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科学技術庁長官発明奨励賞
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平成 9年秋の褒章

兵庫県科学賞表彰

電子出願 (パ ソコン電子出願)普及説明会

第361回特許指導相談会
巡回相談会

特許庁からのお知らせ

9フ .

7)発明協会からのお知 らせ 一 有料講座の開催
8)兵庫県発明協会からのお知 らせ

9)平成 10年度創造技術研究開発補助金の説明会
10)ニ ュース再録…(1)大 阪で特許流通フェア (2)地震災害の軽減研究 (3)中 小製造

業の販路開拓を支援 (4)グ ッド・デザイン賞 (5)企業と起業家を募集 (6)特

許侵害でアマダを提訴 (7)未利用特許の移転 (8)国際研究ネット構築 (9)V
B育成官の限界 囀D特許流通フェア “誤算" 輌1)裁判見直し権利者を保護 ―

―荒井長官 00ニ セブランド品横行 ――水際取り締まり強化 輌Э商標違反が
急増 ― 中国 - 00電子出願システム展示会でデモ (D灘の酒「甘辛しゃ
ん」新発売 (0国研の特許企業に開放 ‖⊃兵庫の地場産業景気に明暗 00児
童の発明品ずらり 19特許マップを作成 00県文化・科学・スポーツ・社会
賞 θつ成長のポイントは「人材」 92小中学生の発明の工夫は!! 99世界の

技術の活用を 241コ ンピューター作成の図面 ― 意匠出願を認める 一  QD
起業家育成を強化 903極特許庁首脳の会合 1271「 世界共通特許へ」 90特
許情報インターネットで公開

‖)新刊図書案内

12)年末 口年始の業務について
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編どδ髪彗毛歌 誠
つき廠はヽ馴畑翻めっき

このめっき鋼板を成形加工すると、めっき成分のアル ミニウ
ムが、成形ロール等に焼き付き、成形ができない。このため、

こ
「

革番陸 1子発r莉
懸7脊ξ児濃響爆観憲轄を考

更に、めっき鋼板に防錆性を付与する機能もあり、その_Lに
塗装しても良好な密着性がえられる。

本発明により、簡単に成形できるようになったことでアル ミ
ニウムー亜鉛めっき鋼板の市場が急速に拡大した,

録ξ備111と P内
2社に通常実施権を許諾し、海外12カ 国で登
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発明について、思いめぐらすことが沢山ありすぎて、何から書き始めたらよいのか迷いますが、自

身工夫をしたり、工作をすることが大変好きであり、熱中する性格であると共に、他人にない喜びも

ひとしおであった幼少の頃を思い出します。

中学時代は、化学部に属し、鍵のかかった薬品保管箱から先生の目を盗んで試薬を持ち出し、ダイ

ナマイトを製造中に爆発し、片目を負傷したことがありました。二歳年上の兄の化学の教科書や専門

書を熟読していましたので、高校にはいると、化学の授業時は時間を持て余し、挙げ句の果てには教

諭の間違いを指摘するほどになっていました。化学者のマイケルファラデーやキューリー夫人の発明

発見苦労談などを読み耽り、受験勉強に通っていた中之島の市立図書館では、受験科目の勉強よりも、

そっちの方がおもしろく、図書館の閉館時には何を勉強しに行ったのかさっばり分けのわからないこ

との連続でした。通学途上には、溶接の町工場があり、自宅近くには自転車屋があり、作業の様子を

こりもせず長時間にわたって見ていました。ラジオに関心を持った頃、当時、鉱石検波器なるものが

ありましたが、こづかいでは買えませんでしたので、鋼板を手に入れ、炭火で亜酸化銅整流器をつく

って電波をキャッチすべく挑戦しました。かすかに一回だけ瞬間聞こえた記憶があります。針金で探

るようなものですから、大変成功の確率が低いものでした。また、直流電源がなく、電池を買うお金

もないので、商用電源から何とか直流電源を得たいと考え、数本の釘と蛍光灯の安定器を分解したエ

ナメル線を用いて整流器を試作したのですが、商用周波数に応答できず結局失敗した経験があります。

考え方は、正 しくても技術的に完成できない未完成なものでありましたが、考えた瞬間 ドキ ドキし、

気持ちが高スヾり、まるで天にでも昇るような気持ちになり頭の中は、うれしさの極みでありました。

大阪の日本橋では、ジャンク屋といって電機部品の残骸や中古のパーツを安く仕入れることが出来

ました。とにかく電車賃程度のこずかいでしたので、ちょっとした部品を買うことも大変なことでし
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んなは、驚きを示すと共に活動の意義について共鳴してくれました。これならいけると勇気づけられ

て町長、教育長などに説明 し、主催者としてこの活動に取り組んでいただけるようにお願いにあがり

ました。柏木町長は、肩書から伺えないような異色の存在の方で、自ら溶接技術を駆使 し各種の造形

作品を数点完成され、町内の主要道路沿いに素晴らしい作品を寄贈されるような創造性について造詣

の深い方で したから、わたしの申し出について格別のご理解をいただき、町の発明クラブが誕生でき

るように協力して下さるとの励ましの言葉をいただきました。また森岡教育長は、教育委員会が支援

する場合に、運営や企画する人の具体的な詰めをしておく必要があるので、その辺のところをしっか

りとまとめておくょぅにと親切にご指導いただきました。このようなことを受けて、わたしは町内の

建築設計事務所の代表者である浜田氏、広瀬氏、精密機械の吉田社長、鉄工所の梅原専務、子供会活

動の熱心な協力者であった岡本医師、自動車整備lll売会社の野上社長、柏木校長、先輩郵便局長の荒

木氏、発明家の坂根氏、榎氏、友人の大前氏など運営指導にご協力いただくようにお願いにあがり、

また町内企業では、三和工業 ミシン、 ミサキ電気、津名エレク トロニカほかに支援企業として賛同願

うように足を運びました。今は亡き県議会議員の小林明氏は、県工業試験所の副所長と親 しいので、

わたしからもこのことについてよくお願いしておきましょうと言って下さいました。このように多 く

の方々の同意と支援の約束を取 り付けて、平成 2年 7月 にやっと全国で HO番 目に当クラブが誕生で

きました。

何もかもが新しく始めてのことばかりで したが、発明協会から寄贈を受けた工作台を始め、ェ具備

品類を活用 して子供たちに役立てたいと指導員のみなさまもその意気込みは、大変なものがありまし

た。年間実施計画、予算の1又 支計画、クラブ員の募集、教室での指導方針の打ち合わせ、具体的な指

導案作成、この中でも特に、指導員が夕方 6時過ぎから10時位まで各の意見を出し有っての議論は、

熱気がこもり内容の豊富であったことが特に印象に残っています。

そのような中で、県下で既に活動をしていました神戸市のポー トアイランドにある神戸市少年少女

発明クラブからは、わたしたちが悩んでいた教室の運営指導面で多くのことを教えていただきました。

佐藤先生、富田先生などのご指導がなければあの当時本当に上手 く運営できなかったのではないかと

思っていますし、今日の当クラブが存続できているのも先生方のおかげであると深 く感謝 していますc

さて、当クラブの中でどのような教室を持ったのか、少 しエピソー ドを披露 してみますcと にかく

遊び感覚の児童が対象です し、あまり高度なことは、限られた時間では完成 もおぼつかないこととな

ります。ある時 「科学技術週間」にちなむ、公開発明教室を開くことにしました。クラブ員の他に初
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めての児童 も混 じっていますので怪我だけはさせないようにとずいぶん気をもんだもので したが 「K

YT」 (危険予知 トレーニング)を 冒頭に挟み、糸車のアイディァエ作をしました。指導員との打ち合

わせ時、完成作品の競技大会を種目に分けて しましょうとあらか じめ決めました。同じ材料を使って

の走行距離の一番長いもの、坂道に対 しての登坂力の高いもの、運動性能とは関係なく考え方、アイデ

ィアが斬新でおもしろいおもちゃとして価値の高いものの 3種 目で競っていただきましたが、審査員

6人 くらいでの審査において、アイディア部門の審査が大変で した。審査員がする評価の観点がそれ

ぞれ違っていたのです。意見調整を図って表彰作品を決めましたがわたしたちが予期 しない事で した。

この他、工作材料についても、今の児童には、金属材料の工作が加わると困難度が極めて高く、厚

紙や糸→粘土→材木→針金→プラスチック→金属の順に工作の時間が大幅に長くなること、また、豊

富な素材をほとんど知 らなかったり、部品の知識が乏 しく、始めてみる部品に目を丸 くするなど、指

導員が教えるについても暴礎知識の領域に多くの時間を費やすこととなり、発明クラブというより工

作クラブになってしまうことが多く出てきました。この点の改善策として、 1回 3時間程度の教室で、

同一テーマを 3回続けてするように年度の後半から変えて行 くようにしています。

当クラブは、小学 4年生～ 6年生を対象にしていますが、中学 1～ 2年生位まで参加するような運

営ができないという問題点を抱えています。中学生は部活がびっしりと詰まっていて休みの日にも自

由な時間がほとんど取れない現状となっているからです。

4年生にクラブ員となって 6年生の卒業間近に思い出となる作品を残 していただこうと考え「グル

ープ作品」に挑戦 していただいたこともあります。その時々の状況に応 じ、指導員の方々の工夫を交

え、児童の目線にあったクラブ指導を今後 も心がけたいと考えています。

最後になりましたが、この度は、発明協会から栄えある平成 9年度近畿地方発明表彰式において発

明奨励功労賞を受賞いたしまして、身に余る光栄であり、関係のみなさまの温かいご指導 。ご支援の

賜と深く感謝致 しております。特に当クラブのご指導とご支援をいただいています津名町長の柏木会

長をはじめ指導運営に当たって下さいました方々並びに津名町教育委員会の当クラブ事務局として日

常的にお世話いただいてまいりました各先生方に心より感謝 しお礼申し上げます。当クラブの創設か

ら7年余り経過 しましたが、これまで200名余りのクラブ員を送 り出させていただきましたその中に

は、既に大学の工学部現役の人々も数人出てまいってきました。 10周 年を迎えるまでに当クラブをさ

らに充実 し、地元のみなさまのご期待に沿えるようさらに努力を積み重ねることをお誓いしペンをお

くこととします。 (津名町少年少女発明 クラブ 企画運営委員長 )
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