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頼りにされる工業技術センター

元工業技術センター所長

遠 矢 良 太 郎

鹿児島県工業技術センターが設立２０周年の節目を迎えられましたことをお喜び申し上

げます。

１９８７年設立以来，県内製造業の「技術的拠りどころ」を使命として，研究開発と技

術支援を両輪に 県内中小企業の技術力向上に努め 県内産業の振興に大きく貢献し 頼， ， ，「

りになる工業技術センター」として今日評価されていますことは，勤務した職員のひとり

として大変嬉しく思います。

設立後の１０年間は，所長さんを国から迎え，研究の進め方や評価，企画や研究会活動

等研究機関として職員の資質向上や研究体制の基礎づくりをしていただきました。

その後，清藤純一所長がセンター職員から初めて所長になられました。生え抜きの初代

所長として，県庁や産業界からの期待が大きく，業界の実情に詳しく責任感のとても強い

方でしたので，緻密でそして精力的に多くの仕事を実践されました。しかし任期途中で体

調を崩されたのは，ご本人はもとより私たちにとりましても大変残念なことでした。

次の水元弘二所長も，センターは「町医者たれ」と口癖のように言っておられました。

まずは相談に乗ってあげる，頼りになるセンターとして，職員の意識を高めようとしてお

られました。

私も 頼りにされるセンター でありたいと考え 業界や関係機関の会合に出席してＰＲ「 」 ，

や連携を図る，研究室の現場を見る，報道発表して県民の方々にセンターの取り組みを知

って貰うこと等に努めました。次期の伊藤博雅所長からは，遠矢さんが良いところは根こ

そぎ発表したとジョークを言われます。また，技術支援による経済効果を，濵石和人副所

長（伊藤博雅所長の次期所長）にお願いして業界に聞き取り調査しましたところ工業出荷

額の０.５％相当と試算され，かなりの経済効果をあげていると思いました。

次の伊藤博雅所長，濵石和人所長も「地域に根ざしたセンター」としての役割に意を注

がれ，研究成果の具現化，研究員一人１０社訪問を実施して来られました。

産業支援センターの仕事で県内の企業を訪問すると「工業技術センター」に相談してよ

かった，測定して貰った，センターの世話になったとの現場の声を聞きます。職員の皆さ

んの日頃の活動が実を結んでいるんだと嬉しく感激しています。

今後も，本県産業界のために益々ご活躍されんことを祈念し，２０周年のお祝いのご挨

拶といたします。
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Kagoshima Gives Best Inspiration and Experience in My Life

Research Center for Physics,
Indonesian Institute of Sciences

Dr. Nurul Taufiqu Rochman

( )I have been employed by Research Center for Physics, Indonesian Institute of Sciences LIPI
since 1989 and now held senior researcher position at Materials Division. Recently, I have
responsibility to handle the research regarding "Development of Nano-material Based on Local
Resources by Mechanical Milling - Mechanical Alloying".

I came to Japan since 1990, when I was studying Japanese in Tokyo for a year. I entered
Kagoshima University from April 1991 to March 2000 for Bachelor, Master and PhD Program in the
field of Material Science and Engineering. In January 2001, I worked as postdoc, Domestic Research
Fellow at Kagoshima Prefectural Institute of Industrial Technology KIT under Japan Science and( )
Technology Corporation Program and Japan Society for Promotion of Science for three years. These
three years were my precious moments and gave me so many experiences and lesson that influenced
my life. Throughout the solid research team collaboration with KIT, Kagoshima University and(
Kyushu Tabuchi Company , we developed "New Technology for Removing Pb from Copper Alloys)
by Compound Separation Method in LCA Life Cycle Analysis Perspective" and had achieved a( )
Japanese Patent No granted 2005-8970 in January 2005 and also many publications.

Fourteen years I spent my life in Japan and got so many experiences that might give significant
influence to my life. I had learned how to do excellent research, manage research projects and deal
with other teams etc. I left Kagoshima in February 2004 and started doing research at LIPI. To
conduct an excellent research with limiting facilities and resources, I have to be a hard worker. First I
have established a solid research team as I had done in Japan. As a group leader, I have to build
characters of my team and utilize of our potentials. Since 2005 we conduct a national project for
developing nanotechnology in Indonesia from The State Ministry of Research and Technology,
Republic of Indonesia. We have designed a new system for high energy milling from local parts and
gotten two Indonesian patents for those new designs. In order to accelerate the development of
nanotechnology in Indonesia, we initiated the Indonesian Society of Nanotechnology and I was chosen
as the Chairman for 2005 to 2008. During past three years, I had received several grants and awards
from professional organizations, Indonesian Institute of Sciences, and national magazine.

In particularly, I want to say my experience at KIT is my best "omiyage" from Japan. I am really
grateful that part of my history was spent at KIT. I developed my knowledge and skills through
outstanding facilities provided. But it would have not run well without faith and support that had been
given to me. I also appreciate advices and guidance from seniors and colleagues as well as their
warmth and hospitality. I also learned to be determined in solving problems and to cooperate among
people with different backgrounds. But what I feel most was having a chance to get involved in a
family-bonded team; how we supported each other gave us belief and strength to went through all
obstacles. Conceivably those were reasons behind my fantastic productivity, 16 publications within a
year at that time. How I improved like nowadays along with my achievements that described above is
also strongly related with my experiences at KIT.

In the Future, I hope we still can maintain this relation. Also, The LIPI can make a good
networking and mutual collaboration with KIT through collaboration research and sending our staff
each other for training, expert exchange etc., in order to develop their selves and attain successful
achievements. It is my wish that younger generation than me will have chance to gain experience as I
had, and maybe better.

Finally, we would like to deeply appreciate Dr. K. Hamaishi and all staffs of KIT for their fruitful
advices and kind cooperation.
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工業技術センターの一員として

素材開発部

松田 豪彦研究員

私が工業技術センターへ勤務して５年が経ちました。はじめの頃，センター内を案内し

てもらって今まで知らなかった研究成果や初めて見る機械及び装置などに感激し，工業技

術センターの一員になったことを誇らしく思った記憶があります。しかし，現実は厳しく

次から次にやってくる県内企業からの技術相談に追われ，すぐに仕事がパンク状態になり

ました。未熟な自分は，相談に対応するため文献を調べては，その内容の１つ１つを勉強

し，その傍らで試験装置の使い方を学ぶだけで毎日が過ぎていきました。

工業技術センターは，研究と県内企業への技術支援が主な業務と教えられましたが，と

ても研究まで手が回らず，研究成果を問われる中で苦しい日々を送ったことを覚えていま

す。自分に務まる仕事であるのかと真剣に悩んだこともありましたが，センター内の心優

しい先輩方から丁寧な指導と助言を受け試行錯誤を重ねながら，研究も少しずつ進めるこ

とができました。そして，研究の成果が形になったときや支援した企業の方々からお礼の

言葉を頂いたときには，やって良かったと深い喜びを感じるようになりました。

当初，素材開発部に所属しましたが，所内異動により企画情報部にも所属しました。企

画情報部は，所長の指示のもと当センター業務の中枢を担う部です。私は研究成果の広報

を担当する機会があり，当センターを扱った県政番組製作や研究成果のプレス発表などの

業務に携わりました。そこで，共同で研究を行った企業や技術移転先企業からの反応を目

の当たりにし，先輩方の行ってきた研究や支援の成果が県内企業で活かされていることを

実感しました。

今年度から所属部が素材開発部に戻りましたが，気持ちを新たに先輩方が行ってきた功

績に少しでも近づけるよう業務に励んでいます。自分の能力を磨くため，企業の方々にお

願いして工場を訪問させていただき，逆の立場で現場の状況を教えてもらいながら知識と

技術を蓄積するようにしています。また，大学院の博士課程に就学し，金属の成形加工技

術を専門に学業を積んで技術レベルの向上に努めています。しかし，これらはそれに賛同

してくれる周りの人たちの協力がなくては難しいことです。私は，工業技術センターの一

員でありながら多くの人たちに支えられていることに気づき，感謝の気持ちを忘れてはい

けないと思います。

私には，自分を育ててくれたこの郷土を豊かにしたいという思いがあります。鹿児島県

の工業がこれからも発展するよう，微力ですが与えられた使命を全力で果たしていきたい

と思います。
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