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2008 年 6 月 8 日、岐阜大学工業倶楽部関東支部は設立されました本会は､会員相互の親睦・交流
を図るとともに情報交換、技術交流を推進し、母校の隆盛と工業の発展に寄与することを目的と
します。その後の関東支部の活動についてお伝えします。

｢ 関東支部第12回総会 ｣･
｢第6回岐阜大学創立70周年記念同窓会連合会関東地区の集い｣のご案内
2019年6月29日（土） 13時より
主婦会館 プラザエフ（4F シャトレの間)、(B2F

クラルテの間）にて開催

東京都千代田区六番町15 電話 03-3265-8111
(詳細は 4 ページをご覧下さい。是非参加をお願い致します。)

撮影：岐阜大学 教授 杉浦 隆
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1. 関東支部長 ごあいさつ
関東支部長 堀尾 義矩
今年（２０１９年６月）の関東支部総会は
「第６回岐阜大学創立７０周年記念同窓会連合会関東地区の集い」
とコラボ

工業倶楽部関東支部は関東支部会員の皆様および工業倶楽部、岐阜大学、岐阜大学工学部など関係
の皆様のご協力･ご支援で昨年、関東支部設立１０周年を迎え、同年６月３０日、定時総会を「世代を
超えて、学科を越えて、情報の輪を広げよう！ 岐阜大学工業倶楽部関東支部設立１０周年記念の集
い」と銘うち、工業倶楽部のご援助と伊藤厚雄委員をリーダーとしたＰＪチームによる企画で、日野
自動車株式会社代表取締役会長・市橋保彦様のご講演、岐阜大学工学部学生の方の発表等の記念行事
を実施、多数のご参加を得て盛大に催すことが出来ました。改めて各位に感謝申し上げます。
２００７年１０月、当時の工業倶楽部磯貝徹会長、檜和田宗彦専務理事のご尽力と納土伸男氏から
の呼びかけ、その後の各科有志のお骨折りで開催の設立総会を経て、関東支部初代の支部長小塚忠氏、
事務局長安原克己氏（お二方は残念ながらお亡くなりになりました）
、現在も幹事としてご活躍の二
代目支部長浅野弘氏、三代目事務局長木村信幸氏はじめ歴代役員・委員の手弁当での地道な活動と支
部会員、工業倶楽部、岐阜大学および関係各位の絶大なるご支援・ご協力で設立時の無の状態から着
実に成長し、活動を続けております。
現在、国立大学を取り巻く環境は少子化、国立大学法人の経営の効率化などから、中央教育審議会
の答申に沿って文科省は１つの法人が複数の国立大学を運営できる「アンブレラ方式」導入を今年の
通常国会提出することになっております。これに先立ち、昨年１２月２５日、岐阜大学と名古屋大学
が「法人統合 東海国立大学機構設立に向けた基本合意書締結」を発表致しました。
来る今年６月末の「第６回岐阜大学創立７０周年記念同窓会連合会関東地区の集い」では、これら
に関する森脇学長のご講演が予定されております。
関東支部はこのように岐阜大学が新しい局面に向かっている折に開催される第６回岐阜大学創立
７０周年記念同窓会連合会関東地区の集い（２０１９年６月２９日四谷駅すぐの主婦会館プラザエフ
にて）開催に工業倶楽部本部および同窓会連合会の他の同窓会関東地区の方々と共に盛会になるべく、
関東支部定時総会を同日、同場所で開催、総会後に同窓会連合会関東での集いに合流するなど協力し
て参ります。
関東支部会員の皆様にはこの６月の関東支部総会、同窓会連合会関東での集いに是非ご出席をお願
い致します。
このような国立大学を取り巻く環境変化のなか、工業倶楽部の今後の活動は現状を十分に把握しな
がら更に充実させる必要があります。
工業倶楽部は本部と支部との連携で成り立っていますが、１）現在の５支部が全国の工業倶楽部会
員すべてをカバーしていない、２）本部・支部の関係が明確になっていない、３）現在各支部とも苦
労しています支部の基盤である会員数を増やす方策の検討など多くの課題を抱えております。
これらの課題対応のために本部にＰＪを立ち上げ、関東支部は他の支部と協働しＰＪに参画するな
ど工業倶楽部、岐阜大学に少しでも貢献出来るよう努めております。
今後とも関東支部会員の皆様、関係の皆様のご支援・ご協力をよろしくお願い致します。
２０１９年４月吉日

3

岐阜大学工業倶楽部関東支部ニュースレターNo.21

2. 岐阜大学工業倶楽部 関東支部

第 1２回 総会ご案内

副事務局長 伊藤 厚雄(合化 81)

日時 ２０１９年６月２９日（土曜日）午後１時～１時３０分 （受付１２時３０分より）
場所 主婦会館プラザエフ（ＪＲ四ツ谷駅から徒歩約１分）４階「シャトレ」の間
〒102-0085 東京都千代田区六番町 15 番地 ℡03-3265-8111
次第
第１２回 関東支部総会１３：００～１３：３０
報告事項
１．２０１８年度 活動報告
２．２０１８年度 決算報告、会計監査報告
決議事項
１．２０１９年度 活動計画（案）
２．２０１９年度 予算（案）
その他
講演会および懇親会
関東支部第 12 回総会終了後、同館地下 2 階の「クラルテ」の
間にて、
「第 6 回岐阜大学創立７０周年記念同窓会連合会関東
地区の集い」が開催されます。その講演会では、森脇学長から、
「創立 70 周年と名古屋大学との法人統合について」と題した講演が
あります。森脇学長から、名古屋大学との法人統合により変わってい
く岐阜大学の将来について、お話を直接聞く機会となります。是非、
講演会および懇親会に参加されるようにお願い致します。
☆ 過去の総会の様子は関東支部ホームページ http:/ /www.gifu-u -kan to .co m/ に掲載され
ています。ご参照ください。
☆ 参加費、年会費について
･ 総会参加の方: ２０１９年度年会費 ２，０００円
･ 既加入および新規加入で総会不参加の方：２０１９年度年会費２，０００円
☆ 講演・懇親会費について
・

連合会開催への参加となりますが、当会費 ６，０００円

☆ 参加申し込み：
･ 期日までに同封の参加申込みハガキにご記入のうえ、ご返信と参加費・年会費のお振込
（ゆうちょ銀行でお振込の場合は同封の郵便振替取扱票で）をお願い致します。
･ ご不明の点があれば、下記の問い合わせ・連絡先まで問い合わせをお願い致します。
岐阜大学工業倶楽部 関東支部 事務局長 水谷 隆
TEL：044-599-1281、 e メール: j i m u @ g i f u - u - k a n t o . c o m
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3. 岐阜大学同窓会連合会の成り立ちと
関東支部長
「第６回岐阜大学創立７０周年記念同窓会連合会関東地区の集い」
昭和５７年（１９８２年）４月、岐阜大学統合移転を機に各学部同窓会が記念事業実施ために「岐阜
大学同窓会協議会」
（４学部で構成）を組織し、昭和６１年７月に同窓会館（現在の柳戸会館）を建
設し、大学に寄贈した。その後、全学の同窓会が一致して行った活動はなく経過、国立大学法人化を
経て、学部の垣根を越えた横断的かつ有機的な活動を通じて母校との連携や協力のより一層の強化が
必要になった。
以上のような状況のもと、岐阜大学創立６０周年の平成２１年（２００９年）６月、岐阜大学同窓
会連合会設立準備委員会（委員長は当時の工業倶楽部専務理事の檜和田宗彦教授）により「岐阜大学
同窓会連合会」が提案された。当時、岐阜大学の同窓生は６万余名、５つの学部に６つの同窓会が
それぞれ独自に活動していたなか、大学側の意向を踏まえた檜和田委員長の献身的な努力で「大学と
の連携及び学部同窓会相互の交流を図ることにより、大学及び学部同窓会の発展に貢献することを目
的」に各学部等同窓会の連合組織として岐阜大学同窓会連合会（１．教育学部同窓会、２．森の会（地
域科学部同窓会）、３．医学部同窓会、４．医学部看護学科同窓会、５．工業倶楽部（工学部同窓会）
、
６．各務同窓会（応用生物化学、旧農学部同窓会）の６つの同窓会で構成）が設立された。
同窓会連合会は発足したが、当初、各同窓会の事情もあり、その活動はなかなか軌道に乗らなかっ
たが、平成２８年５月、当時の臼井憲義連合会会長（前工業倶楽部会長）の提案で「同窓会連合会の
集い」実施が提案され、平成２８年９月８日に岐阜大学にて第１回が開催、その後、主催が各同窓会
持ち回り、会場は岐阜大学又は岐阜駅前サテライトで年２回開催されている。
今回、これまでの会場の岐阜を離れ、初めて東京にて「第６回岐阜大学創立７０周年記念同窓会
連合会関東地区での集い」銘打ち開催されることになり、別記の「東海国立大学機構設立」について
岐阜大学・森脇久隆学長より直々の講演などが予定されている。
工業倶楽部関東支部では、岐阜大学の今後についての詳細を伺うよい機会であり、また関東におけ
る岐阜大学全体の卒業生との交流等により、我が関東支部が更に拡大発展出来るよい機会と捉え、
工業倶楽部本部と連携のうえ、この集いに全面的に協力致します。
関東支部の会員の皆様のご協力、ご支援と集いへの参加を是非お願い致します。
以

上

（工業倶楽部 常任理事・関東支部長 堀尾 義矩 記）

第 6 回岐阜大学創立 70 周年記念同窓会連合会関東地区の集いのご案内(岐阜大学 HP より)

岐阜大学同窓会連合会 吉田正直会長
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4. 「岐阜大学ホームページより」
関東支部長

岐阜大学と名古屋大学が２０１８年１２月２５日に
「東海国立大学機構」設立に向けた基本合意発表！
昨春より報道されていました国立大学法人岐阜大学と国立大学法人名古屋大学法人との「東海
国立大学機構、その設立に向けた基本合意がなされ、２０１８年１２月２５日、両大学長より発表さ
れました。
発表によれば「この二つの国立大学法人を統合し、共通する一つの国立大学法人とした上で、
この法人が岐阜大学と名古屋大学を設置し、それぞれの大学を経営する形式に移行することを目指す
もので、この実現のためには、法律（国立大学法人法）の改正が必要であり、現在、国において検討
が進められており、両大学は国による制度的な整備が行われることを前提に、統合に向けた
準備を進めている」とのことである。
なお、この発表関係については岐阜大学ホームページ
に記されていますが、更に来る６月２９日、東京にて開
催の岐阜大学同窓会連合会による「第６回岐阜大学創立
７０周年記念同窓会連合会関東地区での集い」にて岐阜
大学森脇久隆学長よりご講演を頂くことになっており、
関東支部会員の皆様のご聴講をお願い致します。

https://www.gifu -u.ac.jp/abou t/o vervie w/agreement .html
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5. 母校だより

電気電子・情報工学科

ニュースレターNO.16 でご紹介したとおり、電気電子・情報工学科は平成２５年度より電気電子コ
ース、情報コース、応用物理コースから構成されています。今回の母校だよりにおいては、各コース
についての紹介と各コースにおける研究トピックスについて原稿を依頼しました。今後とも、皆様の
ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
（平成 30 年度学科長 王 道洪）

5.1. 電気電子コースの紹介

（学科長、兼コース長、王

道洪

教授）

電気電子コースでは環境問題、エネルギー問題、資源問題など現代社会が近未来に解決すべき問題、
課題に応える中核技術として、電気エネルギー、エレクトロニクス、電気・電子物性、通信情報シス
テムに関する教育研究を実施しています。コースの構成員は教授９名、准教授１０名、助教６名から
となっており、そのうちの６名は教員若返り計画の一環として近年採用された若手教員です。学部生
の定員は７５名で、そのうち、６割強は大学院に進学します。コースの講座として、従来から電気エ
ネルギー講座、固体電子工学講座、情報システム工学講座から構成されていますが、平成３０年度よ
り、これらの講座に加えて、企業からの経費でスマートグリッド電力制御工学共同研究講座（大学初
の共同研究講座）が設立されました。
大学院修士課程は、平成２９年 4 月より大学院の「工学研究科（博士前期課程）
」と「応用生物科
学研究科（修士課程）」ならびに「医学系研究科再生医科学専攻（博士前期課程）
」が再編・整備され、
《自然科学技術研究科（修士課程）
》になりました。それによって、電気電子コースの学生は「エネ
ルギー工学専攻」を構成する電気エネルギー領域（従来の電気電子工学専攻）またはエネルギー変換
領域（従来の環境エネルギーシステム専攻）に進学することになります。この３月に自然科学研究科
の最初の修士課程修了の学生を輩出することになっています。
また、この 4 月より、
博士後期課程の、
電気電子コースと関連する従来の電子情報システム工学専攻、環境エネルギーシステム専攻が廃止さ
れ，新たに設置する大学院工学研究科工学専攻に統合されます。
学生の就職は、近年、車の電動化、各分野でのロボット化、IOT 等の流れを受け、より一層売り手
市場となっています。特に修士課程修了者はその約 8 割が売上額 1000 億円以上の大企業に就職する
ことになっています。
最後に、お知らせも兼ねてご報告を。昨年度まで工学部長でした電気電子コースの野々村修一教授
は、平成３０年４月１日より、岐阜大学理事に就任されました。蜷川忠三教授は、平成３０年３月３
１日付けで定年退職されましたが、同年４月１日よりスマートグリッド電力制御工学共同研究講座の
特任教授（5 年間の予定）に就任されました。また、電気電子コースの一部教員が兼務をしている「応
用気象研究センター」が平成２９年度４月より工学部に、
「地方創生エネルギーシステム研究センタ
ー」が平成３０年６月より大学にそれぞれ設立されました。
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5.2. 電気電子コースにおける研究トピックス
ミリ波･テラヘルツ波フォトニクス
テラヘルツ波フォトニクス

電気電子コース 久武信太郎 准教授

2017 年 4 月に准教授として着任した久武信太郎です。幸いにも着任と同時に４名の学部生が久武
研を希望してくれ、筆者を含め５人で研究室を立ち上げました。
研を希望してくれ、筆者を含め５人で研究室を立ち上げました。3 年目となる 2019 年度は、M2:5 名
（留学生１名）
、M1:4 名、B4:3
B4:3 名と学生１２名体制となっております。
久武研究室では、ミリ波・テラヘルツ波
久武研究室では、ミリ波・テラヘルツ波技術とフォトニクス技術とを有機的に融合することで、既成
技術とフォトニクス技術とを有機的に融合することで、既成
概念を超える新技術を創出し、この独自技術に基づく新研究領域の開拓に挑戦しております。例えば、
フォトニクス技術に基づきマイクロ波・ミリ波
フォトニクス技術に基づきマイクロ波・ミリ波(〜100GHZ)、テラヘルツ波（100
100 GHZ〜10THZ の電磁波）
を可視化する技術を創出し、世界広しといえど岐阜大学にしかないこの技術に基づき 79GHZ ミリ波車
載レーダの評価、ミリ波・テラヘルツ波無線通信路の解析、メタマテリアル
載レーダの評価、ミリ波・テラヘルツ波無線通信路の解析、メタマテリアル/
/プラズモニックデバイ
スの電磁応答に関する実験的研究や光渦・非回折ビームの散乱・回折問題の実
スの電磁応答に関する実験的研究や光渦・非回折ビームの散乱・回折問題の実験的研究などに取り組
んでいます。
久武研究室は、様々な民間企業、大学、研究所とのコラボレーションを広く展開しております。昨
年度からはヨーロッパから７つの大学・研究所・企業、日本から岐阜大学を含む５つの大学・企業、
合計 12 パートナーとの強力なコラボレーションによるリアルネットワークにテラヘルツ波無線を組
み込プロジェクトも動き始めました。自動車関連企業との車載レーダ評価技術の開発や、上述した可
視化に必要となる有機結晶の育成、可視化に必要となるプローブに関しても複数の企業と共同研究を
進めております。企業の研究者や
企業の研究者や海外の研究者との共同研究の中で、
海外の研究者との共同研究の中で、学生が日々たくましく育ってい
く様を目の当たりにすることは、教員冥利に尽きるところです。
最後に研究トピックを少しご紹介いたします。下図は、ホーンアンテナから放射されているテラヘ
ルツ波(310 GHZ)と FMCW レーダ
レーダ(24GHZ)を実験的に可視化した例です。黄色いホーンアンテナは
を実験的に可視化した例です。黄色いホーンアンテナは CAD
データですので、実験データと CG との合成となります。広帯域なフォトニクス技術のおかげで、24GHZ
も 310GHZ もシステムを変更することなく計測可能です。しかも、波源と計測システムが独立してい
る（ネットワークアナライザではなく、スペクトラムアナライザのような計測で非同期計測と呼んで
いる）ことが大きな特徴で、このシステムは実車にインストールされたレーダをそのまま可視化でき
ます。自動運転社会が確実に到来します。その時には車からミリ波レーダがちゃんと綺麗に放射され
ているかチェックする必要があると我々は考えており、この技術の実用化にも取り組んでおります。

8

岐阜大学工業倶楽部関東支部ニュースレターNo.21

5.3. 情報コースの紹介

（コース長、田中

雅宏

教授）

情報コースは、平成２５年４月の工学部改組により、旧応用情報学科から電気電子・情報工学科 情
報コースとなりました。情報コースに対応する大学院修士課程は、知能理工学専攻 知能情報学領域
です。平成２９年４月の工学研究科博士前期課程の改組により、旧応用情報学専攻から自然科学技術
研究科 知能理工学専攻 知能情報学領域となりました。自然科学技術研究科は、平成 31 年 3 月に一
期生が修了を迎えましたが、知能情報領域からは４６名の修了生を社会に送り出すことができました。
また、平成３１年３月の情報コース卒業生は７３名でした。
情報コースに関連する最近の話題として、大学院修士課程の教育プログラム「先端データ科学履修
プログラム」を紹介します。本プログラムは、修士レベルのデータサイエンティストを育成するため
のプログラムです。岐阜大学は、文部科学省が実施している「Society5.0 に対応した高度技術人材
育成事業」の一つとして、
「超スマート社会の実現に向けたデータサイエンティスト育成事業」を名
古屋大学（代表校）
、三重大学、広島大学、ノースカロライナ大学（米国）と連携して実施していま
す。
「超スマート社会の実現に向けたデータサイエンティスト育成事業」の実施期間は、2018 年度か
ら 2022 年度までの 5 年間が予定されています。
先端データ科学履修プログラムでは、データ科学に関する基礎的な科目から実践的な科目を履修し
ます。開講科目は、データマイニング、機械学習、実世界データ処理学 I・II、パターン認識 I・II、
ドメイン数理知識 I・II、高度プログラミング I・II、プロジェクトマネジメント基礎 I・II、実世
界データ演習です。特に、演習科目「実世界データ演習」は、企業や地方公共団体から提供されるデ
ータを用いて、実社会の課題をグループワークで解決する実践的な科目です。
本プログラムの履修学生は、所属専攻の修了証書のほかに、研究科長より「先端データ科学履修プ
ログラム修了証書」が授与されます。
ご存知の通り、情報分野は急速な技術革新をしています。情報コースでは、新しい技術にも対応で
きる人材を養成する教育研究を行っています。今後とも、皆様のご支援のほどよろしくお願い申し上
げます。

5.4.

情報コースにおける研究トピックス
深層学習を用いた体幹部 X 線 CT 画像からの臓器領域の自動抽出
電気電子・情報工学科

情報コース 原 武史 准教授，周

向栄

助教

深層学習技術は，人工知能分野の中核技術として，画像認識分野において広く用いられるようにな
りました．われわれは，医用画像分野におけるさまざまな画像処理や認識に関する研究を行っており，
近年は，深層学習を利用した
多くの成果を発表しています．
その中でも，CT 画像や MR 画
像における臓器領域の自動認
識は，もっとも重要な課題と
して取り組んでいます．
経験豊富な医師ならば，画
像における臓器の形状や大き
さ，部位の認識は簡単にでき

図１ ２次元 CNN による３次元画像の臓器抽出

る，と想像するかもしれません．しかし，１回の検査で 1000 枚近くの断層像が作成されることもあ
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り，その画像を過去の検査と比較することは非常に大変です．このような検査の画像が１日に何十例
も生成されるため，その補助においては，臓器の形状や大きさなどの統計情報を定量的に提示する技
術が，地味でありつつも，医用画像認識の重要な基盤技術であると理解されています．
図１は，臓器抽出技術の全体の流れを示します．３次元的に収集された人体の CT 画像は，３方向
の断面に切り出された複数の２次元画像に分割されます．それぞれの断面において，２次元畳み込み
ニューラルネットワーク（2-Dimensional Convolutional Neural Network: CNN）によって各画素ご
とに臓器の存在確率を推定します．この２次元の処理を行なったのちに，改めて３次元空間へ投票を
行い，どの臓器であったかを確率を推定し，
臓器を特定します．このような CNN を学習するためには，
数多くの正解を用います．また，１症例あたり，左右肺，心臓，大動脈，食道など１７臓器の学習を
行います．
図２は，利用する深層学習
のネットワークの構造の例で
す．画像認識の研究では，画
像から有用な特徴量をいかに
抽出するかという技術が活発
に議論されてきました．しか
し，深層学習では，特徴を抽
出する技術もニューラルネッ
トワークで実現します．それ
が CNN が注目される理由の一
つです．この機能を実現する
ためには，大量の画像データ

図２ 用いる CNN の構造

とその正解データが必要です．
われわれは，独自のデータベースを構築するとともに，文部科学省・科学技術研究費の大型プロジェ
クトに参加して共通利用が可能なデータベースも入手して実験を行っています．これらの研究は，倫
理委員会の承認の元に実施されています．
図３は，CT 画像から臓器を認識した結果の例です．
このように自動的に臓器ごとに色分けが実現でき，そ
れぞれの臓器領域がソフトウェアによって識別された
ことがわかります．
人工知能や深層学習の研究と聞くと，エレガントな
プログラミングや大規模なコンピュータに囲まれた姿
を想像するかもしれません．しかし，実のところは，
学習に必要な正解領域を手動で作成する必要がありま
す．これは，医師の指導のもと，地道に根気よく行う
作業です．研究室では，そんな泥臭い部分も学生と共
有し，根気よく行っています．学生のみなさんは，こ
のような研究を通じて，技術面のみならず，取り組む
図３ 臓器抽出の例

姿勢や仕事の種類の理解を始めています．
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5.5. 応用物理コースの紹介

（コース長、宇佐美 広介

教授）

『物理と数学の勉強をするコースです．こういうものに興味のある高校生の皆さん；ぜひ当コース
で勉強しましょう．
』
；
『物理と数学の勉強をするコースです．こういうものに興味を持つ生徒さんに当コースへの進学を
勧めてください．』
筆者は入試ガイダンス等で高校生や高校教員の方に，このように我がコースを紹介しています．
応用物理コースは，直近の改組の際に主として旧数理デザイン工学科を前身として発足しました．
担当する大学院（修士課程）は知能理工学専攻・応用数学物理領域です．学生定員は２５名；修士の
定員は１０名ほどという比較的小さな所帯です．若干の博士課程の学生もいます．
スタッフの専門分野は数学と物理でほぼ半々です．工学部にあっては主として「基礎科学（基礎的
で易しい科学という意味ではなく，工学の礎たる科学；サイエンス）
」の研究・教育を担っています．
それと同時に，学部教育の基礎科目（１年生向けの微積分や力学の基礎理論；こっちは易しいはずな
のだが…．
）にも責任を持って取り組んでいます．さらには全学向けの教養科目にもスタッフは積極
的に取り組んでいます．受講生の評判もなかなか良いようです．
“岐大生の科学リテラシーはわれら
の肩にかかっている！”と筆者は妄想しています．
各スタッフの研究分野は，微分方程式論，代数学，確率論，数理モデルのシミュレーションでの解
析，力学系の数理解析，実験による物性の研究，シミュレーション等による計算物理，摩擦等の研究，
電波望遠鏡による天体の研究，理論物理学，原子核物理，等々となっています．こう書き並べている
だけでもなかなかワクワクするキーワードが並んでいます．
ちなみに筆者は数学・微分方程式屋で，公然とは言えませんが実は物理のことはあまり知りませ
ん．
・・・と言いながらも「物理数学（３年生前期）
」というもっともらしい授業を担当して，正統な
偏微分方程式論の入門とそれにまつわる怪しげな（？）物理の話題を講義しています．数学関係なら
ば筆者も（根拠の無い)自信を持って教育できますが，物理が関係することは他の有能なスタッフに
お任せしています．
コースを挙げての研究活動としては「応用物理コロキウム」という勉強会の開催があります．年間
に５，６回ほど外部講師を招聘して講演・討論をお願いしています；もちろん懇親会つきです．懇親
会会場での「コロキウム第２部」もなかなか好評です．また，数学関係者のみですが，
「岐阜数理科
学セミナー」，
「岐阜数理科学研究会」という勉強会活動も行っています．これを読まれているかつて
の岐大生の皆様，これらの勉強会で御講演いただけませんか？もちろん，出張費付き・懇親会つきで
す．
卒業生・修了生の進路（就職先等）は他コースに比べるとやや多様性に富んでいるように思います．
土地柄としてメーカー等が主流なのはもちろんですが，インフラ関係（鉄道・電力)や情報産業，航
空宇宙産業，公務員，高校の数学教員，商社，金融機関等で卒業生らが活躍しています．
「応用物理」を冠した学科やコースは他大学にもそこそこありますが，当コースはこのように理論
数学の研究・教育にも重点を置いているという点で，ちょっとユニークな存在となっています．この
ような基礎科学をも含む工学教育プログラムを提供できるということは岐阜大学工学部の強みの１
つと考えています．大部分の読者にもそう思っていただけると確信していますが，ちょっと「？？？」
と思われる方もおられるかもしれません．そのような皆様に次の言葉を紹介しましょう：
『工学は数学的科学の楽園である．何となればここでは数学の果実が実るから．
』
万能の天才レオナルド・ダ・ヴィンチの書き残したものです．
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5.6. 応用物理コースにおける研究トピックス
網膜の情報処理モデルから錯覚現象を理解する研究
電気電子・情報工学科 応用物理コース 近藤信太郎 准教授
私は、微分方程式の数学解析を専門とする数学者ですが、主に２つのテーマを中心に共同研究を進
めています。プラズマ現象の数学解析と、網膜の情報処理モデルから錯覚現象を理解する研究を並行
して行っています。今回は後者の研究について簡単に紹介をしたいと思います。網膜では、光刺激を
電気信号に変換する作業が行われており、電気信号は脳に伝達されます。ところが、網膜では単に光
刺激を電気信号に変換するだけでなく、電気信号に対してある種の抑制を行う操作も行っていること
が明らかにされています。それは側抑制と呼ばれており、実際の明るさよりもより暗く見えたり、明
るく見えたりする原因となっており、明るさや色に関する錯覚を引き起こす原因とひとつになってい
ると考えられています。図１と図２は、明るさや色に関して錯覚を引き起こす図形の例です。私たち
は、論文[1]で、網膜における階層構造における情報伝達を微分方程式を用いてモデリングして、側
抑制がもつ性質を解明する研究を行いました。図１と図２は、静止図形ですが、画像を突然消去した
ときに生じる残像錯視についても研究を進めました。また、論文[1]では図１の様な白黒画像のみを
対象としていたのですが、３原色を扱うモデル方程式をモデリングして、カラー画像に関する錯覚現
象についても研究を進めようと計画しています。
研究室では、今後も錯覚というちょっと変わった研究と、プラズマ現象という物理色の強い研究を
並行して進めていきたいと考えています。変わった研究を進めると、意外なつながりや発見があるの
ではないかと期待しています。

図１： 黒色の長方形と、黒から白にグ

図２： 左の長方形の上に置かれたリングと、

ラデーションが変化した長方形と、白色

右の長方形の上に置かれたリングは、どちら

の長方形を３つ組み合わせてできた図。

も同じものだが、右の方が明るく見える。ま

左の長方形と真ん中の長方形の境目が、

た、一番左のリングはグラデーションがかか

周りよりも黒く見えるのは錯覚による。

ったようにも見える。

真ん中の長方形と右の長方形の境目が、
周りよりも白く見えるのも錯覚による。
（マッハバンド）

[1] T. Sushida, S. Kondo, K. Sugihara, and M. Mimura, A differential equation model of retinal
processing for understanding lightness optical illusions, JJIAM, 35 (2017), 117-156.)
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6. 関東支部活動
6.1. 2018 年度第１回ウォーキング会報告

事務局長 水谷 隆(土木修 82)

第１回ウォーキング会を 2018 年 11 月 24 日土曜日に開催しました。近年観光地として脚光を集め
ているお台場地区と対岸の芝浦地区を結ぶつり橋、レインボーブリッジを徒歩で渡りました。コース
は右図を参照下さい。
レインボーブリッジは 1993 年 8 月に完成したつり橋
で、延長 798m、塔の高さは海面から 126m となっていま
す。名称は、一般公募により決められた愛称で、正式
名称は「東京港連絡橋」です。上下二層構造になって
いて、上層には首都高速 11 号台場線、下層には中央部
にゆりかもめ、その両側に臨港道路湾岸青海線が通っ
ています。下層の両外側に歩道が設置されています。
参照：東京都港湾局 http://www.kouwan.metro.tokyo.jp/

当日は 7 名の参加を頂き、ゆりかもめの芝浦ふ頭駅に集合し、東京湾の品川から横浜方面を望める
サウスルートを歩きました。品川台場跡の台場公園、海浜公園を散策した後、お台場海浜公園駅から
ゆりかもめに乗り新橋に戻り、駅近くの居酒屋で簡単な懇親会を開催しました。

芝浦ふ頭からレインボーブリッジを望む

品川台場跡からレインボーブリッジを望む

東京湾には、歩いて渡れる橋として有名な東京ゲ
ートブリッジもあります。建設に当たっては、近く
に羽田空港があり高さが制限される一方大型船舶が
航行可能な桁下を確保するために、レインボーブリ
ッジのようなつり橋ではなく、鋼材を組み合わせて
トラス構造が採用されました。大変興味深い姿をし
ています。いずれ、ウォーキング会の企画に加えた
いと考えています。
なお、本誌が届くころには、第 2 回ウォーキング
会で 2019 年 4 月 6 日に人形町の水天宮を起点とした
日本橋七福神巡りを開催している予定です。
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6.2. 第１１回ゴルフ会報告

行事委員会 ゴルフ幹事

酒向

泰蔵（工化 66)

関東支部の皆さま、毎日運動していますか？ 我々ゴルフ会のメンバーは若さを求めて体を鍛えて
おります
その一環として今年も第１１回目のゴルフ会を行いましたので報告します
３月１４日（木）埼玉県の富貴ゴルフ倶楽部でメンバー５人（浅野弘氏、外山一吉氏、鷲野嗣郎氏、
須藤良久氏と私酒向泰蔵）と応援１名（横倉隆氏 須藤氏の知己） 計６名でプレーしました。この
コースは河川を利用した平坦ですが、池が非常に多くスコア造りに苦しめられました。その上当日の
天気は晴朗なれど風強しで、熟練した技術が試されました。このような条件の中、我々はそれに打ち
克つ気力が充実しており大いに楽しんでプレーすることが出来ました。その様子の写真を見てくださ
い
競技は新ペリア方式で順位を決め、１９番 H.の懇親会で表彰し愉しく歓談しました。そして各自
いろいろ体に異常を認めつつもゴルフをこれからも楽しもうと約束しました、そしてもっと参加者を
増やしていこうと意気を盛り上げました

次回第１２回は９月～１０月を予定しています。是非参加してみたいと思う方はお知らせください。
新しい新年号の記念大会を狙っています。
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6.3. 2018 年度見学会「富岡製糸場」の報告

副事務局長 伊藤 厚雄(合化 81)

見学施設の選定
今年度は、群馬県富岡市の富岡製糸場を選定しました。東京及び神奈川からは一日の小旅行となり
ます。満足いただける企画とするため、行事委員長の佐久間氏、水谷事務局長、群馬在住の伊藤で下
見をしました。また、見学においては、事前の勉強とボランティアによるガイドの所要時間、研修目
的でのプログラムなど、情報を得る必要がありました。総務委員の葛西氏が日産自動車（株）で、製
糸工場で使われる繰糸（そうし）機の開発に従事された関係から、製糸場で機械・施設の保守を担当
する富岡市職員の方と面談ができました。
以下にて、下見会での見学、施設関係者との面談、見学会当日と順に報告します。
下見会での見学
2018 年 10 月 21 日（日）
、晴天で街はお祭りと恵まれました。4 名は富岡製糸場正門前に集合後、
正門左手奥の小さな券売所に並び、1000 円で入場券を購入しました。チケット表は正門から見た東
置繭場（ひがしおきまゆじょ：国宝）の写真、裏は群馬の名産コンニャクの加工品の宣伝、群馬のマ
スコット「ぐんまちゃん」のイラストです。しっかり、老若男女万人受けする工夫がされていました。
ここは、「こんにゃくパーク」に至近と東京の佐久間さんが反応しました。
チケット片手に、ガイドツアー集合場所に向かいます。音声案内機器を手渡されイヤホンを耳に挿
したところで、10 人程の説明ツアーが始まりました。説明では、明治期の建築技術とその用材の調
達、招聘されたフランス人技師たちの待遇と生活、全国から集まった工女の労働条件給与水準までと
広範囲に及びました。工女の労働環境は厳しいものと思っていましたが、創業時の勤務時間は 8 時
間、日曜休日で、現代とそれほど変わらず、場内には診療所及び病院があり福利厚生が行き届いてい
たとの説明がありました。
「あゝ野麦峠」の小説で、苛烈な扱いを受けたと聞くのは、経営環境が厳
しくなった後期の話のことだと理解ができました。立派な施設であり、学ぶことが多いことで見学会
に適うものとしました。見学後は、周辺の食堂を見て回り、昼食に困らないことも確認しました。
施設関係者との面談
2018 年 10 月 27 日（土）葛西氏と伊藤で、富岡製糸場保全課の結城課長様と同保存活用研究係の
飯塚技師様を訪ねました。案内された部屋が、重要文化財である「検査人館」の 2 階の貴賓室でし
た。そこには、マントルピースが備えられ、当時は皇室の賓客、明治政府の要人を迎えたとのことで
す。びっくりの体験ができました。
相談事として、岐阜大学工業倶楽部関
東支部で見学会を企画していること、研
修目的の見学プログラムが用意されてい
るものかどうか、繰糸場の繰糸機械（旧
プリンス自動車工業㈱、現在日産自動車
㈱）は動態展示をされているものかどう
かなど、不躾な質問でしたが、丁寧に説
明されました。動態展示ができていない
こと、他所では、東京農工大学が動態展
示をしていること、また国内で操業を続
けている工場が実在すること、近くでは
碓氷製糸㈱があり見学可能と紹介されま

参加者記念写真 東置繭所前にて（裏表紙参照）

した。そこで、下見会で満足した通常の
ボランティアによる説明で十分なものと結論付けをしました。
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見学会実施報告

行事委員会：佐久間 明宏､酒向 泰蔵、
参加者：水谷 隆､葛西 成治､高尾 英次郎､飯田 英世､黒田 正和､伊藤 厚雄（記）
１） 日時：2018 年 12 月 16 日（日）11 時～13 時
２） 場所：富岡製糸場
３） 参加者：6 名 (内訳
①土木系 1 名 ②機械系 1 名
③繊維系 1 名 ④化学系 3 名 )
４） 見学内容


繰糸所



ブリュナエンジン



鉄水留



西置繭所
（保存修理工事見学）
140 メートルの繰糸所（国宝）

５） 見学概要

140 メートルの繰糸所（国宝）の建物には、昭和 62 年の稼働当時
のまま、昭和 41 年以降に設置された自動繰糸機が両側に並んでおり、
圧巻でした。操業当初、世界最大規模の製糸工場であったとの説明
も頷けます。建物内部は意外に明るく、採光用のガラス窓が目に付
きます。ガラスは凸凹が多く、フロートガラス以前のものでした。
碓氷製糸㈱での繰糸機の稼働状態を紹介するビデオがあり、複数の
工程が理解できました。停止中の自動繰糸機で機構の説明を受け、
生産性を上げるための改良、高品質品を得るための機構部品での工
夫など、限られた材料と道具で「モノづくり」に挑んだ当時の技術
者の苦労を知ることができました。繰糸機他動力は全て蒸気エンジ
ン（ブリュナエンジン）により、その現物は、博物館明治村に展示
されているとの説明でした。富岡市では、このブリュナエンジンの
復元機の制作に挑戦し、その動態展示をしていました。
『復元機の製
作費用はいくら』との説明員の質問に、機械系の会員がずばり回答
されたことには一同驚きました。また、鉄水留は、日本に現存する

自動繰糸機に組み込まれた
生糸(きいと)の太さ感知装置

鉄製の構築物では最も古いとのこと、輸入の鉄板を横須賀造船所の
横浜製造所で加工後当所に運び、リベット接合で直径 15 メートルのタンクにしたものです。
最後に、
西置繭所の解体修理中の屋根部分を見学し
ました。メートル法で設計した図面を尺貫法
に直して作ったとのこと、104 メートルの建
物を正確に作り上げた当時の大工の技術水
準の高さには驚かされました。見学の後、化
学系で参加の飯田氏が知人のボランティア
の方を紹介されました。多くの市民の方がボ
ランティアとして支えていることがわかり
ました。最後に片倉工業時代の講堂の喫茶コ
ーナーで休憩を取り、親交を深めました。見
学会は、現地解散として終えました。

講堂の喫茶コーナーにて

以上
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7. 会員より
7.1. 富岡製糸場を見学して

昭和４５工化４７年度工化修

飯田英世

２０１８年１２月１６日（日）岐阜大学工業倶楽部関東支部主催の群馬県富岡市の富岡製糸場見
学会に参加しました。
この製糸工場は、明治政府が外貨獲得のために当時の国内における主力産物であった絹糸の生産
量を急激に増加させる目的で創った国策官営工場です。私は大学卒業後、群馬県の電子部品製造会社
である太陽誘電株式会社に就職しました。富岡製糸場は比較的近い場所にあり、すでに一般公開され
ていましたので見学したこともありましたがまだ世界遺産には登録されておらず、ましてや国宝にな
るとは思っても見ませんでした。
この工場は官営工場として社会科の教科書にも取り上げられていた有名な遺産で、明治政府が外
国特にヨーロッパ諸国の先進技術を積極的に取り入れていった時代の気概と言ったものを感じさせ
ます。技術を輸入する場合、技術を持った人や装置が来れば製品ができると言うものではなく、工場
を作るためには現地の材料の活用、技術の相互活用と融合、操業に関する管理、人材の確保と教育、
など多方面にわたる膨大な努力が必要でした。特にヨーロッパの産業革命の波から遠くにあった島国
日本ではなおさらのことだったと思います。
現地材料の活用に関しては、地元下仁田の石灰から作った漆喰と砂によるモルタル代替、エネル
ギー源としての製糸工場近郊に産出した亜炭の活用、礎石としての近郊の石材の活用などがあり、相
互技術の融合に関しては深谷の瓦焼成技術のレンガ製造への活用とその後の深谷の日本初の機械式
レンガ製造（日本レンガ製造会社）の開始（このレンガは東京駅、万世橋高架橋、京都南禅寺疎水橋、
などに使われています）
。もう一つこの製糸工場のレンガ積み方法はフランス式（直方体のレンガの
短辺側面と長辺側面を交互に積む方式）でその後のイギリス式（長辺側面のみで積む方式で東京駅等
はこの方式）に比べ現存する数少ない例だそうです。人材の確保と教育に関してはこの工場で学んだ
人材がその後日本各地でその技術を伝えることとなり、日本の養蚕業の発展に寄与しました。
富岡製糸場の世界遺産登録は、伊勢崎市の田島弥平旧宅、藤岡市の高山社跡、下仁田の荒船風穴
と共に当時の養蚕技術を今に伝える貴重な遺産群としてその重要性が認められたことによります。
群馬県と日本の近代化に関する歴史的遺産の一つとして、もう一つ幕末の重要人物である小栗上
野介忠順（ただまさ）のゆかりの地があります。そこは群馬県高崎市（旧倉渕村）で小栗が幕末に官
軍から逃げてきた寺（東善寺）でここにはお墓もあります。また烏川河畔には彼が惨殺された場所も
残されています。彼は横須賀製鉄所、造船所の生みの親で日本のモノづくりの原点でもある人物です。
彼は海外視察の際に受けた衝撃から幕府に進言して苦労の末、反対を押し切って横須賀の造船所を作
ったわけですが、時代を先取りした素晴らしい
見識眼があった人物だと思います。造船には多
くの鉄とそれを加工する様々な道具、それによ
って作られる様々な部品が必要ですが、小栗が
導入した先進技術が多くの造船と共にその後の
日本のマザーマシン、マザーファクトリーとし
て日本の産業発展、モノづくりの原点となりま
した。すっかり群馬県のアピールになってしま
いましたがごめんなさい！
機会がありましたら皆さんもぜひ群馬の史跡を巡ってみてください。
最後に本見学会を企画していただき、また寄稿の機会を与えていただきました岐阜大学工業倶楽
部関東支部の方々に深く感謝申し上げます。
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7.2. 富岡製糸場と繰糸機械の変遷

葛西 成治(繊維 65 年)

(1)機械化の先駆
製糸工場では、繭の乾燥・貯蔵～生糸（き
いと）出荷までを行うが、その中でも重要な
工程が、数粒（普通は６～９粒）の繭から繭
糸を挽き出し、生糸にする繰糸工程［挽く：
繭から繭糸を引き出す意］
。中国起源の繰糸
作業は数千年の間、人間の手で行われてきた。

左手で座繰（ざぐり）装置を
回しながら生糸を挽く
（東京農工大学科学博物館
企画展動画から）

19 世紀半ばにイタリアやフランスで初期の
繰糸機械が考案され、家内工業から工場規模
の生産体制に移っていった。外貨獲得を急ぐ
明治政府がフランスの技術を導入し、維新後
わずか６年で操業開始したのが官営富岡製
糸場。蒸気エンジンを動力とした繰糸機械 300 台がフランスから輸入さ
れ、世界有数の規模の製糸工場ができあがった。1 台に１人の工女（製糸
工場ではこう呼んだ）が付いて 2 本の生糸を手繰る装置で、工女は１日
８時間働き、日曜日が休みだった。ここで働いた工女たちが各地の製糸
産業振興の担い手となった。フランスから輸入された繰糸機械はわずか
2 台だけが現存し、市立岡谷蚕糸博物館に所蔵されている。
(2)富国強兵を支えた繰糸機械と工女たち

（岡谷蚕糸博物館
ホームページから）

繰糸機械は間もなく日本的に改善が加えられ､大正期には
１人の工女が 20 本の生糸を手繰れる機械「多条繰糸機」が出
現し、日本の製糸産業が世界を席巻することになった。生産
性もさることながら､ 均一な太さの生糸を確保することでア
メリカの婦人たちを夢中にさせ､外貨の稼ぎ頭となった。富国
強兵を支えたのは､雪の峠を越えて飛騨の故郷と岡谷を行き
来した勤勉で､一面、過酷な労働に従事した工女たちでもある

昭和初期の多条繰糸機
（岡谷市教育委員会）

ことは「あゝ野麦峠」で周知のとおり。
(3)戦闘機技術者が全自動繰糸機械開発のリーダーに
工女の勘と忍耐の労働から解放すべく、第２次大戦中
に爆撃機試作に関わった技術将校が、戦後間もなく手掛
けたのが全自動繰糸機械の開発だった。当時の農林省の
助成も受けながら 10 年余の年月を費やし完成させたの
が「プリンス自動繰糸機」
。所属した会社名はたびたび
変わり、プリンス自動車工業(株)を経て日産自動車(株)
となり、商品名も「ニッサン自動繰糸機」に変わった。

ニッサン自動繰糸機 HR-2 型

(4)人間の頭脳の働きを機械化
通常の繭は長さが概ね 1,200～1,500m、太さが５～15μの 1 本の繭糸でできている。その長さを
挽いてしまえばサナギ（もちろん、生きていない）だけが残り、その時点で生糸は繭糸１本分が細く
なる。所定の均一な太さの生糸を挽き続けるには、すかさず、繭 1 粒を補給する必要がある。さら
に複雑なことに、繭の外層の繭糸は太く、内層ほど細くなるので、サナギが透けて見えるような繭が
2 粒、3 粒あると、生糸は細くなっている。所定の太さに戻すには繭を 1 粒、もしくは 2 粒を追加し
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岐阜大学工業倶楽部関東支部ニュースレター
岐阜大学工業倶楽部関東支部ニュースレターNo.21
隙間 ガラス円盤

なければならない。繭の個数を数えて太さを管理することが
できないところに繰糸の困難さがある。工女の勘とは、所定

生糸

の太さの生糸を得るため、繰糸中の数粒の繭の状態を視なが
繰糸中の数粒の繭の状態を視なが
ら、どのタイミングで、いくつ繭を補給するかを判断する頭
脳に他ならない。
その頭脳の働きを機械化したことで、全自動で均質な生糸

回転
挽く

軸
フィルム

を繰糸することが可能になった。この頭脳の働きをする「繊
度感知器」は、薄いプラスチックフ
度感知器」は、薄いプラスチックフィルム（所定の生糸 1
本の太さに相当する厚み）を 2 枚のガラス板の円盤で挟ん
で隙間を設けた装置。その隙間を所定の太さの生糸が通過
する時はガラス面との摩擦で円盤が回転する（写真左）
。繭
1 粒を挽き終えて細くなった生糸は抵抗なくガラスの隙間
を通過するので、円盤は回転しない（
を通過するので、円盤は回転しない（写真右）
。それをきっ
かけに繭を補給する仕掛けにつなげた。ガラス板の隙間を
秒速３m 前後で通過する生糸の太さ変動を数
前後で通過する生糸の太さ変動を数μの範囲で

繊度感知器（生糸は上方に挽かれる
生糸は上方に挽かれる）

チェックし、繭１粒を補給する機構にフィードバックする。
これによって１セット 480 本の生糸を３人の作業者で繰糸できるようになり、明治初期に導入され
たフランス式に比べて 80 倍近くの対人生産性を得るまでにな
った。
フランスから導入された技術が、80 年後に自動繰糸機として
生まれ変わり､1957 年には、そのフランスへ４セットが輸出さ
れ､里帰りした。1972 年の国内生糸生産量の 90％以上がプリン
スもしくはニッサン自動繰糸機で生産されるまでになった。
もしくはニッサン自動繰糸機で生産されるまでになった。
(5)富岡製糸場の生産効率化、そして閉鎖
富岡製糸場の生産効率化、そして閉鎖
1872 年に官営としてスタートした富岡製糸場は、その規模

ブラジルで操業中のニッサン自動繰糸機

の大きさゆえに小回りが利かず赤字が続き、
の大きさゆえに小回りが利かず赤字が続き、1893 年に三井家
に払い下げられた。その後、いくつかの経営者の手を経て 1938 年に現在の片倉工業（株）が引き継
いだ。片倉工業（株）は 1970 年前後に富岡製糸場にニッサン
自動繰糸機を合計 10 セット導入し、
セット導入し、1974 年には富岡操業開始
以来 最高の生産高を記録した。
しかし、その頃をピークに日本の養蚕業は衰退して繭の生産量
が激減し、製糸業も成り立たなくなった。それに合わせるよう
激減し、製糸業も成り立たなくなった。それに合わせるよう
に 1976 年に日産自動車
（株）
は自動繰糸機の生産を中止した。
富岡製糸場も 1987 年に閉鎖され、動かないままのニッサン自
動繰糸機が残されることになった。
(6)こんにちの製糸産業を支えているのは
こんにちの製糸産業を支えているのは
こんにち、自動繰糸機の多くが中国で製造されている。その基になっているのはニッサン自動繰糸
機など日本で開発された技術である。自動繰糸機の開発・製造・普及によって世
界の絹産業を支えた日本はその役割を終え、代わりに中国が担っている。中国製
の自動繰糸機が世界各地で生糸
の自動繰糸機が世界各地で生糸を生産し、それが日本に輸入されて和装や洋装の
を生産し、それが日本に輸入されて和装や洋装の
素材として使われている。
★東京農工大学科学博物館ビデオライブラリー（
★東京農工大学科学博物館ビデオライブラリー（YouTube）でニッサン
自動繰糸機の解説動画を見ることができます（右の
繰糸機の解説動画を見ることができます（右の QR コードから）
。
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7.3. シニアの短期留学例(第 1 回交流会)

事務局長 水谷 隆(土木修 82)

正会員の情報交流の機会を提供する目的で開催した交流会の内容を改めて報告するものです。現役
の方はリタイアの準備に、リタイアされた卒業生の皆さんには外を見てみようかと思う機会になれば
と思います。
1. なぜスペイン語を
もう 40 年近くになる卒業時の TOEIC のスコアから説明する必要があります。勉強していたつもり
でしたが、入社時のスコアは 300 点でした。結婚して最初の子供が生まれた頃から、漠然と海外勤務
が頭にあって、当時流行していた駅前留学などに通いました。それでも 560 点でした。
転機が訪れたのは 1995 年でした。ベトナムで工業団地のプロジェクトがあり、現地で設計できる
エンジニアの要望がありました。私が所属していた設計部の若手が赴任することになりましたが、赴
任前にテニスでアキレス腱を痛め、私にお鉢が回ってきました。
現場所長の要望は「通訳するので、しゃべれなくても構わない。でも、計算できる人を赴任させて
くれ。
」というものでした。安心して赴任しましたが、三か月過ぎた頃から、ベトナム人のエンジニ
アとの打ち合わせに、出てくれなくなりました。しかし、おもしろいもので、中学生レベルの英語で
も、相手のベトナム人も同程度で、しかも土木を学んでいるエンジニアなので、
思考が同じというか、
コミュニケーションが成り立ちました。
設計業務が一年で完了し帰国しました。なんとなく
「水谷さんは英語が出来る」となってしまい、つたな
い英語で仕事をしてきたと説明しても分かってもら
えない雰囲気となりました。そこで、出来ないことを
説明するよりは、とにかく電話を取れるぐらい勉強す
る方が建設的だし、楽ではないかと思い、通信教育等
で勉強を続けました。その結果、TOEIC は最大瞬間風
速で 710 点まで到達することが出来ました。右のグラ
フは通信教育や社内の TOEIC スコアの変遷です。

TOEIC スコアの変遷

それ以降、なんとなく教材を購入して聞くだけの勉強を続けていました。しかし、英語力が向上し
ている実感はありません。たとえば、大リーグ中継の選手インタビューなど全く分かりません。ある
時、娘から「英語に飽きたら他言語」といったアドバイスをもらいました。
そこで、2013 年の NHK のテレビ外国語講座から、英語以外の言葉に挑戦してみることにしました。
テレビではドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語がありました。消去法です。大学で赤点
をとったドイツ語と発音が難しいそうなフランス語は、相性が悪いとして除外しました。次に、ビデ
オ録画が基本なので、息子が設定している深夜番組とラップしない講座を選んだ結果、スペイン語が
残りました。
2．基礎編から応用編のギャップ
2013 年 4 月からのシリーズは、スペインのアンダルシア
地方を旅行しながら、基礎的な文法と会話を勉強するもの
でした。初心者の私にとっては、簡単な会話でも新鮮で、
面白く感じました。テレビの次はラジオです。ラジオ講座
の「まいにちスペイン語」の入門編を半年続けました。そ
の後、応用編に移りましたが、内容に大きなギャップがあ

ﾃﾚﾋﾞ講座

って、基礎的な文法が出来ていない私は、全く歯が立ちませんでした。
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大きなギャップに戸惑って二年ほど経った 2016 年 10 月にラジオ講座で中級編が開講されました。
この講座で文法の基礎固めが出来て、ギャッ
この講座で文法の基礎固めが出来て、ギャップを埋めている感触を得ることが出来ました
プを埋めている感触を得ることが出来ました。そこで、
インターネットのストリーミング放送を録音
インターネットのストリーミング放送を録音し、同じ教材を三回繰り返し勉強しました。
し、同じ教材を三回繰り返し勉強しました。
3. どうして留学を
同じ教材を繰り返していた頃には、既にシニ
既にシニア職員になっていました。
ア職員になっていました。シニア職員として継続する
シニア職員として
に当たって、漠然と「勤務は 1 年限り」と家族に宣言していました。シニア職員の契約は
職員の契約は 1 年ごとで
期間は 2018 年の誕生日まででした。
年の誕生日まででした。4 月生まれの私の場合は、有給休暇を取得すると
月生まれの私の場合は、有給休暇を取得する 2018 月 3 月か
らは家でごろごろの生活が始まることになり
らは家でごろごろの生活が始まることになります。娘が「折角、スペイン語を続けている
ます。娘が「折角、スペイン語を続けているので、ごろ
ごろしていないでシニア対象の短期留学で
ごろしていないでシニア対象の短期留学でもいったら」とアドバイスをくれました。
もいったら」とアドバイスをくれました。
娘に背中を押され、家族の理解ももらって、2017 年の夏ごろに短期留学をすることに決めました。
年の夏ごろに短期留学をすることに決めまし
4．どうやって留学先を決定
シニアを対象としたコースをインターネット
シニアを対象としたコースをインターネットで検索すると多くの
学校がヒットします。そこで、有給休暇取得
学校がヒットします。そこで、有給休暇取得時期(2018 年 3 月)にシ
ニアコースが開講される中から、次の条件で
ニアコースが開講される中から、次の条件で学校を絞り込みました。
○ 地中海沿岸の街 (三月
三月でも暖かいのでは)
○

比較的小さな街 (治安が比較的良いのでは、
治安が比較的良いのでは、夜安心して飲み
に行けるのでは)

その結果、地中海沿いの小さな街ネルハにあ
その結果、地中海沿いの小さな街ネルハにある「ESCUELA DE
ネルハの場所

IDIOMAS “NERJA”」に決めました。
に決めました。

なんの知識が無いまま選んだ街でしたが、イ
なんの知識が無いまま選んだ街でしたが、インターネット等では、
「街の海岸線がほとんど崖にな
街の海岸線がほとんど崖にな
っていて、道路やホテルなどからの海の景観がとても美しく、別名ヨーロッパのバルコニー」などと
紹介されています。結果として、有名な観光地を選んでいたことになります。
5. 留学先はどんなところ
留学先の ESCUELA DE IDIOMAS N
NERJA はネルハの市街地に位置し、
路地沿いに学校の入り口があります。シニア
路地沿いに学校の入り口があります。シニア対象のコースは週 15 時間（3
時間／日）で 2 週間の超短期です。授業は 2018 年 3 月 5 日月曜日から 16
日金曜日でした。成果の程は疑問ですが、き
日金曜日でした。成果の程は疑問ですが、きっかけ作りには良かったと思
っています。授業は 10 時から小休止を挟んで 13 時に終了しますが、午後
はタパスツアーやパエリア作りなど色々なイ
はタパスツアーやパエリア作りなど色々なイベントが開催されました。

仲良し三人組

クラスは A2 レベルで一番下ではありませんでした。私以
レベルで一番下ではありませんでした。私以外、全員女性で北欧からの人が多く来て
外、全員女性で北欧からの人が多く来て
いました。他のクラスも同様で、金持ちのマ
いました。他のクラスも同様で、金持ちのマダム連中が避寒を兼ねて勉強に来ているよう
ダム連中が避寒を兼ねて勉強に来ているようでした。

スクール外観

タパスツアー

サングリア作り
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その中で、特にスウェーデンの三人組に仲良くして頂きました。小休止になると皆さん母国語で会
話されていました。私と会話する場合は、基礎レベルでのスペイン語の為、どうしても英語になって
しまい、スペイン語の勉強にきているのに、英語の必要性を改めて痛感しました。
学校のホームページ：HTTPS://WWW.IDNERJA.COM/
6. 日程の決定は
折角スペインまで出かけるので、2 週間のコースのあと
1 週間ほど旅行するつもりで、日本を 3 月 3 日に出国し、
25 日に帰国する日程を設定しました。スペインにはネルハ
に最も近いマラガ空港で入国し、バルセロナで出国するこ
とにして、マラガ空港に 4 日夜に到着するブリティッシュ
エアで航空券を購入しました。
なんとなく、1 週間の旅行はマドリードとバルセロナ観
光と考えていましたが、アンダルシア地方を観光すること
に変更し、マラガ、ロンダ、セビージャ、バルセロナの周
遊を設定しました。初めての一人での海外旅行となりました。
7. 全体費用は
円換算した全体の費用は右表のとおりです。航空券、授業料が費用に大きく占める要素です。総額
約 65 万円のうち、航空券約 30 万円、授業料約(宿泊料込)約 15 万円で残りの 20 万円が 3 週間の食費
と 1 週間の旅行費用です。
航空券が高額となったのはプレミアムエコノミーを購入したためです。ちょっと贅沢してしまいま
した。次があれば、エコノミーでもと思いますが、年齢・体力と相談です。
以上、取り留めのない内容となりましたが、読んでいただければ幸いです。興味がある方は、いつ
スケジュール

月日
3月03日(土)

移動

7:11 新川崎 → 7:32 品川(着)

宿泊先
7:42 品川(発) → 7:52 国際線(着)

9:45 羽田国際空港(発)

BA0008

13:25 ﾋｰｽﾛｰ国際空港(着)
15:15 ﾋｰｽﾛｰ国際空港(発)

予約番号:VU2U7M

Club Costa Neraja
Premium Single Room
36E/day

3月15日(木） Guided toure of the Prehistoric Caves
3月16日(金） CertificationPresentation
BUS移動

Maｌaga観光

3月18日(日)

10:30 Malaga City Cente

BUS移動

13:00 Ronda

3月19日(月)

14:00 Ronda

BUS移動

16:30 Sevilla:Purado de San Sebastian
3月20日(火)

3月21日(水)

Sevilla観光

8:50 Sevilla Santa Justa

3月23日(金)
3月24日(土)

ｾﾋﾞｰｼﾞｬ(Expedia)
確認番号:7311844026697
Macia Gran Lar
Plaza Carmen Benitez 3, Seville
34(09)54410361

ﾊﾞﾙｾﾛﾅ(Hotel.com)
確認番号8060004340885
Hotel Prizma
Av.Josep Tarradellas 119-121
34934394207

10:00 Sagrada Familia

自由行動
10:10 ｴﾙﾌﾗｯﾄ国際空港(発)

BA0473

11:35 ﾋｰｽﾛｰ国際(着)
13:50 ﾋｰｽﾛｰ国際(発)
3月25日(日)

ﾛﾝﾀﾞ(Expedia)
確認番号:7304218294471
ArundaⅠ、Tabares,2,Ronda,Malaga
34(952)190102

AVE03943

14:25 Barcelona Sants
3月22日(木)

ﾏﾗｶﾞ(Expedia)
確認番号:7304193337929
Casa Al Sur Terraza Hostel, Malaga
Calle Marmoles, 28, Malaga
34(951)248196

BA0005

10:35 成田国際空港

円換算

Data Sim

2,740

Maicro SD

1,264

Pick up

3月04日(日）

3月17日(土）

項目
雑費

ペット(水)

BA0454

19:10 ﾊﾟﾌﾞﾛﾋﾟｶｿ国際空港(着)

～

でもご連絡下さい。

149
12,056

予約手数料

5,480

教材代

2,288

宿泊費(13泊分)

64,116

授業料

58,280

Deposit

20,287

宿泊費

6,738

宿泊費

6,738

BUS代

1,574

宿泊費

6,626

宿泊費

7,364

宿泊費

7,364

RENFE

10,866

宿泊費

9,100

入場料

4,059

宿泊費

9,100

宿泊費

11,144

NEX
航空料金
(座席予約)

3,560
287,840
13,380
644,091
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8. 編集後記

会報委員長 高尾 英次郎（機械 73)
今回は、昨年の見学会で訪れた富岡製糸場に関する記事が多くなりましたが、編集後記に代えてブ

リュナエンジン（単気筒蒸気機関）の実物大復元機にについて記します。
私の学生時代の 1970 年頃にはまだ蒸気機関車が走っていましたが、工場機械の動力源としての蒸気
機関を見る機会はありませんでした。ところが 21 世紀の富岡製糸場で蒸気機関が動いていたのです。
大感激です。実際に動いている様子は、以下の動画で見ることが出来ます。
試運転動画：HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=S5L43EDPZXO

(上毛新聞ニュース動画)

展示状況：HTTP://WWW.SILKMILL.IIHANA.COM/BUILDING/ENGINE.PHP
(富岡製糸場ホームページ>富岡製糸場の各建物の解説>ブリュナエンジンより)

明治 5 年の操業開始時から大正 9 年に電動モータ
に置換えるまで約 50 年間使われたものが、犬山の
明治村に寄贈展示されており、これを参考に実物大
の復元機を作成したとのことです。地元企業の復元
チームの方々に敬意を表します。(詳細は、
http://www.tomiokacci.or.jp/brunat_engine.htm
「ブリュナエンジン製作事業概要」を参照)

専用の展示棟に設置された単気筒複動式の蒸気
機関は、今どきのエンジンにはないゆったりと回わるフラ
イウェイト式の大きな調速機を備えており、エンジン回転
数を一定に保つ仕組みをこれ以上分かり易いものはない形
で見せてくれます。ガバナーとも言う調速機は、現在の様
な電子制御がない時代には機械の頭脳とも言えるものです。
からくり好きの私には最も興味をそそられる部分です。写
真とともにブリュナエンジンが一定回転数で回る仕組みを
下図にまとめてみました。

ブリュナエンジン (単気筒蒸気機関)
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画像提供 富岡市

富岡製糸場

(斜めから見た東置繭所)
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