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巻 頭 言

高知県産業振興計画における
産業振興センターの役割
公益財団法人高知県産業振興センター
理事長

大利 賀臣
一般社団法人高知高専テクノフェローにおか

技術シーズと農業者や食品加工業者のニーズを

れましては、日ごろから、本県産業の振興にご

マッチングした加工機械開発事例としては、マ

尽力されておりますことに心から敬意を表しま

イクロバブルを活用した「節水型ショウガ洗浄

すとともに、心から感謝を申し上げます。

機」や、栗の渋皮を残し鬼皮だけをむく「栗の皮

さて、高知県では真の県勢浮揚を成し遂げる
ため平成 21 年 3 月に「高知県産業振興計画」を
策定し、平成 24 年度からは第 2 期計画として、

むき機」があります。
こうした「ものづくりの地産地消」の取り組み
を県内外に広く PR するため、昨年 11 月には防

「地産外商が進み、地域地域で若者が誇りと志

災や食品、新エネルギーなどに関連する 100 を

を持って働ける高知県」という 10 年後の成功イ

超える企業や団体の皆様のご出展をいただき、

メージに向けて、尾﨑正直知事を先頭に「飛躍へ
の挑戦」を続けているところです。
この産業振興計画では、「足元を固め、活力あ

「第 2 回ものづくり総合技術展」を開催いたしま
した。この技術展には 3 日間で昨年とほぼ同程
度の 1 万 4 千名を超える方々にご来場いただき、

る県外市場に打って出る」、
「地産地消・地産外商

県内企業の素晴らしい技術や製品を知っていた

の推進」が基本方向の一つとして位置付けされて

だくと同時に、新たな商談がまとまるなど、ビ

います。こうしたことから、高知県産業振興セ

ジネスの発展にもつながっております。

ンターでは平成 23 年度に「ものづくりの地産地

また、当センターでは、県内で生み出された

消」の総合相談窓口となる「ものづくり地産地消

機械等を県外で販売し外貨を稼ぐことを目的に、

センター」を設置し、県内で必要とされる機械設

機械系ものづくり企業の「外商支援」を掲げ、平

備の製造や食品加工などの付加価値を生み出す

成 25 年度から新たに外商支援部を設置し、産業

「ものづくり」の工程をできる限り県内で行うこ

振興計画における「地産外商」の中心的な役割を

とができるよう、県内企業同士のマッチング業

担わせていただいております。この「外商支援」

務を行っています。これまでに 1,000 件近いご

は、数多くの企業が積極的な販売の拡大に取り

相談をいただき、受注側と発注側のマッチング

組み、営業ノウハウ等を蓄積するとともに売上

も 200 件近く行ってまいりました。こうした取

の増加につなげることで、企業の成長から新た

り組みの結果、県内事業者間のコラボレーショ

な雇用の創造など、地域への波及効果をさらに

ンや新しい製品が生まれています。高知高専の

増大させるための重要な取り組みとなっており
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ます。
具体的には、徹底した企業訪問により県内企
業との信頼関係を構築し、販売戦略の協議を行

本県の産業振興に向けて一生懸命取り組んでま
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。

いながら、県外企業等に対する営業活動への同

最後に、一般社団法人高知高専テクノフェ

行訪問を継続するとともに、これまで商品の販

ロー並びに会員企業の皆様方の益々のご活躍と

売を進めていくうえで必要でありながら取り組

ご発展を心からお祈り申し上げます。

みが十分でなかった、県内企業の代理店との契
約のあり方や、ホームページの充実、PL 法対
策などに対する専門的な支援を行っております。
また、県外の商社や JA 等への製品紹介などの
営業サポートに加え、見本市への出展に関する
支援としまして、必要経費に対する助成金や、
事前説明会の開催、ポップ活用講習会の開催な
どを行うとともに、見本市終了後は販路開拓に
向けた事後サポートなどを行っております。本

図 1 ぢばさん見本市風景

年度の見本市では（図 1、図 2）、県及び当セン
ターが小間出展する 33 のイベントへ、延べ 81
社が出展（パネル展示のみ延べ 65 社）いただき、
これまでに 24 件約 3 千万円の成約が得られてお
ります（平成 25 年 12 月 10 日時点）。また、そ
の他にも「高知県外商支援製品カタログ（平成 25
年 8 月第 3 版、3,500 部）」の作成・配布や、関係
機関の機関誌、テレビ・ラジオを通じた県内製
品の PR や外商支援事業の取組みなどについて
の情報発信などにも取り組んでいるところです。
これらの機械系ものづくり企業の「外商支援」は
今後も当センターの重要なミッションであり、
来年度はものづくりの試作・開発段階から販売
の拡大まで、経営全般をトータルで支援する体
制を充実するなど、これまでの取り組みをさら
に強化したいと考えています。
県勢浮揚は決して容易ではありませんが、比
較的体力のある “いま” 取り組まなくてはならな
い課題であります。今後とも高知高専テクノ
フェローの皆様のお力添えをいただきながら、
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図 2 高知高専の小間
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異次元金融緩和と
高知県経済
株式会社高知銀行
取締役頭取

森下 勝彦

平成 24 年 12 月に発足した第二次安倍内閣は、
長期にわたるデフレと景気低迷からの脱却を目
指す経済財政政策の「三本の矢」
（「第一の矢
胆な金融政策」「第二の矢
「第三の矢

大

機動的な財政政策」

民間投資を喚起する成長戦略」）、い

わゆるアベノミクスをスタートさせました。
異次元金融緩和は、アベノミクスの「第一の

れの平均残存期間を延長する。
③ ETF、J-REIT の買入れの拡大（資産価格のプ
レミアムに働きかける）
ETF および J-REIT の保有残高が、それぞれ
年間約 1 兆円、年間約 300 億円に相当するペー
スで増加するよう買入れを行う。
④「量的・質的金融緩和」の継続

矢」として、消費者物価の前年比上昇率 2 % の「物

2 % の「物価安定の目標」の実現を目指し、こ

価安定の目標」を、2 年程度の期間を念頭に置い

れを安定的に持続するために必要な時点まで継

て、できるだけ早期に実現するために、日本銀

続する。その際、経済・物価情勢について上下

行が昨年 4 月に導入した「量的・質的金融緩和」

双方向のリスク要因を点検し、必要な調整を行

政策であり、マネタリーベース（現金と日銀当座

う。

預金残高の合計）および長期国債・ETF の保有

これまでのところ、このアベノミクスは奏効

額を 2 年間で 2 倍に拡大し、長期国債買入れの

し、国内総生産は一昨年の 10 〜 12 月期以降 4

平均残存期間を 2 倍以上に延長するものであり

期連続プラス成長となっていますが、輸出や企

ます。

業設備投資が主導した過去の景気回復パターン

具体的な内容は、主に以下のようになってい

とは明らかに様相を異にしています。要因はい

ます。

ろいろありますが、異次元金融緩和が最も大き

①マネタリーベース・コントロールの採用（量的

な要因ではないかと思います。

な金融緩和を推進）

この大胆な金融緩和により、政権交代前から

マネタリーベースが、年間約 60 〜 70 兆円に

動意づいていた金融市場は反応を強め、「株高・

相当するペースで増加するよう金融市場調節を

円安」は予想以上に進展し、金利は低位の水準で

行う。

安定的に推移しました。株高を背景とした資産

②長期国債買入れの拡大と年限長期化（イールド

効果や消費者心理改善等により高額消費が発動

カーブ全体の金利低下を促す）

したほか、円安により輸出企業の採算は改善し、

長期国債の保有残高が年間約 50 兆円に相当す

雇用の改善も進みました。

るペースで増加するよう買入れを行う。また、
長期国債の買入れ対象を拡大したうえで、買入

一方で、円安は輸入物価の上昇を招いていま
すが、そうした中、実体経済の資金需要を表す
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とされるマネーストック（現金、預金、準通貨、

県産業振興計画に基づくさまざまな取組みが行

譲渡性預金の合計額）は、マネタリーベースのよ

われていますが、日本経済の先行きが「第三の

うには増加していないことから、金融機関へ資

矢」の実効性を確保し、企業の設備投資や雇用の

金を潤沢に供給することで、民間への貸出を増

増加、賃上げを実現できるかどうかにかかって

やす狙いもあった異次元金融緩和は、この点に

いると同様に、高知県経済の先行きも、高知県

ついては未だ期待した効果を発揮しておらず、

が持っている資源や特性を活用し、需要の創出

現下の消費者物価指数の上昇は、デマンドプル

と産業の育成などを通じて本県の産業振興につ

型ではなくコストプッシュ型（ただし、賃上げを

なげていくことなど、産業振興計画の取組みを

含まず）となっています。
このような状況に加え、4 月からの消費増税
を踏まえると、景気が腰折れするリスクが顕現
化する懸念があり、今後「第三の矢」をしっかり

「第三の矢」に結び付け、ブラッシュアップして
いくことができるかどうかが、重要なポイント
になると思います。
また、こうした高知県経済の状況においては、

と放つことができるかどうか、つまり成長戦略

異次元金融緩和はさらに持続される必要がある

や規制改革をしっかり行うことができるかどう

のは言うまでもありませんが、高知県経済は日

かが、デフレ脱却と景気回復を確実なものとす

本経済の動きから遅行する特徴があることから、

るために極めて重要となります。

金融緩和が解除される時点では、まだ景気回復

こうした中、わが高知県経済の状況も、製造

が不十分であることが予想されます。したがっ

業の持ち直しを始め、底堅い個人消費や住宅投

て、今から少しでもキャッチアップしておくこ

資、公共投資の増加等により緩やかに持ち直し

とが必要であり、この観点からも産業振興計画

の動きが窺われたほか、雇用面も改善するなど、

を着実に推進していかなければならないと思い

統計からみる景況感は明らかによくなっていま

ます。

す。しかし、雇用の改善は短期雇用主体であり、

高知高専テクノフェロー様におかれましては、

賃金についての改善も未だこれからという状況

高知県工業界、産業界の活性化に向けてさまざま

であることなど、アベノミクス効果が円滑に波

な取り組みを実践されていますが、高知県の産業

及しているとは言えないのが実態ではないかと

が一層発展していくためにも、私どもも産学官の

思います。また、高知県の製造業者は、円安に

連携をこれまで以上に密にして、腰を据えて取り

より収益が改善した大企業に引っ張られる形で

組み、ともに歩んでいきたいと思っていますの

回復している先が多く、直接的な円安効果は限

で、今後ともよろしくお願いいたします。

定的であり、逆に円安等による原材料や資材高
の影響を受ける先が少なからず存在しています。
したがって、県内景況感の改善は、
「第一の矢」
に起因する「株高・円安」による資産効果等はあ
るものの、実態はむしろ「第二の矢」の方がその
効果をもたらしているように思います。つまり、
高知県の経済構造は、依然として従来の公共工
事依存型から脱していないということです。
現在、高知県では県勢浮揚のために、尾﨑知
事の強力なリーダーシップのもと、第 2 期高知
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高知高専テクノフェロー
－ 次の10年間に向けて －
高知工業高等専門学校
地域連携センター長

永橋 優純

１．テクノフェローこれまでの歩み

となりました。地元企業を対象とする技術コー

高知高専テクノフェロー（以下テクノフェ

ディネートや製造中核人材育成事業などもそれ

ロー）は来年で設立 10 周年を迎えます。これの

なりに成果を上げ、内閣総理大臣表彰を受けた

経緯については本誌 8 号の中で鈴木康夫初代会

ことは本誌前号でも紹介されている通りです。

長や野村弘前事務局長によって紹介されていま

しかし、その後のテクノフェローの活動は必

すが、テクノフェロー立ち上げに裏方として関

ずしも順風満帆とは言えなかったように思いま

わってきた筆者なりに改めて振り返っておきた

す。外部から事業を取り込んでそれを地元や高

いと思います。

専に還元するには、まだ環境が十分に整ってい

テクノフェローの全ての始まりは、当時の高

なかったと考えています。学内の先生方の協力

知高専校長中井貞雄先生の「地元のため、高知高

が不可欠な事業でしたが、平常業務が忙しく、

専のため、学校でできないようなことを卒業生

必ずしも満足のいく支援が得られなかったこと

にも加わってもらってできるような組織を作り

も一因と考えます。

たい」の一言にありました。早速、地元在住の高
専 OB 諸兄に集まっていただき数回の懇談会を

２．他高専に見る「テクノフェロー」的なるもの

持ちました。意見の中には「今さら」という辛辣

10 年前と現在では地域貢献の位置付けも変

な発言もありましたが、概ね好評で、法人格を

わっています。高等教育機関の地域貢献や研究

持たせた組織立ち上げの協力を取り付けること

成果の社会還元は高専においても重要な使命の

ができました。その後、中井校長を先頭に当時

一つです。そのような観点から、全国高専の「テ

の産学技術交流推進室（柏原俊規室長、副室長は

クノフェロー」的なるものを少し眺めてみます。

筆者）が中心となって、県産業振興センター（北

紙幅の制約から、ここでは高知高専と類似の法

添英矩理事長）や地元企業などに出向き、趣意

人組織を持つ松江高専と東京高専、さらに四国

説明や支援をお願いすることとなりました。併

の高専の中で活発に活動していると言われてい

行して学内の各専門学科もそれぞれ学科主任を

る阿南高専を例に取り上げます。表１に運営形

ヘッドとした会員獲得の活動を開始しました。

態や活動内容の概略を示しましたが、松江高専

平成 17 年、テクノフェローは公益法人として

は筆者が直接訪問して実態を調査したもの、東

高知県の認可を受け、直ちにフルパワーの活動

京高専と阿南高専についてはネット情報とメー

を開始しました。その人材コーディネート事業

ル交換による収集情報を元にまとめたものです。

は 2007 年問題を目前にした、時流に合ったもの

これら 3 高専の中で、省力的でそれでいて地元

5
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表１
振興組織名
高専名
運営組織

（一社）
高知高専テクノフェロー

（一社）
松江テクノフォーラム

高知工業高等専門学校

松江工業高等専門学校

事務局長（外部）
総務課企画係

WG主査（学内教員）
総務課企画係

会長：県工業会会長
（副）県産業振興センター
会長・副会長
理事長
（副）学校長
会員

高専における地域振興組織の比較

企業会員：39社
個人会員：342名

（一社）
東京高専技術懇談会
東京工業高等専門学校

会長：地元企業社長
（副）地元企業社長
（副）学校長

阿南工業高等専門学校

技術センター内
（総務課企画係）

地域連携テクノセンター内
（企画係）

会長：地元企業社長
（副）地元企業社長
（副）総務企画担当副校長

会長：地元企業社長
（副）地元企業社長

企業会員：90社
個人会員：100名

企業会員：100社
個人会員：2名

設立年度
設立経緯

平成5年設立,平成21年法人化
平成13年設立,平成22年法人化
平成17年法人設立
八王子市および周辺地域内
卒業生および高知高専と県内 地域における産学連携組織
企業との産学連携組織とし
企業の連携組織として発足
として発足
て発足

主要事業

1）講演会,講習会
2）人材コーディネート
3）OB人材による教育支援
4）機関誌発行

1）講演会,講習会,交流会
2）専攻科生への研究助成
3）機関誌発行

ACTフェローシップ

1）講演会,講習会,交流会
2）専攻科生への支援
（研究発表会,インターン
シップ）

企業会員：98社
個人会員：29名
平成7年設立
阿南高専を支援する地域企
業の会として発足
1）講演会,講習会
2）テクノセンター支援
（学校関係情報誌発行代行）
3）学生活動支援

に密着し、貢献度が高いと認められるのは松江

整備を進めているところです。具体的には地域

テクノフォーラムだと思います。その成功の基

連携センター内にテクノフェローを置き、連携

盤は、松江高専が地元待望の工学系教育機関と

センター長がテクノフェローと学校側との橋渡

して創立された、ローカルでありながら熱心な

しをする。これによって学校とテクノフェロー

中小企業が集まっている（企業会員常に 100 社程

の連携を強化し、テクノフェローの運営経費削

度）、さらに産学連携を主導する学内テクノセ

減や先生方の積極的な関与を図ろうとするもの

ンターとの密な連携・後援関係にあることなど

です。昨年 4 月からはテクノフェロー事務局（前

と思います。組織は実質的に一人の高専教員が

田公夫事務局長）に企画係職員 1 名が配置され、

取り仕切っており効率良く運営されています。

学校側窓口は筆者が担当することとなりました。

それと比較して、他の 2 高専の場合は高専振興

当面は高専卒業生（地元企業現役エンジニア、定

会の意味合いが強く、穏やかに地元企業とつな

年後のシニア世代エンジニア）を仲立ちとした地

がっている雰囲気があります。また、我がテク

元企業との連携活動を中心に置き、高知高専の

ノフェローは学校から独立した地域連携事業団

教育研究活動も支援することまでを目指してい

体の色合いが濃く、それだけ運営主体（事務局）

ます。

には苦労が多かったものと考えます。加えて、

新体制はスタートしたばかりで、手つかずの

学内の先生方の地域貢献参画に対する気後れも

ことも多いと思いますが、先ずは地元企業で活

あったと思います。

躍している本校 OB 現役エンジニアと本校教員
相互の情報交換会などを手がかりに、強靱で実

３．高知高専テクノフェローのこれから
現状を憂慮された現高知高専校長船橋英夫先
生は、社団法人から一般法人への移行を契機に
学校本体とテクノフェローの結び付きを強化す
る方針を発せられました。現在それに対応した
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効性のある組織形態を模索し、高知高専テクノ
フェロー次の 10 年間に繋ぎたいと考えていま
す。
今後ともテクノフェロー会員の皆さまのご理
解とご協力を切にお願いいたします。

研究紹介

中小河川における効率的な
維持管理技術構築の取組み
高知工業高等専門学校
環境都市デザイン工学科准教授

岡田 将治

1. はじめに
近年、ゲリラ豪雨に代表される集中豪雨の頻

路延長も短いため、大河川に比べて降水量の増
加に対する浸水や氾濫の危険性はさらに高まる。

発や巨大な台風の襲来により、洪水による河川

その一方で、二級河川では管理を行う河川数も

氾濫の危険性が高まっている。わが国の年間平

多く、財政面や技術面、人員不足等の理由から

均降水量はおよそ 1700mm であるのに対して、

基本データの取得や水理計算による河道状況の

高知県ではおよそ 2500mm であり、場所によっ

把握が十分に実施されていない。高知県が管理

ては 3000mm を超える地域もある。国土交通省

する二級河川は 269 あり、総河川長は約 1242km

資料 1）によれば、地球温暖化に伴う気候変動によ

もある。また、河川・海岸に関係する事業費は、

り、100 年後の年最大日降水量の変化率（1981 〜

平成 9 年のピークに比べて現在はおよそ 1/3 ま

2000 年の計算結果に対する 2031 〜 2050 年の計

で少なくなっている。

算結果の変化率）は、四国南部では 1.11 と推定さ
れている。読者は「たかだか 11% か」と思われる

2. 四国地方の河川維持管理に関する勉強会

かもしれないが、最大日降水量が 11% 増加する

上記のような背景から、四国地方では各自治

影響は、私たちが考える以上に深刻である。河

体が効率的に中小河川の維持管理を行える技術

川整備を実施する際には、計画上目標となる治

の構築を目標として、平成 21 年度から国土交

水安全度という指標がある。例えば、100 年に 1

通省四国地方整備局、各県の河川管理者および

度の降水量によって生じた洪水に対して、被害

香川高専、阿南高専および高知高専をメンバー

を発生させずに安全に下流へ流せる場合の治水

とした「河川の維持管理（土砂問題）に関する勉強

安全度は 1/100 として表される。前述の年最大

会」を定期的に開催し、各県にモデル河川を設定

日降水量の増加によって、将来の治水安全度は

して検討を進めている。当研究室では、高知県

1/100 がおよそ半分の 1/41 〜 1/51 に低下するこ

および愛媛県と連携して安芸川（高知県安芸市）

とが指摘されている。なお、これらの値は計画

および中山川（愛媛県西条市）を対象に新たな維

上目標としている安全度であり、現状の河川の

持管理手法の構築に向けた実践的な取り組みを

安全度はさらに低いため、浸水や氾濫被害が今

行っている。ここでいう河川の維持管理とは、

後さらに増加することが容易に想定される。

堤防や護岸等の河川管理施設も含まれるが、河

特に、都道府県が管理する一般に中小河川と

川の流下能力（安全に下流へ流すことのできる洪

言われる二級河川では、流域面積も小さく、流

水時の流量）を維持、あるいは向上させるための
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維持管理が主となる。

の変化を把握し、維持管理に生かしている。一

この勉強会では、各県は外部機関の協力を得

方、県が管理する河川では、これらのデータが

て課題に対する検討ができ、河川行政の効率化

基本的に皆無であるため、最低限のデータを取

だけでなく、職員の技術力の向上につながるこ

得することによって、河道内の状況変化を把握

と、各高専から四国地方整備局や各県に卒業生

できる手法が必要となる。そこで、当研究室で

が多く在職していることから連携が容易である

は、図 1 に示す河川カルテの作成と複数箇所に

こと、高専においては学生が卒業研究等の一部

設置した圧力式水位計のデータを用いた簡易水

として、実務上の課題を解決するプロセスで河

理解析を組み合わせた河川の維持管理手法（高知

川技術者としてのスキルを習得でき、これらの

高専方式）を提案している。これを活用すること

成果をフィードバックすることによって地域へ

により、洪水中の流量の時間変化が推定可能に

の貢献につながること等、両者にとって数多く

なるだけでなく、河道内の抵抗要素の変化や流

の利点が挙げられる。

下能力の評価、堆積した土砂の掘削や樹木の伐
採を実施する際の範囲や量を定量的に評価する

3. 高知高専方式による河川維持管理技術の提案
河川の流下能力が減少する要因として、大き
くわけて 2 つある。洪水時の土砂堆積による断

必要となる基本的な情報を入手することができ
る。

面積の減少と河道内の樹木繁茂による流れに対

河川カルテについては、国土交通省によって

する抵抗の増加である。したがって、河川の各

作成要領 2）が公表されており、カルテに記載す

区間における流下能力を評価することが河道管

る具体的な内容について示されている。しかし

理を行う上で重要となる。一般に、国が管理す

ながら、河川の特性や洪水の発生頻度に応じて

る河川では、200m 間隔で横断測量を実施し、洪

河川管理者が維持管理上ポイントに置く（カルテ

水時に河川の水位や流量を計測して、流下能力

に記載する）項目も異なると考えられる。安芸川

図1
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ことができ、効率的な河川の維持管理の実施に

高知高専方式による河川の維持管理手法の概要
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図2

安芸川の土木事務所が作成した河道カルテとカルテ作成のための作業風景

においては、高知県安芸土木事務所と連携して、
水位計の設置およびデータ回収、簡易測量やカ
ルテ用の写真撮影を実施し、データの整理方法
や簡易水理解析による流下能力の評価方法につ
いて学生が県の職員に説明し、図 2 に示す安芸
川の河道特性カルテを作成している。また、図
3 に示すような国土交通省、高知県、愛媛県の
河川管理者が各河川で行っている維持管理手法
についての情報交換を行うために、本校におい

図 3 高知高専で開催した河川の維持管理に関する合同勉強会

て関係者が一同に会し、河川カルテの作成事例
や当研究室学生による簡易水理解析の活用方法

中小河川の維持管理が効率化され、洪水に強い

に関する講習会を定期的に開催し、他機関との

まちづくりに貢献できれば幸いである。

情報共有や河川管理者のスキルアップを行って
いる。
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会員企業から

雇用を第一に、
創業社長の挑戦
株式会社栄光工業
代表取締役社長

中山 博之

我が社の創業は、昭和 55 年 7 月 1 日で、借工

業種も多岐にわたり、多品種で品質基準も図面

場 42 坪、家賃 15 万、3 名でのスタートでした。

も異なるため、従業員には高い適応力が求めら

ひとつの屋根の下に 3 社が入り、天井が低く明

れますが、勉強を重ねて生産活動に取り組んで

かり取りがあったため夏は暑く、麦わら帽子を

います。また、5S 運動・チリなし工場を実践す

被って仕事をしました。今では良い思い出です。

べくチームを組んで努力しています。

1 年後の 10 月に土地を購入して現在地に移転し、

創業 30 年で総合加工企業を実現してから、設

私を含めて 7 名の会社となりました。設立当初か

計開発部を立ち上げ、4 年が経過しました。体

ら
「家業ではなく、多くの人に働く場を提供し、皆

制も 6 人から 8 人、10 人体制へと拡充しつつあ

が幸せになる企業」
を作ることが目標でした。

ります。設計開発部には、高知高専の卒業生も

創業 3 年目、一番の受注先の仕事がなくなり

多く在籍しており、彼らの奮闘で夢づくりが大

苦境に陥りましたが、県外の企業へ新規受注を

きく広がっています。自社製品・OEM（完成品）
・

求めて営業活動をし、再び売り上げを伸ばすこ

部品作りと新しい目標ができ、将来展望が楽し

とが出来ました。この時に県外に打って出たこ

みとなってきました。高知県の産業振興計画へ

とが、我が社の成長の基礎となり、現在は県外

も協力し、貢献していきたいと思います。

からの受注が 95% 以上を占めています。10 業

我が社の永続発展の源泉は、次の社是を貫徹

種以上との取引を目標とし、受注先は上場企業

することと考えています。

又はそれに匹敵する企業と決めて営業をしたこ

キャッチフレーズ 「創意と技術で未来へ挑戦」

とが大きな成果につながりました。ものづくり

経営の基本理念

1. 取引先への感謝

企業として先の先を考え、多品種・少量・短納

2. 地域社会への貢献

期に対応できる総合加工企業としてのステップ

3. 社員の幸福

アップを図っています。

社長方針 「自立と自己責任」
・
「スピードと継続」

今では本社工場・テクノ工場・まほろば工場
の 3 工場となり、従業員は新卒 13 名の採用予定
者を含めて 180 名を越える規模となりました。
技術力向上の為、従業員には費用会社負担で 1
個以上の資格取得を推進しています。社内には
溶接道場もあり、ベテラン技術者が若手を指導
しています。設備の導入にあたっては、最先端
のものを選択し、24 時間無人で稼働する機械も
4 台設置しています。特に品質への取り組みは
厳しく、不良ゼロ達成へ挑戦を続けています。
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図

第三工場稼働記念大忘年会

会員企業から

下請け金属加工業者の挑戦
< 機械加工と表面処理の連携 >
高知精工メッキ株式会社
代表取締役社長

岩崎 秀雄
1. これまでの歩み（親企業からの独立）

当社では各種研修会・通信教育等を活用しながら

当社は昭和 36 年に地元の農機具機械メーカーの

人材育成を図り、技能検定国家資格者が 63 名、内

下請け専門工場としてスタートしました。当初は

1 級技能士 28 名（平成 26 年 1 月現在）が在籍してい

めっき加工会社としてスタートし、5 年後に機械加

ます。

工部門を立ち上げて現在に至っています。創業か
ら 20 年が経過したころ、親会社でありました農機

3. 今後の展開（機械加工・めっきの一貫体制）

具機械メーカーが経営破綻し、その後は独立した

これまで蓄積してきた技術力をベースに取引先

めっき処理・機械加工専門の下請け加工業者とし

からの新しい種類のめっきや精密機械加工のご要

て営業して参りました。現在は高知県内 3 割・県

望に応えるべく、設備面での先行投資を伴っても

外 7 割の受注割合で電子部品や機械・設備部品等

「新しいモノ・難しいモノ・特殊なモノ」に積極的

幅広い業種の部品加工を受注しています。

に取り組んでまいります。
また部品を製造する工程の中で一つの工場で機

2. 当社の強み（人材育成による技術力）

械加工からめっき表面処理まで一貫して加工でき

当社は電気めっきをはじめとした金属表面処理

る設備を保有しているところは、全国的にみても

とマシニングセンター・NC 旋盤をメインとした機

極めて稀であるのが現状です。これは経済のグ

械加工を 2 つの柱として、自社製品を持たずに様々

ローバル化に伴って国内の製造業の独自性が問わ

な設備・機械・装置等のパーツ部品の加工を専門

れている中、当社が今後成長していくための大き

としております。また部品加工業者でありながら

な武器となり得ます。複雑な加工品が増えている

特定の親企業がなく独立した下請け加工業者です

中、発注側企業にとって工程管理や納期管理が一

ので、不況や業績不振で困った時に支援してくれ

度の発注で完結することは大きなメリットにつな

るところはどこもありません。しかし裏を返して

がります。

みれば下請け企業でありながら親企業を選ぶ権利
をもっています。

今後一貫受注を前面に出して更なる発展を目指
して参ります。

このような立場で当社が生き延びていくために
は、企業自身の実力をつけていく必要があります。
よく世間では企業に必要なものは人・物・金と言
われますが、実際はほとんど人の力で企業そのも
のの力が決まってきます。物はお金を出せば買え
ますし、金は銀行から借りることができますが、
人だけは採用して育てるという長くて地道な努力
を要します。
中小企業の成長のカギは技術力であり、いかに
優秀な人材を育てるかが重要な課題であります。

図

本社工場（左）および長岡工場（右）
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連絡員便り

中小企業を元気に
ー 中小企業診断士としての
第二の人生 ー
中京地区連絡員

M8

松崎 永志
一昨年 4 月中小企業診断士に登録、7 月に開

トを定めました。しかし、経済学、経営情報シ

業届けを出して活動を始めました。中小企業診

ステムなど未知の分野も多く、勉強を開始して

断士は経済産業大臣認定の経営コンサルタント

から診断士登録まで 3 年半掛かりました。

です。柱となる仕事は企業を外部の視点から診

登録後の 5 月からは、手始めに高知高専機械

断し、問題点や課題を洗い出し、それらへの対

工学科同期生（M8）3 名それぞれの会社を訪問

策を実行可能なアクションプランとして提言す

したり、JICA メキシコ品質向上研修の勤務先

ることです。

での受け入れと講義、さらに先輩中小企業診断

企業もそうですが、自分の強みとすることは

士との研究会（飲み会を含む）に毎週のように参

意外と自身では分からないものです。例えば、

加して勉強と人脈を拡げることに力を入れてき

勤務先で私が一番長く経験してきた「海外市場開

ました。お蔭様で中小企業基盤整備機構が今年

拓を含むマーケッティング」は、他との差別化を

4 月開設する優れた技術や製品を持つ中小企業

図れる私の強みと考えていましたが、先輩方か

と大企業をつなぐマッチングサイト J-GoodTech

ら見出して頂いたのは「機械と製造と周辺にある

（ ジ ェ グ テ ッ ク /http://www.smrj.go.jp/keiei/

技術・技能やノウハウ」という、機械メーカー

j-goodtech/ ）の訪問営業と掲載希望企業の申し

勤務者なら常識といって良い点がベースとなっ

込み（審査はありますが掲載は無料）までを中部

たものでした。
「 企業を外からの視点で診てさし

本部の経営支援チーフアドバイザーとしてお手

あげる」意義はここにあります。診断士の数も、

伝いする仕事を頂きました。これで一昨年の 1

私の所属する愛知県中小企業診断士協会には約

月に迎えた定年後の、本格的活動の基礎ができ

600 名の会員がいますが、その他にも企業で勤

たと有難く思っています。

務している企業内診断士や協会に所属していな
い診断士もいます。

いきましょう」との言葉を頂きました。私も日本

私が資格取得を目指したのは 55 歳で役職定年

のものづくりを支える中小企業が、経営理念を

となった年でした。仕事で遣り残した感が強く、

達成するために利益をあげて事業を継続させて

70 歳過ぎまでは働きたいとの思いもありました。

いけるように支えていく活動をしていくつもり、

勤務先では製造・技術・国内営業の後、米国駐

只今奮闘中です。

在員事務所開設から海外の市場開拓など、1 つ

12

ある大先輩からは「共に中小企業を元気にして

最後となりますが、これからも中部地区に拠点

の企業内で幅広い業務を経験させて頂きました。

を置き活動していくものの、私を育てて頂いた高

中小企業診断士一次試験の試験科目は、運営管

知への感謝の念は深く、お役に立てる機会があれ

理や財務・会計など 7 つの分野にわたりますが、

ば馳せ参じるつもりでおりますので宜しくお願い

私の勤務経験にも合致していると考えターゲッ

致します。がんばれ日本、がんばれ高知。

テクノフェロ技
ー術
だ解
よ説
り

ヘビ型ロボットの推進機構
高知工業高等専門学校
機械工学科准教授

赤松 重則

1. はじめに

2. 蛇の推進原理

筆者が小学校へ入る前、近所の裕福な家庭の

手足のない蛇が自在に移動して行く様は、誰

友人があるとき鈍く光る見たこともない金属製

もが不思議に感じる現象の一つだと思われる。

の「モノ」を持って現れた。長細いその「モノ」は

アリストテレスも蛇の前進運動の原理について

スイッチを入れるとぎこちなく、しかしながら

論じている 1）が、力学的に解析されたのは 20 世

ヘビのようにくねりながら進み始め、その動き

紀に入ってからである。蛇の推進運動を工学的

に目を見張った。それは学研から販売されてい

に解析してヘビ型ロボットを実現させたのは廣

たメカモシリーズのスネークという（図 1）ヘビ

瀬ら 2）であり、実際に蛇の推進運動を観察する

型ロボットであった。10 年程前に復刻版として

ことにより、蛇が体幹方向と体幹に垂直な方向

メカモシリーズが再販されたが、カニ、ムカデ、

の摩擦力の差を利用して推進していることを明

シャクトリムシの復刻のみであり、その動きが

らかにした。

心に焼き付いているスネークがないことを寂し

蛇は 200 から 400 の骨格を持っており、その

く思っていた。折から、出前授業のあり方を模

数は体長により異なる。蛇の筋骨格系を図 2 に

索している時期でもあったので、子ども達への

示す。脊椎骨と肋骨で構成される骨格系の左右

工学への興味喚起を目的にヘビ型ロボットに触

に肋骨から肋骨へ、または脊椎骨に筋肉が張ら

れてもらおうとロボットの製作に取りかかった。

れており、屈曲運動を生じさせている。
これら蛇体幹をモデル化したものを図 3 に示す。
脊椎骨 1 つを単位長さ

のリンクと仮定し、蛇

体幹はそれらが屈曲自在なジョイント部で連結
された直列リンク機構とみなす。このリンク
機構は肋骨先端に張られた左右の筋肉により、
ジョイント部を中心とする能動的な屈曲運動を
行う。一方の筋肉が収縮すると、その収縮力
により、ジョイント にはトルク

が生じる。

これら体幹に働く力を図 4 に示す。トルク の
図1

当時のパッケージ

発生により、ジョイント およびその両端のジョ
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技術解説

テクノフェローだより

イント

+1

、

−1

には、
（1）

もに左回り方向に屈曲する曲率

を正、同様

に左回りの屈曲を生ずるトルク

を正とする。

（6）式はアクチュエータが駆動トルクを生ずると

と定義される力 が図に示すように働く。両隣

き、体幹の曲率が大きいほど、またトルク分布

のジョイントで生ずるトルク

の変化率が大きいほど駆動力が接線方向に変換

−1

、

+1

につい

ても同様の関係が成り立ち、それらのベクトル
和をジョイント

されやすいことを示している。

について考慮することにより、

接線方向の力と法線方向の力が導かれる。ここ
でジョイント での体軸接線方向とは、 での偏
角 の 1/2 を通過する連続曲線（s 軸）の向きと定
義される。
体幹距離

にあるジョイント

に生ずる

接戦方向への は、図 4 より、
（2）
となる。ここで、リンク長さ

図2

を微小と考える

蛇の筋骨格系 2）

と、リンク系を連続曲線とみなすことができる
から次式の関係が成り立つ。
（3）

（4）
ただし、 は第 節部の体幹曲線の曲率を示して
いる。
（1）、
（3）、
（4）式を（2）式に代入すれば は次
のように示される。
（5）
ここで、リンク長さ

図3

モデル化した筋骨格系 2）

を微小と考えているので、

トルク分布、曲率分布とも

、

と連続化表

現できる。さらに（5）式の左辺を体幹単位長さあ
たりに生じる接線力という意味で接線力密度関数
と定義すれば、次式の関係が成り立つ。
（6）
ただし、（6）式の符号は、体軸距離 の増加とと
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図4

体幹に働く力 2）

テクノフェロ技
ー術
だ解
よ説
り

推進力を直感的に理解するには、（2）式を図 4

出前授業での様子を図 6 に示す。出前授業で

中にイメージする方が簡単かもしれない。また

はロボット研究部が製作した高専ロボコンのロ

法線方向の力も生ずるが、曲率分布

ボットの実演と、ヘビロボットや魚太郎ロボッ

関係であり、トルク分布

とは無

の 2 階微分となる

ことが明らかになっている。移動運動を考える

ト（図 7：同様の推進原理による一関節ロボット）
の操作体験を行っている。

時の法線力は、外力に抗する力となる。アイス
スケートのエッジの摩擦状況をイメージして頂
くと理解の一助になると思う。すなわち、体幹
方向に摩擦が少なく、体幹に垂直な方向に摩擦
が大きいという摩擦特性が蛇の推進力を生み出
している。実際に蛇腹部の摩擦係数を解析した
実験結果はこれに一致している。
図6

出前授業風景

3. ヘビ型ロボットと出前授業
受動車輪をもつボディーを関節で連結させた
ヘビ型ロボットを製作した（図 5）。蛇腹部の摩
擦特性を再現するには車輪の使用が適している。
頭部から入力された角度情報を一定時間を置い
て自らの関節で出力する。尾部に繋がれた次の
ボディーは、この関節出力を角度情報として入
力する。これを繰り返すことにより各関節に位

図7

相差を持つ正弦波を入力することと等価な屈曲
運動が生じ、推進力が生じる。各ボディーには

魚太郎ロボット

4. おわりに

PIC マイコンを搭載し、角度情報を A/D 変換し

出前授業で小中学校に出向いた時には敢えて

て一定時間後にサーボーモーターによる出力を

（6）式を提示して、この数式がロボットの推進力

するように設計した。

であることを話し、小中学校の勉強の延長線上
にこの数式を理解できる自分が存在できること
を説明している。自分に挑戦できる学生として
高知高専の門を叩いてくれることを願って。

参考文献
1）島崎三郎訳、アリストテレス全集9、岩波書店
2）梅谷・広瀬、ほふく（匍匐）運動の生物力学的
研究、計測自動制御学会論文集、8、6、724-731
図5

ヘビ型ロボット

（1972）
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テ ク ノ フ ェ ロ ー 人 材 集〈Ⅳ〉
“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。今号では新たに 6 名の方々に加わっていただきました。
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、
学生の教育支援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

電 気 分 野
現住所
奈良県
生駒市
年齢
お か む ら

岡村

の り お

憲夫

1952 年
生まれ
現住所
高知県
高知市
年齢

も り や ま

森 山

ひろし

博

1961 年
生まれ

略

歴

支援可能分野

高知高専電気工学科卒業後、三 ・建設業における電気取扱に関する
こと、現在業務の高圧受電設備に関
井 建 設 ㈱ に 入 社 し、36 年 間
する電気機器等。
勤務。主に土木現場（トンネル、
シールド工事）の機電担当後、大 ・メーカー勤務でなくユーザー側で
阪支店機電課にて電気主任技術
あったから、機器のスペシャリスト
者 20 年。平成 20 年より㈱シン
でなく、使用者側から見た電気屋で
テクノ勤務。受電設備、電気機器
す。
のレンタル及び電気工事業。
略

歴

支援可能分野

兵庫県
伊丹市
年齢

中瀬

郁夫

1952 年
生まれ
現住所
高知県
高知市
年齢

おかばやし

岡林
16

み な ひ ろ

南洋

なし

テクノフェロー人材
現住所

い く お

・3 種電気主任
技術者
・1 級電気施工
管理技士
・1 級土木施工
管理技士
・1 級電気工事士

資格など

高知高専電気工学科卒業後、松 ・弱電関係の開発設計を約３０年間
経験し、現在は太陽光発電所の管
下電器産業（株）（現パナソニッ
理・メンテナンス関係のどちらかと
ク（株））に入社し、約３０年間映
いうと強電関係の仕事をしていま
像機器の商品開発設計に従事。
す。パナソニックでも機構要素開発
特に電磁変換系の設計を担当。
部署に所属しており、純粋な弱電技
現在、荒川電工（株）に勤務。
術者としての知識だけでなく、機構
系やＰＣ関係の知識もあります。

化 学 分 野

な か せ

資格など

1950 年
生まれ

略

歴

支援可能分野

資格など

高知高専工業化学科７期卒、バ ・若い頃は薄板の酸洗、電気めっき、溶融 ・衛生管理者
めっきの操業技術や開発業務を担当。 ・品質管理推進
レー部。
その後は工場管理や関係会社運営が業
責任者（IQC）
S48 年住友金属工業㈱入社後、
務の主体で現在に至ります。単なる物
和歌山製鉄所で薄板部門に所
作りの好きな“現場のおっちゃん”です。 ・他
属。H9 年以降は製鉄所内の関 ・ご支援出来ることは、若い人の悩みの
相談位です。
係会社で薄板関係の合弁事業を
・この 40 年強で最も役立ったのはバ
専務取締役・工場長としてリー
レー部の仲間と培った“根性”かもしれ
ません。
ド中。
略

歴

高知大学文理学部卒業後、( 財 ) 日
本環境衛生センターで悪臭分析に 3
年間従事。その後学生に戻り 1981
年に筑波大学大学院化学研究科博士
課程修了。同年より ( 株 ) トクヤマで
材料の研究開発や新規事業開発等に
従事。1995 年 4 月に高知高専物質
工学科教員に着任。学科長等を歴任
し、2014 年 3 月に定年退職、4 月
より嘱託教授に就任予定。

支援可能分野

資格など

・環境化学関係：環境化学分析などを
含む環境化学一般の講義等。
・材料開発：ゾル - ゲル法による機能
性材料 ( 微粒子や薄膜等 ) やセラ
ミックスと樹脂との複合材料など
の研究開発に関するアドバイスや
無機材料一般の講義等。

・博士 ( 理学 )
・環境計量士
・公害防止主任
管理者
・危険物取扱者
( 甲種 )
・ソフトボール
準指導員

テクノフェロー人材

土木・建築分野
現住所

略

兵庫県
明石市
年齢
は

せ

が

1952 年
生まれ

わ しょういち

長谷川正市

昭和 48 年高知高専土木工学科
卒業、同年東亜建設工業（株）入
社、平成 24 年退社再雇用、工事
現場担当技術員として大阪支店
を基地に全国各地で業務に従事
中。主に港湾工事を担当。

現住所

略

高知県
南国市
年齢
お

だ

1950 年
生まれ

け ん し

小田

憲史

歴

支援可能分野

資格など

・42 歳まで陸上工事・港湾工事現場
担当後、52 歳まで工事統括管理と
営業を担当。その後、現場支援職や
大型工事現場所長、卒業後初めて高
知の港湾工事に従事し定年退職、継
続勤務で再雇用契約後、全国区で受
注した工事に赴任することになっ
ている。
・小生でできることがあれば支援さ
せて頂きます。

・技術士（建設
部門 施工計
画、施工設備
及び積算）
・技術士（総合
技術監理部
門）

支援可能分野

資格など

・大スパン構造に関する構造
―立体トラスや木造スペースフレー
ム等の大スパン構造に関する技術。
―ケーブルなどの張力材を用いた構
造に関する技術。
・構造物の模型作り。

・博士 ( 工学 )
・一級建築士
・木造住宅耐震
診断士

歴

大阪市立大学大学院修了後、太
陽工業株式会社入社。設計部，技
術研究所で大空間構造物の設計
や技術開発に従事。母校大阪市
立大学や京都工芸繊維大学など
で非常勤講師を勤めた後、高知
高専建設システム工学科（現環
境都市デザイン工学科）の教員
として 7 年間従事。

人材登録者一覧
M1：機械工学科 1 期生
NO

科卒

氏名

1

M1

入野

2

M1

3

E：電気工学科

C：工業化学科

掲載号

NO

科卒

弘

Vol.6

22

E2

松岡

西川

忠洋

Vol.8

23

E3

M2

石黒

道紀

Vol.6

24

4

M2

奥田

泰造

Vol.6

5

M2

田村

隆善

6

M2

中村

7

M2

8

Z：土木工学科

氏名

計 62 名

平成 26 年 3 月現在

掲載号

NO

科卒

氏名

慎二

Vol.6

43

C3

武政

岩河

和雄

Vol.6

44

C3

東巻原

E3

西岡

進

Vol.6

45

25

E3

弘内喜代志

Vol.6

Vol.6

26

E3

和田

啓一

隼雄

Vol.7

27

E4

上村

浜田

健一

Vol.7

28

E4

M2

細木

一

Vol.7

29

9

M3

篠原

豊範

Vol.7

10

M5

藤田

健樹

11

M5

横田

12

M7

13

掲載号

俊二

Vol.7

功

Vol.6

C4

吉岡牧二郎

Vol.6

46

C5

西尾

武純

Vol.6

Vol.8

47

C7

中瀬

郁夫

Vol.9

誠

Vol.6

48

C12

森岡

正志

Vol.7

山崎

修

Vol.6

49

C教

戸部

廣康

Vol.6

E5

戸田

彰

Vol.7

50

C教

前田

公夫

Vol.6

30

E5

西村

速雄

Vol.7

51

C教

岡林

南洋

Vol.9

Vol.7

31

E7

宇田

幸正

Vol.8

52

Z1

北村

利男

Vol.6

静男

Vol.6

32

E7

岡村

憲夫

Vol.9

53

Z2

福山

福二

Vol.6

澤村

敏彦

Vol.6

33

E8

西岡

良

Vol.6

54

Z3

長谷川正市

Vol.9

M7

橋本

正仁

Vol.6

34

E9

咲川

厚樹

Vol.6

55

Z3

溝渕

辰夫

Vol.6

14

M8

松崎

永志

Vol.6

35

E9

田辺

一夫

Vol.6

56

Z4

大井

隆資

Vol.8

15

M教

林

節八

Vol.6

36

E9

濱口

英男

Vol.6

57

Z6

黒川

武俊

Vol.7

16

E1

大崎

敏行

Vol.7

37

E13

大久保雅隆

Vol.7

58

Z9

河野

一郎

Vol.7

17

E1

中谷

博

Vol.6

38

E16

都築

徹郎

Vol.8

59

Z9

野口

真一

Vol.6

18

E1

浜田

佐敏

Vol.6

39

E16

森山

博

Vol.9

60

Z教

多賀谷宏三

Vol.6

19

E1

山本恵委市

Vol.8

40

E教

野村

弘

Vol.6

61

Z教

寺田

幸博

Vol.8

20

E2

谷岡

孝

Vol.7

41

E教

藤原憲一郎

Vol.8

62

Z教

小田

憲史

Vol.9

21

E2

細川

和利

Vol.8

42

C1

中村

Vol.6

和夫
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事務局より
平成 25 年度の主な実績

法人高知高専テクノフェローの協賛に
ついて

1. 総会・理事会

【5】第 4 回理事会（予定）

【1】第 1 回理事会
日

時 ：平成 25 年 5 月 21 日（火）

日

時：平成 26 年 3 月下旬

議

題：平成 25 年度事業報告、

14：00 〜 15：30
専攻科棟 4F

平成 25 年度決算（見込み）、その他

場

所：高知高専

大会議室

議

題：平成 24 年度決算報告及び会計監査報告、

2. 講演会
日

時：平成 25 年 6 月 5 日（水）

平成 25 年度事業計画及び予算計画、役
員改選、事務局について、その他

15：40 〜 16：40
場

所：サザンシティホテル 3F

【2】通常総会
日

時：平成 25 年 6 月 5 日（水）
14：30 〜 15：30

場

「クリスタルホール」
演

題：「GPS 津波計開発の現状と展望」

講

師：高知工業高等専門学校 特命教授

所：サザンシティホテル 3F

寺田幸博氏

「クリスタルホール」
議

題：平成 24 年度事業報告、平成 24 年度決算
報告及び監査報告、平成 25 年度事業計
画、平成 25 年度予算計画、役員の改選

■総会終了後、記念講演会（下記）および懇親会
（サザンシティホテル「伊万里」）を開催した。

講演する寺田幸博氏

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 25 年度の人材マッチング実績

懇親会～大利副会長のご発声で乾杯～

【3】第 2 回理事会（書面による）
日

時：平成 25 年 6 月 5 日

議

題：一般社団法人高知高専テクノフェロー
の代表理事として、山本吾一氏を選任

紹介先

卒業学科

年齢

雇用形態

Ａ社

機械工学科

27 歳

正社員

Ｂ社

機械工学科

22 歳

正社員

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

する件
【4】第 3 回理事会（電子媒体による）
日

時：平成25 年10 月17 日（木）〜10 月25 日（金） 【1】エネルギー管理士（熱分野）受験講座

議

題：高知高専創立 50 周年記念事業の一環と
しての高知新聞全面広告への一般社団

18

て、下記の講座を高知高専と共催した。
日

時：平成 25 年 6 月 1 日（土）、8 日（土）、
15 日（土） 13：00 〜 16：10

テクノフェ事
ロ務
ー局
だより

場

所：高知高専

専攻科棟 4 階 第 2 講義室

受講者：8 名

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）
*
、

5. 講習会・フォーラム

柏原俊規（高知高専名誉教授）、

平成 25 年度「橋梁の維持・管理・補修・補強」

松木直哉（高知高専専攻科修了、

講習会［応用編］

エネルギー管理士、四国電力）
* 高知高専機械工学科

本講習会は、平成 23 年度の基礎編、平成 24
年度の中級編に続くもので、県内の橋梁技術者

受講料：無料

を対象に、材料・構造及び基礎に係わる具体的

受講者：5 名

な損傷事例について、補修設計・補強設計及び

【2】電験三種過去問解説講座
日

補修法・補強法の解説を行うと共に、劣化予測・

時：平成 25 年 7 月 6 日（土）、20 日（土）

アセットマネージメント・ライフサイクルコス

9：00 〜 16：00
場

所：高知高専

トなど、橋梁の維持・管理・補修・補強に係わ

専攻科棟 4 階

る意思決定のために必要な概念の基礎を学ぶ。

マルチメディア総合教育室
講

日

時：平成 25 年 11 月 29 日（金）
13：00 〜 16：45

師：吉田正伸 *（准教授）、

11 月 30 日（土） 8：30 〜 16：55

藤原憲一郎 *（特任教授）、
場

野村弘（高知高専名誉教授）

所：高知高専専攻科棟 4 階

* 高知高専電気情報工学科

及び 橋梁現地

受講料：無料

主

催：四国地区高専地域イノベーションセンター

受講者：20 名

（開催校：高知工業高等専門学校）

【3】
技術士第一次試験受験講座
日

大会議室

共

催：（一社）高知高専テクノフェロー

時：平成 25 年 9 月 28 日（土）、29 日（日）

土木学会四国支部

9：00 〜 17：00

講

師：岡林宏二郎 *（教授）

・基礎①、基礎②と適性（1 日目）

藤井

・専門①、専門②（2 日目）

中村一平（広島工業大学教授）

場

所：高知高専専攻科棟 4F

小会議室

講

師：芝田和仁（技術士、（株）ロイヤルコンサ

堅（広島大学大学院工学研究院教授）

上田隆雄（徳島大学教授）
多賀谷宏三（高知高専名誉教授）

ルタント）、

* 高知高専環境都市デザイン工学科

木下三郎（技術士、
（株）技研製作所）、

参加者：19 名

岡林均（土木工学科 11 期生、技術士、

6. 技術相談

岡林設計）、
多賀谷宏三（高知高専名誉教授、技術士）
受講料：（一社）高知高専テクノフェロー会員
3000 円、その他

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 26 年 1 月現在）

5000 円
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

（株）エコロギー四万十

柚子オイルの蒸留装置の開発

永橋（理事、連携センター長）

2

（株）
トリプルエイ

小水力発電システムについて

野村（シニアアドバイザー）

中古ソーラーパネルの評価方法

野村（シニアアドバイザー）

マイクロバブル発生装置の開発

柏原（シニアアドバイザー）

3
4

荒川電工（株）
（株）坂本技研

19

技術解説

7. 共同研究
テクノフェローの仲介により、荒川電工株式
会社（荒川浩一社長）との間で下記の共同研究が
成立し、実施した。
研究題目：太陽電池パネル性能評価装置の開発
研究の概要：一定基準を満たす中古太陽電池パネ
ルの再利用を目的とした、簡易で安
価な太陽電池パネル性能評価装置の
開発を行う。
研究期間：平成 25 年 5 月 1 日から

OB 人材による面接リハーサル

平成 26 年 3 月 31 日
研究担当者：吉田正伸（電気情報工学科・准教授）、
藤原憲一郎（電気情報工学科・特任教授）、
森山

博（荒川電工㈱営業本部システム
インテグレート事業部主任）、

西尾

誠（荒川電工㈱営業本部システム
インテグレート事業部）

技術指導：野村

弘（高知高専テクノフェロー・
シニアアドバイザー）

【1】共催・後援事業
① 50 周年企画
「地域連携講演・ホームカミングディ」
日

時：平成 25 年 11 月 9 日（土）
13：00 〜 16：20

会

場：高知高専専攻科 4 階

今年度は 6 名の新たな OB 人材を登録するこ
とができ、これまでの登録者は合計 62 名となっ
た。
（本誌 16 〜 17 ページで紹介）
また、これら OB 人材を活用して、本年度も
下表のような実績を納めた。

参加者：約 50 名
日

時：平成 25 年 11 月 19 日（火）
13：30 〜 17：00

会

場：高知銀行本店 5 階

③企業合同説明会
時：平成 25 年 12 月 7 日（金）
13：30 〜 16：00

No.

行事名

OB 人数

1

E5 授業
（10 代から学ぶパーソナルファイナンス）

1名

場

所：高知高専 第 2 体育館

参加企業：75 社
④県内企業セミナー & 企業合同説明会

2

よさこい地方車製作指導

1名

3

受験講座（エネルギー管理士）

2名

4

受験講座（技術士第 1 次試験）

3名

場

5

受験講座（電験三種）

1名

参加企業：19 社

6

講師（橋梁の維持・管理）講座

1名

7

授業（技術者倫理）

4名

8

クラブ活動指導員

5名

9

面接リハーサルの面接員

8名

計

大会議室

参加者：約 40 名
日

平成 25 年度 OB 人材活用実績

合

会議室

② H25 四国地区高専シーズ発表会

8.OB 人材の登録と活用

20

9. その他

26 名

日

時：平成 26 年 1 月 14 日（火）
15：30 〜 17：00
所：高知高専専攻科棟 4 階

【2】機関誌 Vol.9 の発行
平成 26 年 3 月 10 日（予定）

会議室

テ

ク

ノ

フ

ェ

ロ

ー

団

体

会

員

●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 26 年 2 月現在）
No.

団

体

名

No.

団

体

名

1

荒川電工（株）

21

（株）太陽

2

宇治電化学工業（株）

22

（株）大陽四国セミテック

3

（株）栄光工業

23

田中石灰工業（株）

4

（株）エフティオ－

24

長香開発（株）

5

（株）エム・システム技研

25

ツカサ重機（株）

6

オルタステクノロジー（株）

26

7

兼松エンジニアリング（株）

27

（株）テイクシステムズ
東洋電化工業（株）

8

（株）技研製作所

28

9

（株）高知銀行

29

都市開発コンサルタント（株）
南海化学（株）土佐工場

（株）特殊製鋼所

10

高知高専校友会

30

11

高知信用金庫

31

（株）西日本科学技術研究所

12

（株）高知電子計算センター

32

ニッポン高度紙工業（株）

13

（株）高知リサイクルセンター

33

パシフィックソフトウェア開発（株）

14

（株）坂本技研

34

（株）響建設

15

（株）サン土木コンサルタント

35

（株）宝照水産

16

（株）四国銀行

36

明星産商（株）

17

四国電力（株）高知支店

37

（株）ミロク製作所

18

白石工業（株）土佐工場

38

（株）山崎機械製作所室戸工場

19

（株）スカイ電子

20

（株）第一コンサルタンツ

39

ヤンマー農機製造（株）高知工場
あいうえお順

編

集

後

記

2013 年 8 月 12 日、四万十市江川崎で日最高気温 41.0℃を記録しました。ご存じの方も多いと思い
ますが県外から多くの見学者も訪れました。四万十市は “日本一暑いまち” をキャッチフレーズに、イ
メージキャラクター “しまッチ” を誕生させて地域振興に乗り出しました。2007 年に観測史上最高気温
40.7℃を記録した埼玉県熊谷市や岐阜県多治見市と連携し、今年 2 月には「アツいまちサミット 2014」
が西土佐で開催されます。異常気象を逆手にとった「ユーモア」と「パロディ」の精神。地域の活性化
が待たれます。
機関誌 “Techno Fellow” 第 9 号をお届けします。今号は「地域連携の強靱化」を念頭に置き、高知
県産業振興センターが高知県の産業振興計画にどのように係わって行くか／居るか、大利賀臣同センタ
ー理事長に熱く語っていただきました。また、森下勝彦高知銀行頭取には現在進行中の「異次元金融緩和」
のもたらす県内経済への影響について展望していただきました。『会員企業の頁』は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。今号では「（株）栄光工業」と「高知精工メッキ（株）」の 2 社に
ご登場いただきました。
最後となりましたが、ご多忙の中記事をお寄せ下さった皆様に厚くお礼申し上げます。
（1 月 31 日

T.K. 記）

