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木更津第一中学校との連携事業「科学技術のしくみ・原理を学ぶものづくり体験」（文部科学省サイ
エンス・パートナーシップ・プログラム研究者招聘講座）でのスナップ

木更津工業高等専門学校地域共同テクノセンター

テクノセンターと地域連携の推進
木更津工業高等専門学校長 河上恭雄
2000 年 12 月に本校の地域共同テクノセンターが設立され
て以来約 5 年が経過しますが、この間、センターを拠点とす
る地域との交流会やセミナーの開催、技術協力や共同研究、
生涯学習の推進など、地域との交流、連携の活動は着実に増
加してまいりました。特に、昨年 3 月「技術振興交流会」が
設立されたのを契機に、テクノフォーラムの開催や熱心な分
科会活動などを通じて、本校の教育研究活動に対する地域の
支援及び地域産業界との交流、連携は一層強化されることに
なりました。いわば、テクノセンターというハード面の条件
と交流会という人的組織、ソフト面の条件がうまく組合わさ
って 、地域連携が一層図られるようになったと言えましょう。
技術革新のめざましい進展のもと、企業にとって生き残りのためにたゆまぬ技術開発は
欠くことのできない分野と思いますが、コスト面からの制約もあり、思うにまかせぬとい
う問題も一方であるのではないかと思います。高専の有する人的、物的資産はこうした地
域企業からの要請に応えうるものであります。技術相談、受託研究、共同研究、研修会、
フォーラムなどさまざまなかたちで連携をすすめてまいりたいと思っております。先般は
木更津商工会議所の工業部会の皆さんに本校を視察していただき、理解を深めていただく
ことができました。一般市民のためにも、公開講座、オープンセミナー、テレワークセミ
ナーといった名称で生涯学習講座を開設していますが、今年度はその開講数を大幅に増や
して市民の皆さんの要望に応えるようにしています。
テクノセンターの活動は地域社会のお役に立つという面ばかりでなく、本校の教職員、
学生にとっても大変有意義な事業となっています。教職員にとっては産業経済の現実の課
題に直面することにより、実践的な教育研究に活かせますし、学生にとっては学外実習に
相当する効果が期待できます。今年度はじめて国立科学博物館のサイエンススクエアー（夏
休み子供向け科学学習講座）に本校の教職員、学生が参加し、大好評を得ましたが、
（同時
に木更津高専のＰＲにもなりました）小、中学生を相手にアシスタントをつとめてくれた
学生には、社会との接点に立って、貴重な経験になったと思います。
このように、テクノセンターは、地域社会の発展に貢献するとともに高専自体の発展に
とっても大切な役割を果たしております。私たちはその意義を踏まえ、今後ともセンター
を中核にして地域との連携を深める努力をしてまいりたいと思っています。引き続き関係
の皆様方のご理解とご支援をよろしくお願いいたします。
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木
津高専専攻科特別研究紹介
木更
更津高専専攻科特別研究紹介
専攻科は、従来の 5 年間の高専教育の上にさらに 2 年間のより高度な教育を行うことを目的に平成 13
年 4 月に設置されました。専攻科で所定の単位を修得し、大学評価・学位授与機構が行う試験に合格す
ると、大学学部卒業者と同等に学士（工学）の学位が取得できます。また、大学院にも進学できます。
本校専攻科には、機械・電子システム工学専攻、制御・情報システム工学専攻、環境建設工学専攻が
あります。
専攻科では座学や実験により専門教育を行っていますが、さらに「特別研究」で 2 年間かけて一つの
テーマに取り組むことにより、創造性や独創性を養う教育も行っています。以下に昨年度の特別研究の
テーマをあげます。企業との共同研究や受託研究のテーマを取り入れることも可能ですので、興味のあ
る方はご相談下さい。

環境建設工学専攻
研 究 題 目 と 概 要
学生氏名 指導教官
トラス橋の細部構造に生じる応力性状
供用開始から 40 年以上経過した鋼トラス橋を対象に、震度５強相当の地震波を
1 入力し時刻歴応答解析を行ってトラス格点部近傍の応力状態を詳細に検討し、横 在原 藍 佐藤 恒明
桁が連結するガゼットプレート接合部では、横桁ウエブプレートの応力状態が腐食
によって約２倍になることを明らかにした。

No.

房総山砂精製時に生じる微細粒子土（ケーキ）の土質工学的・土壌科学的特性
千葉県南部の房総山砂をコンクリート用砂として精製する際に生じる泥水中に凝
2 集剤を加えて微細粒子土を沈降させたものをケーキと呼ぶ。このケーキを屋上緑化 鈴木 希 田中 邦煕
土として利用するため土質試験と土壌分析を行った結果、施肥を行うことにより植
生土として利用できることを明らかにした。

神経難病患者のための意思伝達支援装置の開発

トラス橋の細部構造に生じる応力性状
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No.
1

研 究 題 目 と 概 要
タンデム型太陽電池用 In2Se3 多結晶薄膜の構造制御

学生氏名 指導教官

γ-In2Se3 は禁制帯幅 1.9 eV の直接遷移型半導体であり、タンデム型太陽電池のトッ
青木 達朗 岡本 保
プセル用材料として適している。本研究では、真空蒸着法により In2Se3 の構造制御を試
み、変換効率を下げる要因となるα-In2Se3 を含まないγ-In2Se3 の作製に成功した。

ボロメータミキサを用いた THz 帯受信機のフロントエンドの設計
宇宙電波観測、地球環境計測、超高速通信等において期待されている高感度受信

2 機の実現を目的として、ツインスロット給電アンテナ、超伝導ボロメータ、整合回路等を 阿部 英二 小平 眞次
用いた基板型フロントエンドの設計を行い、製作で必要となる露光マスクの試作および
基板作成プロセルを考案した。

コントラストを用いた樹脂の質感評価に関する研究
樹脂の質感を定量的に評価するために、格子の影を樹脂表面に投影し、そのコントラ

3 ストにより質感を評価する手法を考案した。実験の結果、樹脂の表面状態と透明度との 有松 大志 小田 功
間には関係があることがわかった。また、投影された格子の影のコントラストを測定するこ
とで、樹脂の透明度を測定することも可能であった。

角柱に作用する抗力軽減に関する研究
構造物の基本的な形状である円柱や角柱などに作用する抗力の軽減は工学上重要

4 であり、多くの軽減方法が提案されている。本研究では、角柱の抗力軽減方法として四 亀山 文雄 石出 忠輝
隅を切り落す方法に着目し、ダブルパルスレーザを用いた PIV 解析システムにより、角
柱背後に生じる剥離渦の定量測定を行なっている。

7N01 アルミニウム合金のシャルピー衝撃破断特性に及ぼす鍛造の影響
5

7N01 アルミニウム合金（Al-Zn-Mg 系）は強度が非常に強いため航空機や車両等に用
神藤 広憲 大藤 晃義
いられている。本研究は 7N01 アルミニウム合金圧延板に鍛造加工を施すことによりシャ
ルピー衝撃値がいかなる影響を受けるかを調査・研究する。

フェライトコアのヒステリシス特性とシミュレーションモデル
6

フェライトコアのヒステリシス特性を測定し、その B-H 特性曲線の微分透磁率に着目
滝田 隼人 大澤 寛
し、回路シミュレーションソフト Spice で使用できる数学モデル（アナログビヘイビアモデ
ル）を導出した。

上肢による物体移動の動作解析
上肢による平面内の物体移動動作において、肩・肘関節に生ずる関節トルクに基づく

7 評価関数を提案した。消費エネルギ評価の結果、消費エネルギは動作時間にほぼ比 中村 啓太 黒田 孝春
例し、移動に伴う動的な消費エネルギに比べ、重力に抗して保持するエネルギが支配
的であることを明らかにした。

ヒトのバランス指標としての三角筋の筋力測定
ヒトは左右前後の筋力のバランスが整っていると足の脚長差はあまり生じない。しか

8 し、バランスが崩れると短下肢という症状として表れる。本研究は短下肢に着目し、カイ 萩原 和章 大藤 晃義
ロプラクティックの三角ブロック施術により正した場合に発揮できる三角筋力を調査・研
究する。

金属格子平面における電磁波の回折
9

誘電体上に周期的な金属格子を配置して電磁平面波を入射したときの散乱現象につ
三重野 勇気 上原 正啓
いて、リーマン・ヒルベルト法を使って解析した。金属格子が散乱電磁界に及ぼす影響
や反射係数などを数値的に求めた。

PDP 模擬電極のバリア放電特性
10

PDP(プラズマディスプレイパネル)は現在普及しつつある表示機器である。この PDP を
山口 敦史 柏木 康秀
模擬した MgO 電極系でバリア放電を発生させ、基礎特性を測定すると共に、いくつか
の測定上の問題点を明らかにし、MgO 電極系での放電を安定させることに成功した。

昇降圧コンバータをリンクさせたハイブリッド電源用ＺＶＳ降圧コンバータ
11

太陽光発電と、風力発電の２電源からの電力を効率良く取り出すための、ハイブリッド 吉井 邦治 大澤 寛
コンバータの研究を行った。

油浴条件下での平歯車対の本体温度上昇に関する研究
12

環境への配慮から、焼結米糠･籾殻の様に今まで注目されていなかった物質の有効
李
利用方法の開発が推進されている。本研究では、潤滑油用添加剤として籾殻等が有効
であるか否かについて、歯車運転条件を変更し歯車本体温度上昇を中心に検討した。
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No.

研 究 題 目 と 概 要
余弦曲線上の離散対数問題を利用した公開鍵暗号

学生氏名 指導教官

本研究では、より高い安全性を持つ暗号法の開発・検討を目的として離散対数問題を

1 利用した公開鍵暗号について研究を行った。まず、余弦曲線上の離散対数問題を定 秋良 優介 和田 州平
義し、この問題を利用した暗号（余弦曲線暗号）を構成した。また同様の手法で構成し
た幾つかの暗号について安全性を考察した。

TRON によるライントレーサの制御
2

組込み型リアルタイム OS である µITRON の使用を効率良く学習するための教材の開
池田 克也 鴇田 正俊
発を試みた。移動ロボットを実際に制御しながらリアルタイム OS の基本や使用方法を学
習する教材である。

カラー顔画像内の顔領域抽出
3

顔画像を用いた種々の応用を容易に実現するために画像内の顔領域を抽出した。
岩井 優樹 齋藤 康之
PPM 画像のカラーデータを RGB 表色系から YIQ 表色系に変換し、各成分の特徴から
顔候補領域と顔部品を推定し、顔領域を抽出した。

作動記憶モデルにおける顔認知特性の計測と顔部品の重要度の検討
4

米村 恵一
本研究では、まず顔画像と風景画像の作動記憶における認知処理過程を比較し、顔
岡田 亮士
栗本育三郎
認知の特徴を検討した。次に人が顔を認知する際、基本構成要素である目、鼻、口の
どこから最も影響を受けているのかを遅延見本合せによる再認実験を用いて評価した。

Sugarscape モデルによる人工社会シミュレーション
5

コンピュータ上で人工社会をシミュレーションを行う Sugarscape モデルを用いて、地域
川口 諒 天摩 勝洋
社会のファーストフード店補の売上高計算や現実の木更津駅東口の商店街への適用
を行い、再現の可能性を示した。

セルオートマトンによる鳥の群れのシミュレーション
6

系の構成要素同士の相互作用で全体の振舞いが変化する「複雑系」の一例として、
北島 市郎 天摩 勝洋
鳥の群れをセルオートマトン法を用いてモデル化し、その鳥の群れの様々な振舞いを
シミュレーションし、創発現象を考察した。

遅延見本合わせによる顔および顔部品再配置画像の認知特性の比較
本研究では、まず部分報告法により視覚の感覚記憶の消失時間を確認した。次に、
米村 恵一
7 消失時間を考慮した画像再認実験により、単純な画像類似度を用いても実験結果の予 佐藤 大
栗本育三郎
測が不可能であることを導き、図形情報と非言語情報を併せ持つ顔画像の情報処理特
性を検討した。

ディジタル回路の低電圧動作の検討
ディジタル回路の低電力動作のため、１電源を２階建てに積む階層電源方式や低電

8 圧動作限界をリングオシレータ回路の実験とシミュレーションにより調べた。市販のＩＣも 志田 秀行 橘川 五郎
規格よりはるかに低電圧で動作しＭＯＳのしきい値の設定により電圧動作下限は改善で
きることが分った。

神経難病患者のための意思伝達支援装置の開発
ALS（筋萎縮性側索硬化症）は、身体機能、主に声、手足の運動機能、触覚が短期間

9 に失われるため、他者とのコミュニケーションがとりにくくなる。本研究では、残存機能や 田中 祐介 栗本育三郎
脳機能に注目して、光トポグラフ等を用いてタスク関連を調べ、脳機能インターフェース
の可能性を探った。

ユビキタスネットワーク社会の情報システムの研究
10

ユビキタスネットワーク社会の情報システムについて必要となる要素技術を明らかにし
橋口
た。そしてセンサーネットワークの実現技術として「セキュリティポリシーを用いた自動認
証システムが有効である。」などの今後の技術開発での重要な指針を得ることができた。

隆 増田 重史

在宅、遠隔医療のためのテレイグジスタンス小型システム I-PET の開発
11

在宅化を目指した医療のためには遠隔コミュニケーションが必須となる。そこで医療情 鳩飼 英嗣 栗本育三郎
報、身体情報を臨場感を交えて伝達するためのペットセラピーを考慮したネットワーク機
能を持つペット型人工物（I-PET)の設計・試作と評価を行った。

昇圧回路の特性解析
電池などの低電圧を効率よく高電圧に変換する昇圧回路の回路方式（Ｌスイッチ、Ｃ

12 スイッチ）の使い分けやトランジスタの種類、回路定数の選び方について回路シミュレー 本多 陽一 橘川 五郎
ションを用いて検討し方向性を得た。実験ではディスクリート型とＩＣ型の昇圧回路を組
みＩＣ型の高効率を確認した。
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取
取材
材シ
シリ
リー
ーズ
ズ
高専のＯｒｉｇｉｎをもとめて （その２）
−祇園貝塚発掘者・相川昭夫氏に聞く−
取材 テクノセンター委員 人文学系 五十嵐讓介
祇園貝塚発掘話 （前号の続き）
（五十嵐） 今回の上総博物館の展示品に朱の付いた土器がありましたよね。
（相川）

朱もね、結構出たんですよ。貝層の下の黒土の中から小さな塊りで出たんです。当時、学生

が手伝ってくれましてね。うどんとかラーメンとか買っておいておごってやると学生がラーメン食べられ
るってんで手伝ってくれるんですよ。その学生達がひょんなことで洗い流しちゃったんですよ。朱の塊り
を水道で。惜しかったですね。器に入れて沈殿させてたんでしょうね。下は真っ平らで摺った痕があるん
ですよ。塊りで。祭祀用に使ったんでしょうね。日常品ではないと思いますよ。
（五十嵐） それが出たのは今の工場の所ですか。
（相川）

そうです。ちょうど工場の下ですかね。また、鯨の骨はよく出ましたよ。東京湾に入ってき

たのを捕まえたんでしょうね。
（五十嵐） 鯨の骨の腰飾りも博物館に展示されてましたね（鯨の骨の腰飾りは当時リーダーが身につけ
ていた物と考えられている）。
（相川） あれはもろいんですよ。ちょっと触っただけでずくずくとくずれる場合があるんです。ああ、
そう言えば今の小松ストアーの後ろの製鉄運輸の奥さん達が貝塚で遺物をよく拾ってましたね。ただもう
いないんですね。皆いなくなっちゃって空き家になってますね。残念ですね。
あのころは中央高校の体育館あたりまでブルドーザーを追っかけて行ってましたね。ブルがざあーと土
を掃いて行きますとね、土器の頭がカットされて出てるん
ですよ。これはと思って掘るんです。でもね、次のブルが
来るんです。どけろって怒鳴られるんです。この野郎、埋
めちゃうぞなんて運ちゃんに言われてね。大変なんです。
ただね、運ちゃんも拾ってんですよ。たいしたもんです。
ある意味で考古学者ですよ。運ちゃん達は遺物をそうとう
持ってると思いますよ。今、あの運ちゃん達どこにいるの
か、調べて聞いたら相当いろんなものが出てくるんじゃな
いですか。
（五十嵐） 貝塚はどのくらい高いところにあったんです
か。
（相川） 小高い丘で当時の高専の屋上と同じぐらいの高
さだったんです。昭和44年の高専開校時に、まだ南半分残
ってたんです。眺めいいですよ。まだ高層ビルがない時代
ですから東京がよく見えるんですよ。実習工場の屋上から
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ね、当時話題になった南極観測船「白
瀬」が東京湾に浮かんでいるのが見え
たんですから。それにね、暑い夏の夕
方、貝塚の上の松の木に登ったことあ
るんですよ。そしたら、東京は見える
し、富士山も綺麗に見えるし最高でし
たね。古代の人はどんな思いで富士山
を見てたのかな、なんて思いましてね。
またね、貝塚から校長室がよく見える
んですよ。昼休みとかに私が掘ってる
と当時の渡辺校長がよく見てるんで
すよ。私、身体がでかいでしょ。目立

貝塚から見た高専グランドと東京湾

つんですよ。見えないとこへ行こうと
よく移動したもんですよ。
埋葬された犬も出てきましたね。小さい犬でしたが、土器を頭の方に置いてね、ちゃんと埋葬してあり
ましたね。飼い犬だなって思いました。これは上総博物館に持っていってもらったんです。また、人体も
何体か出ましたね。団地の子供がね、おじちゃん、これもらっていってと見せるんですよ。どれどれ見せ
てごらんと近づくと頭蓋骨だったりしてね。さすがに子供は家に持っていけないんですね。これらの人体
も上総博物館に持っていってもらったんです。でも、今、ないんですね、博物館に。
（五十嵐） 70センチぐらいの石柱もありましたね。
（相川）

ああ、あれは清見台の組合事務所の池の所にずーと置いてあったんですよ。こんな所におい

てかわいそうだと思ってよっぽど家に持ってってやろうかとも思いましたよ。あれも祭器でしょうからね。
（五十嵐） あれはどうやって作ったんでしょうかね。
（相川）

どうしたんでしょうかね。大変ですよね。ある程度石柱に近い石を加工したんでしょうが、

すごいですよね。丹念に叩いて形作ったんでしょうね。磨製石斧なんて顔が写るんですからね。どうやっ
てこれだけツヤ出したんだと思ってね。それと瑪瑙と思われる叩き石が出てるんです。私はこれをカット
してみたいなって思ってそんなことを口に出したことあるんです。そしたら、前の博物館の館長の高橋在
久さんに怒られましてね。「お前、それじゃ駄目なんだよ、このままで価値があるんだよ」と言われまし
たね。
（五十嵐） ところで相川さんは小学生から考古学の発掘に興味を持ったということですが、当時は同級
生で同じように興味を持つ子はいなかったのですか。
（相川） 全然いなかったですね。当時、菅生遺跡の発掘に國學院の大場磐雄先生が来ていたでしょ。そ
うすると仲間に、「大バカ先生の弟子だ」とか「菅生ボーイ」だなどとからかわれたですね。ただ子供心
にすごいなって思ったんですよ。どうやってこんな縄目紋様をつけるんだろうとか不思議に思いましたね。

金鈴塚古墳発掘秘話
（五十嵐）

実は、相川さんには金鈴塚にまつわる面白い話をお持ちだと聞いていましたが、そのこと

を話して下さいませんか。
（相川） いや、面白い話があるんですよ。金鈴塚の発掘は昭和25年だから、私が中学１年の時だと思い
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ます。考古学少年だったものですから、今でいうボランティアみたいな形で発掘の手伝いをしていたんで
す。お昼休みで皆がテントの小屋の中で休んでいる時、まだ子供で身体も小さかったものですから金鈴塚
の一番奥の石室まで潜り込んだんですよ。入り口は石室の上の天井石が落ちていて狭かったんです。這っ
て潜っていったんですよ。そしたら地面に何か光った物が出てきたんです。それを持って先生に見せたん
です。先生、何か光った物出てきましたよと言って差し出したら、どれどれと見に来た先生が、急に改ま
って、「あった所に必ず置きなさい。置いたら砂を掛けなさい。」と言ってそれでその日は作業中止です
よ。次の日、チェーンブロックで塞いでた大石を上げて、それで大騒ぎになったんです。金鈴が５個出て
きた。新聞にも出て大騒ぎになったわけです。
その後、我々は木更津東校で土のふるい作業やったんですよ。ずいぶん金糸が出てきましたよ。発掘
現場の土をふるうようになったのはこれからだと聞いてます。
（五十嵐） いや、貴重で面白い話ですね。当時の調査資料を読んでもどこにも出てない話ですよね。
まさに金鈴塚発掘秘話ですね。これだけでもお話をうかがった価値があると思います。有り難うございま
す。
ところでこの金鈴塚の出土品は素晴らしいですよね。きらびやかな飾太刀やとりわけ純金製の金鈴が出
て、この墓の豪族の権力と富の大きさがすごいですよね。それと三体の人骨も出て、そのうちの一人は、
石棺に残った歯から20歳前後の青年とも言われているようですね。これらから想像するに、私は、この青
年王はエジプトのツタンカーメン王に匹敵する「日本のツタンカーメン王」と呼びたいんですけどどうで
しょうか。
（相川）

はあ、面白いですね。郷土史家の高崎繁雄先生から聞いたのですが、当時これらの発掘品は

国宝級のものだから国宝申請したのだそうです。ところが同じ頃奈良でも出たんだそうです。金鈴塚と比
較すると奈良の方がちょっとレベルが高かったらしいのです。出土品の内容が。そこで奈良の方が国宝に
なって、こちらは残念ながら国宝にならなかったとの話しです。遺物そのものは日本有数ですよ。
（五十嵐） そこで金鈴なんですが、純金の金鈴は日本でここだけからしか出土していないということ
ですね。大和朝廷の大和地方からも出てないですね。だとしたら、この金鈴はどこで作られたんでしょう
かね。これは表題の高専の技術のOriginとも関係するんですが、この地方でつくられた可能性はないでし
ょうか。
（相川） 私は朝鮮からの渡来品だと思いますね。鈴の形は今と全く変わりませんし完成された姿です
ね。これほどの高い技術はやはり当時のこの地方にはなかったと思います。
（五十嵐）

そうですね。それが順当な考えだとは思います。ただ地元贔屓の勝手な考えをすれば、飾

太刀にしても精巧な国産の形のものもでているそうですし、これだけの権力と富を持った豪族だからこの
地方で大陸からの帰化人に作らせた可能性も残して置きたい気がします。
（相川）

そういうロマンはいいですね。古代人の技術はすごいですからね。古墳の石棺の石にしても

埼玉県秩父地方のものだそうです。それを筏で運んできたろうといわれているんですから大したもんです。

祇園貝塚発掘を振り返って
（五十嵐）

大分時間も経ちましたので、そろそろまとめに入りたいと思います。相川さんは小学生で

考古学の面白さに目覚め、自分でこつこつと発掘を続けて来られ、そして、木更津高専に奉職し、学校建
設の造成工事で、子供の時から親しんでいた祇園貝塚にブルトーザーが入りたくさんの貴重な遺物を発掘
することになり、この貝塚遺跡の重要性をますます確信し、遺跡保存の運動も手がけてきました。しかし、
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残念ながら、祇園貝塚の消滅を目の当たりにすることになりました。なかなか複雑な思いがあったと思い
ますが、そのような体験の中から最後に我々後輩に伝えたい思いを話して頂けませんでしょうか。
（相川）

いや、そんな大げさなことは何もないですよ。ただ、祇園貝塚はもったいなかったですね。

市にも大分働きかけましたし、新聞でも取り上げてくれたんですが、当時の時代の流れですからうまくい
きませんでした。
ただ、子供時代から発掘をやってきて、一番印象に残るのは古代人の技術や工夫の跡ですね。今みたい
に道具のない時代にどうやって作ったんだよと常に驚かされました。一片の土器からいろんな疑問と想像
が出てくるんですね。本当に面白いですよ。発掘も好きで長年やっていると目の付け所が普通の人とは違
ってくるんでしょうね。同僚がよく言ってましたよ。どうしてお前だけそんなに石器を見つけられるんだ
と。同じものを見ても見え方が違うんでしょう。関心があるなしで全然違うと思います。ですから学生に
も言っていたんです。興味をもつことが大切だよ。そして、身体をつかってそれを追求していくのが大事
だよと。まあ、こんなところです。
（五十嵐）

どうも長い時間貴重なお話有り難うございました。

当時の新聞記事（昭和 46 年 11 月 9 日毎日新聞）
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地域企業訪問 ーアロマ工芸（株）を訪ねてー
取材 テクノセンター委員 鈴木 聡・ 五十嵐讓介
取材シリーズの趣旨
昨年3月、地域の企業の方々と木更津高専が一緒になって「木更津高専技術振興交流会」が設立され
た。本校では地域共同テクノセンター委員会が中心となり地域との交流・連携活動や産学官民の連携事業
等を模索してきた。その結果、「交流会」の会員も増え、交流会内の分科会活動も活発に行われている。
ただ、今後「交流会」を活発にしていく上で、フランクなお互いの交流が必要になっていくであろう。そ
のような思いから、今回、地元の身近な会員企業を訪問して、気楽な世間話から現在の会員企業の抱えて
いる問題等を取材してみることにしたわけである。また、合わせて木更津高専教職員と交流会会員の皆様
への取材先企業の紹介も兼ねている。

アロマ工芸とはどんな会社？
アロマ工芸のホームページを開くと、事業内容として
「各種貴金属、装身具（ジュエリー）の企画、販売・原
型及び製品制作・インターネット販売・ハード・ソフト
ワックスによる蝋型細工・ハード・ソフトワックス技法
の指導」と説明されている。これを読んだだけでは、お
ぼろげにああ装身具を作っている会社かぐらいしか想像
できない人がほとんどではないでしょうか。そこでこれ
から社長に具体的質問をしながらアロマ工芸の実像を浮
かび上がらせてみたいと思います。うまく皆さんに伝え
られるか心許ないですが最後までお読み下さい。
先ず、会社の構成員を紹介します。社長は眞田衛さん。
今回、突然の取材要求にもかかわらず、気さくに受け入
れて下さった。交流会の分科会にもいつも出席してくださ

社長の眞田さん

る貴重な会員である。もう一人出迎えてくれたのは原形
らち

師・埒 孝美さん。東南アジアの方かと見まがう日焼けし
た彫りの深い方。

原形師？ 蝋型細工？ ハード・ソフトワックス技法？
原形師とは、注文を受けた形ある物を特殊なワックス（蝋）
で形作り、それからゴム型を作って鋳造による製品を作ってい
く技能者のことなのだそうだ。次ページの不動明王の写真と魚
類などの写真を見ていただきたい。こんな複雑な仏像から小さ
な生き物まで何でも精巧に作っていくのだ。形あるものは何で
もできるそうだ。アメリカ製のハード・ワックスが入ってきて、
非常に細かい物までつくれるようになったのだそうだ。薄い部
分は0.3㎜ぐらいまで削るとのこと。削り具合はワックスの色
で判断していくのだそうだ。
原形師の埒さん
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不動明王

魚類などのワックス原形

作業工程 （埒さんの説明）
①

ワックスで原形（蝋型）を形作る。立体像を

見ながら作るのかと思ったら、そうではなく写真版
を見て作るとのこと。その仕事の細かさに驚いた。
物によって当然制作時間は違ってくるが、写真の阿
吽像だと3週間ほどかかるそうだ。
② ゴム型を作る。原形から半分ずつのゴム型を
作る。
③

ゴム型をもとにして鋳造により製品を作る。

だいたいは金か銀で作るとのこと。金属は金か銀な
ので大量生産ではなく一点物も多いとのこと。原理
的には、一つのゴム型から5000個ぐらいの製品が可
能とのことであった。
製作の道具は？ （埒さんの説明）
固形ワックスを切ったり削ったりするので、それ

阿吽像のワックス原形

らの道具類は歯科医師の歯を削る道具と同じような物だった。また、特殊な道具は自分で作ることもある
らしい。店で売っているものはほとんどないので自分の使いやすいように工夫して作るとのことだ。
これまでの製品で特色あるものは？
（埒さん） いろんな物を作ってきましたよ。みんなに馴染みがあるものでは、ディズニーのフィギュア
物とかドラえもんやキティーちゃんのキャラクター物などですね。アメリカのディズニーの場合は注文が
特にうるさかったですね。原図が届いて寸法が書いてあるわけですが、実際その通りに作っちゃうと微妙
にイメージがずれるんですね。平面と立体では微妙にずれるんですよ。最初は何度も修正しました。この
頃はそのずれを計算に入れて図面通りではなく微調整して作ってるんです。
また、はでな物では５億円の燭台も作りましたよ。イギリス皇室の銀の燭台の複製で10カラットのダ
イヤとたくさんの宝石をちりばめたものです。皆で２日も徹夜して作ったんです。これは『世界の珍品』
という本の中に紹介されています。締め切りがきつくて出来あがるか不安だったんですが頑張って仕上げ
ることが出来て、言うならば不可能を可能にしたといった仕事だったので思い出に残っています。
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それから変わった物では、刀の鍔も作りました。
ゴルフパターを作ってくれとの注文もありました。
自信作はありますか？
（眞田さん） 自信作と言われると戸惑っちゃう
んだけど、実は、我々は過去の作品にいつまでも
とらわれていたくないんですね。と言うより、常
に新しい物に挑戦していきたいし、実際、今の仕
事に集中してると過去の物には執着していられな
いんですよ。改めて思い出に残っている仕事と言
えば、さっき述べたイギリス皇室の燭台は大変だ
ったし、作り上げた時はうれしかったですね。写

作業場

真取ったやつがどこかにあると思うんですが、ち
ょっと今どこにあるか見あたらないですね。もの
作りの仕事とはこんなものではないですか。
失敗の経験は？
（眞田さん） 失敗と言うより、妥協してしまうことですね。納期の時間的制約があるものですから、間
に合わせるために手抜きしてしまったりすると悔やみますね。
どんな思いで作っているのですか？
（眞田さん） それはお客さんの注文で作っているわけですから、お客さんに喜んでもらいたいという気
持ちが一番です。お客さんが喜んでくれた時が、作り手としては一番うれしいです。お客さんと喜びを共
にできたら最高です。
アロマとは？
（眞田さん） 実は、我々の思いはこの「アロマ」という社名に込めているんです。アロマとは、ラテン
語で「至宝の芸術品」との意味があるんです。自分等のもの作りも「至宝の芸術品」を作るつもりでこの
名を付けたんです。今後もこの社名に近づけるように頑張っていくつもりです。
前の相川さんの取材記事にも出てきた金鈴塚
の金鈴の復元をして、木更津名物として販売して
いるとのことですが、金鈴復元の苦労話など聞か
せて下さい。
（眞田さん） 木更津商工会議所からも木更津ゆ
かりの工芸品をなにか出来ないかというので、狸
を作りました。それからもっとお客さんの心にせ
まる素敵な木更津土産はないものかと知恵を絞
ってきたんですが、木更津で有名なものといえば
お富さんだけでなく金鈴塚の金鈴だろうとなり、
純金で復元できないか挑戦したんです。
アロマ工芸の装身具
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いろいろ調べてみると、金鈴塚出土の1400年前の金鈴の音がテープに残っているのが分かり、その音色
に近づける復元製作に取り組みました。鈴の形は当然できるのですが、鈴を鳴らすために中にいれる鈴子
を何にしたらいいのかが分からないのです。出土した５個のうち一個だけが中に鈴子が残っており音が鳴
るわけです。石だろうと言われているので、いろんな石で試しました。うちは宝石屋ですからいろんな石
があります。ルビーやサファイヤの原石でも試しました。でも、1400年前の非常に高い音は出ないんです。
いろいろ試した結果、一番近い物が銅の鈴子でした。それも玉の形ではなく銅を潰して変形させたものが
最善であると分かりました。1400年前の純金製の鈴の音に近いものができたと自負しております。
その製作作業と並行して、金鈴塚発掘にたずさわった考古学研究者で今なお健在でいらっしゃる小川政
吉先生に宣伝のための紹介文を依頼致しました。先生は、その紹介文の推敲に三年もかけて高雅なる文章
をものして下さいました。平成十五年５月吉日 卒寿翁の銘が入ったものです。90才のご高齢での文章な
のです。
（取材者）
どうもお忙しい中、面白い話をして頂き本当に有り難うございました。ところで前回の相川さんの取
材記事のために金鈴塚について予習していたら、読売新聞の平成４年２月の「金鈴塚特集記事」に、古代
の金鈴の鈴の音をソニーミュージックエンタテインメントが分析した結果が載っていました。それは、
「ピ
アノのいちばん高いＧ（ソ）シャープの音より、さらに一オクターブ高いＧ（ソ）シャープと同じ」だそ
うです。

読者の皆様へ
また、５個の金鈴は、修復のため国立東京博物館に移されていたのが、現在、木更津市の金鈴塚博物館
に帰って来てガラスケースの中に収められ、まばゆい光を放っています。まだ未見の方は一度見学に行か
れたらどうでしょうか。
それと、アロマ工芸製の「金鈴」は、純金２グラム、定価5500円だそうです。筆者は1400年前の「金鈴」
の響きのロマンスに惹かれて買い求め、座右に置きしばし涼やかな音色を楽しみながら、1400年前の「日
本のツタンカーメン王」の歴史を夢想しております。
「金鈴」をお求めになりたい方は、アロマ工芸（0438-36-8121）までご連絡下さい。

発掘された本物の金鈴
復元した金鈴
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ものづくりキット

君にもつくれる光通信
製作実験内容

簡単な回路製作

光送受信部の製作
作った物の動作確認
グループで光通信実験
光ファイバー装着実験
光ネットワーク実験
光でつなごう友達の輪実験
音声情報伝送実験

光でつなごう友達の輪

実験

音声情報伝送実験
光音声受信部

定価
販売元

光ファイバー装着実験

光送信部

１８００円（送信部８００円＋受信部１０００円
IDE

連絡先〒262−0005

光ファイバー音声伝送実験

各々販売可）

千葉県千葉市花見川区こてはし台 3−10−24

TEL：043−250−8483
井出
キット・教材開発

Email：kazu_i@gk9.so-net.ne.jp

木更津高専情報工学科

栗本・大枝・米村・丸山・天摩先生
（広告）

夏休みに国立科学博物館で行った「サイエンススクエア」のポスター

独立行政法人

国立高等専門学校機構
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