き

ニュー金の卵①
自ら発明する立場から︑他人の

さが忘れられない︒

ポンと出てきたドーナツのおいし

﹁ものづくりをしたい﹂と思い
始めた原点かもしれない︒

﹁鉄は国

大阪府立大学工学部を卒業後︑
日立製作所に入社した︒

製鉄関係に進んだ︒電機メーカー

京都で室町時代から28代続く医 を選んだのは︑新しくて面白そう

集まった仲間たちだ︒

旅の思い出︑身近なエピソード︑人生︑

趣味⁝⁝など︑あなたの体験や気持

ち蕪葬縫霧々︑︑麟
﹁ひと味違うエッセイ﹂を書く方法やコツをやさしく
指導いたします︒あなたも﹁うまいノ﹂といわれる文章が︑

短期間で書けるようになります︒

の嘱託として︑取引先の技術指導

76年には︑集積回路を安く量産

だったからだ︒

する技術開発をめざし︑電機メー

やコンサルタントをしていたある

﹁おれは技術屋になりたかった

者の家系に生まれた︒

カー大手5社が参加した国主導の

40歳の時︑開発分野以外の部署 日︑突然︑戦力外通告をされた︒
よわい

れるか﹂と闘争心が先に立ち︑視

若いころは︑ ﹁あいつに負けら

行ったね﹂と︑妻から言われる︒

60歳で定年退職した後︑子会社 は︑そんな時だ︒ ﹁いいところに

けど︑世襲で医者になった︒お前

共同研究にも加わった︒

への異動が決まった︒納得がいか

開業医だった父に︑そう言われ

は技術屋になれ﹂

阪で開かれた博覧会に︑子どもの

育った︒戦後ようやく復興した大

重ねたいま︑幅広くものごとを見

︵平山亜理︶

﹁第三の人生︑楽しいですよ﹂

と思うようになった︒

直に思い︑潤滑油の役割をしたい

﹁あの若いやつ︑すごいな﹂と素

ることができるようになった︒

野も狭くなりがちだった︒齢を

ず会社を飛び出した︒

暗かったんだろう﹂と思う︒

日々︒振り返ってみれば﹁やはり

一線を退き︑家で芝刈りをする

舎︵現セイコーエプソン︶﹂に入

﹁もうこなくていいです﹂

ころ連れて行かれた︒米国の先端

社︒長野県諏訪市で低消費電力の

﹁諏訪精工

のは全自動ドーナツ製造器だ︒ベ
時計の開発などを手がけた︒

今の会社から︑声がかかったの

技術が並ぶ中︑鮮明に覚えている

ルトコンベヤーに乗せられ︑ポン

まで

技術アナリスト

﹁努力が足らん﹂は序の口︑エスカレートし
﹁仕事もダメなら︑酒もダメ！﹂と全

︵さいたま市

会社員

男性23歳︶
正直怖いです︒ということで︑少

み︑同僚の女性から借りておいた

DHが少ないのでア し酒を口に含んでトイレヘかけ込

﹁私は体質的にA

か改善したいのですが︒

人格を否定するような言葉を浴びせられます︒こんな風潮を何と

ていくと﹁それでも男か﹂

酒が飲めね一のか﹂

新入社員の私は下戸で︑職場の皆にいたぷられます︒﹁オレの

｝局私書箱1号

男性

﹁先輩と勝

63歳︶

を作ります︒カラオ

あなたが︑主役にな

飲み会では劣勢の

会社顧問

土俵

自営業

知人はビールー杯
で真つ赤になり︑テ

ら︑黙って体を揺らし続け︑吐き

女性

43歳︶

くなり︑ ﹁冷酒﹂と

事前に店員と仲良

英語塾講師

そうなしぐさをしましよう︒ ︵滋

賀県

■準備

言えば水︑ ﹁ウーロンハイ﹂なら

ウーロン茶を出してもらい︑それ
を飲んで大はしゃぎする︒日頃の
憂さを晴らそうと羽目を外し過ぎ

■

ないように要注意︒ ︵埼玉県 会
社員 男性 留歳︶

一 □

来週以降︑▽元気のない中高年
のバツイチ男性上司を励ましたい
という大学事務のパート女性▽上

司が甘く遅刻OKという怠惰な会
社生活に慣れきってしまい次の職
場が恐怖という女性派遣社員︑の

バイスを︑お待ちしています︒相

相談を取り上げる予定です︒アド

㊨四〇〇四三︒OOヨまで︒

ンションが上がります︒でも2杯 談も募集します︒ωロ茜90σσoo

■仮装

男性55歳︶

俵でした︒ ︵神奈川県

に︑これらは全部︑かつて私の土

バスケなどはどうですか︒ちなみ

空き地でのスリー・オン・スリー

清掃︑街の﹁再発見﹂地図作り︑

俵ならインパクト大︒会社の周辺

ケやボーリング︑もっと斬新な土

れる

■土俵

京都

ます﹂とハッタリをかます︒ ︵東

座︑何軒回っても勘定はお願いし

負してもいいですけど︑場所は銀

を煙に巻く︒または︑

どと化学知識をまくし立て︑相手

アルデヒドも分解できません﹂な

らにA﹂DHも少ないのでアセトほお紅を塗ります︒宴席に戻った

ルコールをうまく分解できず︑さ

■煙

議0120−200→
gグ」レープ〉
卜一

ρわたし
﹁我が社に来てくれませんか﹂

薬︑環境⁝⁝︒職場は︑様々な分

発明の鑑定人へ︒宇宙開発︑農
野で技術開発に携わった経験を持

一線を退いた60代のエンジニア
に︑声がかかった︒日本経済の活

︵東京都港区︶の社長

つ総勢20人のプロ集団︒請われて 家なり﹂の時代︑同級生の多くは

性化には︑知的財産権を重視する
ことが必要だ︒そのために01年に

ー・ビー﹂

新設されたという会社﹁アイ・ピ

﹁明日から︑毎日来ます﹂

か ら 経 営 理 念 を 力 説 された︹︑

岩松誠一さん︵65︶は︑即答して

技術アナリストとして生活が始

いた︒02年n月のことだ︒

んできた特許の技術に︑どんな価

まった︒企業や個人の客が持ち込

値があるか評価する仕事だ︒

だ︒

﹁宝探しですよ︒磨けばダイヤ

特許王国

モンドになるかもしれない﹂
日本は世界一の

主要先進10力国の特許の出願数は
年間で約80万件︑日本はその半分
の約40万件を占める︒だが︑埋も

翫幽 ﹃

アイデアは面白いが、ものになるか
分からない、そんな特許技術を分析
し、事業化に向けアドバイスするアナ

一センタ・
月日1」係
◇体験、意見、感想をお寄せ下さい。連絡先の電話番号を付記
して下さい。＜郵便＞〒104・8011朝日新聞社生活部 くファ
クス＞03・5540・7354 ＜eメール〉shigoto＠asahi．com

可日・電話番・

リストには、経験が求められる。r技術
開発の分野に長く携わり、のめり込ん
でやってきた年配の人ほど、人の発明
がどんな価値があるものかを判断する
のに適している」とアイ・ピー・ビー
の川口伸明・主席アナリストは話す。

れたままの技術がほとんどだ︒特

用できるかを考え︑実用化にもっ

許の内容を見極め︑どの分野で応

ていく︒

長年エンジニアとして︑半導体
の研究開発をしてきた︒発明者と

して出願した特許は約3千件︑3
分の1弱が登録された︒
発明王エジソンの特許は︑生涯
で1千件を超すという︒ ﹁追い越
してやろうと思いましてね﹂

きっかけになるし︑ご近所とのト
ラブル予防にもなる︒防犯上も役
に立つ︒

あいさつに持っていく品物は︑

状況次第でノウハウは多少は違う

い︒金額は︑お返しの心配をさせ

時間がたっても傷まないものがい

ご近饗難
が︑夜の掃除や洗濯など︑共働き

なくて済む500円から1000

そば券︑プリペイドカτドなど︒

2人とも日中︑家を空ける共働

だと思わぬところで隣近所に迷惑

ちだ︒

をかけがちなので︑最初が肝心︒

﹁引っ越して来まし

同僚と半導体について話す岩松
誠一さん（右）＝東京都港区で
目で口数が減り︑目は据わって︑

繍

菓子類やタオル︑近くのそば屋の

﹁だからこそ︑意識的に近

きは︑ともすると地域で孤立しが

﹁夫が書いた失敗しな

話すのは︑

所の人とつきあうことが大切﹂と

円程度︒のし紙をつけて︑名前を

ない時は︑

相手も共働きなどなかなか会え

書くのを忘れずに︒

荷物の運び込みでも迷惑をかける

を逃しただけで︑後々︑気まずい

当日にあいさつする︒タイミング

こういち

い共働き12の方法﹂の著者︑早瀬 ので︑あわただしくても引っ越し

早瀬さんは︑共稼ぎで2人の子ど

鑛一さんだ︒製鉄所に勤めていた

た︒共働きで昼間は留守が多いの
ですが︑よろしくお願いします﹂

﹁共働

きですが︑何かありましたらよろ

などと書いたカードを添えて︑ポ

雰囲気になることも多い︒

﹁引っ越しは︑近所づきあいを

しく︒何でもおっしゃって下さ

もを育てた︒

始める一番いいチャンスです﹂︒

ストに入れるのもいい︒

﹁向こう三軒両隣﹂というが︑

い﹂と声をかけておこう︒会話の

あいさつの範囲は︑一戸建てなら
ば︑両隣と向かいと後ろ︒マンシ
ョンなら両隣と︑音などで迷惑を

の場合は︑習慣を聞いてから︒最

かけがちな階下も忘れずに︒社宅

近は︑家を新築すると︑建築会社
が品物を用意して一緒にあいさつ
回りをしてくれるケースも︒

﹁住まいを決める際︑主婦の多
い社宅は考えもの﹂と早瀬さん︒

草むしりやどぶ掃除など共同の仕
事がウイークデーになることが多
い︒﹁あの人はいつもいない﹂と
ひんしゅくを買わないように︒

引っ越しあいさつはその日に

近所づきあい〜作戦その1

下戸の新人いたぶる職場

〆職場BけいじBばんS

特許の山 分け入る鑑定人

マンション︑社宅︑一戸建て⁝⁝︑

イラスト・さとうゆり
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