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会員制の技術振興交流会設立への期待

地域共同テクノセンター長 松村志真秀

「地域共同テクノセンター」が設置されて今年で３年目となります。またテクノ交流

会も５回目となりました。テクノセンターは本校と地域との交流・連携を進める拠点と

して、産業・工業の分野に限らずに教育・文化に及ぶ幅広い分野と連携して「開かれた

高専 ・ 地域と共に歩む高専」を目標に活動を続けています。」「

本校は創立以来、教育と学術研究が中心であったために地域との交流はわずかでした

が、これまでの２年間、いつでも応じる技術相談・年２回のテクノ交流会の開催・ 訪PR

問などの積極的な活動が実り、地元の４市・商工会議所・小中学校を中心に県内企業・

千葉大学・千葉県・房総地域の市や商工会議所などとの交流が増加しています。また、

技術的な課題の解決やアイデアから新技術・新製品を創造するための共同研究・受託研

究なども少しずつ増えてきましたが、地域に貢献しているとは言い難い状態です。現状

の数量は、高専が所有している資産の一部分が活用されている成果で、大部分の資産は

まだ生かされていない休眠状態といえます。同様に、テクノセンターに設置してある計

測機器は、地域との共同研究に使用するためのものですが、そのような利用はまだ多く

はありません。テクノセンターの事業は、高専が蓄積してきた学術研究の成果や実績を

地域に紹介することが中心となり、地域のニーズを製品化・ビジネス化するための交流

を持つことには限界がありました。

このような状況のもとで、高専に蓄積されている多くの資産を活用して地域との交流

・連携を一層深めることを目的に、会員制の技術振興交流会が設立される運びとなりま

した。当交流会では、技術分野を絞って特別に定めた分科会を立ち上げ、地域のニーズ

（需要、必要）と高専のシーズ（技術の種子）を組み合わせる活動が出来るようになり

。 、 、ます いくつかの分科会に属することで 同じ分野・他の分野の方々との交流が進めば

新しい活動の可能性が高くなります。組織が小さい会社や個人であっても、新しい技術

。を開発する意欲のある方にとって高専の資産を活用できる有効な組織であると思います

大きな期待を寄せています。

ナンバーワンではなくてもオンリーワンの技術開発を目指して、地域と高専が連携し

て成果を得ることが当たり前となるような日々を期待しています。
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Topics
地元企業との共同研究事例

地域共同テクノセンター

副センター長 神下 護

平成１３年３月、君津の新車・中古車販売会社から「自動車のフロントガラスを、再

利用を考えて形態を維持したまま短時間に取り外す方法はないものか」という技術相談

が持ちかけられた。従来は、①プレス時に破砕して回収するのが主流で、形態を維持し

て再利用を目指すという特殊な場合には、よほどの熟練工でない限り、② 分程度を90

かけてワイヤーでボディーとの間に介在するゴムを全周にわたって切断するという、人

手に頼った方法をとっている。いずれにせよ、地球環境保全の観点からより好ましいと

考えられる資源のリユース目的で簡便に大量の車両を機械的に処理する方法からは程遠

く、相談案件の解決手段にはなり得ない、というのが新しい技術の開発が要望されたき

っかけであった。当初、有機高分子化合物であるゴムを化学的に車体から分離する方法

として溶剤を利用することも話題に上った。実際はゴム自体小さな力で変形する弾性高

分子化合物ではあるが、 次元架橋されていて溶解はほぼ不可能で、限られた時間内で3

はわずかな膨潤が期待される程度である。これでは他の手段を併用する必要があり、ど

ちらが主になるかわからないというような問題が起こる上、たとえば３０分前後でゴム

を除去することは難しいのではないかということになった。

相談を受けた筆者は鉄鋼材料（今の場合は自動車の車体）や有機材料（同様ゴム）の

製造・処理に対する何がしかの工業的な経験を有していたために、過去に実験材料とし

て使用経験のある冷媒をこれらと結び付けることによりこの難題を解決することができ

るのではないかと考え、あるガラス分離プロセスのアイデアを思いついた。早速当プロ

セスに関係の深い教官（機械工学科 名、電気・電子工学科 名）が加わり、プロジェ2 1

クトチームを発足させた。最初は相談者に用意してもらった廃車からの切り出しサンプ

ルを用いて実験室実験を行った。上部、ピラー部などの部位と接合長さの異なるサンプ

ルについて得られた 回程度の結果はいずれも８～ 分程度で完全にボディーからフ5 12

ロントガラスが分離されることが確認された。

フロントガラス分離プロセスの基本は、接着部に隣接した車体部とゴムを同時に冷媒

によって－ ℃以下に急冷することで、有機高分子であるゴムの収縮率と鋼である車200

体の収縮率の差で生じる剪断力を利用して車体からゴム付ガラスを一気に剥離・分離す
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るというものである。平成 年 月、プロジ14 1

ェクト委員全員が発明者となり、木更津高専が

出願人となる特許を出願したが、これが当高専

の国有特許第一号となった。

原理的には無傷、再利用可能な状態でフロン

トガラスが回収可能なことが判明したが、如何

なる技術プロセスでもそうであるように、残さ

れた課題は技術開発である。自動車のありのま

まの姿で全周を同時に剥離することを実証し、

熟練工を必要としない機械化技術の確立がそれ

である。このためには、冷却速度や最低到達温

度との関係で剥離のメカニズムを解明し、容易

で効率的な冷却方法を見出さなければならな

い。

これまで、第三者ともいうべき研究開発型企

業を加え、冷却プロセス以外の補助的手段の導

入なども図ってより一層の効率化を目指して共

同開発を行っている。補助金の申請など技術開発になくてはならない資金の獲得もそこ

での大きなテーマである。

出前授業

地域共同テクノセンター

副センター長 鈴木 聡

去る７月 日に 木更津市教育委員会主催の 学校支援ボランティア および 地8 15、 、 「 」 「

元高等教育機関との連携」のプログラムに参画し、木更津第一中学校において 年生を1

。 、 ，対象に理科授業の教育支援を行いました 第 回目は基礎学系物理科 第 回目は機械1 2

電気電子，電子制御の 学科が行いました。授業は「もの作り」を中心に進め、関連す3

る講義も演示実験を交えて行いました。両日とも、オープン授業ということで、保護者

や教育、報道関係者の多くが来校し、生徒からだけでなく見学の方からも好意的な評価

プロジェクトのメンバー

実験風景
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を頂きました。

また、近隣市内の小中学校からも「出前授業」の要請を受けました。 月 日には、10 3

袖ヶ浦市立昭和小学校に出かけていき、基礎学系化学科の教官を中心に 「いろいろな電、

池 「低温の世界」というテーマで、 、 年生 名に実験を中心とした授業を行い」、 5 6 200

。 、ました 果物や炭などで電池を作る実験や普段経験できない液体窒素を用いた実験では

皆驚きの声を上げていました。

電気電子工学科では、 月 日に、昭和中学校 年生 名、 月 日には太田10 24 1 100 12 5

中学校 年生 名に対して「ゲルマラジオの製作」と題して授業を行いました。1月52 120

日には波岡中学校2年生を予定しています。

これ以外にも環境都市工学科により 「希少生物の保護」というテーマの授業が東清小、

学校など行われています。



5

木更津高専研究者紹介

機械工学科
産業の米

講師 板垣貴喜

機械要素の つにベアリング（ここでは転がり軸受のことを示します）という物があ1

ります。聞いたことはあるかもしれませんが、実際に見た、触ったと言われる人は少な

くなるのではないでしょうか？しかし、ベアリングの用途は幅広く、我々の生活に身近

、 、 、 、 、 、 、なところでは 洗濯機 パソコン プリンタ などの家電品 さらに自転車VTR FAX

オートバイ、自動車、娯楽施設などに多数使用されており、読者の方も毎日ベアリング

の恩恵を受けていることと思います。他にも、航空機、船舶、鉄道車両、農業用機械、

土木・建設機械、ロケット、人工衛星･･･ まさに宇宙から暮らしまでを支えており、etc

これが、ベアリングが「産業の米」と呼ばれている所以です。このベアリングは様々な

機械の回転部の支持体として使用され、荷重を支え、摩擦抵抗を軽減して省エネにも貢

献しています 「陰の立役者 「縁の下の力持ち」などと言う言葉があてはまるかどう。 」、

か分かりませんが、日夜人目に付かず黙々と働き続けているわけです。軸受の消費量で

国家の産業の発展度合が計れるとまで言われます。しかも、ベアリングは世界共通の規

、 。 、格化がされており 壊れたらすぐに取り替えられると言うメリットがあります しかし

不要になったベアリングにとっては交代要員がたくさんいるという意味で何だか悲しい

一生です。私は今の生活に満足！？しているわけではないですが、正直、ベアリングに

産まれなくて良かったと思います。

さて、私はこのベアリングの振動を専門としており、特にグリース潤滑された玉軸受

で発生する異常振動について研究しています。ベアリングは使用環境によってグリース

または油で潤滑するのがふつうなのですが、ある特定のグリースを使用し、さらにある

条件が重なることでベアリングが原因とされる異常に大きな振動が発生します。現在ま

でに、グリースの潤滑特性によって振動が発生するということを推定していますが、ま

だまだ詳しく解明されておりません。今後の研究成果にご期待ください。

また、最近では、精神障害者の音楽療法におけるリズム測定装置の開発や聴覚障害者

のための音楽聴取システムの開発などにも取り組んでおり、振動や音を機械工学だけで

はなく福祉・医用工学やスポーツ工学などに利用した研究を行っていきたいと考えてい

ます。共同研究、技術相談などご興味のある方は是非御一報いただけると幸いです。
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電気電子工学科
化合物半導体薄膜太陽電池の高効率化に関する研究

助教授 岡本 保

私の研究室では半導体材料、半導体デバイス、特に薄膜太陽電池に関する研究を行っ

ています。薄膜太陽電池は、安価なガラス基板の上に形成したわずか数 mほどの半導体µ

薄膜で光を電力に変換でき、安価に大面積の太陽電池を作製することが可能です。この

ため、薄膜太陽電池は、低コストかつ高効率を実現できる「電力用太陽電池」として、

現在主流の結晶系シリコン(Si)太陽電池を上回るコスト競争力を持つ次世代型太陽電池

として期待されており、将来は主流になるであろうと考えられています。薄膜太陽電池

に利用される材料の中で、テルル化カドミウム(CdTe)とセレン化インジウム(InSe )とい2 3

う化合物半導体に着目し、低コストで効率の高い太陽電池の開発を目指した研究を行っ

ています。

CdTeは、太陽光スペクトルに対して最適な

性質を有しているため、最も高い変換効率が

得られる可能性を秘めています。また、シリ

コンに比べて光を吸収しやすい性質も有して

いるため、光吸収層の薄膜化も可能であるた

め、低コスト化も可能となります。本研究室

では、近接昇華法という高速で大面積の製膜

が容易な手法を用いて、CdTe薄膜太陽電池の

高効率化に関する研究を行っています。

太陽電池の効率をさらに高くする手法とし

て、異なる波長帯に適した太陽電池を積層した

タンデム型太陽電池というものがあります。タ

ンデム型太陽電池では、短波長の光を吸収する

太陽電池（トップセル）と長波長の光を吸収す

る太陽電池（ボトムセル）が必要です。本研究

では、このうち短波長の光を吸収するトップセ

ル用の材料としてInSe を提案し、結晶構造の2 3

制御や電気的・光学的特性の評価、太陽電池の
本研究室で作製したCdTe薄膜太陽電池

タンデム型太陽電池の構造
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試作等を行っています。

太陽電池は無公害・無尽蔵のエネルギー源として、注目度が高まっております。研究

成果が太陽電池の普及に少しでも役に立てればと考えております。

情報工学科
助手 米村恵一

私の研究テーマは 「顔認知能力測定による若年性痴呆の早期検出」です。近年、わが、

国は前人未到の超高齢化社会となりつつありますが、高齢化に伴う代表的な症例である

、 。 、痴呆は 現在では高齢者に限った病気ではありません 報告例は若年化の一途をたどり

代、 代、 代と、ついに 代の若年性痴呆事例までもが報告されてしまいまし40 30 20 20

た。

痴呆の原因には様々なものがありますが、特に若年性に限れば脳への刺激不足が代表

的なものでしょう。だらだらした無感動な生活などは当然のこととして、仕事をしてい

てもその内容が同じパターンの繰り返しである場合にも、発症の危険性があります。逆

、 、 。に考えると 様々な種類の感動を常に得ることができれば 痴呆には絶対になりません

幸せなことに、皆さんの身近にはそれだけで様々な種類の感動をたくさん与えてくれる

最高の題材があります。さて、答えはもうお分かりでしょう。そう、その題材とは“顔

”です。人と人との顔を付き合わせたコミュニケーション、これこそがボケない秘訣で

す。

、 、 、顔は 様々な情報を発信していますが 人の脳はそれらの膨大な情報を正確に分析し

対象の状態をリアルタイムで判断することができる優れたコンピュータです。この顔解

析機能が低下した時、それが痴呆の始まりというわけです。相貌失認という特殊な症例

もありますが、ここでの話は一般論ということで詳細は研究室で説明いたします。

このような背景から、私の研究室では人の顔認知能力を認知心理学的実験法により計

測しています。研究成果の一例をお話いたしますと、脳障害患者の方は健常者に比べて

表情の認識性能が低下することを明らかにしています。また、若年性痴呆が発症する前

兆として、目や鼻などの顔部品の位置がごくわずか変化している顔と何も変化していな

い顔との区別がつかなくなることも明らかにしています。たとえば健常者ですと、この

微妙な違い（画素にして 画素違うだけ）に “どこがどう違う”とまでは分からなく1 、

とも“なんとなく違うかな”という風に気付くことができます。つまり、この微妙な変
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化に気付くことができなくなったら、危ない（＝若年性痴呆症の前兆）ということにな

るわけです。

さらに詳しい研究内容、実験方法をお聞

きになりたい方は、気軽に研究室をお訪ね

下さい。お茶菓子は保証できませんが、楽

しいコミュニケーションは保証できると思

います その際は 我が研究室の顔たち 写。 、 （

真参照）が一生懸命盛り上げてくれること

でしょう。

環境都市工学科
教授 佐藤恒明

数値解析実験室では、主に橋構造を対象に大型車の通行や地震などの外力を受ける際

に、橋の細部構造に生じる応力性状の評価を行っています。また、専攻科では「構造数

値解析学 及び 」や「特別実験」の授業の際に、理論とその数値シミュレーションを(1) (2)

実際に行って、専攻科学生と一緒に、反力と荷重の釣合い確認からスタートして変形の

様子をチェックし、どの部位に着目してさらに検討すべきかなどを議論しています。

また、専攻科生の特別研究や本科５年生の卒業研究でも、内容の難易度に差はありま

すが、研究スタンスは同じです。本校正門に入ると環境都市工学科の学生達が製作した

木製歩道橋が目に入ると思います。図－１は、この橋を対象に卒業研究で作成した解析

モデルの一つです。長大橋に採用されてい

るタワーリンクをモデルの中に仮想的に導

入すると主桁人間が歩く床版の下にありま(

す の変形性状が連続桁とほぼ同じ性状とな)

り、改良案の一例といえましょう。

図－２は、専攻科生と特別研究で取り組

んでいるトラス格点部の詳細モデルです。

鋼板の腐食の様子を再現するために要素分

割が細かくなっています。 -1 ( )図 木橋の変形状況タワーリンク付き
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同じ環境都市工学科の鬼塚信弘先生

の応援をいただきながら地盤を考慮し

た構造物の細部構造に生じる地震時の

応力性状評価を行っていこうと考えて

います。ご相談などありましたらお手

伝いさせていただきます。

基礎学系
ニュートン多体問題における準同形解の研究

助教授 関口昌由

現代の物理を基礎から支えている学問のひとつに力学があります。元は天体の軌道運

動や地上の物体の運動を説明するために建設されたこの学問の支流のひとつは、天体力

学（ニュートン多体問題）という形に発展しました。天体力学は、海王星・冥王星など

の外惑星が発見された１９世紀中葉から人工衛星の打ち上げが始まった１９５０年代に

掛けて隆盛を迎えましたが、コンピューターの発達により下火になり、理論面では終っ

たと考えられています（応用面では軌道工学として発展していくことが期待されていま

す 。一方で、天体力学の最先端から提案される難問は、様々な理論の端緒となり、依然）

として大きな影響力を保ってきました。よく引き合いに出される例は、三体問題（三つ

の天体が相互に重力で引き合っているときその運動を求めよ、という問題なのですが、

その起源は古くニュートンまでさかのぼることが出来ます）と、そこから派生したトポ

ロジーやカオスといったいくつかの分野です。

、 、 。私もまた 天体力学の勉強を続けているうちに 新しい分野の可能性を見出しました

このことに関してはまだ広く理解を得ていませんので、独善的だという批判も甘受する

つもりでいますが、敢えて紹介せていただきましょう。

、 、ニュートン多体問題とは 多くの天体が相互に重力で引き合うときその運動を求めよ

という問題です。この問題には同形解という特殊解が存在しています。同形解ではすべ

ての天体が常に相似な図形の頂点にあり続けます。それは平行移動や回転をしたり拡大

図

トラス橋格点部詳細モデル-2
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縮小したりすることもありますが、その配置は常に初期状態に相似な図形になっていま

す。最も有名なのが「ラグランジュの正三角形解」という三体問題の解です。このよう

な解の他にどのようなものがあるのか、それがいくつ存在しているのか、など、全体像

はまだ明らかにされていないのですが、その研究を系統立てる方法のひとつとして私が

提案しているものがあります。それは準同形解の分類研究です。同形解では拡大縮小が

等方的でしたが、準同形解ではこの制限をはずします。

このような解は２０世紀中葉から少しずつ研究され始め

ていましたが、それは個別的でした。私は、個別に研究

するのではなく、集合として研究する、相互関係を研究

する、という視点を提案しています。また、準同形解同

士を「足し」たり「掛け」たりして、別の準同形解を構

成する、ということも考えています。さらに、分類した

り、量を測ったり、距離を測ったりと色々な新しい問題

点が見えてきます。この研究の成果として、同形解たち

が自然と分類されてくる、ということがわかってきまし

た。また、分類がうまくいけば個別的な研究の代わりに

代表元の研究だけでことたりるようになる、という期待が持てます。この観点は微分方

程式系の研究における全く新しい着眼点を提供することになるのではないかと考えてい

ます。

人文学系
助教授 柴田育子

。 「 」、「 」、「 」 、 「 」こんにちは 本科で ドイツ語Ⅰ 技術と人間 哲学 を 専攻科で 現代文明

（技術倫理分野）を担当している柴田です。学生は 「単位認定の厳しいドイツ語教員」、

と私のことを認識していると思いますが、専門は西洋思想史です。大学と大学院で哲学

・倫理学を専攻したのですが、高校時代からヴィドゲンシュタインやヘーゲルを読んで

いる根っからの哲学好きの友人たちを見て、彼らにはとても及ばないと思い、せめてド

イツ語は彼らに見劣りしないレベルになりたいものだと決意したのは、もう 年も前10

。 、のことになります 都内やドイツで語学学校に長期間通い続けたことが功を奏したのか

それとも運命のいたずらか、高専でドイツ語を教えることになりました。近年、私のド
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、 、イツ語の授業を受講した学生の中から ワーキングホリデーでドイツに長期滞在したり

独文学科に進学しようとする学生が現れるようになったことを、とても嬉しく思ってい

ます。

私の専門領域をもう少し詳しく言うと 「ワイマル期のドイツ精神史」と「ヴァルター、

・ベンヤミンの歴史哲学」です。もともと西欧文学や歴史に強い関心を持っていたので

すが、歴史や文学も含めて、すべてを鳥瞰図的に見わたすことができる哲学という学問

に魅力を感じ、これを専攻することにしました。野球観戦していても、巨漢の一発ホー

ムラン型の選手よりも、走攻守三拍子そろった選手を応援してしまいますから、そもそ

もがジェネラリスト指向なのかもしれません。

このように私自身の関心が多岐に及んで

いるので、テーマが一定しないのが悩みの

。 、種です 西洋絵画にも大きな関心があって

長期の休みを利用して海外の美術館を訪ね

るのが、何よりの楽しみです。今夏はワシ

ントン とニューヨークの美術館を２週D.C.

間かけてまわってきました。目下、注目し

ているのは、ナチス時代に退廃芸術家とし

てドイツを追われ、その後 で活躍しUSA

たマックス・ベックマン（ ）と1884-1950

いう画家です。キュビズムや表現主義とい

ったアレゴリー的絵画が好きなのは、やはり思想史専攻の故かもしれません。絵画が一

、 、部の資産家の登場によってコレクション化し 世界各地に分散するようになったことは

、 。愛好者泣かせであると同時に 見知らぬ土地を訪れるという楽しみを与えてくれました

旅先ではいつも、デカルト的に「世界という大きな書物」の上で学んでいると、しみじ

み実感しています。

工学系の学校で教えていると言うこともありますが、近頃注目を浴びるようになった

「 」 、 。 、技術者倫理 も 最近の研究対象です 大学院では倫理学コースに所属していたので

生命倫理の文献にはこれまでも目を通りしてきましたが、生命倫理や技術者倫理という

実践哲学的な分野は、理科系・文化系といった枠組を超えた「超文理系」科目として位

置づけられるので、とても興味深く、また大きな可能性を秘めています。こちらの方面

の研究も、今後さらに深化させ、工学教育に少しでも貢献したいと思っています。

現代美術で有名な

パリ／ポンピドゥ・センター前にて
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２００３度公開講座の記録

講 座 名 対 象 開 催 日 主催学科等

背骨と健康 一般社会人 ７月６日 機械工学科

柔道ってどんなもの 小学生 ７月13日 人文学系

短距離走の技術・トレーニング教室 中学生 ７月19日 人文学系

古墳・石垣などの文化遺産に遺されている技術を考え 中学生以上 ７月26日 環境都市工学科

「電気主任技術者第３種」のための直前講座 一般社会人 7月26日～27日 電気電子工学科

牛乳パックで橋づくり 小学３・４年生 ７月28日～30日 環境都市工学科

移動ロボット製作教室 中学生 7月29日～31日 電子制御工学科

Ｌｉｎｕｘ入門 高校生以上 ８月２日 情報工学科

体験・やさしいプログラミング 小学生高学年以上 ８月２～３日 環境都市工学科

声に出して読む英語・記憶する英語 一般社会人 ８月６～８日 人文学系

ネームプレートを作ろう 小学生・中学生 ８月22～23日 実習工場

フランス現代史を探るⅠ 一般社会人 ８月23日 人文学系

水環境を考える 小学生高学年以上 ８月23日 環境都市工学科

コンピュータ入門講座 一般社会人 ９月13日～14日 ﾈｯﾄﾜｰｸ情報ｾﾝﾀｰ

鋳造によるものづくり体験 中学生 11月８～９日 実習工場

２００３年度テレワークセミナーの記録

開 催 日 セ ミ ナ ー 名 担 当 セ ミ ナ ー 名 担 当

11月22日 レゴロボット 鈴木聡 他

11月29日 お母さんの算数教室 鈴木道治

11月30日 松村志真秀 釣り好きのビジネスプラン 松村志真秀釣り好きの方へ贈る釣り竿の性質いろいろ

12月6日 房総山砂の理工学的性質と地域おこし 田中邦熙 ホームページ制作講座 大澤 寛

12月7日 アニメで学ぶ鉄道や川のお話し 佐藤恒明 コンクリートのできるまで 青木優介

12月13日 私たちの水環境 高石斌夫 体験・やさしいプログラミング 高橋克夫

12月14日 人工生命を考える(1) 天摩勝洋 人工生命を考える(2) 天摩勝洋

12月20日 カイロプラクティックと腰痛 大藤晃義 やさしいエクセル 上原正啓

12月21日 「たたら」製鉄の復元実験について 五十嵐穣介 鬼塚信弘地震が起こった時，あなたならどうする？
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本校活動の紹介記事
、 、地域共同テクノセンターでは これからも木更津高専のユニークな研究を広く紹介し

共同研究の端緒となるよう活動していきます。

（１）日刊工業新聞、平成１５年７月１１日掲載の記事
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（２）平成１５年度８月２７日付け 毎日新聞
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木更津工業高等専門学校 地域共同テクノセンター運営委員会

木更津市清見台東２－１１－１292-0041
TEL 0438-30-4005 FAX 0438-98-5717

２００３年１２月５日 発行




