
　DX には確固とした定義はありませんが、概ね法人
などでは「製品サービスのあり方や顧客への届け方、
さらには、それらを実現するための仕事の進め方、働
き方など、デジタルテクノロジーを活用して改革する中
で、日々の業務改善と、新規事業やサービスを創造し、
企業や社会の持続的な成長に貢献すること」と定義さ

鉄骨造２階建て、延床面積約 2,235 ㎡の建物で、最新
の装置を備えたデジタルラボや壁のないワンルーム空間
で色々な研究・教育活動を展開できるデジタルスタジオ
等を整備

ＤＸ教育研究センターＤＸ教育研究センターＤＸ教育研究センター
令和 4年 4月1日開設

DX教育研究センター所長
唐山　英明氏

インタビュー特集インタビュー特集

れています。
　DX に類似した略称に UX や CX があります。UX は
User Experience（ユーザー体験）、CX は Customer 
Experience（ 顧 客 体 験 ） の 略 で、Experience を
“X” で 表しています。これに 対して DX の “X” は
Transformationを表しています。これは欧米でトランス、
つまり変換することを“X” で表すことに起因しています。

DX( デジタルトランスフォーメーション ) の定義
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　始めに DX 教育研究センターのあらましをお聞
かせください。
　DX はデジタルトランスフォーメーションの略
で、デジタル技術で世の中を良くしようという考え
方で、特定の学問を指すものではありません。この
DX という言葉は今、多くの場面で出てきて、それ
を推進しようという動きが高まっています。その動
きを受けて富山県立大学でも準備を進め、今回セン
ターの開設をすることになりました。DX に対応し
た人材を育成するために、情報システム工学科の学
生定員を 45 名から 25 名増やして 70 名に、知能ロ
ボット工学科の学生定員を 60 名から 10 名増やして
70 名にしました。デジタル技術を学んだ学生が増
え、県内の企業に多く就職して行くことを期待して
います。大学がハブとなり、壁のないオープンな環
境で、教員や学生、企業の方、自治体の方と一緒に
DX を推進し、イノベーションを起こそうというコ
ンセプトで進めています。
　デジタル技術は今までも研究されてきたのです
が、最近 DX が注目されてきたのはどうしてですか。
　DX の考え方が出てからもうかなり経ちますが、
最近はコンピュータの性能が上がり、「人工知能」
や「モノのインターネット」の技術が発展し、「コ
ンピュータが人間よりうまくできること」が増えて
います。それで DX、デジタルトランスフォーメー
ションで社会変革を起こせるということで、国も力
をいれていて DX という言葉をよく聞くようになっ
ています。高校生でも勉強すれば人工知能のソフト
ウェアを作れる時代になっていて、社会に技術が広
まっている状況が後押ししていると思います。
　その中で DX 教育研究センターの役割はどうな
りますか。
　大きく分けて二つあります、まず始めに高度な研
究の推進です。今まで大学で進めてきた研究は継続
して、特に様々な分野でデジタル技術を取り入れて
進めていきます。もう一つは教育で、特に社会人教
育が重要と考えています。もちろん学生に対する教
育も行いますが、企業の方に対して DX に関連する
教育をさせていただく、これに力を入れようと思っ
ています。ここのところで面白いことを考えていま
して、センター内に「コワーキングスペース」を設
けて企業の方に来てもらい、一緒に勉強会をしたり
ワークショップを開催したりすることを考えていま
す。この場所で共同作業を進めるうちに、企業同士
のつながりもできて、お互いの課題解決や研究開発
が進むことを期待しています。1 社だけでできない
ことが、2 社、3 社で連携をするとできるようになる、
そういうことも十分にあると思っています｡ それが
社会変革につながれば良いですね。

　そのような研究をする施設やハードの面をお聞か
せください。
　今までお話ししたコワーキングスペースでは、勉
強会やワークショップ、その他のイベントも企画し
ていきますが、その他に広いスペース（約 30 メー
トル× 8 メートル）を確保していて、このオープン
なスペースは常時空けておいて、企業の方が来て一
緒に実験をしてデータを収集するなど、使いたい人
が使いたいときに利用することを考えています。研
究機器としては、3 次元測定機、VR 装置、移動ロ
ボット、約 30 メートルの巨大スクリーン、その他
に顕微鏡類も揃えています。センサーの作成に役立
つ基板加工機など、DX の研究や教育を推進するた
めの設備を整えました。さらに今年度整備する予定
のファブラボもあります。言ってみればデジタルに
関する工作室です。部品とか 3D プリンタなどの装
置があって、ここに企業の方が来て自由に使ってい
ただくことを想定していますので、大いに利用して
いただきたいです。
　実際、センターはどんな活動をするのですか。
　初年度はコワーキングスペースでいろんなイベン
トを開催します。多くの企業に集まってもらいたい
と思っています。コワーキングスペースの活動には、
センターのアソシエイト会員に登録をしていただけ
れば誰でも参加でき、無料です（今後有料化となる
こともあります）。多くの企業に集まってもらい、
いろんな企業間の交流が生まれると思います。企業
にとってみれば自社にないデジタルに関する知識の
獲得ができる、自社の課題解決につながる、などの
メリットがあります。
　さらに、一般的な公開講座としての社会人セミ
ナーを開催（有料）しますので、奮ってご参加いた
だきたいです。DX を進めていく場合、問題把握の
方法や取り組み方などの＜ DX のデザイン思考＞に
ついての講座メニューも準備する予定です。まずセ
ンターに来て講座を受けていただき、またコワーキ
ングスペースを利用していただきたいです。時には
プログラミンの話をしたり、また多くの企業が抱え
ている「DX の取り組みをどのように進めて行くの
か、何から始めればよいのか」というようなお悩み
を話し合う場にもなります。また、オープンハウス
も企画して、センターの活動を広く知っていただく
ことも考えています。
　参加したいときにはどうすればいいのですか。
　富山県立大学研究協力会という 200 社以上が参加
している団体があり、そこにはすでにコワーキング
スペースやセンターの概要を紹介しています。その
他に興味のある方は誰でも参加することができま
す。先にも述べましたように、センターのご利用に
ついては会員制で、DX アソシエイト会員を募集中
です。会費は無料で、会員になればコワーキングス
ペースを使うことができますし、イベント等の情報
をお知らせします。

　2022 年 4 月1日、富山県立大学に
DX 教育研究センターが開設されました。
初代所長に就任された唐山英明教授に話
を伺いました。
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　学生は DX 教育研究センターをどう利用される
のですか。
　DX の関連知識を学んで専門性を深めた学生が、
さらに深く自分の興味のあることを学び、センター
のスペースや機材を使用して研究を深めていく中
で、企業の方との繋がりができ、共同研究に進んだ
りするケースを考えています。センターの開所前か
ら学生から施設の使用願いや、研究についての問い
合わせが来ています。このセンターは教員が学生を
指導する場だけではなく、学生が自分で自由に勉強
や研究を進め、それを友達と共有したり、企業の方
と一緒に議論したりする場になればと思っていま
す。
　センターは学生団体と研究は進めるのですか。
　センターでは新しくできた学生団体「POLYGON」
と一緒に研究を進めることも想定しています。デジ
タルに特化した専門性の高い分野を勉強している学
生が、チームを組んで企業と連携していくこともあ
ると思います。そうすると何が嬉しいかというと、
企業と学生が勝手に研究を始めることで、我々教員
が「あれやりなさい、これやりなさい」と指示する
のでなく、自主的に研究が進んでいくことにもつな
がり、とても期待しています。
　学内には、富山県立大学地域連携センターがあり、
今回、富山県立大学 DX 教育研究センターが加わ
りましたが、その違いは何ですか。
　地域連携センターは産学連携の総合窓口であり、
DX 教育研究センターは、デジタルに特化した産学
官連携を地域連携センターと密接に連携しながら推
進していくものです。
　富山県立大学の教員の方と DX 教育研究センター
の関係はどうなっていますか。
　教員の方から DX 教育研究センターと連携して教
育や研究をやりたいという提案が多く寄せられてい
ます。内容はカーボンニュートラルの実現や製造業
の課題解決のための IoT や、VR を使ったものづく
り支援などです。その他にも新型センサーを用いた
健康モニタリングやバイタルデータのビッグデータ
解析も考えられます。さらには、屋外での様々な状
況での DX の推進を、学科や職位、年齢を問わずに
活発に進めていけそうです。
　多くの方からの要望に応えるための運営体制はど
のようになりますか。
　センターでは運営委員会が設置され、各学科から
一名ずつ参加していただき、月 1 回ぐらいのペース

でセンターの状況を報告したりして、情報共有や意
見収集に努めようと考えています。また、センター
には専門のコーディネータが常駐していますので、
ご要望を受け付ける体制が整っています。地域連携
センターなどとも密に連携をしながら DX の推進を
行っていきます。
　DX デジタルトランスフォーメーションとよく似
た言葉に DS データサイエンスがありますが ?
　どちらもよく聞く言葉ですが、DS は学問の一つ
で数学や数理を専門に扱い、データを使った学問
です。どちらかというと基礎的な領域です。DX は
DS に比べて応用的、実践的で、社会実装をして人
の役に立つことを前提にしています。どんどん外に
出て、企業と一緒に研究したり、社会問題を解決し
たりするというイメージです。DS と DX は深い繋
がりがあり、DS を利用してビッグデータ等を研究
して、その手法に基づいて DX で問題を解決に導く
ことが今後多く見られていくと思います。 
　唐山さん自身の研究は ?
　脳波や心電図などバイタルのセンシングや解析を
専門に研究しています｡健康管理等に役立つ研究で、
センサーを身につけていただいて病気の予兆を見つ
けたりするのに役立つと考えています。センターの
一員として、バイタルのビッグデータを集めて人の
役に立つ研究を進めたいですね。

―本当に長い間ありがとうございました。

インタビューを終えて
　唐山さんの話を伺いながら、「センターに来た学
生が広いスペースや最新の機械に触れ、企業の方と
話をして、共同研究が実現したり、ベンチャー企業
を立ち上げたり、多くの人に役立つことを成し遂げ
る」そんな夢のようなことを思い浮かべました。

池上　勁

竣工式テープカット及びくす玉開披 DX 教育研究センター内部 CNC 三次元測定機

オープンスペース（下の写真中央）
　吹き抜けによって 1 階と 2 階のスタジオがつながって
おり、いろいろな研究・教育活動を展開できるように工
夫されています。テラス側のスクリーンを全て下ろすと、
高さ 3.3m ×幅 31.4m の巨大な投影空間としても使用でき
ます。

富山県立大学 DX 教育研究センター
ホームページ 
https://dxc.pu-toyama.ac.jp
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岩本先生との出会い
　山﨑さんは小杉高校在学中から、富山県立大学と
の縁があった。初めに職場体験で富山県立大学を選
び、そこで運命の人岩本先生に出会う。高校３年生
の時に高校生が富山県立大学の研究室の活動を体験
する高大連携プログラムがあり、岩本研究室を選び
体験授業を受けた。そのことが縁で富山県立大学を
受験して入学を果たす。
学生団体、地域協働研究会 COCOS に入団
　大学に入り岩本先生のすすめで学生団体、地域協
働研究会 COCOS に入団する。「富山県の発展を目
指した県民の大学」という建学の理念のもと、地域
の抱える問題を地域の人と協働しながら解決する学
生団体で活動は多岐にわたる。先輩の姿を見ながら
活動を進めていき、３年生で代表になる。代表に
なって手がけた活動が３つある。１つめは富山県立
大学の地元射水市「いずみ祭り」（射水青年会議所
主催）でイベントを担当した。カラーインクで白い
T シャツを染める「いずみトゥーン」というサバ
イバルシューティングゲームで子供から大人まで多
くの世代に楽しんでもらった。２つめは三井アウト
レットパーク北陸小矢部で実施した「メルヘン謎解
きウォークレット」でクイズ、頭を使ったゲームな
どで富山県の魅力を体験してもらう企画で、参加し
た県外の人にも好評だった。３つめは山﨑さんが一
番手応えを感じたもので、「氷見海鮮丼 MAP」作
りで氷見は寒ブリ等で有名な町だがおいしい海鮮丼
もあり、それを知ってもらうための企画で拡販につ

ながった。３つの企画は、関係した多くの人を巻き
込み、多くの人に参加してもらい、そしてやり遂げ
ることが出来て嬉しかった。
DEN-DEN の誕生
　大学院に進み、コロナ禍で少し時間的な余裕がで
きたとき、いみず祭りで関わった方から、今までの
地域活動をビジネスの面から考えてソーシャルビジ
ネスコンテストに参加してはという誘いを受け参加
した。そのコンテストが終わり、学内の掲示板チラ
シ「第１回北陸ビジネスプランコンテスト（日本海
ラボ主催）」が目に入り、参加資格に３名以上のグ
ループとなっていたために、メンバーを集めて３名
で参加することを決定。グループ名が必要になり、
ビジネスプランのテーマを高岡漆器と決めていた
ため、「日本の伝統を世界に伝える」の伝と伝から

「DEN-DEN」に、でんでん虫の語呂も参考にして
決めた。
　ビジネスプランの作成のために高岡漆器関係者の
取材を開始する。ここで話は 10 年前に遡る。高岡
市では小中学生を対象に高岡の伝統工芸を基礎から
制作して学ぶ「ものづくり・デザイン科」（全国唯一）
がある。小学６年生の時「ものづくり・デザイン科」
で高岡漆器を勉強し、一年掛けて木に塗るところか
ら、最後に貝を貼り付ける工程までして、時計を完
成させた。時計は祖母に贈って喜ばれた。
　今回のビジネスプランに高岡漆器を選んだのは、
その時の思いもある。取材を開始して一番初めに
会った高岡漆器関係者が、小学６年生の授業で指導

日本の伝統工芸を世界に伝える活動に取り組む

学生団体 「DEN-DEN」 を設立した

山﨑さんにインタビューしました。

インタビュ
ー

山﨑　裕貴（やまざき　ゆうき）
富山県立大学大学院 電子・情報工学専攻
2022年 3月卒業

いみずトゥーンの集合写真

氷見海鮮丼 MAP お披露目の集合写真

　先ずデンデンという歯切れのいい言葉が耳に
響いた。その名前の由来が「日本の伝統を世界
に伝える」から来ていて DEN-DEN。高岡漆器、
生活様式の変化や安価な外国製品の進出で需要
が低迷している。こんな素敵な高岡漆器がなぜ
低迷するのか、その良さを知ってもらうために
動き出した、DEN-DEN。業界を巻き込んで奮
闘する山﨑さんにその思いを聞いてみた。
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四　井　慎　一

を受けた職人の方だったのには驚き、10 年ぶりの
再会になった。そんな嬉しい驚きもあり調査が進み、
関係者 20 名以上を取材した。高岡漆器の魅力と問
題点を調べて、販路拡大のビジネスモデルを提案し
た。コンテストは好評で審査員特別賞を受賞する。
その賞金を元に「DEN-DEN」の活動が始まる。
高岡漆器の魅力（日本の伝統を世界に伝える）
　富山市の料亭「来人喜人（きときと）はぎ原」さ
んから高岡漆器のお椀の注文が DEN-DEN に舞い
込んだ。高岡漆器の技法「青貝塗（あおがいぬり）」
によって桜吹雪を表現したお椀が完成して、そのお
披露目会が「来人喜人はぎ原」で行われた。曲面に
貼り付ける技法は大変難しくそれを克服しての完
成で喜びも多かった。なおこのお椀は第 56 回全国
漆器展で日本漆器協同組合連合会理事長賞を受賞し
て、全国的に注目を集めている。
　高岡漆器組合と DEN-DEN の共催で「アランマー
レ富山女子ハンドボールチーム高岡漆器制作体験教
室」を高岡地域地場産業センターで開催した。アラ
ンマーレの選手が高岡漆器の制作体験を通して漆器
に親しんでもらう企画で、知名度の向上に貢献した。
　高岡漆器のオンライン配信事業を実施した、教育
関係のベンチャー企業との共催で高岡漆器の歴史や
特徴、技法などを紹介した。
　山﨑さんは今年 4 月大学院を卒業して、県外の会
社に就職する。DEN-DEN の活動は高岡漆器組合の
方々と協力しながら続ける。

小学 6 年生の時に作った高
岡漆器の時計

10 年越しに再会する
高岡漆器の職人

北陸ビジネスプランコンテ
ストで審査員特別賞を受賞

料亭「来人喜人（きときと）はぎ原」さんで行わ
れたお披露目会の取材風景

＜取材を終えて＞
　多くの活動を支えているのは、山﨑さんが身につ
けたデジタルスキルの高さが根底にある。情報発信
能力の高さは群を抜いていて、これからの活動にも
大変役立つと思う。どんな形で DEN-DEN が発展
するか楽しみだ。

池上　勁

高岡漆器のオンライ
ン配信事業を実施し
たときの様子

アランマーレ富山女
子ハンドボールチー
ム高岡漆器制作体験
教室の様子
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　令和 4 年 3 月をもっ
て客員教授を辞された
いとのご意向により、
大学より中尾様の多年
にわたる顕著なご功績
に対しまして、特別功
労表彰状の贈呈及び、
名誉博士記が授与され
ました。

先輩たちともっと交わっていこう
−数量化理論のことなど−

名誉博士　中尾　哲雄

　もう半世紀以上も前のことである。私は設立され
て間もない大谷技術短期大学（県立大の前身）で統
計の講義をした。非常勤講師などの肩書きをいただ
いていたわけでもなかったが、とにかく無償でよく
講義をした。そんなこともあって何人もの、という
より多くの学生がインテックに入社してくれた。
　　　　　×　　　　　×　　　　　×　　
　高校三年の夏、私は肺結核にかかった。肺病とし
て恐れられ、死亡率もその頃は高かった。それを隠
して受験、そして東京の予備校に入ったが、八月、
とうとう喀血、入院する羽目に陥った。
　翌年、富山大学に入ったものの医師の注意に従っ
て授業にはほとんど出ず寮の部屋で横になって過ご
した。寮は旧制富山高等学校時代のものでかなり古
く薄暗い感じがした。
　寮の部屋の柱や廊下には多くの落書きがあった。
その落書きについての感想や質問を卒業生名簿を見
て手紙を出した。40 人以上だったと思う。多くの
先輩から返事をいただいたが病気のことを励まして
くださるものもあった。
　やがてインテックを創業し、全国に事業所を展開
したが、その時、落書きの先輩たちから様々な協力
をいただいた。
　さて、統計の話に戻ろう。
　落書きの先輩から紹介された H 外交官と親しく
なり、そのご友人、統計学者林知己夫氏と刑法学者
の西村克彦氏の 4 人で金沢でお会いする機会をいた
だいた。その時の話である。
　戦後社会の混乱期においては犯罪が増加し、刑務
所は受刑者で満杯状態にあった。そのため各刑務所
は早急な仮釈放制度の確立を迫られていた。
　林、西村両先生が共同研究をされ、どのような受
刑者が再犯の恐れがないか、再犯の恐れのある受刑
者はどのような特性をもっているかについて調査す
るところから始められたという。
　受刑者の調査表（きわめて定性的）から数量化し
ていくわけだが、その手法が数量化理論第Ⅲ類と呼
ばれている。（Hayashi Quantification Methods）
　私は富山と高岡の商業経営者の意識調査をしてそ
れを数量化したこともある。
　こんなことを含めて統計や経済の講義をした。
　8 月の四週間、4 人の学生を社長秘書として各々
一週間づつ毎日、社長の私と行動を共にしていただ
いたこともあった。多くの卒業生の方々とずっと親
しくしていること、私のよろこびである。県立大学
の学生はみんないい人ばかりだと思う。
　　　　　×　　　　　×　　　　　×　　　　　
　あたたかい日には寮のすぐそばにあったヘルン文
庫（ラフカディオ・ハーン、小泉八雲）へよく行った。

文庫の掃除を手伝ったこともあった。私は今、富山
八雲会の会長をしている。
　ラフカディオ・ハーンは明治 22 年に来日してい
るが、来日前にパーシヴァル・ローエルの「極東の魂」

（The Soul of the Far East）を読み、感銘し、日本
に関心を持ったという。
　ローエルは、日本は地球の裏側にあってすべてに
おいて西洋人の慣習の逆を行く民族に見え、極端な
家族主義、家父長制が支配していて、人々は全く没
個性であり、発育不全とまでいいきっている。
　私が八雲が大好きな理由はもちろんその著作にあ
るが、それよりも八雲が日本に住んでみて、ローエ
ルの日本人論は恐るべき推論だとして、自分の日本

◀ 3/19 
　特別功労表彰状贈呈式

　中尾様は株式会社インテックの代表取締役社長
をはじめ、富山経済同友会代表幹事、北陸経済連
合会常任理事、国の産業構造審議会や電気通信審
議会の委員など多くの要職を歴任され、我が国の
情報化の進展や地域経済、地元産業の振興発展に
大きく貢献された方で、現在も富山経済同友会特
別顧問や志道経営研究所代表などを務めておられ
ます。
　平成 14 年度から本学の客員教授を務めていた
だいており、客員教授ご就任前から今年度まで特
別講義や寄付講義を多数開講いただき、ご自身で
もご講義いただいております。
　また、平成 16 年に企業と本学との交流・連携
を図る富山県立大学研究協力会が設立され、この
研究協力会の発起人代表を務めていただき、企業
の皆様に広くお声がけいただきました。その結
果、県内外から多くの企業に参加いただくことに
なり、初代会長も務めていただきました。
　さらに、開学 20 周年記念講演や短期大学部閉
学・県立大学起源 50 周年記念講演の講師など、
平成 23 年には、富山経済同友会の創立 50 周年記
念として、同会から本学にソメイヨシノ 50 本を
寄贈いただきました。寄贈後も、一部のソメイヨ
シノが枯れた際には、その植え替えについても手
配いただくなど、永きにわたり多大なご支援をい
ただいてまいりました。
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人観を変えていくところにある。
　個性がないのではなく、ただその色彩が違うに過
ぎない。没したように見える個性は日本人の天性の
謙虚さであり、個を抑えて折れ合って、いわゆる折
り合いをつける折衷主義はむしろ積極的な日本人の
特性とまでみるようになっていくのである。
　ハーンが日本人の特性とみなしたのは、親切、礼
節、英雄的精神、自制心、献身、親孝行、信義など
である。旧日本社会はこのような特性をもって支え
られていたのであろう。
　八雲が日本人の特性とみなした謙虚な個性も個を
重視する傾向が強まる中で、俺が俺がの個性重視と
なり、組織、地域、社会、国よりも個が重要との風
潮を生んでしまった。連帯感はますます希薄になっ
てしまった。
　　　　　×　　　　　×　　　　　×
　寮からの手紙がきっかけとなって、私は年令がか
け離れた多くの先輩方と交わりをもつことができ
た。世代間の交流をもっとすすめていく “ 世代際化 ”
を説いている。
　経営でも多くの業と提携する業際化で成功してき
たと思っている。
　私の大好きな県立大の諸君、多くの人々と交わっ
ていただきたい。諸君の成功を祈ってやまない。あ
りがとうございました。

《近況》
　気がついてみると 86 歳になっていました。昨年、
全ての経営から引退しましたが、志道経営研究所を
つくり、若い経営者たちにいろいろ伝えています。
県、市の諸計画の策定委員や音楽文化協会の会長を
しております。
　県立大 O B たちとの交わり、一杯やることも楽
しみの一つです。

緑 を 育 み 、未 来 へ つ な ぐ

SAKAE GREEN CORP.
代 表 取 締 役 山　本　　　栄

サ カ エ グ リ ー ン は カ タ ー レ 富 山 を 応 援 し て い ま す

〒930-0171 富山県富山市野々上150番地

HP  h t t p : / /w w w . s a k a e g r e e n .c o m /

T E L  （ ０ ７ ６ ） ４ ３ ４ － ０ ０ ３ ６
F A X （ ０ ７ ６ ） ４ ３ ４ － ４ ９ ６ ８

ゆたかな経験　確かな技術

本社 富山県南砺市野口８００番地 TEL　（0763）62-1221
FAX  （0763）62-1222

富山支店・岐阜営業所 http://www.tyuetsu-kogyo.co.jp

代表取締役　 山 下 　博

   ●   学　長　　　　　　　　下山　勲　　　教授
　●　副学長・工学部長　　　中島　範行　　教授
　●　看護学部長　　　　　　竹内　登美子　教授
　●　学生部長　　　　　　　大島　徹　　　教授
　●　入試・学生募集部長　　高木　昇　　　教授
　●　附属図書館長　　　　　川上　智規　　教授
　●　地域連携センター所長　神谷　和秀　　教授
　●　キャリアセンター所長　鈴木　真由美　教授
　●　計算機センター所長　　鳥山　朋二　　教授
　●　生物・医薬品工学研究センター所長
　　　　　　　　　　　　　　加藤　康夫　　教授
　●　ＤＸ教育研究センター所長
　　　　　　　　　　　　　　唐山　英明　　教授
　●　教養教育センター長　　福原　忠　　　教授
　●　工学部主任
　　　　機械システム工学科　堀川　教世　　教授
　　　　知能ロボット工学科　小柳　健一　　教授
　　　　電気電子工学科　　　畠山　哲夫　　教授
　　　　情報システム工学科　奥原　浩之　　教授
　　　　環境・社会基盤工学科　伊藤　始　　　教授
　　　　生物工学科　　　　　生城　真一　　教授
　　　　医薬品工学科　　　　村上　達也　　教授
　●　看護学科長　　　　　　佐伯　和子　　教授
　●　看護学生科長　　　　　田中　いずみ　教授
　●　看護研究・地域連携科長 岡本　恵里　　教授

　●   工 学 部
　　教養教育センター　　　　岡本　啓　　教　授
　　教養教育センター　　　　室　　裕司　教　授

役職教員役職教員

昇　　任昇　　任

新規採用新規採用

退　　職退　　職
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設計生産工学講座
岡村　茂樹　准教授

　日本は世界有数の地震国です。南海トラフで発生
する巨大地震では、静岡県から宮崎県にかけての一
部では震度 7 となる可能性があるほか、それに隣接
する周辺の広い地域で震度 6 強から 6 弱の強い揺れ
になると想定されています。また、比較的地震が少
ないと考えられている富山県でも、砺波平野断層帯、
呉羽山断層帯、庄川断層帯、牛首断層帯と跡津川断
層帯があり、地震ハザードステーション（J-SHIS）
でも、富山県で震度 6 弱以上の揺れに見舞われる可
能性が示されています。研究室では、地震から建物
を守るために、免震装置や減衰装置の研究開発や機
械構造物の耐震評価手法等の研究を行っておりま
す。
　免震とは、建物と基礎との間に免震装置を設置し、
建物に地震の振動を伝えない構造であり、今では一
般住宅からビル等、様々な建物に採用されています。
多くの免震建物には積層ゴムが使用されています。
本学の射水キャンパスの中央棟も、積層ゴムを用い
た免震建物です。免震の採用によって地震時の揺れ
を低減でき、建物の設計自由度を広げています。研
究室では、従来の水平方向のみならず、上下方向に
も揺れを低減できる 3 次元免震装置を開発しており
ます。また、建物に伝わった振動を吸収する制振装
置であるオイルダンパーも開発しております。その
他、地震時に機器に入力された振動エネルギーによ
る破損評価手法や、サポート構造による抵抗力を考
慮した配管の耐震評価手法の研究開発を行っており
ます。さらに、エレベーターの地震時の振動評価、
破損確率に基づいた検査等の評価手法を検討してお
ります。

　地震対策技術は身近で直結した課題となってお
り、企業、研究機関、他大学と共同で研究開発を進
めております。これらの研究成果を整理し、実際の
建物や構造物の設計に反映していきたいと考えてお
ります。

　研究室の近況案内 機械システム工学科

中央棟の地下に設置されている免震装置
（上：積層ゴム，下：オイルダンパー）

　富山県立大学は情報システム工学科
の定員を４５名から２５名増やして７０名
に、知能ロボット工学科の定員を６０名
から１０名増やして７０名にした。今年４
月から開設した DX 教育研究センターに
あわせて行われた。デジタル技術を学ん
だ学生さんを増やして、DX で社会を変
えようという趣旨から今回の定員増が実
施された。

70

富山支店 ：〒939-8213 富山市黒瀬 13 番地 3
TEL(076)420-9800・FAX(076)420-9808

射水営業所 ：〒939-0313 射水市塚越 1816 番地
TEL(0766)56-8558・FAX(0766)56-8559
http：//www.kokudonet.co.jp

取締役富山支店長

射水営業所長
御器谷　正人
野開　勝政

水と寄り添うテクノロジー。人と街に、安心と潤いを･･･

　 本　　　　社／富山市黒崎172　(076-491-2533)

　 小矢部事業所／小矢部市柳原748(0766-67-2858)

               http：//www.suikikogyo.co.jp/

水　機　工　業　株　式　会　社
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ロボットによる講義の様子
（約 70 分間完全自動で参加者とインタラクションを取りな
がら講義を実施）

小型のヒューマノイドロボット
左：いさおちゃん　右：まさる君

知能情報システム工学講座
増田　寛之　准教授

　私が富山県立大学に着任して早くも 8 年が経過し
ました。その間、研究棟からプレハブの西棟を経て
現在の中央棟 4 階と 2 度の引っ越しを経て現在の研
究室に至っています。さすがにもう引っ越しはない
であろうと思っています。
　さて、私の研究室では講義支援ロボット、電気自
動車、ドローンなど様々なロボットを用いた研究を
行っています。取り留めの無いようにもみえます
が、ロボットと人との共存・共生を共通のテーマと
し、心理学や社会学などの観点も取り入れてロボッ
トの意思決定に関する研究に取り組んでいます。本
研究室の成果を分かりやすく示す一例として、大学
の PR キャラクターであるドンマス教授をロボット
化したドンマス教授ロボを用いて、「ロボット制御
工学」の一コマをドンマス教授ロボが講義をしてい
ます。2015 年から毎年ロボット講義を実施してお

り、徐々に機能を追加してきています。ドンマス
教授ロボになる前は、小型ヒューマノイドロボッ
トに「まさる君」と名付けて先生役をやっていま
した。2019 年にはまさる君の新型モデルを導入し
て「いさおちゃん」と名付けて先生役を引き継いで
います。こちらの名前は、お察しかと思いますが前
学長の石塚勝先生と現学長の下山勲先生からいただ
いています。お名前の使用についてご快諾いただい
た学長先生に感謝いたします。まさる君、いさお
ちゃんはオープンキャンパスやサテライトキャンパ
ス等でも活躍しており、大学や学科の紹介をしてお
り高校生からの評判も上々です。昨年から、ドンマ
ス教授ロボ、まさる君、いさおちゃんの日常を描い
た ROBOT CHANNEL(https://www.youtube.com/
watch?v=JV78oq0x5-U) として YouTube デビュー
を果たしました。YouTube だけでなく、私の研究
室のホームページや大学の高校生向け特設サイトと
もコラボしています。興味を持たれたら是非ご覧下
さい。

　研究室の近況案内 知能ロボット工学科

北信越支店　富山ビル建材部

短 信短 信

COC から CBL へ
　これまで文部 科学 省による地（知）の拠点整備事業＝ Center Of 
Community 事業 [ 採択期間：H25 〜 29 年度 ] の略称：COC を継続して
用いていましたが、今年度より英語での略称を CBL（Community Based 
Learning）事業と変更しました。今後も大学キャンパス内だけに留まること
なく、地域を舞台に、地域の皆さんと学び合う取り組みを継続していきます。

「地域協働 news」 
地域協働支援室発行より
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バイオ医薬品工学講座
河西　文武　講師

　2017 年 4 月よりバイオ医薬品工学講座で講師を
つとめております、河西文武と申します。当初は所
属学生もおらず、講義がなければ一言もしゃべらな
い日もありましたが卒研生配属に伴い、現在では修
士課程大学院生 4 名、卒研生 3 名と少しずつにぎや
かになってきたと感じております。
　本研究室では、大きく分けて 2 つのテーマについ
て取り組んでおります。1 つは自然免疫経路の 1 つ
である NLRP3 インフラマソームという分子機構を
制御し得る薬剤を探索し、将来的に有望なお薬の開
発につなげるというものです。私はこれまでこの分
子機構が動脈硬化や大動脈瘤といった慢性炎症で重
要な役割を持つことを明らかにしていたのですが、
疾患そのものの理解よりもこれらの疾患を予防した
り、治療したりできる薬の開発に徐々に興味を持っ
ていったため研究室を開設するにあたりこのテーマ
に取り組みました。何人かの卒研生がこのテーマを
進めてくれたおかげで、現在ではいくつかの生薬成
分でこの分子機構を抑制し得る結果が得られてお
り、今後の発展が楽しみでおります。
　もう 1 つのテーマは鶏卵の中にタンパク質製剤を
含ませることができるニワトリを作出するというも

　研究室の近況案内 医薬品工学科

のです。なぜニワトリ？と思われるかもしれません
が、私は信州大学農学部出身で学生時代はニワトリ
を研究材料に再生研究や希少鳥類の個体復元に関す
る研究を行っておりました。学位取得後はニワトリ
を用いた研究から離れていましたが、いずれニワト
リをテーマにした研究を再開したいと思っていたた
め、バイオ医薬品製造にからめて本テーマを進めて
おります。具体的な方法については紙面の都合上割
愛しますが、ニワトリをテーマにした研究は少し珍
しいかと思いますので、興味のある方はご一報頂け
ますと幸いです。
　今後これらの研究テーマを学生とともに進めなが

ら、豊かな知識
と経験を持つ技
術者や研究者の
育成に携わるこ
とで社会に貢献
したいと思って
おります。

体外培養中のニワトリ胚
このようにひよこになる過程をリアルタイムに観察ができます

同窓会日誌

No.16 No.１８

2021 年 7 月 12 日
　とうとう旧短期大学校舎が取り壊されました。2
週間前に見た時はまだ大部分が残っていたのです
が、今はもうほとんど形がありません。長い間お疲
れ様でした。短期大学部もなくなり校舎も無くなっ
てしまいますが、富山県立大学はどんどん新しく生
まれ変わっております。図書館付近には DX 教育研
究センター（仮称）の建築も始まりました。

同窓会炭谷優子事務局長の日誌です。

旧校舎が壊されて、大谷講堂と計算機センターが見えるよ
うになりました

建設が始まったばかりの DX 教育研究センター
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集積機能デバイス工学講座
畠山　哲夫　教授

　2018 年 4 月に電子・情報工学科の教授として着
任しました。現在、電気電子工学科に所属しており
ます。本学に着任する前には民間企業に 25 年、国
立研究所（産総研）に 2 年間勤務しました。キャリ
アの大半において、次世代電力半導体である SiC 電
力半導体の研究・開発に従事しておりました。SiC
電力半導体は SiC 電力半導体の国プロに参画した各
企業で実用化され、幸いにして新型の新幹線車両

（N700S）, 新型の山手線車両（E235 系）、テスラの
新型 EV（モデル 3）等などに続々と採用されてい
ます。私は SiC 電力半導体技術とその産業的成功を
目の当たりにすることができ、研究者・技術者冥利
に尽きると実感しております。
　さて本研究室では SiC 電力半導体開発の積み残し
た課題である SiC MOS 界面の移動度の劣化の要因
解明と半導体プロセス改善による移動度の向上に取
り組んでおります。本課題の解決により SiC 電力半
導体の代表的品種である SiC MOSFET の性能が向
上し、電力変換機器の更なる省エネ化・低コスト化
が実現できます。
　これまで SiC MOS 界面の移動度低下の原因が２
つに分離できること（高密度の MOS 界面準位によ
る電子捕獲による可動電子の密度低下と可動電子の
移動度の劣化）を示しました。続いて 2019 年に本

学と産総研との共同研究で SiC MOS 界面を形成す
る SiC 結晶面の選択により界面準位の大幅な低減が
できることを示しています。最近、実験と二次元電
子ガスの輸送理論で計算した移動度の比較により可
動電子の移動度の低下が MOS 界面にランダムに分
布する界面双極子散乱により説明できることを示
し、Journal of Applied Physics という米国の雑誌
に投稿し、掲載されました。
　今後は研究室の皆さんと共に、SiC MOS 界面の
研究の推進により、パワエレ機器の性能向上を通じ
て、社会の省エネに貢献したいと考えています。［注：
Ｓ iC（シリコンカーバイト）はシリコン（Ｓ i）と
炭素（Ｃ）で構成される化合物半導体材料です。］

　研究室の近況案内 電気電子工学科

研究室の教員と卒業生

☆同封のはがき、またはメールで答えと住所・
氏名を書いてご応募下さい。正解者 10 名に図
書カード (500円) 進呈。正解者多数の場合は
抽選とします。締切 9 月末（当日消印有効）。
答えと一緒に「千瓢」の感想も書いて下さい。

　富山県立大学では、DX 教育研究センター
の開設に合わせて、デジタル技術を学ぶ学
生さんを増やすため、情報システム工学科
（今まで４５名）の定員を増やしました。ま
た同じ趣旨で知能ロボット工学科（今まで
６０名）の定員を増やしました。各々の定
員は何名ですか。（２学科ともに同数です）

ヒント：8 ページの「この数字をご存じですか」を見
て下さい

　答えは　○○名

2020 年 10 月に発行された大学の記念誌は、
『富山県立大学○○年史』です。

答えは　30
正解者の中から抽選で 10 名の方に、
図書カードをお送りしました。
              　おめでとうございます。

「千瓢」１6号クイズの答え

応募先
〒 939-0398 富山県射水市黒河 5180
　　　　　　 富山県立大学同窓会事務局
E-mail　senpyokai@pu-toyama.ac.jp
締切 9 月末（当日消印有効）

応募フォーム
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情報システム工学講座
鳥山　朋二　教授

　鳥山研究室では、人工知能などを実現するソフト
ウェア技術、各種センサやそれらを接続するセンサ
ネットワーク技術を用いて、日常生活の様々な局面
で役に立ち、社会に広く浸透する情報システムの研
究開発を行っています。これらの研究は、浦島研究
室や、森島研究室と強く連携して進めています。近
年の主な研究フィールドは、老齢人口比率が高い富
山県にとって重要な、医療・看護・介護支援分野で
す。もともとセンサーベースのシステムは、見守り
系のプロダクトと関連が深かったのですが、近年こ
の研究から少し違う方向に研究がいくつか分岐しま
した。
　その１つは、要介護認定される高齢者を主な対象
とする見守りに対して、要介護者そのものを減らそ
うとする介護予防の分野です。これは現在、国が主
導する地域の「通いの場」など行われている体操プ
ログラムなどの健康増進プログラムが該当します

が、我々はこれまで難しかった介護予防の効果を評
価することができるプロダクトを研究開発しまし
た。
　センサを使って窓に映された自分が窓拭きを行う

「窓拭きの達人」というゲームを作成し（図１）、そ
れを高齢者用のｅスポーツとして通いの場に通う高
齢者に提供し、その効果を確認しています。この実
験をｅスポーツ体験会という形で、現在までに富山
県内の 10 カ所以上の場所で延べ 30 回以上実施して
おり、参加された高齢者の方から大変な好評をいた
だいています。
　またその他の研究としては、本学に約３年前に設
置された看護科と連携した「看工連携研究」があり
ます。看護の先生から、乳児を抱く学生の実習に使
うための人形は作れないかという問い合わせを頂
き、共同で研究開発を実施しました。当初、何を作
ればいいのかがわかりませんでしたが、議論を重ね
て試作品を完成させました（図２）。これからも、
学内、及び地域の各機関の協力を得ながら上記のよ
うな地域の産業活性化につながる研究成果を輩出し
ていきたいと考えています。

　研究室の近況案内 情報システム工学科

図１　高齢者ｅスポーツゲーム「窓拭きの達人」

図２　乳児人形型看護技術演習システムデュプロ北陸販売株式会社オフィス機器の総合商社

代表取締役 大 秦   徹
本　　　社／金沢市福増町北 1300 番地 TEL  076-204-6633
富山営業所／富山市掛尾町 504 番地 3　TEL  076-492-9191
福井営業所／福井市西開発 1丁目 2318  TEL  0766-52-6200
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社会基盤工学講座
呉　修一　准教授

「日本一の研究室を目指して」

　当研究室は「防災水工学研究室」として、河川の
洪水災害などから人命や社会基盤を守るため、洪水
数値シミュレーションや洪水リスクマップの作成を
行っています。最近は、地球温暖化の影響評価、緩
和・適応策の提案やリアルタイム洪水ハザードマッ
プの開発などに精力的に取り組んでいます。
　勘違いしているの？と言われるかもしれません
が、冗談抜きで日本一の研究室を目指しています。
それは当研究室の研究活動、就職先、その他のアク
ティビティを見て頂けると本気だとご理解頂けると
思います。昨年度は 10 名の学生が在室しており、
多くの研究成果を国内外のジャーナルに投稿すると
ともに学会発表し、様々な賞を頂きました。特に土
木学会中部支部の研究発表会では、優秀講演者賞が
3 名でました。同一研究室から 3 名が受賞するのは、

ビックリな状況です。また、就職先はスーパーゼネ
コン、日本屈指の建設コンサルタント、県内建設企
業、公務員と理想的な就職先となっています。研究
以外のアクティビティも活発です。アメリカのラス
ベガスやハワイ、シンガポールでの国際学会発表は
コロナ禍のためオンラインとなってしまいました
が、それにめげずに国内で多くの活動（他大学との
交流、現地調査、東北被災地復興状況視察、登山、
スポーツ観戦など）を実施出来ました。これら様々
な研究・その他の活動を通じて、学生が日本一成長
できる研究室と自負しています。
　上記の詳細に関しては是非、当研究室のホーム
ページ（http://www.pu-toyama.com/  呉修一で検
索してください）をご覧ください。末尾ですが、当
研究室卒業・在学生の皆様の頑張りに心より感謝す
るとともに、今後の富山、日本だけではなく世界で
活躍する人材への成長を心より祈念いたします。追
伸：卒業生・卒業生以外も是非、気楽に遊びに来て
ください！

　研究室の近況案内 環境・社会基盤工学科

研究室同窓・忘年会（コロナ前）登山の活動

せんぴょうノートせんぴょうノートせんぴょうノートせんぴょうノート

千瓢（せんぴょう）

昭和 38 年当時の写真で、扁額「千瓢」
が掲げられている茶室

富山県立大谷技術短期大学（富山県立大学の
前身）が昭和 37 年に開学。翌年、茶人の佐
藤工業の佐藤助九郎（助庵）さんより茶室と
礼法室を兼ねた建物が寄付され、太閤山にち
なんで（太閤秀吉の馬印の千成瓢箪から）千
瓢と命名。昭和 38 年 9 月に富山県立大谷技
術短期大学茶華道部誕生する。富山県立大学
の機関誌『千瓢』は、この千瓢よりきている。
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応用生物プロセス学講座
金井 保 教授、牧野 祥嗣 講師、戸田 弘 講師

　当研究室は、伊藤伸哉前教授（現 名誉教授）が
2021 年 3 月に退職され、同年 4 月より私（金井）
が京都大学工学研究科より着任し、新たな体制とな
りました。コロナ渦の赴任であり、ラボ内での歓迎
会が開かれたのが 12 月（第 5 波の後）になるなど、
直接的な人との交流が制限された 1 年間でした。ち
なみにこの歓迎会では、既に在籍が 1 年を超えてい
た 4 年生もまだ歓迎会をされていなかったため、新
たに入った 3 年生と共に、研究室内の過半数のメン
バーが歓迎されるという会になりました。この様な
新たな日常の中、オンラインツールを積極的に取り
入れるなど、物理的に密にならない形での「密なコ
ミュニケーション」の確立を、スタッフと共に今も
模索中です。
　当研究室は 2006 年の生物工学科設立時より「応
用生物プロセス学」の名を冠しています。世間では
SDGs の重要性が繰り返し叫ばれていますが、生物
は 40 億年以上にわたり地球上で持続的に生命を維

持し続けていることから、生物が内包する「生物プ
ロセス」は究極の持続可能型システムと言えます。
当研究室では、この「生物プロセスの社会への実装」
を強く意識して研究を進めています。教員個別の
テーマとしては、金井は好熱菌がもつ他生物にはな
い特異な生命システムに着目し、それを利用するこ
とによる新規な物質変換法の開発を進めています。
また現在は、富山県内からの好熱菌の単離も進めて
います。牧野講師は、生物の機能分子であるタンパ
ク質を改良して、がん治療薬等へ応用する研究を進
めています。戸田講師は、有機溶媒耐性微生物を利
用した、医薬品原料や機能性食品成分の生産につい
て研究を行っています。
　当研究室は教員３名に対し、現在は技術員１名、
大学院生１名、学部生６名とこぢんまりとしていま
すが、生物工学の伝統がある富山の地から優れた成
果を世に出すことを目指して、学生と共に日々努力
を続けています。

　研究室の近況案内 生物工学科

全員がプロセスのＰのポーズをしている集合写真
（2021 年 10 月撮影）

富山県内の温泉から分離した好熱菌

http://matsubara-kensetsu.com/

お下がりはかっこいい
―不要制服の譲渡会―

　立田真文（環境・社会基盤工学科）准教授が小中
学校の制服（学生服）の再利用を呼びかけて活動を
開始した。去年の秋から不要になった学生服を回収
ボックスで回収して、今年の春に無償で提供する譲
渡会を大学で開催した。「ロマンティック廃棄物―
廃棄物からドラマが見える、Ｍ ottai-Nai から命が
生まれるー」（電気書院）の著作がある立田准教授
は学生服が再利用されずに捨てられるのに疑問を感
じ、今回の企画を立ち上げた。今回は 100 人ほど来
場して、品定めをして服を選んでいた。金銭的に助
かるという声や、前の人に感謝して使用するなど、
好評なので来年も開催を予定している。
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『法華経曼荼羅の研究』
～制作者の「祈り」に寄り添う

名誉教授　中 哲裕（なかば　てつゆう）

　八尾町宮腰の本法寺様に『法華経曼荼羅』（重文）
が大切に所蔵されている。この曼荼羅は美術史の研
究者が中心となって研究が進められてきているが、
難解な法華経思想について描かれたものであり、制
作者や制作年、制作目的など何も分かっていないと
いう仏画である。１年半前に春秋社様から『法華経
曼荼羅の研究』を出版して頂いた。よく分からない
という曼荼羅の制作者 ･ 年代、制作に込められた意
図、どのように富山にもたらされたか等を明らかに
したものである。
　私の専攻は「源氏物語と仏教の比較文学的研究」
であったから、専門外と思われている『法華経曼荼
羅』についての出版は躊躇（ためら）われた。学生
の頃から文学や美術史・仏教関係などいろいろな研
究会やサークルを遍歴し、多くの先輩方や友人達と
の交流の先にこの『法華経曼荼羅』があった。
　この本の執筆に際し心掛けたことがある。
　一つには、絶対に確実なもの以外は信用しないと
いうことである。絶対に確実なものとは曼荼羅に描
き込まれている画材、そして歴史的文献である。画
像の向こうに制作者の息づかいを感じとり、悲しみ
や喜びの声に耳を傾け、その祈りに寄り添うことで
あった。現代の研究には目は通したが、それに寄り
かかることはしなかった。承久の乱関係の歴史書や
史料は殆ど取り寄せ、目を通した。
　二つには、徹底した現場主義である。曼荼羅が描
かれた舞台を、私自身が目で見、肌で体験すること
である。訪れた承久の乱ゆかりの土地や寺社はおそ
らく 100 を越えたであろう。それらの場所を訪れ、
いろいろな人と出会い、教えて頂きながら、制作者
像が少しずつ具体的なものになっていった。

　制作時期について目途が立ったのは宮内庁書陵部
所蔵の「文永五年亀山殿曼荼羅供之記」を発見して
である。中に 20 番まで番号があり、21 から 23 番
まで「〃」と踊り文字がふってある。この 23 まで
の数字が『法華経曼荼羅』の掛幅に対応しているの
でないかと気付いたからである。もっともこれは私
にとっては真実に至る途中の一里塚・化城（けじょ
う）であったのだが。なお書陵部部長は中学 ･ 高校・
大学と一緒だったＴさんであった。向こうも私に気
付いたようで、「世の中は狭い」と思った。
　制作者は後嵯峨院と院を支えた法親王たち、文永
五（1268）年には完成していた。嘉暦元（1326）年
には放生津に曼荼羅はあった。この 2 つが間違って
いれば仮説は崩れる。そうしたら出版は諦めよう。
そのように考えながら曼荼羅年表を作った。B4、
横置き、12 頁にもなる。何年も年表を眺めながら
八幡宮の周辺を調べ続け、鎌倉幕府滅亡の 4 ヶ月後
に、曼荼羅の制作に若くして加わっていた覚助法親
王が鶴岡八幡宮検校に就任していたことを発見し、
推測が確信に変わった。
　衝撃的な発表であったろうにもかかわらず、幸い
なことに国文学を中心に研究者の間では好意的に受
け入れられた。嬉しかったのは恩師の久保田淳先生
から、お祝いのシャンパンをいただいたこと。これ
から多くの研究者に修正され、加筆・訂正されて、
私の説が真説として受け入れられる時期がきっと来
るであろう。
　今は研究者人生の纏めとして、書き溜めてきたも
のの論文集『源氏物語の主題と仏教』を出版するべ
く、準備を進めている。早ければ今年の年末までに
刊行される。残された時間は少ない。

写真撮影は 2018 年 8 月 6 日
本法寺風入れ法要にて。ご住職による曼荼羅絵解きの風景。

第一自動車学校第一自動車学校

富山県公安委員会指定富山県公安委員会指定

富山県富山県

〒939-0274
射水市小島715 TEL0766-52-0722
http://www3.canet.jp/users/td1
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　人生はよく山にたとえられ
ます。　　　　　　　　　　　　　　　 

「人生、山あり谷あり」
人生は良いこともあれば悪い
こともあり、そしてトラブル
の連続でもある。
　その時の一瞬の変貌で人生
の命運を決する時もあり総て

は自分で選択する、それは人生そのものではないで
しょうか。
　しかし、自分で選択出来ないことは山ほどありま
す。今がまさにその時であると思います。
　人生いろいろ。自分の人生を振り返ってみて良
かったのか悪かったのか？皆さんも是非これまでの
人生を振り返ってみて下さい。
　誰にでも人には絶対言えない、それこそお墓まで
持って行かなければならない秘密は一つや二つ持っ
ているのではないでしょうか？私自身は数えきれな
いかも。秘密は誰にも言わないのが一番だと思いま
す。
　年々、加齢とともに一年が過ぎ去るのが本当に早
く感じるようになりました。私と同年代の方は同じ
気持ちでおられるのではないでしょうか。
　令和２年から流行し始めた新型コロナ感染拡大の
波は未だ治まらず、終息時期も見通せないとは何と
も歯がゆい思いです。この間の社会環境や日常生活
は大きく変化しました。
　どんな大金を使ってでも貴重な時間は買えないし
戻すことも出来ません。ひとつでも若いうちにそし
て健康なうちに好きな旅にも行けない不自由な苦難
の日々がこんなにも長く続くなんて誰も想像すら出
来なかったと思います。
　人生 100 年時代とは言ったものの健康でなければ
意味がありません。
　先頃、お昼を食べたことも忘れてしまい、いよい
よ認知症の始まりかと慌てて脳ドックの申し込みに
行ったらドクターいわく、貴方はまだ検査の必要は

ないと言われました。記憶が飛ぶことは誰でもある
ことだからまだ心配ないとのこと。良かったのか悪
かったのか。
　4 月下旬には知床半島沖で観光船遭難事故があり
ました。まさか観光船が沈没するなんて誰も疑わな
かったと思います。船上でプロポーズする予定で
あったカップル、3 歳の女の子とその両親など乗客
26 名の無念さそしてご遺族の心情を思うと言葉が
ありません。
　こればかりはこの先の人生
は何が起こるか分かりませ
ん。一寸先は闇である。

「人生とは自分を見つけるこ
とではなく自分を創ることで
ある」という言葉もあります。
　たった一度きりの人生に悔
いを残さず生きるために、「あ
あいい人生だった」と思える
人生を送れるように生きたい
ものです。皆さんの人生行路
が幸せに満ちたものであるこ
とをお祈りします。
　ところで、昨年の同窓会活動でありますが 8 月に
予定していた総会・懇親会は新型コロナウイルスの
感染拡大の影響で 2 年連続の中止となりました。準
備をして頂いていた実行委員の皆様には大変ご迷
惑をおかけし申し訳ありませんでした。また、例
年 11 月に首都圏で開催されている「エトワール会」
にも参加できず寂しい 1 年となりました。コロナ禍
が一刻も治まるとともに本来の同窓会活動が再開出
来るよう願っています。
　さて、大学ではかねてより整備を進めてきました

「ＤＸ教育研究センター」が 3 月末に竣工し完成式
典に招かれました。また、「データサイエンス学部」
を 5 年以内に新設する方向で検討していることがマ
スコミ報道で知りました。知の拠点として社会の
ニーズに応じた地域に根ざした産学官連携の大学づ
くりが着々と進められております。
　我々同窓会といたしましても、学生や大学当局か
らも期待され、愛される同窓会活動にしていきたい
と思っていますので、本年も同窓生皆様のご理解と
ご協力よろしくお願い致します。

人生、山あり谷あり
富山県立大学同窓会会長　野開 勝政

広告掲載企業一覧 （株）雄川コンサルタンツ
キクラ印刷（株）

（株）建成コンサルタント
（株）国土開発センター
Web 制作・デザイン 心彩

（株）サカエグリーン
三協立山（株）

（株）上智
（株）新日本コンサルタント

水機工業（株）
竹沢建設（株）
中越興業（株）

（株）中部設計
デュプロ北陸販売（株）

（株）寺島コンサルタント
富山県第一自動車学校
松原建設（株）
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永年勤続表彰
　長年にわたり本学の発展に寄与された功績を称
え、永年勤続表彰式を 2021 年 6 月 1 日に行いま
した。30 年勤続では、福原忠教授、高木昇教授、
20 年勤続では、鈴木真由美教授、小柳健一教授、
井戸啓介講師が表彰されました。

　コロナ禍の中、独り住まいの母親
の様子を見るため月一程度帰省して
いる。富山駅に降り立つとお店はほぼ毎回普通に営
業中で、飲食店では酒類が提供されている。これは
新型コロナに対する緊急事態宣言 ( 以下宣言）やま
ん延防止等重点措置（以下措置）の発令が短期間だっ
たためと考えられる。
　短期だったのは県民のコロナ感染防止への真摯な
取り組みの賜物と思われ、まさに感服の至りである。
この様な状況を目の当たりにすると、日々が平穏で
あることが如何に幸福かを改めて実感させられる。
また、自分の帰省によって高齢の親達に感染させな
いようにと身の引き締まる思いがする。
　かく言う筆者は神奈川県在住である。人口 10 万
人当たりの累計感染者数は 7,955 人と富山県の 2.4
倍になる（出展：NEC ソリュージョンズ 5/16 現在）。
そんな背景もあってか、帰省先ではしばしば接触を
敬遠される。無理からぬことではある。むろん、日
常生活では適宜感染対策を実施し（方法は既に周知
済みの国等の基本的対策と同様のためここでは割
愛）、さらに帰省前一定期間の外出は必要最小限と
し、体調管理にも常時注意を払っている。ある千瓢
読者は、帰省中に実家で泊まるのは子供達で、本人
は近くのビジネスホテルに待避と言う涙ぐましい努
力をしている。
　令和 3 年の神奈川県は延べ 8 ヶ月間に亘り宣言ま
たは措置の発令下に晒された。先刻承知の通り発令
中は生活が様々な影響を受ける。特に筆者を含む高
齢者にとって長期の自粛・過度の萎縮は心身を疲弊

させるため注意が必要である（閉じこもり､ 運動不
足､ 体力・筋力低下､ 転倒・骨折､ 持病悪化､ 新た
な発病､ 酒量増､ 外部コミュニケーションの減少、
情報過疎､ 孤独化､ うつ病､ 認知症等々）。実際、
下血に至るまで体調が悪化した知人がいる。また、
高齢者にとってもネット等による新型コロナ関連情
報の取得は大変重要である。情報は一方に偏らず幅
広く目を通すと良い。
　日頃相当こまめにコロナ感染対策を励行している
ワクチン接種済みの友人が先日感染した。また、筆
者は最近無症状感染者と接触したが、他のメンバー
と共に検査結果は陰性だった。このように新型コロ
ナの収束が見えない中では常に感染リスクが潜んで
いる。しかし、適切な感染予防対策を講じれば感染
は避けられる。今、ウイルスとの共存・共生を掲げ
たウィズコロナが流布している。終息までは決して
気を緩める事なく、全ての施政者・あらゆる組織・
全国民が一丸となり自分の出来る感染対策に取組む
事が肝要である。次の記事は極めて簡潔・明瞭で正
鵠を得ている。
 ＜引用：日刊ゲンダイ DIGTAL 4/22 ＞
“ 新型コロナは正しく恐れ、感染症対策は正しい知
識・情報をもとに自分の状態に合わせて冷静に決断・
実行する。今こそ基本に戻ることが大切。”

【写真】
　最初の宣言解除後の
登山自粛が解けてから
初山行の筆者（県を跨
ぐ登山はまだ自粛中で、
まずは近郊・低山から）
時を同じくして山岳四
団体は共同で登山活動
ガイドラインを制定
＜三浦冨士山頂 183m に
て 200609 ＞

ウイズコロナを目指して
－感染者多発地域に暮す高齢者より－

澤　嘉昭
富山県立大谷技術短期大学
1968 年卒　草農業科 4 期生

Campus Topics ①

「富山県立大学ニュース　No.131 より」

名誉教授称号授与式
　本学の発展に多大な貢献をされた前本学教授平
原達也氏、高橋剛一郎氏、伊藤伸哉氏及び榊利之
氏に、開学記念日の 2021 年 6 月1日付けで名誉教
授の称号が授与されました。平原氏は図書館長及び
研究倫理委員会委員長等を歴任されました。高橋氏
は、38 年にわたり本学教員として勤務し、地域連
携センター所長及び主任教授等を歴任されました。
伊藤氏は、学生部
長及び主任教授等
を歴任されました。
榊氏は、主任教授
及び教務委員長等
を歴任されました。

「富山県立大学ニュース　No.131 より」
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第 32 回 県大祭 開催
　2021 年 10 月 23 日（土）、24 日（日）に学生が中
心となって行う最も大きなイベントである「第
32 回県大祭」が開催されました。
　新型コロナウイルス感染症対策として、参加
者は学内関係者に限定されましたが、「attack all 
around」をテーマに、オンライン配信をしたス
テージ企画、射的や
e-sports 等の飲食を伴
わない模擬店など新し
い取り組みに挑戦し、
大きな盛り上がりを見
せました。

令和 3 年度前期　地域協働授業成果発表会
　2012 年 7月15 日（木）、16 日（金）の 2 日間にわ
たり、「地域協働授業成果発表会」を開催し、令
和 3 年度前期に実施された、授業や研究室、サー
クルなどでの地域協働の取り組みを、学生がプレ
ゼンテーションしました。氷見高校と連携し高
校生と大学生が合
同フィールドワー
クを実施した取り
組みなどの発表が
あり、参加者は熱
心に聴き入りまし
た。

②登山
　コロナが蔓延し始めてからマラソン大会も中止と
なり、目標や外出することが無くなったことから、
ラン友さんや家族と始めたばかりの登山。景色を見
ながら登ったり走ったりすることで何となく好きに
なってきましたが、まだ始めたばかりで、夏や秋の
天気が良い時の日帰り登山しかしていませんが、今
年は早月尾根側からの剣岳登頂を目指したいと密か
に思っています。（誰か連れて行ってください）

③生き物
　我が家は家族以外に、トイプードルや３つの水槽

（海水魚、熱帯魚、水草）に囲まれて生活していま
す。子どもの頃から近所の河原へクワガタ等を掴み
に行ったり、インコやハムスター、熱帯魚など、爬
虫類以外の生き物が好きでよく飼っていました。
　今でも生き物がいな
い生活に物足りなさを
感じ、世話ができる範
囲で飼っており、子ど
も達も比較的好きなよ
うなので、家族の反対
もなく飼えることに感
謝しています。

《近況》
　卒業後 26 年が経過し、まだ若いと思いながらも
50 歳手前になりました。二人の子ども達も大学生
と小学６年になり、あまり手はかからなくなってき
ましたが、まだお金はかかるので、いつまでも元気
でいられるように趣味や日々の生活を満喫し、ウェ
ルビーイング（well-being）を目指したいと思って
います。

中島　宏記（なかしま　ひろき）

短期大学部　農業土木専攻　1995 年卒

①マラソン
　40 歳を過ぎ住民運動会でリレー（40 代の枠）の
選手を頼まれたのをきっかけに少しずつ走り始め、
せっかくならと、10 ヶ月後に開催される地元の黒
部名水マラソンでのフルマラソン初デビューを目指
し本格的に練習を開始しました。結果は制限時間ギ
リギリの 5 時間 51 分でなんとか完走し、もう走ら
ないと思っていましたが、時間が経つにつれもっと
速くなりたいとの思いが出てきて、現在にいたって
います。
　コロナ前は県内や隣県を中心にフルやハーフマラ
ソン、トレイルランニングと年に６, ７レースに出
場するほど好きなものとなっており、日頃の練習は
ストレス発散と体力維持につながっています。

Campus Topics ②

「富山県立大学ニュース　No.132 より」「富山県立大学ニュース　No.131 より」
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荒木　信幸（あらき　のぶゆき）

工学部　電子情報工学科　1998 年卒

①麻雀
　インドア派には持ってこ
いの麻雀です。仲間うちで
定期的に集まって、遊んで
います。運を引き寄せ合う
ゲームです。心理ゲームで
もあります。調子良い時も
悪い時もあり、いかに場を
読むか、奥深い遊びです。
精神的に疲れますが、懲りずにやります。今年に入
り、役満５回上がりました。ここで運使って良いの
か、毎度思います。

②YouTube
　一日の時間が限られているので、見たい時に見
たいものを見られる YouTube はとても便利です。
ニュース番組、懐かしい音楽、ホラー系番組、ソファ
に寝転がって、あまり深く考えずにぼーっと見てい
る時間は至福です。

③筋トレ
　コロナ前までは、パーソナルトレーニングへ行き、
細マッチョ目指して頑張っていましたが、コロナ後
は、家でアブローラーやダンベルを購入して、家ト
レにハマるようになりました。筋トレしたら、好き
なもの食べても太らないという錯覚を起こしてしま
い、今では、細マッチョではなくぽっちゃり系プロ
レスラーと妻からは言われるようになりました。

《近況》
　家業を継いで今年で 20 年目です。早いものです。
紆余曲折しながらも今仕事が何より楽しいです。ビ
ジネスを通して、人が喜んでくれることに生きがい
とやりがいを感じています。プライベートでは息子
がカナダの高校に飛び立ちました。親として嬉しく
思います。

♦得永栄治（大谷・衛生工学・1965 卒）
　今年に入って新型コロナが収束しているかと思って
いましたが、今の状態は昨年よりももっと厳しい状態と
なってきております。いつになったら、元の生活に戻れ
るのかわかりませんが、コロナ感染により、今までの
生活様式が大きく変わったことも事実ですし、今まで
あたりまえと思っていたことにも見直しする必要も、こ
れから出てくることと思います。何はともあれ、一日も
早く収束することを願って！
♦早川俊一（大谷・草農・1965 卒）
　コロナ禍で頑張っておられる記事、嬉しく一気に拝
読しました。又、笑顔の写真を見て元気をもらいました。
勤めていた時、小林先生に文章の指導をして頂きまし
た。今もしっかり覚えています。月1 回水墨美術館で
会議の記録をしますが、県庁 OB の先輩は簡潔でよい
と言ってくれます。「千瓢」は毎回、内容（文章と写真）
が素晴らしいものになっていることに感心する。
♦藤田人志（技・応用数学・1975 卒）
　毎号の『千瓢』に目を通し、先輩、後輩の前向きな
姿勢に感動しています。第 16 号も、「声」欄で自分と
同年の鈴木さんのを読んでスゴイと感動です。
♦北林恒好（技・草農業・1978 卒）
　特集記事、コロナ禍の学生生活のコーナーは、現
在の学生の様子がよくわかりました。コロナに負けない
で、学生生活をがんばって下さい。
♦位寄史好（技・農林土木・1981 卒）
　大谷技術短期大学が開学した 1962 年は、私が生
まれた翌年です。早いもので、1981 年に農林土木科

を卒業し、今年 2021 年に定年退職しました。たまに、
近くのモス太閤山店へ妻と行った時に立派になった県
立大学の建物を見て、感心しきりです。
♦吉野久志（技・農学・1988 卒）
　毎回、届くのを楽しみにしています。短期大学を卒
業して、30 年余り経ちますが市民講座や放送大学の
受講等で何度かお邪魔させて頂いていますが、その度
に同窓会をやっていないので、皆さんどうしておられる
かなと思い起こしています。
♦岡田美紀（技・応用数学・1989 卒）
　以前に県立大学の前を通った時、新校舎が出来て
いて、デザインも素晴らしく、かなりキャンパスの雰囲
気が変わっていてびっくりしました。コロナが落ち着い
てダビンチ祭が再開したら見学出来たらと思います。
♦橘敬志（大・機械システム・1995 卒）
　長らく富山に行けない日々です。会社に県大生が居
ますが、同じ状態。「千瓢」が富山との唯一のつなが
りになっています。
♦舘　身果（短・生物生産・1997 卒）
　高橋剛一郎先生が退職だと知り、一抹の寂しさを感
じました。専攻が違うので講義を習ったことはありませ
んが、廊下でよく声をかけていただき、ある日の土曜「今
からカニが来てみんなで一緒にたべるけど、どう？」言
われて、一緒に食したのが、私の懐かしい思い出です。
剛一郎先生、ありがとうございました。
♦河端さよ（大・環境工学・2015 卒）
　大変お世話になった古谷元先生が教授になられたこ
とを知れて、夫婦で喜びました。コロナが落ち着いたら、
私達夫婦が通った大学を、息子に紹介したいです。
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３冊 の本３冊 の本
金城　朱美 （かねしろ　あけみ）
教養教育センター准教授

　2019 年 4 月に比較文化学担
当として本学に着任した。ドイ
ツ語圏の語りの文化を広く研究
しており、最近は文化遺産やク
リスマス文化、幸福研究をおこ
なっている。昨年度から、講義
で昔話を扱うことがあり、日本
とドイツの食文化や自然観、価
値観について学生に考えさせて

いる。「グリム童話を知っていますか？」と尋ねる
と反応は鈍く、「シンデレラ」や「白雪姫」「塔の上
のラプンツェル」といったディズニー映画のタイト
ルを挙げると、「知っている」と答える人が増える。
同様に、私の研究テーマのひとつである「ヘンゼル
とグレーテル」を知る人は多くないが、「お菓子の家」
といえば皆知っている。グリム童話を素材とした映
画やテレビ番組、コンピュータゲームなどから、昔
話は多種多様に国内外で受容されている、しかし、
その原話を読んだことがある人はどれぐらいいるだ
ろうか。
　ということで、まず、5 巻本の『完訳　グリム童
話集』（金田鬼一訳、岩波文庫　2003 年）をお薦
めしたい。グリム兄弟が収集した話を日本では「グ
リム童話」とよばれている。それは、グリム兄弟に
よって 1812 年から 1857 年まで、彼らが理想とする
民衆の語りに近づけるために、何度も書き換えたド
イツの昔話である。金田訳の古めかしい日本語表現
から、話の古さがうまく醸し出されている。「漁夫
とその妻の話」では、現状に満足せず、次々と欲し
いものを夫に要求する妻が描かれている。欲深く現
状に満足しない姿は、現代における地位財重視の生
き方を表象しているようだ（女性の欲深さではなく、
筆者は性別に関係なく人間がもつ所有欲への批判だ
と解釈している）。
　次に、日本の昔話を読んでみると（稲田浩二・稲
田和子編『日本昔話百選』三省堂　2003 年）、グ
リム童話とは異なる価値観が描かれていることがわ
かる。たとえば、「たにし長者」では、信心深い夫
婦にようやく授かった子、田螺が人間の姿になり成
功する話である。夫婦は、普通の子どもとは見た目
も大きさも異なる子を愛情深く育てた。子は、長者
の家に使いに行くと、長者に気に入られて娘を嫁に
もらう。その娘は、父が決めた婚姻相手であったが
夫を大事にする。妻の薬師寺参りの後で夫はイケメ
ンに姿を変え、父に商いを任されて裕福になる。心
のよりどころがあると幸福に導かれるようである。

一方、グリム童話の「ハンスぼっちゃんはりねずみ」
で語られる、子どものいない裕福な夫婦に授かった
子は、上半身がハリネズミで下半身が人間の姿をし
ていた。そのため、親に大事に育てられず、その子
が家を出て行くと言うと父は喜ぶ。ハンスは森の中
で生活していたが、道に迷った王様を助け、娘を嫁
にもらう約束を交わす。王女がハンスにかけられた
魔法をとくと、ハンスはイケメンに変身する。王女
と結婚し王になったことを実家の父に報告しに行
き、父の愚行を気にもせず父を城へ連れて帰る。子
は親を憎まず、親の虐待に耐え、知恵を絞って一人
で生活し、幸せになった話である。
　昔話から、人を思いやる優しい心、分け合う精
神、感謝の気持ち、一方で勧善懲悪をよしとしてし
まう思考など、いい点も悪い点も再発見できる。昔
話を読むと何らかの気付きがあり、忘れかけていた
大事なことを思い出す。思いやりの気持ち、平凡す
ぎる毎日の尊さ、落ち着いて読書できるありがたさ
といった、ささいなことから感じられる幸せの大切
さや、ユネスコ憲章前文「戦争は人の心の中で生ま
れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを
築かなければならない」ことを。
　ロボット研究から出発し、「幸せ４つの因子」を
導いた工学者である前野隆司氏は、昔話の世界観を
科学的に説明している。「やってみよう！」「ありが
とう！」「なんとかなる！」「あなたらしく！」因子
は、自己実現と成長、つながりと感謝、前向きと楽観、
独立とマイペースをさし。それぞれの度合いが上が
ると幸福度も上がると述べている（前野隆司・保江
邦夫『人間はロボットよりも幸せか？』マキノ出版　
2017 年）。昔話はまさにこの 4 因子を語っている。
心に栄養補給でき、平和のとりでの土台になるのは
昔話だろう。ロボットが（まだ）持ちえていないも
ので、人間にしかないのもの、それは「心」である
と私は考える。しかし、前野氏は逆のポジションを
とり、どちらにも心はないと説いている。是非みな
さんにも「三冊の本」を読んでいただき、昔話から
さまざまな気付きをえて
いただきたい。

12,150 名

お願い：住所不明会員が年々増えております。該当者をご
存知の方は、事務局まで連絡いただけるようお伝えください。

（2022 年 4 月1 日現在）

同窓会正会員数
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深沢　広治（ふかざわ　こうじ）　

富山県立大谷技術短期大学
1971 年卒　草農業科 7 期生

　今は、とっくに令和の時代ですが、私が卒業した
のは昭和 46 年 3 月（45 年度卒）です。県庁の試験
に何とか合格していたので、今で言う就活もなく、
4 月からは県職員研修の後、農林水産部に配属さ
れ、約 40 年間農業技術課や県下の農業改良普及セ
ンター、試験場などに勤務してきました。
　その間、アメリカ合衆国への短期研修留学や長野
県などへの派遣研修など多くの知見・技能を得て、
様々な人脈を築くことが出来ました。
　その間、様々な経験を積むことが出来ましたが、
山あり谷ありでどちらかというと谷の方が多かった
と思います。
　谷に落ち込んだ時に助けてくれたのは、職場の仲
間や友人知人、家族でしたが、様々な分野の読書で
自分の世界を創りあげた時はストレス緩和や知力向
上に大きく役立ったと思います。
　私は子供の頃から新聞各紙を隅々まで読むことが
好きで、役所では朝一番に出勤し、全国紙・地域
紙、業界紙を読むことで情報収集の癖を磨いてきま
した。
　また、社会人になって 10 年間位は、自衛隊雑誌
や航空ファン、世界の艦船などマニアックな分野の
本も読んでいました。

私の人生を支えてくれた 3 冊の本

同窓会日誌

No.16 No.１８

2022 年 3 月 19 日　学位記授与式
　アイザック小杉文化ホール ラポールにて、令和
３年度学位記授与式が挙行されました。
　工学部 331 名、大学院工学研究科 86 名が門出を
迎え、新しい人生への一歩を踏み出しました。
　下山学長が各科の代表に学位記を授与し、続けて
大谷米太郎記念賞の授与式も行われました。
大谷米太郎記念賞は、大谷米太郎記念基金により、
本学大学院において優秀な成績を修めた学生を表彰
し、奨学金を支給するものです。

P10 のつづきです。

2022 年 3 月 19 日　中尾哲雄氏
特別功労表彰状贈呈式　並び　名誉博士記授与式
　アイザック小杉文化ホール ラポールにて、令和
3 年度学位記授与式に併せて開催されました。
　客員教授としての講義や富山県立大学研究協力会
の設立など、大谷技術短期大学時代から様々なご支
援をいただき、継続して本学の発展に大きく寄与い
ただいた功績によるものです。
2022 年 3 月 26 日　DX 教育研究センター竣工式
　富山県立大学では、令和４年４月１日にＤＸ教育
研究センターを開設します。
　式では、下山勲学長が「大学や企業をつなぎ、社
会変革する力となりたい」とあいさつ。新田八朗知
事、渡辺守人県議会議長が「多くのイノベーション
を期待している」などと祝辞を述べ、テープカット
とくす玉割りで完成を祝いました。

　タイトルにある 3 冊の本を挙げるとすれば、「十八
史略に学ぶ　勝者と敗者を分けるポイント」（三笠
書房、村石利夫著）、「厳選１１００　四字熟語」（永
岡書店　金田一秀穂著）、「人物叢書　福沢諭吉」（吉
川弘文館　日本歴史学会編集）です。
　「十八史略に学ぶ」は、窮地に陥っても自分を信じ、
力をどの様に出し切るかや、忍耐力を鍛える 9 原則
などとても勇気づけられる本でした。
　「四字熟語」は様々な場面での挨拶・スピーチで
応用可能な本で、類義語や対義語も付随しており、
今でも自治会会合や結婚式などで重宝しています。
　「福沢諭吉」は、幕末から明治への日本の近代化
への脱皮や新時代の担い手育成、西洋事情・学問の
すすめ、慶應義塾大学の創立など幅広い活躍、偉大
な先駆者としての活躍など、読んでいて圧倒される
ばかりでした。
　長男もこの本を読んだらしく、T 大学や W 大学
を蹴って慶應義塾の理工学部に入り、博士課程まで
9 年間過ごし、工学博士号を取得できたのは望外の
喜びでした。
　以上、主なる 3 冊を紹介しましたが、県庁の業務
中は当然のことながら農業関係の専門書もしっかり
と読んでいました。仕事がしっかり出来ないと、家
庭も趣味も味気ない逃げ場になってしまいますの
で、学生・現役の時代は基本の骨組みをしっかりす
るためにも業務上の読書と、活字の読書（スマホ、
パソコンの画面文字よりも）を是非お奨めします。
　最後に、富山県立大学の益々のご発展と、「千瓢」
の末永いご繁栄をお祈り致します。
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画）な取り組みが 50 年前から行われてきたことに
なり、原因企業を潰すことなく、むしろ、そのコン
プライアンス意識を高めさせながら、公害根絶に共
に取り組む思想と姿勢は、内外の公害問題解決への
道標になるものと考えます。そのことの意義や意味
を伝えたいと思っています。

－次代の起業家に捧ぐ－
　富山県立大学に学ぶ学生の多くは、技術者として
仕事に就くことと拝察しますが、ＢＣＰやＥＳＧ投
資を例に引くまでもなく、世界の投資家は、事業継
続の手段を持たない企業や、環境や社会に対して不
誠実な企業を決して投資先に選びません。企業がＳ
ＤＧｓに取り組むのではなく、今やＳＧＤｓの思想
の中に企業活動があるのですから。

イタイイタイ病とは
　神通川の流域に発生した公害病。地元の萩野昇医
師などによって原因が解明され、昭和 43 年（1968
年）に厚生省から日本で初めて公害病とされた。明
治期後半に岐阜県神岡町で三井による本格的な鉱業
生産が始まり、亜鉛や鉛を産出したが、その過程に
おいてカドミウムを含む大量の鉱毒が支流の高原川
から神通川に入り、やがて、農業用水などを通して
住民の体内は基より水田にも蓄積され、稲の生育に
も悪影響を与えた。慢性カドミウム中毒により大正
から昭和にかけて多くの患者がイタイイタイ病に罹
患し、腎臓障害から骨がもろくなり、軽微な力でも
骨折するため、患者は想像を絶する痛みに苦しんだ。
当初は地域の奇病として扱われ、患者は不遇な環境
に置かれることが多かった。
　熊本県の水俣病、新潟水俣病、四日市喘息と並び、
四大公害病とされるが、住民組織が三井金属を相手
取った裁判では日本の公害裁判で初めて地裁、高裁
ともに勝訴し、その後の公害裁判に大きな影響を与
えた。

イタイイタイ病資料館の「語り部」となって

柞山　明
富山県立技術短期大学
1976 年卒　草農業科 12 期生

－「語り部」とは－
　県立イタイイタイ病資料館（富山市友杉 151）
は、平成 24 年（2012 年）に「イタイイタイ病」（以
後「イ病」という。）という富山県で発生した公
害病を二度と繰り返さないよう、関係資料を収集・
保存、また、活用・展示して、貴重な教訓を後世
に伝えることを目的に設立されました。
　資料館の設立に併せて設けられたのが「語り部」
制度で、親や祖母がイ病患者であったり、イ病裁
判に関わった弁護士などが、希望者（団体）に体
験談を交えた講話を行っています。
　目的はイ病に関する教訓を自らが有している体
験をもとに後世に継承すること。
　イ病は、病気の発生から既に 100 年が経過して
いると言われており、公害病であることの証拠を
科学的に示し、昭和 43 年、日本ではじめて、厚
生省から「公害」の認定（富山県に置けるイ病に
関する見解）を受けました。
　その後、地域住民による組織（イ病対策協議会）
を組織し、原因企業（三井金属鉱業株式会社）を
相手取った裁判に完全勝訴するという、およそそ
れまでの公害被害者と産業優先を背景にした企業
の関係からは想像のつかない画期的な結審を迎え
ることとなりました。
　しかし、これらは昭和 47 年８月のことであり
既に半世紀を経過していることから、事実や経過
の風化が危惧されています。
　さて、当初から「語り部」としてご活躍された
皆様が年齢を重ねられ、次世代への継承が囁かれ
ていましたが、私の母方の祖母がイ病患者であっ
たこと、また、父が汚染田の復元事業に尽力した
経緯から白羽の矢がたった次第。及ばずながら、
学生諸君をはじめ子供たちに、展示室では紹介で
きないエピソードを交え、分かり易く事実を伝え
ようと思っている。

－三つの約束－
　私の講話の骨子は、原因企業との間で２つの誓
約書と一つの協定書が交わされたこと。一つは、
患者の救済（イ病の賠償に関する誓約書）であり、
もう一つは汚染田の完全復元（土壌汚染問題に関
する誓約書）です。そして、画期的ともいえるの
が公害防止協定であり、現在も続いている、住民、
弁護士等による「立入調査」を通して発生源対策
の徹底を図っています。この取り組みから神通川
は「清流」に戻り、復元した農地が再び汚染され
る心配もなくなりました。
　このように、正にＳＤＧｓ（持続可能な開発計

富山県立イタイイタイ病資料館

射水 〒930-0857 射水市広上 361－33
高岡 〒933-0326 高岡市美鳥町 2－98

h t t p s : / / c o c o - i r o . c om
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プレゼント
10名様

『あんぽ柿のジャム』
― 前号プレゼント当選者発表 ―

当選おめでとうございます。

〜抽選で10名にプレゼント〜
「いいスプーン」希望と書いて、はがきかメールでご
応募ください。ホームページからもご応募できます。
締切 9 月末（当日消印有効）
応募先
〒 939 － 0398　富山県射水市黒河 5180
富山県立大学同窓会　「千瓢」編集部 
Email：
senpyokai@pu-toyama.ac.jp
ホームページ：
https://tpu-dosokai.jp/

藤田　人志 さん

伏間　真裕子 さん

河端　さよ さん

佐々木　淳矢 さん

堀田　悠斗 さん

金岡　寿也 さん

桂川　美咲 さん

舘　　身果 さん

渋谷　恭子 さん

山川　舞さん

プリンをはじめとするデザートを食べるのに適した
形状を追求した木製（天然木）スプーン。

濱口竜平氏（国際プリン協会会長）が監修し、日本
における木製カトラリーのリーディングカンパニー
有限会社籐芸（TOUGEI）が製造を手掛けるこの木
製スプーンは、プリン、ゼリー、ヨーグルト、アイ
スクリーム、イチゴ、茶碗蒸し等のデザートやカッ
プ系の料理での食べやすさはもちろん、赤ちゃんの
離乳食や、子ども用のスプーンとして、幅広い用途
での使いやすさを追求されています。

天然木の柔らかさ、連続する曲線とスプーンのツボ
（すくう部分）と柄の境目の無いフォルムは、スプー
ンのさし心地と、口から抜く際の口離れ、
そして持ちやすさを高次元でバランスが取
られています。

【お問い合わせ】
a.278 for SLOW LIVING
富山県高岡市荒屋敷 278
E-mail：web-shop@nagae.co.jp

iiispoon（いいスプーン）
《国際プリン協会がプロデュースした木製スプーン》木製カトラ
リーのリーディングカンパニー × 国際プリン協会

商品の詳細

応募フォーム

同窓会日誌

No.16 No.１８

2022 年 4 月 6 日　入学式
　春の暖かい日差しの中、令和 4
年度 富山県立大学入学式が行わ
れました。642 名の入学生へ学長
は、工業工学の歴史を例に挙げ
られ、これから未来を創ってい
く入学生への期待を込め、学生
生活を送るにあたって時々思い
出してほしいことを 3 つお話しされました。その中
のひとつ「大学での研究課題は教科書やインター
ネットを探しても答えは見つかりません。これまで
学んだものを基礎として教員と共同して、未解決課
題に取り組むことにあります。時として道に迷い心
細くなったとしても、富山県立大学の教員は未踏の
頂を極めるために正しい方向にガイドしてくれるの
で安心してください。」と式辞を述べられました。
　今年は、保護者 1 名の制限はありましたが、人数
も増え、アルビス小杉総合体育センターでの開催と
なりました。

P21のつづきです。

Facebook もご覧ください。
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２０22年度同窓会総会中止のお知らせ

8月に開催を予定していた総会・懇親会は、新型コロナウイルス感染収束の見通しが

立たない現在の状況に鑑みて、中止といたしました。

ご意見、ご要望、住所変更手続きなど、各種お問い合わせをお待ちしております。

富山県立大学同窓会へご寄付をいただきありがとうございました

たくさんの方から寄付をいただきました。心より御礼申し上げます。ご寄付いただきました方々への感謝を込め、ご芳名を
掲載させていただきます。

この芳名録は以下の基準で掲載しております。
■ 2021 年 6 月 1 日から 2022 年 5 月 31 日までに、５口以上ご寄付いただいた方々を掲載しております。
■お名前は五十音順とし、肩書を省略して掲載しております。
■お名前の公表を希望されない方につきましては掲載しておりません。
■ご寄付いただいた方で、万一お名前がもれている等のお気づきの点がありましたら、誠に恐縮ではございますが、同窓会事務局までご連絡ください。

位奇　史好　様
植松　哲太郎　様
浦田　孝志　様
柏原　暁志　様
黒川　浩正　様
芝田　信栄　様
鈴木　清美　様

寄付金は１口 2,000 円です。（何口でも可）５口以上寄付をしていただいた方にはプレゼントをお送りします。お振込方法等の
詳細については、別紙をご覧ください。

高橋　多美枝　様
田中　正人　様
塚原　義夫　様
得永　栄治　様
得能　弘美　様
広瀬　慎一　様

藤井　明　様
藤木　一博　様
藤田　人志　様
藤村　登之正　様
水元　睦雄　様
水上　哲　様

水木　誠　様
三井　啓揮　様
南　眞知子　様
宮林　良子　様
安田　郁子　様
湯浅　ひとみ　様

ほか匿名 23 名様

寄付金総額 円983,593 （総件数  236 件）
（2021 年 6 月1 日〜 2022 年 5 月 31 日受入分）

▼今年の 4 月 1 日開設された「DX 教育研究セン
ター」の取材のために、数冊の参考書を読んだ。
DX という言葉は聞くが、内容が今ひとつよく
わからないデジタルトランスフォーメーション、

「DX の教養（デジタル時代に求められる実践的
知識）」（志度昌宏、三菱ケミカルホールディング
ス　先端技術・事業開発室　DX グループ／ 2021
年 4 月 1 日発行 / インプレス）を参考にして、唐
山英明 DX 教育研究センター所長の話を伺った。
それが巻頭のインタビュー記事です。唐山教授の
DX の考え方やセンターの働きについて、大変わ

かりやすく説明していただいた。圧巻はセンター
に 30 × 80 メートルのスペースがあり、そこが研
究のスペースとして開放されていて、学生さんや
企業の研究者がお互いに話し合い、そこから共同
研究が進み、それも一社でなく複数の会社が絡ん
で研究が進みすてきなものが生まれるように思
う。
▼「日本の伝統を世界に伝える」をコンセプトに
活動を続ける DEN-DEN の山﨑裕貴さん。伝統
工芸高岡漆器の伝道師のような活動を続けてい
る。高岡漆器のどんな魅力が発信されるか楽しみ
だ。
▼今回もアンケートはがきを同封しました。皆様
のご意見をお待ちしています。

（2022 年 6 月 9 日　池上　勁）

富山県立大学同窓会公式 WEB サイト
https://tpu-dosokai.jp

Facebook 公式ページ
fb.me/tpu.dosokai
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