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所感≒御礼＋１提言
地域共同テクノセンター副センター長

青木

優介

例年，３月に発行されるテクノセンターニュースの巻頭には，３月末をもってテクノセンター委
員会の役職から退く教員の所感が掲載されています。今回も，３月末で副センター長を退任する
泉先生と青木の所感が掲載されます。寄稿にあたり，編集役の泉先生からは，「1000 字程度」と
の制約を頂いておりますので，拙速ながら，所感を述べさせていただきます。
まず，私が述べさせていただくのは，この２年間，活動に関してお世話になった方々への御礼
です。技術振興交流会の皆様には，なかなか実のある活動ができない中で，本当に色々とお世話
をいただきました。特に，お酒の席では，ご自身の人生経験から経営哲学，木更津の問題点や振
興策など，様々なお話をお聞かせいただきました。私は，学校にいる時間が長く，物事に対する
価値観や判断基準が偏りがちです。今後も機会があれば，ぜひ皆様とお話させていただき，自分
を見つめ直すきっかけを与えていただければと願います。
小中学校の先生方にも厚く御礼申し上げます。１年目は理数大好きモデル地域事業，２年目は
理数教育における地域型キャリア教育事業の高専側の窓口役として，お会いさせていただきまし
た。実質的にお役に立つことはできなかった私ですが，何度かの会合を通じて，高専に寄せる先
生方の期待と要望を感じとることができました。この経験を今後の出前授業プログラムの開発や，
高専の広報活動に活かしていきたいと思います。
最後に，２年間テクノセンター委員会として活動を共にさせていただいた教職員の皆様に御礼
申し上げます。大澤前センター長には，私の愚痴を我慢強く聞いていただきました。高橋現セン
ター長には，仕事の進め方を学ばせていただきました。正木様や三浦様，前任者の川崎様には，
無理難題を快くお引き受けいただきました。他の委員の皆様にも，力不足の私を支えていただき
ました。今後もお世話をおかけいたしますが，何とぞ宜しくお願いいたします。
現在 800 字です。御礼だけで所感が終わりそうです。「それもまたよし」なのかも知れません
が，折角の機会ですので，最後に１つ。今後のテクノセンター活動について提言させていただき
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ます。今後の活動を継続するにあたっては，何が本当の地域貢献なのかという本校の方針を明確
に定め，それに関する活動に資源を集中させる必要があると考えます。僭越ながら，私は，「本
校の教育体制をより充実させ，地域の名門校として輝き続けること」と「小中学校への出前授業
をより積極的に展開し，地域の教育環境の向上に貢献すること」が，地域の皆さんが真に高専に
期待されることであり，高専がとるべき地域貢献の方針ではないかと考えます。この提言が，今
後のテクノセンター活動，ひいては地域の皆様のご発展の一助になれば幸甚です。失礼しました。

今年度，退職される教員，嘱託教授の方々に高専と地域連携活動について，一言づつ頂く事が出
来ましたので，ご紹介させていただきます。

『高専教員 18 年間』
人文学系

中村

俊昭

木更津高専で 18 年間高専教員として教育活動に携わって来て，その間に地域
との関わりは大体次の 3 つの場合でした。
（１）公開講座とオープン講座開催
毎年夏季休暇中に 3 日間のプログラムで実施した。1 日約 2 時間のプログラム
を組んだ。英語の 4 技能と言われる，「聞くこと」「話すこと」「読むこと」
「書くこと」の分野を基礎に，毎年 1 つの分野を巡回方式で決定した。具体的
には，テーマを「外国映画を字幕無しで楽しむ」（聞く分野），「人前で話す
英語」（話す分野），「英字新聞の読み方」（読む分野），「英語俳句を作る」
（書く分野）等と設定して実施した。資格を中学生以上としたので，中学 1 年生から 85 歳の方ま
で幅広い受講生を迎えることが出来た。毎年夏の研修として，連続して参加して下さった KIFA の
メンバーの方々の熱心さに主催者として感動を覚えると同時に心理面で大きく支えられた。
（２）KIFA（木更津市国際交流会）での講義
前述の公開講座の受講者を介して，講座の内容を発展させて，同会の研修会に参加して講義す
る機会を得た。外国人に日本文化を説明する目的で「相について」の英語での講演は，私の個人
的興味の分野であったにも関わらず，熱心に聞いて下さり，多くの質問を受けたことは感激でし
た。英字新聞を基にした，実習でも，熱心に辞書を片手に他の人に内容を英語で伝える努力をさ
れている多くの市民の力に心打たれたものである。
（３）木更津君津地区中学校英語発表会の審査員
同地区の中学生の英語発表会は暗唱（レシテーション）と演説（スピーチ）の 2 分野で各中学
校の各学年代表者が発表を競い，上位者が県大会に進むというものである。20 年以上に渡り審査
員を務めた。15 年に渡り審査委員長を務めさせて頂いたことに感謝申し上げたい。この地区の英
語の力は毎年上昇しており，県大会に進んで，更に上の全国大会（高円宮杯コンテスト）に進む
中学生も出ていることは喜ばしい事である。
その他，本校が木更津三中に代わって実用英語検定の本会場になったことは，地区の方々に本
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校を知って貰うよい機会になったと思っている。年 3 回の 1 次（筆記試験）2 次（面接試験）の計
6 回，毎回 200 人以上が本校を会場として受験しているので，会場提供は大変な苦労を伴うが地区
への貢献もしていると思っている。
私は機会ある毎に学校周辺を歩くのが好きであった。上総博物館，大田山，弟橘姫の像，金鈴
塚，吾妻神社，菅生神社，善光寺，釈蔵寺等地区に点在する古人からの遺産等をもっと深く知り，
地区との連携を蜜にしたいと願っている。清見台の頂上から眺める朝の富士，夕のシルエットは
絶景である。長須賀の蓮田の中を夏に歩くと紅白の蓮華の美しさに極楽のお釈迦様の心境に浸れ
る。鴨や白鷺も沢山餌をはんでいる。この辺は未だ素晴らしい自然が残っている。18 年間本当に
有り難うございました。

『退任のご挨拶』
機械工学科

大藤

晃義

本誌担当の先生より「退官教員の挨拶」の原稿依頼を受けました。しかし，
実は私は 2 年前に定年退職しており，「おや！」と思ったのですが，「嘱託教
授」の退任のご挨拶をさせていただきます。
私は定年退職後に「嘱託教授」として 2 年間勤めさせていただきましたが，
この制度の初適用ということもあり，辞める年の暮れに「嘱託教授」のお話し
がありました。完全に退職する予定でしてたので，びっくりしました。
私は小学生の時から「先生」という職業に憧れ，30 数年間勤めさせていただ
き満足していました。がしかし，これで終わりかと思うと一抹の寂しさを抱い
ていたことは否めませんでした。機械工学科の先生方のご配慮で教員室，電話，インターネット
等も従来通り使用して良いとのお話しがあり，まだ教育研究が続けられる嬉しさにありがたく快
諾させていただきました。
退職に当たり気になっていたのは，木更津市から依託を受けて，退職の 2 年前から実施してい
た「介護予防教室」の行方でした。嘱託教授として勤めさせていただいたお蔭で 4 年間実施し，
今年度で無事終了することができました。この間，介護予防教室を実施する会場として「地域共
同テクノセンター」を使用させていただきました。同センターが設立した時から使用させていた
だいていましたが，このような教室が実施できたのは同センターがあってのこと，また使用させ
ていただいてのことと感謝しています。
介護予防の実績を上げることは勿論ですが，本校の専攻科生，卒研生が積極的に参加してくれ
たことにより地域の高齢者に高専生の素晴らしさを認識していただいたこと，学生は高齢者に対
する理解が深まったことは望外の喜びです。
また，「介護予防教室」を始めセンターを使用させていただいたお蔭で研究業績も上げること
ができ，日本カイロプラクチック徒手医学会と日本福祉工学会に多くの論文を投稿させていただ
きました。その中で，両学会から最優秀論文賞等複数回の賞をいただきましたのは一重に本校の
教職員，学生のご協力のお蔭と感謝しています。
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最後になりましたが，今後の木更津工業高等専門学校の益々のご発展をお祈りし，退任のご挨
拶といたします。

『テクノセンター活動の思い出』

機械工学科

鈴木

久夫

私がテクノセンターの活動に初めて参加することになったのは，平成 15
年 10 月に初代松村テクノセンター長から地域交流会の準備委員として半年
間ということでした。どうも，地元の高校出身者が入ってもらいたいとの話
で，11 月にテクノ委員会に始めて出席しました。
それから，企業との交流会の設立にむけての勧誘活動で忙しくなりました。
12 月 5 日に第 5 回のテクノ交流会があり，図書館ホールで講演会の後，体育
館で懇談会があり寒さの中，ストーブを焚きながら，立食パーティが行われ
ました。そんな中でもパネルは全部で 20 枚近く展示され，本校 OB の方も出
席してくれて場を盛り立てていただきました。
平成 16 年 3 月 9 日に木更津高専技術振興交流会の設立総会があり学外 60 名が出席，ここでも本
校 OB の方々や，思いもかけず市長代理で，高校の同級生に会えたりしました。6 月には小平セン
ター長と異業種交流で，木更津商工会館に出かけ 30 分ほどの講話をさせていただきました。メン
バーの方の熱心さには感心しました。
平成 17 年 3 月 7 日第二回テクノフォーラムには実行委員長の大役を務めることになり，雪にな
るかもしれないという天気予報ではありましたが，好天にめぐまれ懇親会に出席いただいたのは，
内外 66 名と盛況でした。地元の企業の方々，本校 OB の方，多数の御出席に今でも感謝しておりま
す。

『地域貢献・連携と高専発展を願う』
電気電子工学科

小平

眞次

来る 3 月末日で再雇用による嘱託教授の 2 年契約も満期を迎えますが，延べ
41 年間，高専の教員として充実した環境で働くことができました。これも，関
係者方々のご協力とご支援のお陰と心より感謝申し上げます。
さて，私にとって地域連携は，国立天文台に始まり，NTT 通信技術研究所，
理化学研究所，産業技術総合研究所との共同研究，日本通信機に協力して「宇
宙電波観測用高感度受信機」の開発研究に従事しました。また，千葉県からは
テクノドクタの委託を受け，数年間地元企業の「ミリ波による半導体ウエハの
評価技術」の助言や，通産省や内閣府の科学技術評価委員などの依頼を引き受
けたこともありました。
その後，高専の独立行政法人化への対応として，専攻科やテクノセンタが設立されました。さ
らに，教育と研究以外の第 3 の業務として地域連携が重要視され，より積極的な地域連携が求め
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られ，折りしも，全国 1 位の地元地価暴落の時期に遭遇してか，技術振興交流会の設立も多くの
企業の方々に期待され，順調に発足できました。
しかし，学生への求人倍率は 20 倍以上に伸び続けていても，スタッフや非常勤講師の定員と経
常経費の削減，専攻科や JABEE の再審査のためか教育研究以外の雑務激増，経済の荒波による地
域連携の不整合，入試志願者倍率や技術振興交流会々員数の停滞など多くの難問が析出してきま
した。
このままでは，地域連携のみならず，企業や大学に期待される伸び伸びとしたスケールの大き
な人材を輩出することすら危惧されてきました。アカデミックな環境回復の一助にと，昨年度，
退職した教職員の協力により支援教職員 OB 会が発足しました。
幸運にも，テクノセンタや専攻科運営の教職員の熱意により，今年度地域連携活性化のための経
費が認められ，OB 会でも 8 名の元気な会員の協力を得た幅広いコーディネート活動が始動可能と
なりました。この活動により，地域への本校の理解増進，企業との連携協力依頼，卒業生との再
会等により，技術振興交流会々員数も急増しました。
今後も年々継続して退職教職員の支援 OB 会への加入をお願いし，微力ながらも，高専の発展に
貢献できる持続可能なシステムが構築されることを願っております。

『退任の挨拶』
電子制御工学科

高上

輝雄

定年退官した後のここ 2 年間は，再雇用で嘱託教授として高専で週一日の授
業，残りの時間は東京農工大学で特任教授として農作業用ロボットスーツの実
用化などの研究指導を行い，一時的ですが木更津高専 OB 地域連携コーディネー
ターとして「木更津高専技術振興交流会」の近隣企業の訪問に従事させて頂き
ました。高専を離れ，このような経験を経て，色々見えてくるものがあります。
それは地域活性化と人材育成というキーワードです。
社会で核家族・個人主義が進んできたように，互いに疎であることが自由で
良いと言うことで，同じ地域にありながら学校も企業もそれぞれ個々で存在し，
互いに余り深い関係も関心も持たずに発展して来たような気が致します。学校が一手に教育を引
き受け，地域の企業も社会も学校教育という意味ではアンタッチャブルであり，学校も地域に協
力を求めないという状態が続いており，また更に地域企業間連携も十分では無いと感じます。そ
の結果，地域の活性化がなされず，地域に根付かない人が増え，過疎化に繋がることになり，将
来多くの弊害が広がることは間違いありません。地域連携・産学官連携コーディネーターとして
企業回りを行ない，今迄の学校教育を振り返ると，木更津高専と地元企業の結び付きを深め，学
生のための工学教育と地域の活性化を共に行うことにより，将来地域に役立つ人材を育てること
が必要であると思います。すぐに結果が出るとは思いません。よく，人を育てるためには百年の
計が必要であると言われます。気長にコツコツと実施することが，とても大切であると思います。
また，ネットなど物理的に繋がれば，連携されたという錯覚に陥りがちですが，今回の企業訪問
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で実際に人と人が直接会い，ゆっくり話し合うことの大切さがとても良く分かりました。このよ
うに実際にお役に立つことでしたら，今後も OB として学校と地域の活性化のために是非ご尽力を
させて頂きたいと思っております。
そして，木更津高専と技術振興交流会の益々のご発展をいつまでも心より願っております。
平成 21 年 2 月 22 日
高上輝雄

『ユビキタス社会の表裏』
情報工学科

増田

重史

情報通信技術とサービスの変化に私は驚いてる.アクセス系はアナログモデ
ム，ISDN，CATV や DSL，FTTH と進化した。当初私は，テレタイプや IBM キー
ボードのラインエディタでコンピュータ通信をしていたが，ネットスケープ
から無料の mosaic ブラウザを入手してからスクリーンエディタになった. 今
はネットワークアクセスが容易になり, ネットワークへのアクセスは当たり
前になった。普及した理由は自由なコミュニケーション環境，高速で便利な
ためであろう。
コンピュータ通信と放送が融合する時代となり，利活用は国益に直結して
いるため日本もスクラップ・アンド・ビルド中で, 2000 年からの 5 年間に～7.5 倍も情報通信の活
用度が増大した[1]。 このような環境の中で我々は規制の少ないグローバル単 1 市場から最高の知
恵や最良の品物を直ちに入手できる。大学なども競争を生き抜くには秀でた長所や優れた評価を
獲得する必要がある。木更津高専は教育の国際標準 JABEE に対応している。自由なコミュニケー
ションは研究・開発で相乗効果がある，しかし，最近の電子情報通信学会資料によると，グロー
バルなユビキタス環境には，多くの落とし穴があるようだ。以下，いくつか例を挙げよう。
研究者の陥りやすい穴は，和文論文誌に投稿したと同等な内容や少しバージョンアップした内
容を英文論文誌に投稿したり，同等の論文を複数の論文誌に同時に投稿するなど(倫理違反)，す
ぐばれ，ユビキタス時代に通用しないことである。研究内容もグローバルな独創性が必要だ。赤
ちゃんを育てている親が陥りやすい穴は，「子供とテレビ」NHK，2004 年 11 月 5 日の笠原正雄博
士(阪大情報学科)によれば，泣いている赤ちゃんを１日平均 3 時間 15 分も付けっぱなしのテレビ
を前に置いていることだ。これは放置と言っても過言ではなかろう。当時テレビは 30 インチ程度
だが今は大型化して人物像も実物大，高品質なので，確かに赤ちゃんの泣きやみ効果は絶大だろ
う。また，携帯をしながら赤ちゃんをあやす人も多いそうだが，中央大(仲渡江美博士)と自然科
学研究機構生理学研究所の共同研究報告から 5 か月までの赤ちゃんは正面顔と目を見て母親を認
識するため，携帯をしながらあやしているようでは赤ちゃんはあやしている人が誰であるか認識
はしていない。このように，グローバルなユビキタス時代のハイカラな母親は手間を惜しんだた
め，バーチャルはわかるが現実のわからない，魂のない人を製造していないか大変心配である。
全国の高専が陥る穴はないが，産学連携ではシリコンバレーのスタンフォード大学が有名である。
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成功理由は間接的なネットワークや，官主導のおかげではない。成功は実践できる技術を教える
大学教授と直接的なコミュニケーション環境によるであろう。教え子が核となり，結果的に大学
の敷地に企業団地が生まれた。その裏には，規制なく自由な活動ができる環境と英知があった。
グローバル・ノーベル賞級の講義ならばともかく，現実を知らない，魂のない人を生む技術教育
とならないために，インターネット授業は高専には無用ではないか？と私は考えている。地域と
の密接な連携も含め，学生の顔と目を見てコミュニケーションをとる高専の長所をいかす技術教
育システム，実践的教育こそが最も大切と私は思う。また，有限な資源を最大限に活用し，実践
的な技術教育を世界に誇れるまで高める目標を持つことが，今の高専の教育に最も必要と私は思っ
ている。
[1]総務省,

”平成 20 年度

情報通信白書,”

道府県別のユビキタス指数 p4.

地域連携・産学連携の記録
公開講座
平成 20 年度は、以下のような公開講座が開催されました。
講座名

実施時期

あなたに宅地選びのコツを教えます！－実例に基づく地盤・地形データと路線価の見方－ 7 月 20 日(日)

対象
一般成人

背骨と健康

7 月 20 日(日)

一般(中学生以上)

プログラミングの知識なしでマイコンを動かそう

7 月 20 日(日)

中学生

牛乳ミニパックで橋づくり

7 月 25 日(金)

小学 2～4 年

第三種電気主任技術者のための直前講座

7/27, 8/2,10

一般

簡単なラジオの製作

8 月 4 日(月)

小・中学生

ＩＴ講習会

8 月 8 日(金)

一般

青少年のためのおもしろサイエンス

8 月 9 日(土)

小学４年生～中学生

移動ロボット製作教室

8 月 21～23 日

小学校高学年～中学生

サンドブラストアートを楽しもう

8 月 25 日(月)

一般（中学生以上）

パソコンでプレート彫刻～オリジナルキーホルダー作り～

8 月 28 日(木)

一般（中学生以上）

地震ってなーに？－過去の地震被害状況の説明と液状化模型実験の体験－

9 月 7 日(日)

小学校高学年以上

英語資格試験に挑戦しよう！

9 月 13～15 日

一般（中学生以上）

楽しいパソコンセミナー～初心者のためのパソコン教室～

10 月 4 日(土)

一般

金属探知器を作って宝探し！！

10 月 18 日(土) 小学校高学年以上

柔道ってどんなもの

10 月 19 日(日) 小学生以下

青少年のためのおもしろサイエンス

11 月 2 日(日)

小学４年生～中学生

写真入りの年賀状を作ろう～初心者のためのパソコン教室～

11 月 9 日(日)

一般

ＬＥＤでクリスマスイルミネーションを作ろう!

11 月 15 日(土) 中学生

陸上競技教室～速く走るための「コツ」～

3 月 28 日(土)
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小学生

(単位 千円)

共同研究・受託研究ならびに奨学寄附金の受入れ状況
年度

平成 16 年度
件数

平成 17 年度

金額

件数

平成 18 年度

金額

件数

平成 19 年度

金額

件数

平成 20 年度

金額

件数

金額

共同研究

6

9,900

9

13,610

7

13,990

13

19,725

16

21,025

受託研究

1

105

3

1,618

1

1,180

1

1,180

5

11,332

21

12,930

18

10,900

19

13,140

15

13,607

13

8,599

奨学寄附金

(単位 千円)

科学研究費補助金採択状況 (直接経費のみ)
基盤 B
件数

金額

基盤 C
件数

金額

若手
スタートアップ

奨励
件数

金額

件数

金額

若手 B
件数

金額

合計
件数

金額

平成 16 年度

3

2,000

1

750

5

3,900

9

6,650

平成 17 年度

2

1,300

2

1,440

3

3,400

7

6,140

平成 18 年度

6 10,200

1

680

2

3,500

9 14,380

平成 19 年度

6

4,800

7

3,620

4

6,100

17 14,520

平成 20 年度

5

5,200

2

1,160

4

2,000

13

9,690

大野

貴信

1

1,330

地域貢献
きさらづ学校ポータルの紹介
地域共同テクノセンター副センター長

木更津地域ポータルサイト「木更 CoN (http://www.kisacon.jp)」内に「きさらづ学校ポー
タル (http://gek.kisacon.jp)」が昨年 12 月に開設されました。本サイトは，木更津高
専と市内の高等学校６校が参加しており，各校の学生が投稿する記事を通じて，各自の学
校紹介を行うサイトです。実際に通学している学生からの「生の声」に触れることで，進
学を考えている中学生に「親近感」や「憧れ」を持ってもらうと同時に，「気軽に」かつ
「総合的」に各学校の特色を掲載することを目的として運営されております。
本校からは，木更津市内のショップやスポット情報の取材活動を行っていた 「知っとこ
隊」(以前の活動内容の詳細：http://www.kisacon.jp/html/annai/sittokotai.php)の学生 11
名が執筆にあたっています。鋭意更新中ですので，是非ともご一読ください。

携帯電話からもアクセス可能
きさらづ学校ポータルのトップページ
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SPP(サイエンス・パートナー・プロジェクト)実施報告
地域共同テクノセンター副センター長

泉

源

去る平成 20 年 7 月 4 日，9 月 24 日の 2 回に分けて，国府小学校の生徒を対象としたサイエンス・
パートナー・プロジェクト事業が，電子制御工学科を中心として行なわれました。
第 1 回目は国府小学校で行われました。2 時間という時間の中で，ロボットの基本的な仕組みに
ついての講演，その後ロボット研究同好会に所属する専攻科生の協力で，第 20 回大会で活躍した
ロボットの実演を体育館にて行いました。多くの生徒がロボットの動きに興奮する姿を見ること
ができました。
第 2 回目は本校に国府小学校の生徒を招いての『レゴブロック・ロボット製作』を低学年(午前)
と高学年(午後)の 2 組に分かれて製作実習を行ってもらいました。2 時間程度の実習時間でしたが，
全ての生徒がロボットの組み立てからプログラミングまで行うことができました。中には自主的
に課題に取組む生徒も見受けられました。
今回行われたプロジェクトでは，実習を楽しんでいる姿やロボットの動きに感動している生徒
の様子を見ることが出来て，私たちも充実した時間を過ごすことが出来ました。昨今，理科離れ
が問題視されていますが，今回の様子を見ると，そこまで悲観することはないのかな？と感じま
した。と同時に，この年代に工学の面白さをもっと伝えることが必要だと感じました。

講義を熱心に聞いている様子

ロボットの仕組みを説明してもらっている様子
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研究者紹介
『感性とコンピュータ』
機械工学科

歸山

智治

日本の平均寿命は，戦後から延び続け，平成 19 年では男性 79.2 歳，女性 86.0 歳となりました。
また，国際的に見ても平均寿命は長く，しかも急速に伸びています。しかし，一人の女性が一生
のうちで産む子供の平均人数を指す合計特殊出生率は減少し続け昭和 50 年に 2.0 を下回り，平成
19 年では 1.3 となっています。これら平均寿命の伸びや合計特殊出生率の減少などにより人口の
高齢化は急速に進展し，2000 年には 65 歳以上の人口は総人口の 17％を超え，過去最高の割合とな
りました。さらに，65 歳以上の人口は今後増加し続け，2050 年には 32％と現在の約 2 倍となるこ
とが予想されています。また，高齢人口の増加は認知症疾患者数の増加につながると予想されて
います。
脳疾患は脳腫瘍，脳出血，脳梗塞などが原因でおこるものが多く，その発生部位により症状が
異なります。また，アルツハイマー型認知症のように原因は不明であるが脳が変性し老人斑や神
経原線維変化をおこし，脳全体に萎縮（特に内側側頭葉）をきたすという疾患もあります。アル
ツハイマー型認知症は現在に至っても有効な診断法が確立されていないため除外診断に基づいて
行われているため，その診断能力は医師の経験や能力に依存しています。さらに，原因が不明で
あるため確実な治療法，予防法も存在しないのが現状です。しかし，早期のアルツハイマー型認
知症においては薬物が一定期間ではあるが有効であり，脳活性化訓練などにより病状の進行を遅
らせることができると言われています。そのことから早期発見が非常に有用であると考えられて
います。
これまでに，MRI 画像を用いて医師が画像から読み取っている視覚情報を数値化することで疾患
の診断ができるのかを研究してきました。これまでに健常高齢者とアルツハイマー型認知症患者
の早期判別は可能であろうという成果は残せたのですが，その他の疾患をどう判別するかという
課題も残っています。
この他に，現在は定量的香り提示装置の開発を行っています。アロマテラピーという言葉を聞
いたことがある方も多いと思います。しかし，香りを嗅ぐことにより得られる効果は気分的なも
のがほとんどであり，それが生体に対しどのような影響があるのか，どの程度の量を与えること
でそれが効果的になってくるかなどはよくわかっていません。それを調査するためにもまず，定
量的に香りを提示することができる装置が必要なため開発を行っています。
私の研究目標は，人間が持つ感覚を数値化し，それを利用することで，より人にやさしい道具
を開発していくことです。
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編集後記
昨年度より，大澤前センター長，石出前副センター長の両先生より，地域共同テクノセンター
副センター長という役，地元企業の方と直にお話できる機会を与えていただきました。お話をい
ただいたとき，お二人の『笑顔の勧誘』に即答したことを思い出します。後になって，「何で自
分なのかな？」と思いましたが，「こいつは少し(もっとでしょうか？)外を見たほうが良い」と
思ってくれているのだな。と思うことにしました。
実際に役を任命される前に，木更津商工会議所で定期的に行われている異業種交流に参加して，
自己紹介と共に私の研究や興味のある内容を話す機会をいただきました。その後に行われた懇親
会では，会員の方のパワーを感じ取ることのできて，とても良い経験でした。これが，地域の方
との飲みニケーションの始まりでもありました。
役を正式にいただいてからは，各分科会の議事録のまとめ役やテクノセンターニュースの編集
を主にさせていただきました。議事録まとめは，分科会の委員長からの議事をまとめるだけなの
ですが，どうせならと思い，時間の許す限り，各分科会に参加させていただきました。こういう
考えも委員となっていなければ，思いもしない行動だったと思います。編集作業は意外と大変で
したが，執筆作業の先生方に比べたら，大したことはなかったと思いますし，このような発行物
を読むのが好きな自分には，誰よりも先に読める役得感がありました。そして，読むに当たって
どうしたら会員の方に読みやすくなるか？ということも考えるようになり，表紙を特に設けない
今の形にさせてもらいました(ご異論はあるかと思いますが，あえてシンプルな構成にしました)。
このような機会を与えてもらいましたが，一番良い経験をさせてもらったのは，飲みニケーショ
ンでの技術振興交流会の方の経験談や哲学を聞けたことだと思っています。近年はインターネッ
トの普及で，顔を見ずにやりとりが成立してしまう事もある，考えてみれば恐ろしく感じる世の
中ですが，やはり顔をつき合わせて語り合う場所や時間というものは，大事なんだということを
再認識しました(ただ単に，酒好きというわけではありません)。
何かあっという間の任期でしたが，今回の機会を得たことで狭いビーム幅のアンテナから少し
ブロードなアンテナに自分が変化できた気がします。と同時に，実質的に役に立てるような事業
を提案したり，協力ができなかったことには，すごく申し訳ない気持ちです。この気持ちを持ち
ながら，今後少しでも地域に貢献できるように日々精進していきたいと思います。
最後になりますが，テクノセンター活動を共にしていただいた教職員の方や技術振興交流会の
会員の方には感謝の気持ちで一杯です。2 年間どうもありがとうございました。役職としては今年
度で終わりになりますが，今後も何とぞお願いしたします。
家族の寝静まった我が家にて
地域共同テクノセンター副センター長
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泉 源

独立行政法人

国立高等専門学校機構

木更津工業高等専門学校 地域共同テクノセンター運営委員会
〒292-0041

木更津市清見台東 2-11-1

Tel. 0438-30-4005
URL

Fax. 0438-98-5717

http://www.kisarazu.ac.jp
2009 年 3 月 5 日発行

