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      高知大学を退職するにあたっての雑感 

 

                          阿万 智治  

 

 

私は、1971 年 4 月に高知大学文理学部に助手として赴任しました。着任年齢が若かったので、着任

して暫くは私より年上の学生がかなりいて、彼らに随分気を使ったものです。また、生協の職員に、よ

く学生と間違えられました。それ以来 39 年を高知で過ごした訳で、郷里で過した年月をはるかに越え

てしまいました。 

この 39 年の間に高知大学では様々な変化がありました。理学部の関係した変化としては，1977 年の

文理学部から理学部と人文学部への改組、1985 年の修士課程、2002 年の博士課程の設置等があります。

大学全体の係る大きな変化には、2003 年の高知医大との統合、2004 年の国立大学から国立大学法人へ

の移行が挙げられるでしょう。これらの変化の中に身を置き、それらを乗り越え、無事定年を迎えられ

たことは、幸せなことなのだと思います。私が大学時代に指導を受けた教授は定年を迎えずに亡くなら

れましたので、その感を強くしています。周りの皆様の協力があってこそと感謝しています。 

変化の中に身を置くことは、何らかの評価を受けることとつながりますので、居心地の悪さを感じさ

せるものです。あまり頻繁に行うものではなく、評価・総括後、次の変化を行うのが常道でしょう。昨

今嵐のように起こる「大学改革」を目の前にすると、変化が速すぎるのではないかと考え込んでしまい

ます。 

私自身の大きな出来事の一つに、2001 年から 2005 年まで地域共同研究センターのセンター長を務め

たことがあります。産官学民の連携・共働が叫ばれ，その実現の為の旗頭を地域共同センターが担わね

ばなりませんでした。毎日のように大学外の人と接することが仕事の一つで、対人関係が苦手な私にと

ってはこれが苦痛でした。また、共同研究等を展開して頂ける研究者・教員を探すことも重要な仕事で

すが，高知大学には工学部がないこともあり、自ら進んで産官学民の連携活動に参加される教員の方は

少ない。このため共同研究の数を増やすのに四苦八苦しました。センター長は、他の研究者の共同研究

内容や特許関連事項にはあまり深く関われない立場の一方、共同研究等を発展させる立場からは，教官

側・企業側の研究動向を深く知らねばなりませんので，ここからはフラストレーションが生じてきます。

等々。産官学民連携の難しさを実感すると共に，それらが現在の大学にとって如何に必要であるかを再

認識させてくれる場となりました。しかし，産官学民共働一辺倒では，大学のもう一つの任務である基

礎的研究や教育が疎かになります。結局，色々なタイプの教員が協力し合える場を作り，バランスをと

って，理想像にいかに近づくかが問題となるのでしょう。それにしても，法人化後、教育・研究に回せ

る経費が激減してしまいました。教員は「競争的資金」を獲得したり、企業等との「受託研究」や「共

同研究」を短期間の内に完了させて更新し、研究費を確保したりしなければ，教育・研究もまま成らな

いならない状況です。これでは産官学民共働一辺倒の歪んだ大学になってしまいそうです。また、色々

な指標で大学が評価されて、評価次第では高知大学の存在自体もどうなるのか分からない状況といわれ



  

ています。大学に直接関係されている皆様のご奮闘によって，この激動の時代を乗り切って、高知大学

の繁栄を勝ち取って頂きたいと念ずる次第です。最後に皆様のご健康をお祈りして、筆を置かせていた

だきます。  
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   退職にあたって 

 

                           

 

  理学部門  岩崎正春 

 

初めて実家を離れ京都での大学生活を始めることになったのは、昭和 40 年だから今からおよそ半世

紀近く前のことになる。その当時の大学では、学生は最初の 2 年間教養部に所属し、いわゆる一般教育

を学んだ。そんなある時、「教養部報」という学内誌（高知大での「パイプライン」にあたるもの）に

おいて、ある社会学の教官の次のような文章が目に止まった。「我々にとって夏休みは本当にありがた

い。夏休みがあるから教官になったといってもいいぐらいだ」。確かに当時の夏休みは 7 月１０日から

９月１０日までまるまる２ヶ月あり、しかもそのあと１，２回の授業を経てすぐ前期末試験に入るので、

実質的に３ヶ月近く休みが続くことになる。このことを今でも覚えているぐらいだから、この一文が私

にその後の教員生活を選ばせた動機の一つになったことは確かである。そのご無事大学院をでたものの、

ご多分に漏れずオーバードクターの試練にあい、やっと高知大学助手の定職につけたのは昭和５３年の

１月であった。 

その当時、文理学部をもつ大学ではいわゆる「文理改組」（文理学部を文系学部と理系学部に分離す

ること）が進行中であった。高知大学においてもこの改組により新理学部が誕生することになった。い

わば、それに伴う教官ポスト増の恩恵にあずかったわけである。高知大学に来た当初、全面改修される

前の理学部１号館の古い一室が与えられた。その部屋はおせいじにも綺麗とは言えなかったが、新設ポ

ストだったので、机、椅子、ソファー、書棚、ロッカーなどすべてが新品で快適な研究生活をスタート

できたのは幸運であった。その１年後、西隣に理学部２号館が新しく完成し、現在に至るまでこの建物

とともに過ごすことになった。最近、研究室の後片付けのとき出てきた当時の資料をみると、今ではと

ても考えられないが「授業負担は通年授業１コマと半期授業１コマであり、物理教室（当時の構成員は

12 名）の年間予算はおよそ１千万円（今の物価では 2 千万円相当）」であった。現在の大学の教育研究

環境と比べ隔世の感がある。 

 さて、その後の高知大学での生活はどうであっただろうか。一言で言えば「改革」「改革」の連続で

あった。理学部を中心に振り返ると、大学院(修士課程)設置、情報科学科設置、一般教育の大綱化、理

学部３学科改組、大学院(博士課程)設置、医科大との統合、理学部２学科改組等々つづき、その間「工

学部設置騒動」もあって在職中「改革」の言葉を聞かなかったことは皆無だったように思う。結果的に

みれば従来の理学部５学科が理学科（５コース）と応用理学科（４コース）に落ち着いたわけであるか

ら、こんなに紆余曲折しなくてもよかったのではと思うのだが、それは結果論だといわれればそれまで

である。この間会議の量は増え、また授業時間も高校並みにきっちり実施するようになった。そのおか

げで夏休みの期間は減る一方であり、昨今では１ヶ月半もとれればいい方である。 



  

 我々教員にとって、夏休みは非常に重要である（これは学生にとっても言えることなのだが）。その

間にそれまでの研究をまとめたり、あるいは新たな研究テーマを模索したりして、じっくりとものを考

えることのできる貴重な期間である。このかけがえのない期間を十分確保するにはどうすればよいか。

月並みだが、できるだけ無駄と思われる雑事を省力化するとともに、学生の自主的な学習時間をもっと

多くするよう工夫すべきだと思う。現代の学生はそこまで自立していないと反論されそうだが、自立の

仕方を教えるのも教育の一環だと思うのだがどうだろう。 

 最後になったが、高知大学の今後のますますのご発展を願って筆を置くこととする。 
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  退職にあたって 

                        

 

理学部門教授  加藤 和久 

 

 

今年 3 月末で定年退職を迎える。昭和 46年 4月，文理学部助手（理学科数学）として赴任以来 39 年

になる。大学院修士課程を修了してすぐの採用で研究業績もなかった。当時，全国的な文理学部の改組

に伴い教官定員と学生定員が大幅に増やされた。現在のポスドク等の状況を見ると隔世の感がある。昭

和 52 年の文理学部分離改組，平成 15年 10月の高知医科大学との統合，平成 16年の法人化を経て，現

在は理学部 2学科 9教育コース，数学・理科による大括り入試を実施している。ほぼ 10 年をスパンと

して教育・研究の変革がなされてきた。それぞれに思いはあるが，特に印象に残っている「日本語技法」

について述べる。 

 平成 3 年の大学審議会答申「大学教育の改善について」に基づく設置基準の大綱化で，それまで設置

基準で決められていた一般教育（一般教養科目，外国語科目，保健体育科目）と専門教育からなる大学

の教育課程の枠が外された。高知大学では共通教育の改革の一環として平成 9年度，基軸教育科目の中

の 1科目として日本語技法が導入された。導入に当たっては，日本語（技法）に関する本を一冊読んだ

からといって大学で日本語の授業が担当できるわけではない，我々は日本語で資格審査を受けて採用に

なったわけではない，技術だけ教えるのは本末転倒である，などの反対意見があった。これら教育現場

の意見に対して，日本語が話せれば誰でも日本語技法が担当できる，とのまことに乱暴な議論で導入が

決まった。これは数学分野で例えれば，飲み会の割り勘ができれば大学で数学の授業ができるというこ

とになる。また，非常勤講師による担当は認められず，各学部の責任で開講することになった。 

理学部数学科（当時）では，日本語技法の講義内容として「論理」を教えることとなった。数学で使

われる言葉（数学方言）を論理と絡めて展開する内容で，日本語技法の趣旨とそれほど乖離していない。

また，この内容であれば数学科所属の教員は誰でも担当できるであろう，との数学科長老の判断でもあ

った。取りあえず担当は年配者からとなり手本を示してもらった。しかし，いずれ自分にも担当の順番

が回ってくる。とはいえ今まで論理をきちんと勉強したことはない。生来の小心者で不安である。そも

そも，論理は数学を学ぶことで自然に身につくものであると言われているが，講義で論理を教えるには

当然それなりの見識が必要である。そのため論理について書かれた啓蒙書を数冊読む。まず，「命題」

についての説明が述べてある。命題とは，何かについての主張ないしは判断を述べた文で，真である（成

り立つ）か，偽である（成り立たない）かのいずれかが定まるものである，と定義されている。ところ

で，真・偽とは何か。結局，この定義ではよくわからない。やむを得ず記号論理学に関する教科書を読

んだ。初めて論理についてきちんと勉強した次第である。結果，数学基礎論の深淵を垣間見ることがで



  

きた。日本語技法が導入されなければ，記号論理学を学ぶ機会はなかったであろう。 

ゆとり教育，そして尐子化に伴う大学入試制度の多様化により学生の学力低下が問題になっており，

特に理科・数学教育の危機が叫ばれている。最近は数学を専攻する学生でも「証明」が苦手である。公

式に数値を代入し計算過程を経て結果が数値で得られないと不安で手応えがないようである。この点が

高校までの数学と大学で学ぶ数学の大きなギャップになっている。大学数学の基礎として今後ますます

論理が重要になってくる。 

退職にあたり拙文を書いた。日本語技法を必要とするのは自分自身である。 

                                          



  

国立大学法人 高知大学          平成二十二年三月 定年退職教員 特別寄稿集「退職にあたって 

 

 

 

 

樗（おうち）の木 

自然科学部門 理学部教授 清岡 俊一 

 

 

 木々の種もすっかり変わり、整備された朝倉キャンパスは若者にとってはここちよい空間になったこ

とだろう。しかし、陸軍 44 連隊の旧兵舎を学びの場としていたことを知る者にとって、むしろその変

化はさみしいものと感じている。この大学の(その移り変わりを見続けるであろうと思われていた)シン

ボルツリーである樗（おうち）の木 [栴檀センダンの木の古名] もすっかり少なくなってしまった。わ

たしの第二詩集にある「樗の木」と題する詩（40 年前の出来事を 20 年前に書いたものだが）をここに

転記する。 

 

樗（おうち）の木 

激しい嵐の日々 キャンパスの巨木はなすすべなく立っていた ふくろうのようにぼくらは木のくぼ

みにじっとうずくまり 風の音を聞いていた まっくろな夜が続いていた 或る晩のこと きみは怒

涛のように木ぎれをかかえて やみの中へ走っていった 反転することはなかった 

友よ 妻はいるか 友よ 子供はいるか どこでどのようにしてきみはきみ以外のものとの つなぎ

目をたもっているか あの動いていた時期にぼくらが感じあったことは 一体何であったろう 友よ 

教えてくれ 雨に濡れてきみの肩にうでをかけて 一体ぼくらは何を夢みていたのであろう 

落ちるためにあるべき枝のように いたるところ苔むしてふしくれだった節 この木の枝は常に 落

ちることを前提とする弱さで あるいはそのしたたかな強さで 空間を占めている きみがかけぬけ

去った朝 地面のあちこちに枝が落ちていた 幹ほどもある枝も落ちていた しめっておもたい枝 

どうしようもない思想が散乱していた  

あの日々から二十年を経たけれど 木は 南方からの芳醇な風を受け なすすべもなくというていに 

春には淡紫色の花をつけやがて楕円の核果を結ぶ 夏にはあの喧騒なくまぜみを迎え 木ごと健康的

にゆれている 

 

 大学も世の流れとともにあるのだと痛感する。受け入れがたいことも受け入れなければ生きていけな

いということか。わたし個人としては、大学というものは多少、世の流れとズレていて良いのではない

かと思ったりするのだが。 

 鹿児島大学・九州大学・カリフォルニア大学バークレーと何度かここを離れたが、おおよそ 40 年間、

有機合成化学の研究一筋にやってきた。ナイナイづくしの地方大学であったけれど、そこそこの実績を

残すことができたと自負している。ある時期の仕事をハーバード大学のノーベル賞化学者コーリー先生

が取り上げてくれたことがあった。世界の先端を走っていたこともあったのだなと、なつかしく思い出

される。 
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   大学博物館の設置を期待します 

 

                               理学部 町田吉彦 

 

 2006 年 12月、国連は 2010年を国際生物多様性年にすると総会において宣言した。2010年 10月に生物多

様性条約第10回締約国会議（COP10）が名古屋で開催される。COP10の議長国である日本の役割が重要なの

は言うまでもない。ただ、生物多様性という言葉が国内で広く浸透しているかとなると多いに疑問で、教育研究

機関である大学においてさえいささか心もとない。 

 生物多様性は一般に、およそ３つの内容を含むと理解されている。遺伝的多様性、種多様性および生態系の

多様性がそれである。遺伝的多様性は個体群間を含む同一種内の遺伝子の多様性を、種多様性はいかに多く

の種が存在するかを、生態系の多様性は多様な生物の相互作用に基づくさまざまな生態系の存在を指す。この

ように“教科書的”に記述すれば、「何だ、単純明快ではないか」と思われるに違いない。しかし問題は、どの多

様性を対象にしても、その基本となる「種」そのものがよく分からないことである。曲がりなりに種の多様性の解明

に従事してきたつもりであるが、情けないことに自らはさっぱり進歩がない。 

 人間が高等であると勝手に見做している種に関しては、その概念に大きな二本の柱がある。しかし、全生物に

共通した種の定義はない。これこそ生物学が曖昧科学であるとされる根拠のひとつなのだが、生命の存在様式

の圧倒的多様さゆえに定義すること自体が無理なのである。しかし、生物は個体あるいはクローンとして、あるも

のは群体として、はたまた個体群として生態系の中で存在し、存在してきた。「生物は何ゆえに生きているの

か？」「変異こそが生物学の面白さである」「進化には目的がない」…こんな話題を講義に持ち込むと、大多数の

学生諸君からそっぽを向かれる。しかし中には、「ん？」という反応を示す諸君がいるから嬉しい（ごく小数だが）。

これはさておき、目の前に存在する種の同定ができなければ、生物多様性の理解はどの側面をとっても一歩も

前に進まない。 

 同定は、もちろん分類学の一部分でしかないのだが、その拠り所は文献と標本である。しかし、いかなる文献も

よく保存された標本に到底かなわない。かつて標本の必要性について述べたところ、「今どき標本など」と呆れら

れ、嘲笑されたこともある。「博物学は博物館でやれ」と言われたこともある。これは、生物学者のほとんどが、分

類学は生物学の基礎であると教わったはずであるが、分類学そのものを学習したことがないことに起因するのだ

ろう。また、博物館に所属する研究者のすべてが分類学に従事している訳ではないが、博物館の研究者を育成

する場は大学しかない。 

 生物多様性が注目されるようになり、自然保護や環境保全における分類学と標本の重要性が再認識されるよう

になった。その流れのひとつがパラタクソノミストの必要性とその緊急な養成である。「準自然分類学者」という訳

語が適切かどうかは別として、パラタクソノミストは分類学や標本の取り扱いの専門家を指す。これを職業とする

者もいれば、他の研究者の補助をする者やボランティア活動に従事する者もいる。ごく最近になり、国内の大学

あるいは博物館でパラタクソノミストの養成講座が目立ち始めた。残念ながら、高知大学では噂すら聞いたことが

ない。 

 2008年 6月 6日、政府は「生物多様性基本法」を公布した。これには国の戦略と地方の戦略が提示されており、



  

基本的施策の筆頭に地域の生物多様性の保全が掲げられている。このように地方が重視され、さらに政策形成

過程における徹底した市民参加が義務づけられているのは特筆される。当然、パラタクソノミストに対する期待は

大きい。その養成に必須なのが大学博物館であることは論を待たない。博物館が仰々しければ、その名称が資

料館であっても一向に構わない。とにかく実物を目することが肝要で、あとはひたすら経験を積むしかない。在

職中に中学校、高等学校や他大学の野外実習を指導し、また、地方自治体などが主催する市民向けの環境学

習を担当する機会が多々あった。このような場合でも、大学博物館があればもっと効率が上がったのにと思った

ことはしばしばである。一昨年の香川大学に続き、昨年は愛媛大学に博物館が開館した。国立大学のほぼ半数

近くに博物館が設置され、教育・研究の成果を公表する場として機能している。生物多様性の保全は国際的な

流れであり、日本もそれに足並みを揃えている。高知県も近々、生物多様性基本法に応える必要性が出てくる

であろう。豊かな自然がある高知県である。ぜひとも大学博物館を設置していただき、学生のみならず広汎な市

民を対象にした環境教育が展開され、成果が公表されることを期待したい。 
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退職にあたって 

 

農学部門教授 宗景志浩 

 

 

40 年以上にわたって高知大学のお世話になった。栽培漁業学科をかけ出しに生産環境工学科、国際支

援学コースへと改組のたびに移動し、さまざまな講義を担当した。研究の内容も少しずつ変化したが、

栽培漁業学科で学んだ海の環境への興味は尽きなかった。 

1980 年代、浦の内湾は大量給餌によるハマチの養殖が盛んに行われていた。海は汚れ、富栄養化と貧

酸素化が進み、赤潮が頻発していた。適正養殖量を見積もるためには湾の海水交換量が必要であった。

そこで、塩分や溶存酸素を観測しているうちに、潮汐交換以外に密度流が発生していることが分かった。

浅い湾口部を超えて湾内の深部に高塩水が浸入する差し込み現象で、これにより鉛直循環が発達し水質

も劇的に変わる。この密度流を考慮することにより富栄養化や貧酸素化、赤潮発生なども説明できるよ

うになった。 

当時、浦の内湾のハマチ養殖や東南アジアのエビ養殖には病気の予防や治療に抗生物質などの化学薬

品が多用されていた。化学薬品の大量投入による環境への影響をみるために、分布量や蓄積量を調べた。

2001 年には博士課程にヴェトナムから留学生が来るようになり、これをテーマに海外研究を始めた。運

よく科研費や財団の研究助成を受けたので、ヴェトナム南端のカマウから北部のナムディンまでの長い

海岸に点在する養殖場から海水と底泥を採取して歩いた。分析の結果、海水にも底泥にも高い濃度でサ

ルファ剤が蓄積していた。 

環境汚染の実態を調べるだけではなく、安価で二次汚染のない対策法を模索し、細菌、太陽光、紫外

線、光触媒などを利用した分解法やシリカセラミックスによる吸着法などを研究した。200４年にはヴ

ェトナムの学生と入れ替わりにバングラデシュから留学生が来日した。バングラデシュは地下水のヒ素

汚染が深刻である。そこで、ヒ素を含む重金属の、環境にやさしくかつ安価な吸着除去法を研究テーマ

に取り上げた。2006 年からは 再び“マングローブ域の環境汚染の実態とその対策”でヴェトナム、タ

イに度々調査に出かけた。この研究では一部をヴェトナム国立大学と共同して行った。マングローブ域

の抗生物質汚染に関する研究は今年からホーチミン大学でも始まった。 

2008 年 4月には“シリカセラミックスの重金属除去能”が研究可能となったので、以前からポスドク

留学の希望を寄せていたインドの大学研究者を招聘することにした。修士、博士課程の学生に加え、8

月には新たな協力者を得て本格的に研究を始めることができた。幸い研究は順調に進み、彼は来日して

一年後には正式なポスドク研究者の資格も獲得した。JENESYS 短期留学生を含め担当した学生は全員卒

業できた。体調不良の中で綱渡りの 2年間であったが、お世話になった方々に感謝したい。高知大学に

在籍し、研究者として 40 年近くも自分の好きなこと、やりたいことに没頭できたのは幸運というほか

ない。 
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               退 任 の ご 挨 拶  

                     

      農学部  紙 井 泰 典 

 

２５年前につくばの農林水産省農業土木試験場から高知大学に赴任してきて，ついに定年となりまし

た，自分に何ができたのか，ふりかえってみますと，それほどたいしたことができたわけではありませ

ん．しかし，教師として研究者として，そのときどきでやれるだけのことはやったと思います．長い間，

お世話になりまして，どうもありがとうございました．長かったような短かったような２５年間でした．

２月４日（木）の技術英語Ⅱの期末テストのとき，教室の白板に書きました．「この学窓から，多くの

英才が世に巣立って行きますように」．書いていて万感の思いが胸にこみ上げてきました．すばらしい

大学で，すばらしい時間を過ごさせていただいて幸せでした．どうもありがとうございました． 

 教育の素晴らしさは，人が人を育てるというところにあると思います．これこそ人間にしかできない

仕事，という気がします．学生は，指導次第でどれほどまででも伸びるもの，でも，自分の指導の未熟

さの故に，なかなか思うようにいかないことも多かったと思います．考えると，失敗ばかりが思い浮か

びます．人の一生によかれ悪しかれ影響を与えてしまうのが，教育のすばらしさである反面，恐ろしさ

でもあるのだと思います．  

もし，私から，後に残る皆様にお伝えすべきことがあるとすれば，次のようなことではないかと思い

ます．一つは，近年，大学教員に対する負担がどんどん重くなってきているように思います．大学の存

在価値の相当部分を担っているのはスタッフ，研究者だとすれば，研究者が自由に研究できる時間を確

保するということは，大学にとってとても大切なことだと思います．是非，研究者が十分に研究に時間

を費やすことのできる仕組みを考えていただきたいと思います．二つ目には，これは決して FD の批判

をしているのではありませんので，誤解をしていただきたくないのですが，授業を教員が相互に参観し

合うという試みは，同じ教員仲間に自分の授業を批判されることで，とてもつらいことだと思います．

下手をすると教員相互の結束にもひびが入りかねないことと危惧いたしております．三つ目には，授業

に対する学生アンケートの際，対応を間違いますと，授業の質が低下する可能性があると思います．学

生はときに，自分の不勉強や成績がふるわないことを棚に上げて，教員の授業のせいにすることがある

かも知れません．また，教員が質の高い教育をしようと，学生にあえて高いハードルを課しているとき

には，学生からの的意見は，それが授業の質の向上に資するための意見であるか否かという観点から考

えていただくことが肝要かと思われます．四つ目は，図書館に収納スペースを確保し，図書を収納する

態勢を整備していただければと思います．図書館は大学の顔であると思います．五つ目には，ことを行

うにあたっては，事前にその結果の得失を熟慮し，そのときの議論の前提となった事実と，議論の道筋

を記録し，実行の後には，結果が予想どおりになったかどうかを点検し，改善に資することが大切かと

思われます．  

 

 



  

 

 

退職する人間がかってなことを申しあげまして，たいへん失礼いたしました．皆様のますますのご健康

と高知大学のさらなるご発展を心よりお祈り申し上げまして退任のご挨拶とさせて頂きます．皆様方の

ご友誼に，厚く御礼申し上げます．         
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「高知のことは夢のまた夢」 

 (*この内容は定年時に作成した小冊子「土佐の空と海と陸の風」から抜粋した。) 

 

                     黒潮圏総合科学専攻  千 葉   修 

 

24 歳で来高し私が最初に目にした気象観測施設は，高知大学農学部農場の一郭にある大気境界層観測

所(ただし，学内と学会誌にだけは認められた施設)で，錆びた観測塔(給水塔に一部つなげた塔)と雨漏り

し，蜘蛛の巣がはびこる木造の観測小屋があった。当然観測装置など皆無に近かった。当時，大気乱流

研究に有力な装置として超音波風速温度計(ＳＡＴ)が登場した頃であるが電気回路に真空管が使用され，

さらに外枠の鉛の重さが加わって大がかりな物であった。その装置を東北大学から譲渡されたものの故

障が多かった。 

とにかく学会発表しようと自分を鼓舞していた助教授時代に，尊敬する事務官に会えた。その方は当

時，人文・理学部の事務長であった門田久典氏(故人)である。一研究者にとって一生に一度の機会と言

っていい「特別設備費」に当たった。この費用を使い，観測所に音波探査装置(ソーダ)や新式の３次元

型ＳＡＴを設置でき，さらに門田氏のご尽力でコンクリート製の観測室も備えることができた。観測所

はテニスコート一面程度の広さの敷地にあるが，梅雨のあとの夏ともなれば種々雑多な草々が繁茂し，

その草刈りに毎年汗水を流した。ある年の夏，門田氏をはじめ会計課の人たちが総出で草刈りに参加し，

蒸し暑く，背丈を越える草の処理に汗を流してくれた。感謝に絶えないことであった。この事務官の好

意に応えることこそ研究者の「恩返し」と私は心に誓った。 

十二年間かかった観測所での観測データを主として仕事をまとめ，東北大学に学位論文を提出したの

が１９８４年である。そしてその後は「黒潮圏」での仕事の元となる「土佐湾の海陸風」の研究に取り

かかった。さらに研究は海陸風のような局地風だけでなく，突風や竜巻のような気象災害の原因となる

大気擾乱のメカニズムの解明にも及んだ。終期はささやかながら温暖化に関係する土佐湾の水温と海風

の関係にも関心を持った。これらの研究の一部は，論文の形で高知大学情報リポジトリに掲載して頂い

た。ご関心のある方は一度覗いて頂ければ幸いである。 

 私の四十年の大学での勤務生活を省みると，喜怒哀楽を伴って良きにつけ悪しきにつけ、「仁義」の

本意とは何かを深く考えさせる多くの機会に遭遇した。そして今こうして長い勤労のあと，苦い思い出

は捨てて良いことだけをお土産にして去れれば大きな慰みである。最後に思い出多き高知を去るにあた

り一句詠んで筆をおく。 

 

 「 南瞑
なんめい

の 地に赴
おもむ

きて 四十年
よ そ と せ

に 新しき道 かがやきてをり 」 
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    定年を迎えて思うこと 

 

                総合研究センター（実験実習機器施設） 

                   中山 高一 

 

  在職中の大半を技術畑で過ごしてきた私が、このような文を書くのは身分不相応で 

 すが、お世話になった方々にお礼を述べる意味でお許し下さい。 

  私は昭和 54年 5月行政職（二）で医学部共同実験センターに電子顕微鏡担当技官と 

 して採用されました。名称や組織の変化はありましたが、同一部署で 31 年間勤務いた 

 しました。業務の内容は電子顕微鏡の保守・管理をはじめ、写真・工作・中央純粋シス 

 テム管理他いろいろ担当させていただきました。最後の方では医学科 1 年生に対する入 

 門講座の担当、2年生のＰＢＬにはチューターとして、また高校生体験学習も担当いた 

 しました。 

  私の場合、前職のアンテナ会社・塾講師・予備校の寮の施設管理・カラー写真現像所 

 等さらにアルバイトや趣味の経験を随所に生かされた点、うれしく思っています。仕事 

 以外では「よさこい」の医大チームの世話係を 10年以上つとめ、その後は別のチームの 

 裏方を現在までやっております。高知市の「土佐観光ボランティアガイド」に加え、本 

 年、南国市の観光ボランティアガイド養成講座も終了させていただきました。今年は丁 

 度ＮＨＫに大河ドラマ「龍馬伝」で観光客が大幅増加するのが楽しみです。 

  4 月からは朝倉本部財務課で週 3回再雇用職員として勤務できる点うれしく思います。 

  これまでお世話になった皆様方に厚く御礼申し上げると共に、今後もご指導・ご鞭撻 

 下さるよう御願いして拙ない文を終えます。 
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