域社会の産業発展を目的としている』。（2）受賞

者の主な活動、『高知工業高等専門学校の卒業生

のうち、高知県内就職の割合が 2 割強に留まり、

県外への技術者の流出が著しい。（社）高知高専テ

クノフェローは、同校の OB を地元に U ターン

させる “人材コーディネート活動” によって、同

校 OB の持つ高い技術力・ノウハウを地元企業

に移転し、企業技術力向上に寄与している』。さ

らに、成功者からは、『テクノフェローのお陰で、

自然に恵まれた故郷高知で家族と共に生活がで

き、やりがいのある仕事にもめぐり合えた。今

後は就職先の企業が高知の経済発展に協力でき

るよう尽力することを目標とする』とのコメント

も紹介されています。

　以上が高知高専テクノフェローの創設期の関

係者あげての活動です。当時、日本経済新聞社

の取材や、テレビ東京番組の『ガイヤの夜明け』

で取り上げられ全国ニュースにもなりました。

　今想えば初代中井校長先生、多賀谷宏三先生

の「無から有」への積極的な取り組み、行動力で

大きな成果を得たと想っています。時代が変

わっても “井戸を掘った人” に想いを寄せて高知

高専の伝統の 1 ページに高専テクノフェローが

あることを誇りにしたいと私は思っています。

図　再チャレンジ支援功労者表彰
（平成19年 6月 26日　於総理大臣官邸）
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社団法人から
一般社団法人へ
（社）高知高専テクノフェロー　事務局長

野村　弘

　「社団法人高知高専テクノフェロー」は、平成
25 年４月１日より「一般社団法人高知高専テク
ノフェロー」へ移行することが決まっている。こ
の機会に、本法人の設立から現在までの経緯を
簡単にまとめ、今後の展望について述べる。

１．設立の趣旨と設立経緯
　「社団法人高知高専テクノフェロー」の設立趣
意書によると、“高知県内企業の企画力・技術力
のさらなる向上を図り、高知県工業界・産業界
の活性化を目的として、県内企業・官公庁及び
全国の先進企業で活躍している高知高専出身の
技術者をベースとし、かつ高知高専の教員団と
ともに上記目的達成のための具体的活動の企画・
推進を行う組織として「社団法人高知高専テクノ
フェロー」を設立する”としている。
　上記の目的により、中井貞雄氏（元高知高専
校長）、鈴木康夫氏（元高知県工業会会長）らに
より、設立の準備が進められた。設立準備委員
会（平成 16 年 10 月 7 日　三翆園）および設立総
会（平成 17 年 1 月 17 日　高知会館）を経て、平
成 17 年 3 月 8 日に高知県認可の公益社団法人と
なった。
　設立と同時に高知工業高等専門学校内に事務
局を開設。会長に鈴木康夫氏、副会長に北添英
矩氏（高知県産業振興センター元理事長）と藤田
正憲氏（高知高専元校長）が就任した。

２．会員と運営組織
　会員は団体会員と個人会員から成り、運営経

費は会員の入会金と会費および寄付金で賄われ
ている。設立当初の団体会員は 60、個人会員は
351 であった。平成 24 年 3 月現在における団体
会員は 40、個人会員は 342 まで減少している。
個人会員の内訳と人数は、卒業生（237）、高知高
専教職員（57）、その他高専退職教員等（48）であ
る。ただし、この中には転居先不明や長期会費
滞納等の会員（43）も含まれており、実質の会員
数（団体＋個人）は 340 程度である。
　本法人の役員は顧問、会長、副会長、理事、
監事で構成されており、会長は高知県工業会の
会長に、副会長は高知県産業振興センターの理
事長と高知高専の校長に務めて頂いている。理
事（10 数名）は団体会員からの代表者および高専
関係者で構成され、理事の中から選任された事
務局長および数名の事業担当理事により実務を
行っている。また、事務員を 1 名雇用し主に会
計処理を行っている。

３．事業の特色と主な実績
　本法人の最大の特徴は、高知高専卒業生（全国
各地で定年を迎えた企業 OB を含む） および退
職教員を中心とした人材コーディネート、県内
企業の抱える技術的課題に対する技術コーディ
ネートおよび地域産業界が求める情報コーディ
ネートなどの実施である。
　主な実績を列挙すると次のようになる。
①委託事業の実施（人材コーディネート関連 6

件、その他 4 件）
②高知高専の研究への協力（3 件）
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③フォーラム、研究会、講演会、講習会の開催
④高知高専 OB とのネットワーク構築
⑤ OB 人材登録の推進（現登録数 56 名）
⑥県内企業への高知高専卒業生の再就職支援（過

去 8 年間で約 20 名のマッチングが成立）
⑦ OB 人材の活用（技術相談、資格試験受験対策

講座の講師、高専生の授業・研修の講師など）
⑧県・市町村・工業会とのネットワーク構築
⑨南国市 / 高知高専連携協定への協力
⑩ ホームページとメーリングリストの作成  
⑪ 機関紙“Techno Fellow”の発行（毎年）
　平成 19 年 6 月には、高知高専テクノフェロー
の人材コーディネートに関する活動が評価され
内閣総理大臣表彰を受けた。

４．一般社団法人への移行
　平成 18 年の公益法人法の改訂に伴い、高知高
専テクノフェローは一般社団法人へ移行するこ
とが平成 23 年 6 月 6 日の通常総会で承認された。
翌平成 24 年 6 月 5 日の通常総会で新定款が承認
され，同年 8 月 28 日に移行を申請，9 月 21 日
に高知県公益認定等審議会において一般社団法
人への移行が認定された。
　一般社団法人への移行に合わせて、定款の目
的に「高知高専の教育研究活動を支援」の文言を
追加し、次のように変更した。
　第３条（目的）本法人は、高知工業高等専門学
校（以下「高知高専」という。）の卒業生及び教職
員、県内企業等が連携し、高知県内における産
業技術の向上を図るとともに、高知高専の教育
研究活動を支援し、もって地域社会の発展に寄
与することを目的とする。

５．総括と展望
　高知高専テクノフェローは、当時直面してい
た 2007 年問題への対応と、産学連携による高
知県産業界の振興強化を掲げて発足した。高専
を母体としたこのような法人の設立は前例がな
かったが、その後いくつかの高専が産学連携の
ために法人組織を立ち上げている。しかし、本

法人のように現職教員のみならず、産業界で実
務経験を積んだ卒業生 OB の力を組織的に活用
して地域貢献を行っている例は他に見られない。
　以来この 8 年間、設立の趣旨に沿って人材コー
ディネートや技術コーディネートを中心に活動
を続け、多くの実績も上げてきた。中でも、定
年退職前後の経験豊富な卒業生とのネットワー
クが構築されつつあることは、本法人にとって
大きな財産となると確信している。設立にご尽
力いただいた方々はもとより、その後の運営に
献身的に携わってこられた方々、また、本法人
の運営を支え、ご協力いただいている会員諸氏
に改めて謝意を表したい。
　一方、事務局を預かった経験からいくつかの
問題点も見えてきた。その１つは、法人の運営
の中心に退職教員がいることで現役の教職員が
直接運営に関わる機会が失われていることであ
る。設立趣旨からも、地域貢献を目的とする高
知高専の「地域連携センター」や、卒業生同窓の
集まりである「校友会」とも密接に連携すべきで
あると思う。
　今１つは、現有会員をいかに維持していくか
という問題、引いては財政上の問題でもある。
設立当時の少々強引とも思われる会員勧誘や、
会員としての特典の乏しさに起因すると思われ
る退会者もかなりの数に上る。元々会員として
メリットを直接期待できる趣旨の組織ではない
のだが、運営側にも会員の一層の理解と協力を
求める努力が必要である。
　来年度から一般社団法人への移行が決まって
いる。これを転機に、これまでの経験と反省の
上に立ち、運営体制の見直しなどを行い、学内
が「テクノフェローと高知高専は共同体である」
という共通の認識に立ち、新しい歴史を作って
行って頂けたらと願う。
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GPS津波計・波浪計・潮位
計の開発について
－産学官イノベーション創出の視点－
環境都市デザイン工学科　教授

寺田…幸博

1. まえがき
　事業開発における産学官の協力の必要性を説く
論調は、年々強くなってきている。本稿は、その
ような社会的な要請の中で、テーマの設定とその
推進ストラテジー構築に参考になると考える項目
について示す。ここに例示する内容は、筆者自身
が推進してきた GPS 津波計の研究開発の経験から
体験論的に考察したものである。

2. 開発テーマの設定
　開発テーマの設定は、研究対象とする技術自身
のパフォーマンス力と、開発成果が事業性を持つ
かの二つの視点での見極めが重要である。
　研究対象とする技術の見極めには、何らかの指
標が必要である。筆者の場合、その技術が 10 の 3
乗のオーダー以上、すなわち千倍以上の機能拡大
をもたらすか否かということに置いて来た。十倍
や百倍では足りません。これでは単なる改良技術
であり、産学官連携によるイノベーション創出の
役回りは果たせないと認識している。

　次に、事業性の観点からは、研究開発に取り組
もうとする対象は、図１に示すいずれのカテゴ
リーに属しているかの見極めをする必要がある。
　「官・学」の立場から無条件に「未踏分野への挑戦」
となるが、「産」の立場で考えれば、確たる開発成功
への証左がなければ、「機能改良」からのアプローチ
か、「生産技術」の発展の帰結として最終目標を捉え
るアプローチとなる。これの意味するところは、

開発対象とする技術に関して何らかの事業化がな
されている「産」の参画が必須要件となることであ
る。落下傘的取り組みは厳に慎むべきである。

3.GPS津波計開発の評価
3.1　GPS技術
　現在の GPS 技術は、カーナビをはじめとして、
多くの応用分野がある。GPS 精密測位の産業利
用では、測量分野がその筆頭であろう。２点間の
距離を１回だけの計測で求めようと考えたとき、
GPS を用いれば、地球の裏側の２万 km の地点を
瞬時に求めることが出来る。これを従来技術と比
べると、先に判断基準としたパフォーマンスを果
たしていると評価できる。
　この視点から、GPS 津波計の開発で得られた成
果を評価してみる。波の計測において、秒単位の周
期の波浪、分から時間単位の周期の津波、日から
月単位の周期の潮汐、年単位の海面上下動の計測
がほぼ同じ精度で計測できることは、GPS 津波計
が、極めて広範囲の周波数帯域に対してフラットな
特性をもつ振動計として機能していることになる。
従来技術の加速度計を使用した秒単位だけの振動
計の機能から、10 の 7 乗から 8 乗を超える周波数
範囲に対応出来ている。すなわち、産学官イノベー
ション創出事業に向けた技術開発対象として、第１
番目のハードルをクリアーしたことになる。
3.2　事業性
　「産」のパートナーを得る上で重要な項目である。

「産」の最終目標は、利益にあることは自明である。
１年間の売り上げ 10 億円で１億円の利益を上げる
事業と 1000 億円の売り上げで１億円の利益を上げ
る事業を考えてみる。10 億円の場合の利益は効率
的であると評価されるであろうが、筆者は 1000 億
円の方に旗をあげたい。一見非効率に見えるが、
999 億円のコストは、資材費と人件費である。翻っ
て考えれば、これは正に雇用の創出と経済の活性
化に寄与している。これこそが、「官・学」が「産」と
共にイノベーション創出に取り組むべき大義であ

図１　事業性におけるリスクと成菓

生産技術
改良

未踏分野への
挑戦

リスク

成
果
の
還
元 機能改良営業的

努力

9



研 究 紹 介

ると考えている。加えて、先に記した「機能改良」
と「生産技術」によって、当該企業にさらなる利益
をもたらす可能性を秘めている。
3.3　開発成果の外部評価
　開発成果の外部評価は、最終的に市場が決める
ことになるが、開発の途中段階においては、学会
とマスコミの注目度が良い指標になる。すなわち、
積極的な国内外への学会発表とこれを受けたマス
コミ報道である。GPS 津波計の研究開発では、多
くの原著論文を記したことに加えて、30 件を超す
TV 報道、50 件を超す新聞報道によって、この研
究開発を遂行することの社会的認知を確信するに
至った。筆者は、幸いなことにもう一つのバロメー
ターを持つことが出来た。筆者が属した企業集団
に学位を有する研究者技術者で組織する「返仁会」
なる任意団体がある。筆者の登録番号が 2016 であ
り、現在では 3000 番台の研究者番号が登録されて
いる。この会誌に一度ならず、二度の解説原稿執
筆依頼があった。二度目は GPS 津波計ブイの写真
が会誌の表紙を飾ることにも至った。このことは、
日々の開発行動に事業性を求められている企業の
技術者集団の評価にかなったと考えられ、その後
の大きい心の支えになった。

　GPS 津波計の開発は、平成 16 年に国土技術開
発賞最優秀賞を受賞した。これにより、その後の
国家プロジェクトへの足がかりがつかめた。また、
平成 17 年に日本産業技術大賞特別賞を受賞した。
この受賞は、これまでに事業にならないとされて
きた防災分野が、産業として成立するとのお墨付
きを得たことになる。平成 22 年の全国発明表彰発
明賞の受賞は、図２に示すプロトタイプによる実
験結果に基づいて 15 年前に申請し、特許化された
技術の事業化に対して与えられたものである。特
に製品寿命が長い分野の開発に携わる場合は、十
年プロジェクトとして息の長い研究継続の強い意
志と、周囲の暖かい目でこれを支える研究支援体
制とが大切である。

4.　ＧＰＳ津波計開発の推進力
　この開発が、国交省港湾局の国家プロジェクト

に発展しえた理由は、次の３点である。
（1） 研究対象とした技術の発展性
（2） 良き研究パートナーとの協力
（3） 継続的な公的研究費の確保
　研究対象とした技術のエクセレンスについては、
既に記したとおりであるので、（2）及び（3） につい
て議論を続けたい。
4.1　良き研究パートナー
　平成 7 年の研究開始時点は、東大地震研の加藤
照之教授との二人三脚であった。その後、津波伝
播シュミュレーションのエキスパートである東北
大の越村俊一准教授、海洋観測分野の第１人者で
ある（独）港湾空港技術研究所の永井紀彦理事に参
画いただいた。これによって、当初の「産学」から、
名実共に「産学官」の協力体制が出来上がった。研
究の進捗に応じて、当初の研究者だけでカバーし
きれない課題には、積極的にその道の専門家の協
力を仰ぎ、研究開発を加速させることがたいへん
重要である。GPS 津波計の開発では、これが実現
出来たことが最大の強みである。
4.2　継続的研究資金の確保
　本研究の推進に当たって採択された公募型研究
ファンド名を研究期間・代表者名と共に示す。
①科研費基盤研究 A10354006（H10 〜 H12，加藤
照之），②科研費地域連携推進 11792031（H11 〜
H13，加藤照之），③ S&O 財団技術開発基金（H13，
寺田幸博），④文科省独創的革新技術開発補助金
14401（H14 〜 H16，寺田幸博），⑤科研費基盤研
究 A17201038（H17 〜 H20，加藤照之），⑥科研費
基盤研究 S21221007（H21 〜 H25，寺田幸博）
　研究開発継続において、資金的に危機的な状況
はあったものの、このように切れ目無く研究資金
が確保出来たことが大きい推進要因である。

＜謝辞＞
　ここに記した研究開発の方法論は、多くの先生・
先輩方のご指導や、同僚・後輩との議論の中で確
信をもったことに依拠しており、基本理念として
筆者の現時点での行動原理となっている。現在、
開発した GPS 波浪計・津波計・潮位計は、実機が
全国に順次配備されており、既設は 15 基を数えて
いる。東北の太平洋岸に配備された GPS 波浪計は、
東北地方太平洋地震津波を沖合の震源域で捉え、
そのリアルタイムデータは気象庁の予報に活用さ
れた。ここに至るまでには、「産」の日立造船、「学」
の学会、津波防災研究者、「官」の国交省、岩手県、
高知県、大船渡市、室戸市の関係者に加え、「民」と
して多数の住民の方々に支えられて来たことを記
し、深甚の謝意を表す。

図２　プロトタイプ（1977）と室戸沖ブイ（2008）
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会 員 企 業 か ら

四国の鋳鋼メーカー
としてのチャレンジ
株式会社特殊製鋼所　代表取締役社長

井戸…浩道

　まだ捕鯨が盛んだったころ、（株）ミロク工作所
（現ミロク製作所）の製造する捕鯨砲の砲架に、
弥勒武吉は鋳鋼を使用しました。後に二代目社
長となった井戸千代亀は鋳鋼の可能性に着眼し、
昭和 31 年に株式会社特殊製鋼所を創立（初代社
長弥勒武吉）、鋳鋼専門メーカーとしてのスター
トを切りました。そしてその目論見通り、機械
的強度に優れた鋳鋼品は高度経済成長に合わせ
て堅調に推移、あらゆる産業界においてその礎
となってきました。
　当社は月産能力 600 トン、製品 1 個あたりの
重量は数十キロから最大 17 トンをカバーし、普
通鋼と特殊鋼の鋳鋼を手掛け全国で 7 位、鋳鋼
専業メーカーとしては 1、2 位を争う規模になり
ました。
　当社の生産する鋳鋼品は、造船・産業用機械・
建設土木関連など幅広い分野で使用されていま
す。造船ではラダーやプロペラ周りの重要な骨
材部として、また産業用機械では大型のプレス
機械、またミルやクラッシャーなどの粉砕機の
部品など、強度の要求される特殊鋼が多く用い
られます。建設土木では橋桁を支える部品や吊
り橋のケーブルバンド（レインボーブリッジにも
実績有）、あるいは水門の部品など主に大きいも
のや強度を求められる部分に使用されます。
　港に船を係留する係船柱も鋳鋼品です。阪神
淡路大震災で被災した港全ての係船柱で復興の
お手伝いをさせて頂きました。しかしこの係船
柱、以前は当社のシェアは 40％程度ありました
が、このような規格品で大量生産できるものは
近年力を付けてきた韓国や中国に価格面で対抗
出来なくなり、徐々に日本の市場から消えて行
きつつあります。
　鋳鋼品産業は、バブル期には国内で月産 4 万
5 千トンほどありましたが、現在では 1 万 6 千
トン程度、全国 130 社余りあった鋳鋼メーカー

も現在は 69 社 74 工場、四国内では 5 社から 2
社にまで減りました。
　減少の背景としては素材変更や鍛鋼品への移
行、また上述したようなアジア諸国の台頭が大
きな要因と考えられます。当社でも近隣国との
競争を見据え、「日本の技術」ひいては「特殊製鋼
所の技術」に磨きをかけるためのチャレンジを続
けております。より難易度の高い形状や材質へ
の挑戦、また産業廃棄物や CO2 削減への取り組
みなど、産官学とも連携し積極的な研究を行っ
てきまいりました。
　そうした取り組みの中の一つが、「鋳鋼の焼着
を防止する鋳型技術の開発」というテーマで、
2010 年の素形材産業技術部門の素形材センター
会長賞の受賞に結びつきました。詳しくは省略
させていただきますが、これにより大幅な工期
短縮とコスト削減という大きなメリットを当社
にもたらしました。
　世界的な経済不安の昨今、当社におきまして
も大変厳しい時期を迎えております。しかし四
国に残る 2 社の鋳鋼メーカー、高知市内に立地
するその 1 社として、四国における 1600℃の鋳
鋼の火を絶やすことのないよう、飽くなきチャ
レンジ精神で研鑽を重ね「攻め」の姿勢で挑み続
けたいと思っております。

図　鋳込み作業（1600℃の火）
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会 員 企 業 か ら

お客様のひらめきと
ご要望を商品化
明星産商株式会社　代表取締役社長

森　彰良

　私たちはポケットティシュを開発して、『もら
う物』の文化を日本に創りました。当時、ティ
シュを折り畳む機械がなかったため、折り畳み
機は自社で開発しました。それ以来機械の作れ
る加工メーカーとして、お客様のさまざまな「こ
んな物出来ないか」にお応えし、発展し続けてき
ました。
　紙や不織布などのドライ品を「折って・畳んで・
包装する」に始まり、「印刷して欲しい・色を付け
て欲しい・貼り合わせて欲しい・打抜いて欲し
い」などにお応えし、今ではドライ品で最も売上
の大きい商品は『ユニチャーム超立体マスク』と
なりました。この商品、全量加工は明星、販売
はユニチャームです。
　また 35 年ほど前、「濡らしてくれ」との要望が
あり、日本初の商品『あかちゃんのおしりふきベ
ビア』を開発してウェットティシュ分野に進出し
ました。ウェットティシュは基布と薬液の組合
せしだいであらゆる物が拭けます。基布はコッ
トンベースの柔らかい物やアクリルベースの汚
れ落とし性能の良い物など。さらに用途に合わ
せて処方した薬液との組合せによって、顔が拭
ける・体が拭ける・化粧が落とせる・フェイス
マスクにして潤いを与える（対人用）。さらに、
ワックスを含浸して車のボディーが拭ける・ア
ルコールを少量入れてメガネが拭ける（対物用）
など、さまざまなウェットティシュ製品の開発
に繋がりました。
　近年になって「薬液がブレンド出来るなら、そ
のままボトル充填して欲しい」との要望に応え、
容器充填事業にも進出しました。このように、
お客様のひらめきを商品という形にして提供し
ていくことにより、加工の範囲は次第に拡大し
てきました。
　一方、これら商品群はほとんどが薬事法によ
り規制されており製造許可が必要となります。
化粧品の製造の許可に始まり、医薬部外品・医
薬品・医療機器と拡大、さらに改正薬事法によ
る製造販売業の許可も取得しました。高アル
コール濃度商品やオイルインタイプの商品など
の製造のため、南国の新本社工場への移転に合
わせて危険物取り扱いの許可も取得しました。

信頼と高品質を目指した GMP 適合工場として、
旧工場では実現できなかった部分を新工場では
全てクリアー、お客様からも高い評価をいただ
き、新たな注文にもつながっています。
　下記は当社の企業を運営していく指針です。
会社の目的
１．お客様の立場に立ってお役立ちをする。
２．未来社会の環境を考え、共に生きる地域お

よび社会への貢献を行う。
３．それらの達成を考え、行動してくれる従業

員がイキイキと働ける会社にする。
事業コンセプト
１．他社がやらないこと・嫌がることをする会

社。新商品開発・短納期・大量発注・小ロッ
ト切り替えなど「他社がやらないこと・他社
が嫌がるもの」にこそお役立ちと利益の基が
ある。

２．“NO” とは言わない姿勢で臨む。お客様の要
望に応えるため出来る理由から探す。

３．脇役を目指す会社。市販する自社ブランド
商品は持たず縁の下の力持ちに徹する。そ
れにより大手お客様からの信用を獲得して、
数多くの新商品を世に送り出す。

基本理念
１．三つの信頼：①人と人との信頼関係。②取

引先との信頼関係。③地域社会との信頼関係。
２．信頼を蓄積する：①約束して実行する、実

行したら報告する。②感謝の気持ちを持つ。
　常に新たな事に挑戦し続ける企業でありたい
と考えております。

図　新本社工場の全景
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連 絡 員 便 り

海外プロジェクトの
スムースな終結に向けて
関西地区連絡員　M2

石黒…道紀

　縁あって、30 歳過ぎから 30 年以上に亘って
海外プロジェクトを主要業務とする部門で仕
事をする機会を得ました。業務はセメント工
場、直接還元製鉄所、鉄鉱石ペレット工場など
を所謂ターンキー契約（Turn-Key Contract）に
基づき設計（Engineering）し、必要機器を購入

（Procurement）し、建設（Construction）し客先
に引き渡すビジネスが典型的なものでした。1
つのプロジェクトのスパンは入札書類の準備か
ら完工、引き渡しまでに通常 3 〜 5 年、中東の
特定国が客先の場合は 10 年前後というプロジェ
クトも珍しくありませんでした。プロジェクト
の最盛期には納期遵守のためプロジェクト要員
はわき目も振らず仕事に邁進します。しかしな
がら建設も終盤を迎え試運転から性能保証運転
の日程が見え始めると現地駐在のプロジェクト
要員の頭の中には「帰国できるのはいつごろかな
あ ? 早く日本に帰りたいなあ」という思いが出て
くるのも事実です。この思いは完工に向けて全
員の力を結集させる面からはとても大切でした。
実はプロジェクトをスケジュール通りに完工に
漕ぎ着けたとしても、帰国のためにはもう 1 つ
大きなハードルをクリアする必要がありました。
それは如何にして建設した工場（プラント）を客
に引き渡すかです。これを成就するまでは日本
には帰れません。海外に建設したプラントを客
先へスムースに引渡すためには幾つかの条件が
あるように思います。経験して初めてそれらを
理解できましたが、少し考えれば判ることばか
りです。「何だ、そんな程度のことか」とお叱りを
受けることを覚悟でここにご紹介させていただ
きます。3 点あります。

１．技術的に高い完成度
　性能保証値の確実な達成、これ無くしての
引渡しは不可能です。 そのためには Proven 
Technology を重用し、研究開発途上の技術は必
要の無い限り排除すべきです。

２．客先組織だけで運転出来る体制作り
　工場の存在は国や地域の経済の発展に寄与す
ると同時に地域の方々に就業機会をもたらしま
す。このことは工場の運転、維持管理の一定部
分をその地域の経験の少ない方々に委ねること
になります。試運転段階では我々プラントサプ
ライヤにより運転され所定の製品が生産されま
すが、工場が客側組織に全面移管された場合に
安定運転できるのか ? この疑問が客先マネージ
メントを不安にさせ、早期の引き取りを躊躇さ
せます。この不安を取り除くためには試運転期
間（Commissioning Period）には可能な限り客側
スタッフを取り込んで、触らせ、動かさせ、設
備に習熟させるトレーニングが不可欠です。ま
た合意が得られれば Technical Assistance 契約
を結び工場完成後も一定期間有償で運転維持管
理をサポートすることも早期の引き渡しを達成
する有効な手段となります。

３．アフターサービスについての安心感
　プラントは完成後順調に運転されることで利
益を生みだし地域の経済、人々の生活を支えま
す。そのため、スペアパーツの供給などアフター
サービスは不可欠です。建設期間中から客先マ
ネージメントと良好な人間関係を形成し、アフ
ターサービスは確実に実行されるという信頼感、
安心感を与えることも大変重要です。
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テ ク ノ フ ェ ロ ー だ よ り技 術 解 説

「ダイナビー」を解体すると？
高知工業高等専門学校…名誉教授

柏原…俊規

1. はじめに
　今から 30 数年前、「手首や腕の筋肉を鍛錬する
運動器具」という謳い文句のおもちゃ（スポーツ
用品）「ダイナビー」が我が国でも流行した。こ
のアメリカ直輸入のおもちゃの概観は図 1 のよ
うである。ずしりと重いロータ（225g）がプラス
ティック製の球形外殻（直径約 70mm）の中に収
められており、ロータの一部は外殻に開けられ
た丸い大きな孔から露出している。ロータのこ
の部分を勢いよく擦って回転の初速を与え、孔
の部分を下向きにして掴んで手首を円錐状に振
り廻しながら速度を上げていく。ロータの回転
数が上がるとやがて “ぶんぶん” いいながら唸り
出し、握った手に感じる手応えも増大して手首
や腕のトレーニングができる。

2. ダイナビーの構造
　内部の構造は外から見ただけでは分からない
ので、回転操作に慣れた頃思い切って外殻赤道
面の継ぎ目に沿って上下にこじ開けて見た。ダ
イナビーの構造を図 2 に示す。
　ロータ内部には慣性モーメントを大きくする
ための鉄輪が埋め込まれている。回転軸（直径約
2mm）は薄い円環状のテフロン製ジンバル（高さ

約 7mm）によって支持され、軸端は球殻の赤道
面内側にあるトラック溝の平らな面に乗っかっ
ている。軸は鉄製で両端は段加工されており、
軸方向の動きはジンバルによって阻止されるか
ら軸端が球殻の一方に偏って外殻の内壁面に接
触することはない。ジンバルは回転軸と一体と
なって、球殻内面に沿って赤道面上を旋回する
ことができる。
　このようにダイナビーの構造は簡単であるが、
手首を廻しながらロータを加速し、ロータの回
転数が大きくなればなるほどダイナビーからの
手応えを強く感じとれるという不思議なおも
ちゃである 1）。
　操作のコツを会得する早道は、ロータ加速の
メカニズムを理解することと思われた。

3. ジャイロ効果とは
　ダイナビーの原理はジャイロ作用であるから、
始めにジャイロ効果について簡単に述べてお

 

図 1 DAYNABEE の概観

図 2 ダイナビーの構造
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テ ク ノ フ ェ ロ ー だ よ り技 術 解 説

つり合い条件を考える。χ軸まわりに作用させ
たモーメントは、χ軸まわりの角加速度�ωχ/��、
� 軸まわりの角速度ω�、� 軸まわりの角速度−
ω�をそれぞれ変化させるから、対応するモーメ
ントを�χ1, �χ2, �χ3, とおくと

が成立する。ただし、� は時間である。
ここで、�χ= �χ1+ �χ2+ �χ3 とおけば、

（3）

上式は、χ軸に関するオイラーの運動方程式で
ある。
　なお、同様の関係は、� および� 軸まわりの
モーメント��、�χに対しても成立する 2）, 3）。

4. ダイナビーの力学
　図 4（a）に示すように、ロータの重心を原点
にとり、慣性主軸をχ, � , �、各主軸まわりの慣
性モーメンをそれぞれ�χ，��，��とおく。ロータが
� 軸まわりに角速度ω�（右回り）で高速回転して
いるとき、χ軸に外力のモーメント�χ（右回り）
を作用させるとロータ回転軸は� 軸まわりに角
速度ω�（右回り）で回転する。したがって式（3）
より

（4）

が成り立つ。ただし、�χ′はχ軸に関するロー

く。図 3 に示すような重心まわりに自由に回転
できるロータを考え、重心を原点とする直角座
標を O-χ, � , �とおく。ロータを � 軸まわりに角
速度ω�（右回り）で高速回転させ、ロータの回
転軸を角速度ω�で�軸まわり（右回り）に回転さ
せると、χ軸まわりのモーメント�χ（左回り）
を生じる。この現象がジャイロ効果であり、�χ

をジャイロモーメントという。ジャイロ作用は、
分布した質量を持つ回転体が回転軸の向きを変
えるとき、質量要素それぞれが加速度を生じ、
加速度と反対向きの慣性力（コリオリ力）がモー
メントとして作用することに起因している。
　図に示すような回転軸から半径�のところにあ
る微小質量要素を��、各軸まわりの慣性モーメ
ンをそれぞれ�χ，��，��（��＞�χ＝��）とおくと

（1）

が成立する。ただし、右辺の負号はモーメント
�χが左回りであることを示す。
　逆に、回転中のロータに上述の�χと反対向
きのモーメント�χ（右回り）を加えると、ロー
タ各部の質量要素は上述した加速度を生じるか
ら、回転軸 A、B は� 軸右まわりに角速度ω�で
回転する。このときの角速度の大きさは、式（1）
より

（2）

で与えられる。この運動が歳差運動で、�軸は歳
差軸となる。したがって、回転軸の方向を変化
させるようなモーメントが作用しない限り、回
転体の姿勢は一定の状態に保たれる。
　次に、重心まわりに勝手に回転するロータの

�χ＝−ω�ω�∫∫∫�2��＝−ω���ω�

ω�＝　�χ

　　　��ω�

�χ　　＝�χ1, ��ω�ω�＝�χ2, ��ω�（−ω�）＝�χ3
�ω�

 ��

�χ′　　＝�χ+（��−��）ω�ω�
�ω�

 ��

�χ　　−（��−��）ω�ω�＝�χ
�ωχ

 ��

① � 軸を角速度で回転させる
②χ軸回りにモーメントを生じる （b）A 端に作用する摩擦力

図 3 ジャイロ効果 図 4 ロータに作用する力

（a）ロータの回転

ω�

ω�

ω�

ω�

ω�

ωχ
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タの見かけの慣性モーメントである。ロータ回
転軸はジンバルを介して手首で拘束されている
から、χ軸に関する慣性モーメントは見かけ上
�χ′＞�χ＝� �となる。ここで、簡単のため角速
度ωχ = 一定（�ωχ / �� =0）とおくと、

（5）

となる。明らかに�χとω�は比例するから、ロー
タ回転数が増大すればするほどジャイロモーメ
ントに抗して外から加えるモーメントも大きく
ならなければならない。
　次に、� 軸まわりの力のつり合いを考える。
ダイナビーに作用するモーメント�χはトラッ
ク溝を介して回転軸に与えられるので、回転軸
A 端には下向きの力 �（= �χ / �，�：軸長）、B 端
には上向きの力�が作用する。このとき、回転
軸の A および B 端はトラック溝のそれぞれ上面
および下面に接触しながら回転するため、A、B
端には図 4（b）に示すような摩擦力��が作用す
る。ω�≫ω�であるからこの��による偶力のモー
メント���は�軸まわりの回転を加速する向きに
作用し、� 軸に関する運動方程式は

（6）

で与えられる。上式から� 軸まわりの回転は摩
擦力��によって加速されることが分かる。
　なお、ロータには� 軸まわりのモーメントは
作用しないから、� 軸に関する力のつり合い条
件は

（7）

となる。式（7）から� 軸の角加速度�ω� / ��は�軸
まわりの角速度ω�に比例することが分かる。

5. 回転を楽しむ
　回転軸および歳差軸に直交する軸のまわりに
外からモーメントを作用させると、ロータの回
転は加速される。このとき、回転軸とトラック
壁面の間の摩擦力がロータを加速するための重
要な役割を果たしている。ジンバルがトラック
内を旋回すると回転軸の方向も変化するから、
ロータを加速し続けるためには回転軸の旋回に
同期させてモーメントを与え続けることが必要
となる。ロータの初期の回転はテーブルクロス
などの上で勢いよく擦って与えれば良い。最近

入手したもの（商品名 : ローラーリストボール）
では、ロータ中央の外周に設けられたくぼみに
付属の細いナイロン製編み紐を巻き付けて引っ
張って回転を与えることができるようになって
いる。回転があまり速くないうちはダイナビー
を下向きにして手首を中心に円錐を描くように
ゆっくりと廻す。このときダイナビーからの反
作用を手で感じ取りながら回転軸の方向変化に
タイミングを合わせる。回転が速くなって手首
が追従できなくなれば、円錐運動からスナップ
運動に切り替えて加速すればよい。このとき手
首のスナップ運動の一往復とジンバルの一周を
同期させることが重要である。回転数が増加し
毎分数千回転に及ぶ頃には手首には極めて大き
な負荷を感じる。
　なお、使用中の汚れでジンバルの滑りが悪く
なったときは、トラック壁面やジンバルをアル
コールなどで清浄にしてやればよい 4）。潤滑油
を塗布すると回転しなくなるから注意が必要で
ある。

6. おわりに
　ダイナビーの原理はジャイロ効果であった。
ダイナビーの構造とその原理が理解できればダ
イナビーを廻すことは難しいことではない。独
楽が倒れずに鉛直軸まわりをゆっくり旋回する
のはジャイロ作用のためであり、航空機のオー
トパイロットもこの原理を利用している。また、
機械の回転系では軸の振れ回りがジャイロ効果
を伴って、思わぬ障害を引き起こすことがある。
周知のように回転軸の危険速度は設計における
重要な検討項目である。

参考資料
1）ロゲルギスト I, 楽しき哉、それ回転を励ます ,

自然 ,Vol34-6,P99-103,（1979.6）。
2）原島　鮮 , 力学 , 第 32 版（昭和 50 年）, 裳華房。
3）中田　孝 , 工学解析 , 第 1 版（昭和 49 年）, オー

ム社。
4）山本明利 , ダイナビーの力学・Part1。
  http://www2.hamajima.co.jp/ 〜 tenjin/labo/

daynabee.htm

��　　＝��� +（��−�χ′）ω�ωχ
�ω�

 ��

� �　　＝（�χ′−��）ωχω�
�ω�

 ��

�χ＝（��−��）ω�ω�
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テ ク ノ フ ェ ロ ー だ よ り事 務 局 よ り

平成 24 年度の主な実績

1. 総会・理事会
【1】第 1 回理事会
日　時：平成 24 年 6 月 5 日（火） 13：30 〜 14：20
場　所：高知高専　管理棟 2F　中会議室
議　題：平成 23 年度決算報告、法人移行に伴う定款

の変更、平成 24 年度事業計画、平成 24 年度
予算計画、役員の変更、その他

【2】通常総会
日　時：平成 24 年 6 月 5 日（火）14：30 〜 15：30
場　所：高知高専　図書館 1F　視聴覚室
議　題：平成 23 年度事業報告、平成 23 年度決算報

告、一般社団法人高知高専テクノフェロー定
款（案）、平成 24 年度事業計画、平成 24 年度
予算計画、役員の変更、その他

■総会終了後に、記念講演会（下記）および懇親会（高
知高専食堂）を開催した。

【3】第 2 回理事会（予定）
日　時：平成 25 年 3 月 25 日（月）13：30 〜 15：00
場　所：高知高専　専攻科棟 4F　小会議室
議　題：平成 24 年度事業報告、平成 24 年度決算（見

込み）、一般社団法人への移行と今後の運営
方針、その他

2. 講演会
日　時：平成 24 年 6 月 5 日（火）15：40 〜 16：30
場　所：高知高専　図書館 1F　視聴覚室
演　題：能って何 ? 〜 Do you know “能” ? Oh!  Noh! 〜 
講　師：高知高専　総合科学科　准教授
　　　　永原　順子　氏

3. 人材マッチング
　高知高専の卒業生で、U ターン・再就職希望者や転
職希望者を県内企業へご紹介し、下表のようなマッチ
ングが成立した。

平成 24 年度の人材マッチング実績
紹介先 卒業学科 年齢 雇用形態
A 社 電気情報工学科 21 歳 正社員
B 社 電気情報工学科 21 歳 正社員
C 社 電気工学科 50 歳 正社員
D 社 機械工学科 65 歳 パート社員

4. 資格試験対策講座
　講師の一部にテクノフェローの人材を起用して、下

記の講座を高知高専と共催した。
【1】エネルギー管理士（熱分野）受験講座
日　時： 平成 24 年 6 月 2 日（土）、9 日（土）、
　　　　16 日（土）　13：00 〜 16：10
場　所： 高知高専　専攻科棟 4 階 講義室 1
講　師： 永橋優純 *（教授）、竹島敬志 *（教授）、
　　　　宮田　剛 *（准教授）、武内秀樹 *（准教授）、
　　　　柏原俊規（（社）高知高専テクノフェロー理事）、
　　　　松木直哉（高知高専専攻科修了、エネルギー管

理士、四国電力（株））* 高知高専機械工学科
受講料：無料
受講者：21 名

【2】電験三種過去問解説講座
日　時：平成 24 年 6 月 16 日（土）9：00 〜 16：00
　　　　　　　　　6 月 23 日（土） 9：00 〜 16：00
場　所：高知高専　専攻科棟 4 階　大会議室
講　師：藤原憲一郎 *（教授）、松内尚久 *（准教授）、
　　　　吉田正伸 *（准教授）、森岡憲弘（電気工学科

39 期生、電験二種、四国電力（株））、野村弘
（（社）高知高専テクノフェロー理事）* 高知
高専電気情報工学科

受講料：無料 
受講者：理論 24 名 機械 22 名 電力 23 名 法規 18 名

【3】技術士第一次試験受験講座
日　時：平成 24 年 8 月 18 日（土）9：00 〜 17：00
　　　　基礎①、基礎②
　　　　平成 24 年 8 月 19 日（日）9：00 〜 17：00
　　　　専門①、専門②
場　所：高知高専　専攻科棟 4F 小会議室
講　師：岡林均（土木工学科 11 期生、技術士、岡林設

計）、木下三郎（技術士、（株）技研製作所）、津
野修（土木工学科 12 期生、技術士、（有）甲南
技術コンサルタント）、多賀谷宏三（技術士、

（社）高知高専テクノフェロー理事）
受講料：（社）高知高専テクノフェロー会員　3000 円、

その他　5000 円　両日とも
受講者：7 名

5. 講習会・フォーラム
【1】平成 24 年度「橋梁の維持・管理・補修・補強」
　　講習会［中級編］
　本講習会は、平成 23 年度の基礎編に続くもので、
県内の橋梁技術者を対象に、橋梁の長寿命化を主題と
した様々な方法や技術について講義し、高知県におけ
る橋梁の維持・管理・補修・補強の技術力向上を図る
目的で開講された。
日　時：平成 24 年 10 月 19 日（金）　13：00 〜 16：30
　　　　　　　　  10 月 20 日（土）　 8：30 〜 16：45
場　所：高知高専  専攻科棟 4 階大会議室  及び 橋梁現地
主　催：四国地区高専地域イノベーションセンター
　　　　（開催校：高知工業高等専門学校）
共　催：（社）高知高専テクノフェロー・土木学会四国支部
講　師：岡林宏二郎（高知高専教授）

演技を交えて講演する永原順子氏
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　　　　藤井　堅（広島大学大学院 工学研究院 教授）
　　　　小俣富士夫（保全技術株式会社 代表取締役社長）
　　　　海田辰将（徳山高専 助教）
　　　　多賀谷宏三（（社）高知高専テクノフェロー理事）
参加者：47 名

【２】「技術開発・設計」の効率向上に役立つ
　 　技法習得セミナー
　本セミナーは、県内企業で主に商品企画・技術開発・
設計を担当されている方々を対象に、業務の効率向上
に役立つ技法の基礎を習得する目的で開講された。
日　時：平成 24 年 10 月 7 日（日）13：00 〜 17：00
場　所：高知高専 専攻科棟 4 階大会議室
主　催：（社）高知高専テクノフェロー
共　催：高知工業高等専門学校
参加費：3000 円 ただし、高知高専テクノフェロー会

員（個人、団体）は半額
講　師：西岡　進（㈱茂原アテックス技術講座講師、

高知高専電気工学科第 3 期生）
参加者：20 名

6. 技術相談
　本年度に高知高専テクノフェローが対応した技術相
談は下表の通り。（平成 25 年 1 月現在）

7.OB人材の登録と活用
　平成 22 年度に 33 名、平成 23 年度に 14 名の OB 人
材を、それぞれ会誌 Vol.6、Vol.7 で紹介した。今年度
はさらに 9 名の新たな OB 人材の登録を得ることがで
きた。（本誌 17 〜 18 ページで紹介）
　また、昨年度より高専の学生の教育へも OB 人材活
用の幅を広げ、本年度も下表のような実績を納めた。

平成 24 年度 OB 人材活用実績
No. 行事名 OB 人数
1 5 年生授業講師（研究開発の進め方） 1 名
2 2 年生研修講師（先輩からの話） 3 名
3 受験講座（エネルギー管理士）講師 2 名
4 受験講座（技術士第 1 次試験）講師 3 名
5 受験講座（電験三種）講師 2 名
6 技法習得セミナー 1 名
7 1 年生特活講師（夢の電気自動車を製作） 1 名
8 専攻科授業（技術者倫理）講師 3 名
9 クラブ活動指導員 5 名
10 4 年生面接リハーサルの面接員 8 名

合　計 29 名

8. その他
【1】共催・後援事業
①H23 四国地区高専シーズ発表会
　日　時：平成 24 年 8 月 27 日（月） 13：30 〜 16：00
　会　場：高知銀行本店 5 階大会議室
　参加者：約 40 名
②企業合同説明会
　日　時：平成 24 年 12 月 7 日（金） 13：30 〜 16：00
　場　所：高知高専 第 2 体育館
　参加企業：75 社
③県内企業セミナー & 企業合同説明会
　日　時：平成 25 年 1 月 10 日（木） 15：30 〜 17：00
　場　所：高知高専　専攻科棟 4 階会議室
　参加企業：15 社

【2】機関誌 Vol.8 の発行
　平成 25 年 3 月初旬（予定）

総括と展望

　U ターン・再就職支援については 4 件のマッチング
が成立し、企業からの技術相談にも 4 名の卒業生 OB
が対応した。また、学校側からの要望により、学生教
育への OB 人材の活用件数が増えつつあることは大変
喜ばしいことである。本年度は、卒業生の集いや地区
懇談会は開催しなかったため、OB 人材発掘の機会が
少なかったが、テクノフェローの活動にとって中核と
なる OB 人材発掘の努力は今後も欠かせない。
　来年度からの一般社団法人への移行を機に、運営体
制を見直し、情報発信に努めつつ、会員の皆様に喜ばれ
ることは何か、地元企業や高知高専の役に立つことは何
かを模索しながら進めて行きたいと思います。会員の皆
さまのご理解とご協力をよろしくお願い致します。

高知高専テクノフェローが対応した技術相談
NO. 依頼主 テーマ 対応者
1 ツカサ重機（株） クレーンのクラッチ油圧制御弁の部品供給状況 藤田（機械工学科 5 期生）
2 （株）オサシテクノス 当社製品の品質管理体制について 山本（電気工学科 1 期生）
3 （株）オサシテクノス 当社製品の品質管理体制について 川口（電気工学科 3 期生）
4 （株）オサシテクノス 水位センサの絶縁低下（原因と対策） 細川（電気工学科 2 期生）
5 高知県幡多土木事務所 風力発電における電波障害について 野村（高知高専テクノフェロー理事）
6 エムシートワークス（株） 自然エネルギーを使った電源システム 野村（高知高専テクノフェロー理事）
7 （株）坂本技研 マイクロバブル発生装置 柏原（高知高専テクノフェロー理事）
8
〜
21

室戸市、安芸市、須崎市
南国市   ほか

市町村橋梁長寿命計画策定支援、
南国市津波避難タワーの建設計画支援など全 14 件 多賀谷（高知高専テクノフェロー理事）

2年生研修で講演するZ8小川修氏
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テクノフェロー人材機 械 分 野

西
に し が わ

川　忠
た だ ひ ろ

洋

現住所 略　　歴 支援可能分野 資格など

高知県
高知市

高知高専機械工学科卒業後、㈱ミ
ロク製作所に入社し、43 年間主
に銃（民需）の開発業務に従事。
現在、㈱ミロク製作所と業務委託
契約継続中。

・銃（民需）の設計、銃の作動機構応用
設計

・CAE2D（NEC）　CAD 図面の作製
・学生諸君には、銃の構造、銃の設計

に関するお話はできます。

・特許 3 件
・乙種火薬類

取扱保安責
任者

・英検 2 級
年齢

1947 年
生まれ

　“テクノフェロー人材”…とは、高知高専に関連した人材であり、概ね 50…歳以上の卒業生および定年退職された高
知高専教員等の中からご承諾の得られた方々を指します。Vol.6 では 33…名，Vol.7 では 14名をご紹介し，今回新
たに 9名を追加しました。まだまだお声掛けできていない方がたくさん居ますので、次号に向けて人材発掘と登録
を進めて行きます。
　テクノフェロー人材の活用法としては、企業等での技術・経営アドバイザー、技術相談、講習会・セミナー等の講師、
学生の教育への活用などが考えられます。どうぞ積極的な活用をご検討下さいますよう，お願い申し上げます。

テクノフェロー人材集〈Ⅲ〉

テクノフェロー人材電 気 分 野

山
やま も と

本恵
え い い ち

委市

現住所 略　　歴 支援可能分野 資格など

高知県
南国市

高知高専電気工学科卒業後、船井電機
（株）、藤本電器（株）に勤務し音響・通
信・産業機器（制御）の技術部門で 45
年間、企画から設計・開発業務関係に
従事。藤本電器では営業も兼ねる。
2012 年 2 月に藤本電器（株）を退職。

・電子機器の企画・設計から生
産に至るまでのアドバイス。

・物づくりに関する総合アドバ
イス及びお手伝い。

・電子部品調達業務支援

・衛生工学衛生管
理者

年齢

1946 年
生まれ

現住所 略　　歴 支援可能分野 資格など

茨城県
土浦市

高知高専電気工学科卒業後、NEC
に入社し約 33 年間、アライドテレ
シス（株）で約 5 年間、個人事業主
として約 6 年間、通信機器関連事
業に従事。この間に約 15 年海外

（タイ、ブラジル、ニュージーラン
ド）勤務。出張等を含め約 20 年間
海外在住。2012 年 4 月退職。

・経験を通じて下記のようなお手伝い
が可能ではないかと思っております。

・技術の第一線から退いて久しくなる
ので、最新通信技術などの詳細は把
握できておりませんが、通信技術及
び組み込みソフト開発の要点

・海外在住経験を通じてのグローバル
事業の考え方

・英語によ
る文書作
成、翻訳、
商談がほ
ぼ可能。 

・趣味はゴ
ルフ

年齢

1948 年
生まれ和

わ だ

田　啓
け い い ち

一

都
つ づ き

築　徹
て つ ろ う

郎

現住所 略　　歴 支援可能分野 資格など

愛媛県
松山市

高知高専電気工学科卒業後、岩崎通
信機㈱に入社し、約 8 年間、外国為
替市場で使用するディーリング通
話システムの開発に従事。
その後、㈱ STNet へ転職して電気
通信事業に従事。
現在、愛媛支店に勤務（技術部長）。

・電気通信事業用の伝送交換設備と
それに附属する設備の工事、維持
および運用に関する知識

・電気通信事業用の線路設備とそれ
に附属する設備の工事、維持およ
び運用に関する知識

・自治体（高知県および市町村）にお
ける情報通信インフラ整備事業へ
の支援と対応

・電気通信
主任技術者

（伝送交換、
線路）

・工事担任者
（デジタル第
１種、アナロ
グ第１種）

年齢

1961 年
生まれ
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テクノフェロー人材電 気 分 野

宇
う だ

田　幸
ゆ き ま さ

正

現住所 略　　歴 支援可能分野 資格など

神奈川県
横浜市

高知高専電気工学科卒業後、パイ
オニア（株）に入社し 17 年間、主
に CATV 部門に従事。その間 5
年半、米国駐在し現地技術指導を
行う。帰国後、アルカテル・ルーセ
ント（前身は AT ＆ T）に 19 年間
勤務し、IT 関係の通信機器のシ
ステムエンジニアを経て 2012
年退職。

・ネットワーク構築支援
・サーバ（Windows/Linux 等）構築
・ ネ ッ ト ワ ー ク 系（DHCP/DNS/

SNMP）管理サーバの構築・運用・
技術支援

・WEB アプリの開発・支援
・WindowsPC 全般の技術支援・指導

・第一級有線テ
レビジョン放
送技術者

・技術英文翻訳
年齢

1952 年
生まれ

現住所 略　　歴 支援可能分野 資格など

高知県
安芸市

高知高専電気工学科卒業後、富士通㈱
に入社し、交換機を主体に通信機器、
ネットワーク機器の開発・品質保証・障
害調査の業務に従事。60 才で定年退
職してＵターンし、実家で隠居中。自宅
の改修のため 2010 年に電気工事士
の資格を取得。

・通信システムの障害（設計障害、
機器障害、雷・静電気・電波などの
環境障害）の解析と対策　（ハー
ド主体、ソフトはやや力量不足気
味）

・富士通後半の 20 年間はプレー
イングマネジャーたるべく現場
には密着。処置内容のコストパ
フォーマンス判定なども得意

・第二種電気
工事士

・衛生管理士

年齢

1947 年
生まれ細

ほ そ か わ

川　和
か ず と し

利

藤
ふ じ わ ら

原憲
け ん い ち ろ う

一郎

現住所 略　　歴 支援可能分野 資格など

高知県
高知市

高知高専電気工学科卒業後、（株）日
立製作所多賀工場、高知日立家電販
売（株）を経て、高知高専電気工学科
教員として教育・研究に 39 年間従
事。その間、電気工学科主任、寮務主
事、学生主事、教務主事（専攻科長兼
任）を歴任。
2013 年 3 月定年退職，4 月より電
気情報工学科特任教授就任予定。

・パワーエレクトロニクスを専門と
し、パワーエレクトロニクス全般に
ついての解説が可能。

・主たる研究分野は、電力変換器の高
効率化、電力系統の無効電力・高調
波障害補償

・電気機器、現代制御論（ディジタル
制御）、エネルギーシステム工学な
どについての教育実績。

・博士（工学）
・第三種電気

主任技術者
受験支援が
可能年齢

1949 年
生まれ

テクノフェロー人材土 木 分 野
現住所 略　　歴 支援可能分野 資格など

栃木県
下都賀郡
野木町

高知高専土木工学科卒業後、㈱フ
ジタに入社し、約 39 年間、土木工
事部門（シールド工事、推進工事）
の作業所および技術支援、技術開
発に従事。
現在、㈱フジタ建設本部トンネル
シールド部、主席コンサルタント。

・下水道、水道、地下鉄等の都
市トンネル構築工法である
シールド、推進工法の施工
計画、現場支援、技術開発等
に関する話

・技術士（建設）
・一級土木施工管理技

士
・労働安全コンサルタ

ント
・推進工事技士

年齢

1954 年
生まれ大

お お い

井　隆
た か つ ぐ

資
現住所 略　　歴 支援可能分野 資格など

高知県
南国市

大阪大学基礎工学部物性物理工学
科卒業、日立造船（株）技術研究所
に入社。非破壊検査技術、計測シス
テム開発などに従事。ＧＰＳ津波
計はライフワーク。その後、高知
高専教授を 7 年、学科長に 4 年。
2013 年 3 月定年退職、4 月より
環境都市デザイン工学科特命教授
就任予定。

・各種計測システムの開発
・重工業分野における生産技術（溶接、

非破壊検査）の研究開発・マネジメン
トの経験が役立つ事項。

・非破壊検査技術関連では、全国 8 万件
の技術者認証システムの開発・構築に
長年従事してきたことから、技術相談
と検査業への起業の相談も可能。

・放射線取扱技術、関連法規

・博士（工学）
・第 1 種放射線

取扱主任者
・第 1 種作業環

境測定士
・特許多数

年齢

1949 年
生まれ寺

て ら だ

田　幸
ゆ き ひ ろ

博
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●下記の企業・団体に、団体会員としてご支援頂いております●
（平成25年 2月現在）

No. 団　体　名 No. 団　体　名
1 荒川電工（株） 21 （株）第一コンサルタンツ
2 宇治電化学工業（株） 22 （株）太陽 
3 （株）栄光工業 23 （株）大陽四国セミテック
4 （株）エフティオ－ 24 田中石灰工業（株）
5 （株）エム・システム技研 25 長香開発（株）
6 （株）オルタステクノロジー高知 26 ツカサ重機（株）
7 兼松エンジニアリング（株） 27 （株）テイクシステムズ
8 （株）技研製作所 28 東洋電化工業（株）
9 （株）高知銀行 29 （株）特殊製鋼所
10 高知高専校友会 30 都市開発コンサルタント（株）
11 高知信用金庫 31 南海化学（株）土佐工場
12 （株）高知電子計算センター 32 （株）西日本科学技術研究所
13 （株）高知リサイクルセンター 33 ニッポン高度紙工業（株）
14 （株）坂本技研 34 パシフィックソフトウェア開発（株）
15 （株）サン土木コンサルタント 35 （株）響建設
16 （株）四国銀行 36 （株）宝照水産
17 四国電力（株）高知支店 37 明星産商（株）
18 白石工業（株） 土佐工場 38 （株）ミロク製作所
19 （株）スカイ電子 39 （株）山崎機械製作所室戸　　
20 セイレイ工業（株）

あいうえお順

テ ク ノ フ ェ ロ ー 団 体 会 員

世界で多発する異常気象。太陽の黒点活動と地球の気候変動との相関が指摘され、数十年のタイムスケールで太
陽活動は停滞期に入るとの予想も聞かれます。今冬、北日本は豪雪に見舞われました。温暖な高知では想像できない
厳しさです。

社団法人高知高専テクノフェローは、4 月 1 日から「一般社団法人高知高専テクノフェロー」となります。2008
年の公益法人制度改革 3 法の施行によって、民法 34 条に基づく従来の社団法人が廃止されたことによります。

機関誌 “Techno Fellow” 第 8 号は新法人移行をテーマに取り上げました。船橋英夫副会長は高知高専創立 50 周
年の年、テクノフェローは高知高専と有機的に連携して地域の発展に尽力したいと抱負を語られました。尾﨑正直高
知県知事は「飛躍への挑戦！第 2 期高知県の産業振興計画」、商工業分野の取組み「ものづくりの地産地消」の推進，
と県政を展望し併せてテクノフェローへの期待も寄せられました。また、鈴木康夫初代会長は平成 17 年の社団法人
設立の舞台裏を回顧して下さいました。改めて工業会会長として自ら関わられた設立時のご苦労が偲ばれます。

なお、前号から始めた会員企業の頁、今号は「（株）特殊製鋼所」と「明星産商（株）」の 2 社をご紹介します。
全国の会員の皆様に向けて発信する高知の企業情報です。

最後となりましたが、ご多忙にも関わらず記事をお寄せ下さった皆様に厚くお礼申し上げます。
（ 2 月 12 日 T.K. 記 ）

編 集 後 記



顧　問 鈴木　康夫
顧　問 中井　貞雄
会　長（理事） 山本　吾一
副会長（理事） 大利　賀臣
副会長（理事） 船橋　英夫
理　事 島井　和久
理　事 鎮西正一郎
理　事 久松　朋水
理　事 青木　健二
理　事 弥勒　美彦
理　事 西　　和雄
理　事 田内　宏明
理　事 永橋　優純
理　事 久保　英明
理　事 前田　学浩
理　事 多賀谷宏三
理　事 柏原　俊規
理　事 前田　公夫
理　事 野村　弘（事務局長） 
監　事 青木　章泰
監　事 和田　　男
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