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地域連携活動    －他校の状況を中心に    

地域共同地域共同地域共同地域共同テクノセンターテクノセンターテクノセンターテクノセンター長長長長    大澤大澤大澤大澤    寛寛寛寛    

 ８月２３日（木）は関東信越地区のテクノセンター長等が集まる会議が本校で開催され，

また８月２９日，３０日は長岡高専の教員研究集会（テーマ：地域連携の現状とその効果

および今後の取り組みについて）に参加した。８月末は地域連携に関する会議に２回続け

て参加したのである。この会議の中で地域連携に関する他校の事情を聞くことができた。

他校の状況はそれぞれその地域に根ざした活動であるから，成功した事例があってもその

まま本校で取り入れるわけにはいかないが，興味深い話もいくつか出たので，話題提供を

したい。 

（（（（地域企業地域企業地域企業地域企業のののの技術者再教育技術者再教育技術者再教育技術者再教育））））    

 最近は地域での技術者再教育が全国の高専で盛んに行われており，関東甲信越地区では，

群馬高専，長岡高専と長野高専が公的資金を導入して実施している。これらの公的資金は

プロジェクト終了後も各機関が自立して実施していくことが前提になっており，長岡高専

では今年度から自立運営が行われている。１講座５万円ほどの受講料をいただく講座を開

いており，収支は赤字にならない程度，とのことである。 

（（（（支援団体支援団体支援団体支援団体をををを通通通通したしたしたした地域連携地域連携地域連携地域連携））））    

 高専の支援団体（本校では技術振興交流会）は各高専で設置されていて，県や市と連携

を取りながら上手く運営しているところが多い。中でも長野高専での活動は大変活発で，

研究会（本校の分科会に相当）が年４６回。講習会・講演会などが年１９回ほど実施され

ている。長野高専の場合は，卒業生が就職している企業が交流会の中心になっており，卒

業生が良く研究会に参加しているとのことである。支援団体を通した活動の一つの方向を

示している。 

（（（（公開講座公開講座公開講座公開講座・・・・出前授業出前授業出前授業出前授業などなどなどなど））））    

 公開講座や出前授業の対応は，どの高専でもテクノセンターは関与しておらず，”テクノ

センターは大人相手に限定の仕事をしている”と割り切っている。どちらにも関与してい

るのは木更津高専だけであった。木更津方式と他高専方式で，どちらが良いシステムなの

かは判断し難いが，多少戦略的活動を心掛けないと，高専の少ないマンパワーをいたずら

に消費するだけになってしまいかねない。 

 

地域連携活動は，業務の一環として位置づけられているからという理由だけでなく，高専

の存在意義を高めるためには重要なことであるとの認識はどの高専でも一致している。地

域技術者の再教育も，支援団体を中心とした技術相談・講習会活動，公開講座や出前授業

などの活動も，高専の存在が地域で益々重要になるように，効率よく活動を実施して行か

なければならいが，その効果についてはそれぞれ意見が異なるようである。活動の効果は

直接には見えないから判断は難しい。本校では長期的な展望に則って，活動を続けて行き

たい。 



木更津工業高等専門学校地域共同テクノセンター 

 2

サイエンススクエアの報告 

地域共同地域共同地域共同地域共同テクノテクノテクノテクノ副副副副センターセンターセンターセンター長長長長    石出忠輝石出忠輝石出忠輝石出忠輝    

 国立科学博物館で夏休み期間中（7 月 24 日～8 月 19 日）に開催されるサイエンススク

エアに，本校を含む関東地区 4高専及び岐阜高専，一関高専の計 6高専が参加しました。

サイエンススクエアは「夏休みは科博で科学をつかまえよう！」というキャッチフレーズ

のもと，小中学生を対象にものづくりや実験を通して科学への体験を深めてもらうことを

目的としているイベントです。 

 本校は昨年に引き続いて参加し，8月 7日(火)，8日(水)の 2日間を担当しました。テー

マとしましては，「万華鏡を作ろう」，「君にも作れる光通信」の 2テーマでの参加となりま

した。各テーマは，1日で 5回開催しましたが，両日ともに 9時 10分からの整理券配布時

においてまたたく間に予約が埋まり，全日程で 240名の参加者に恵まれました。また，保

護者の方を含めた参加者ひとりひとりの楽しそうな笑顔や輝いている瞳が印象的でした。

アンケート結果も良好で，両テーマともにほとんどの参加者からの「楽しかった」，「満足

している」との回答が得られております。 

 本校のイベントスタッフとしての参加人数は教職員 12名，学生 22名でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 万華鏡万華鏡万華鏡万華鏡をををを作作作作ろうろうろうろう    君君君君にもにもにもにも作作作作れるれるれるれる光通信光通信光通信光通信    
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萌えよ少年少女！ －－－－出前授業出前授業出前授業出前授業でででで育育育育てるものづくりのてるものづくりのてるものづくりのてるものづくりの芽芽芽芽－－－－ 

地域共同地域共同地域共同地域共同テクノテクノテクノテクノ副副副副センターセンターセンターセンター長長長長        青木青木青木青木    優介優介優介優介    

 

 本年度も木更津高専は，小中学校への出前

授業や公民館等への出前講座を実施してお

ります。また，国立科学博物館のサイエン

ススクエアや木更津商工会議所青年部企画

の夢工房 2007 にも参加しております。これ

らの活動を通じて，将来の科学技術創造立

国を担う小中学生たちに，ものづくりの楽

しさと科学の魅力を伝えていきたいと考え

ております。出前授業や出前講座に関する

ご意見・ご要望がございましたら，お気軽

にご相談下さい。（研究協力・地域連携協力係 Tel:0438-30-4032） 

 

本年度本年度本年度本年度のののの出前授業出前授業出前授業出前授業・・・・出前講座出前講座出前講座出前講座・・・・イベントイベントイベントイベント参加参加参加参加のののの状況状況状況状況    

内内内内    容容容容    実実実実    施施施施    機機機機    関関関関    対象対象対象対象    月日月日月日月日    主担当教員主担当教員主担当教員主担当教員    

鎌足中学校 1 年生 7/10 

木更津第一中学校 1 年生 7/13 

万華鏡の製作と光の性質 

畑沢中学校 1 年生 10/17,19 

高橋邦夫 

太田中学校 2 年生 7/12 ゲルマラジオの製作 

鎌足中学校 2 年生 7/19 

大澤 寛 

岡本 保 

鎌足中学校 3 年生 7/17 

出

前

授

業 

 

君にも作れる光通信 

太田中学校 3 年生 11/14 

栗本育三郎 

ワンドスコープの製作 長浦おかのうえ図書館 小学生 10/20 高橋邦夫 

万華鏡の製作と光の性質 

君にもできる光通信 

国立科学博物館 

サイエンススクエア 

小学生 8/7,8 高橋邦夫 

栗本育三郎 

偏光ステンドグラス製作 

万華鏡の製作と光の性質 

ウインドカーの製作 

電子オルゴールの製作 

木更津市民会館 

木更津商工会議所 

青年部企画 

夢工房２００７ 

小学生

など 

9/8 高橋邦夫 

大野祐子 

黄野銀介 

鈴木 聡 

出

前

講

座

・ 

イ

ベ

ン

ト 

万華鏡の製作と光の性質 

君にもできる光通信 

木更津市理数大好き 研

究会 

中学校 

教員 

8/1 高橋邦夫 

栗本育三郎 

※ 出前授業の様子は，木更津高専の WebPage（http://www.kisarazu.ac.jp/chiiki/demae.html）でも

ご覧になれます。 

 

「君にも作れる光通信」の授業風景 
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産学連携交流会開催の報告 

地域共同地域共同地域共同地域共同テクノテクノテクノテクノ副副副副センターセンターセンターセンター長長長長    石出忠輝石出忠輝石出忠輝石出忠輝 

 7 月 24 日(火)本校におきまして，千葉県中小企業団体中央会及び千葉県異業種交流融合

化協議会主催の産学連携交流会が開催されました。この交流会は，工学系大学で行ってい

る研究内容や企業との共同研究の実績を紹介し，これからの県内産学の地域連携を推進す

ることを目的としています。最初に本校地域共同テクノセンター長の大澤電気電子工学科

教授より，本校地域共同テクノセンター及び木更津高専技術振興交流会の取組みについて

の概要説明があり，その後研究者プレゼンテーションとして機械工学科黄野准教授，電気

電子工学科岡本准教授及び環境都市工学科青木准教授より共同研究事例について講演して

いただきました。当日は，県内の企業，異業種交流グループ及び融合化組合等から 60名以

上の参加者がありました。以下に講演内容の概要を掲載致します。 

 

木更津市における介護予防教室について 

機械工学科機械工学科機械工学科機械工学科        黄野銀介黄野銀介黄野銀介黄野銀介    

近年，日本では少子高齢化が進んでいる。その現状に伴い要介護度の軽い高齢者や近い

うちに介護が必要になりそうな人への｢介護予防サービス｣が重要視されてきている。木更

津市でも介護予防に取り組むため，高齢者を対象とし２年間(１年に２クール，各クール週

１回で約 15 回，対象者を変えて），木更津高専で介護予防を行った。 

介護予防とは,一般的な生活を送るのに補助が必要な身体の状態になるのを予防する為

のものである。高齢化社会の現代日本において,重要な研究テーマと言える。 

本研究は，高齢者のリハビリテーションをサポートし，バイオメカニクスの視点から介

護予防することを目的とする。 

1. 1. 1. 1. 行行行行ったったったったリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションのののの種類種類種類種類    

1.11.11.11.1    バランスバランスバランスバランス板板板板    

 底が円錐形の板の上に，被験者が乗ってバランスよく立つ訓練を行う。1 回約５分間行

う。 

1.21.21.21.2    腸腰筋腸腰筋腸腰筋腸腰筋    

 斜度を調節できるカイロテーブルに寄りかかってもらい，腰を曲げずに，手を引っ張り，

腸腰筋を鍛えることを目的としたトレーニングである。それによって,歩行時にバランスを

保つための最低限必要な筋力をつけることができる。筋力トレーニングはこれのみである。 

1.31.31.31.3    エクササイズボールエクササイズボールエクササイズボールエクササイズボール    

ゴム状のボールの上に座ってもらう。次に被験者には両足を上げてもらい，その状態を

自身で保持するようにトレーニングを行う。腹背筋の強化とバランス能力を養うことを目

的としている。 

1.41.41.41.4    MBTMBTMBTMBT シューズシューズシューズシューズ    

MBT シューズという靴底に柔軟性がある歩行改善用の靴を履いてトレーニングすること

により，身体のバランスを整えると共に正しい歩行動作が行えるように促すものである。

今回の介護予防教室では，シューズ専用のトレーニング（コンビネーションエクササイズ）
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を行う。    

1.51.51.51.5    スパイナルアジャスタースパイナルアジャスタースパイナルアジャスタースパイナルアジャスター施術施術施術施術    

    被験者の頚椎，胸椎，腰椎，仙骨の異常可動性を示す関節をアジャストすることにより，

筋力の弛緩や過緊張をとることで関節は正常な可動域を得る施術である。 

1.6  1.6  1.6  1.6  下肢筋下肢筋下肢筋下肢筋    

 カイロプラクターが，実際に被験者の身体の具合を聞きながら触診し，筋力のバランス

を調整する。主に，腰,背中周辺の筋肉，四肢を触診し，前後左右の筋力のバランスを整え

る施術を行う。  

 

2. 2. 2. 2. 測定方法測定方法測定方法測定方法    

2.12.12.12.1    10m10m10m10m 歩行歩行歩行歩行 

 直線 10m を歩き，その所要時間を測定する。 

2.22.22.22.2    膝伸展屈曲筋力膝伸展屈曲筋力膝伸展屈曲筋力膝伸展屈曲筋力    

 静的筋力測定装置を使用し，膝を伸展と屈曲するときの力を測定する。 

2.32.32.32.3    Time up & goTime up & goTime up & goTime up & go    

 肘掛付き椅子に座った状態から立ち上がり。そして，３ｍ先まで歩いてもらい，折り返

してまた椅子に座るまでの時間を測定する。 

 

3. 3. 3. 3. 結果結果結果結果およびおよびおよびおよび考察考察考察考察        

3.13.13.13.1    測定結果測定結果測定結果測定結果 

    図１に直線１０ｍを歩いた所要時間の変化を示す。測定は介護予防の初日と中間と最終

日の３回行った。図１から見ると，両クール共に時間が短くなった。これは MBT シューズ

でのトレーニングやカイロプラクターによる施術によって下半身が強化されたためと考え

られる。 

図２に Time up & go の結果を示す。両クール共に所要時間が短くなったことが確認さ

れる。Time up & go は運動能力とともに反応速度も影響する測定なので，この結果から見

ると介護予防教室に参加することで脳を活発化させ，反応速度を上げたことが原因と推測

できる。 

図３に膝伸展筋力（左）の変化を示す。グラフにおいて全体の傾向は向上している。こ

れは筋力トレーニングでは腸腰筋のみを鍛えたが，膝伸展筋力にも向上効果が与えられた

といえる。 

3.23.23.23.2    アンケートアンケートアンケートアンケート    

クール終了の際に記述式と５段階評価のアンケートを行った。記述式での「良くなった

点」での記述には「精神面・身体面で向上が見られたこと」への感想が多かった。 

また，多くの人が「自分自身の介護予防への自覚がでた。」と記述していた。身体面では「筋

力，バランス等が向上した」と記述していた。特に注目するものとしては，「２０cm 幅の

石の上をすたすたと軽快に歩けるようになった。」というものがあった。５段階評価の１例

を図４に示す。１２名中「普通」が１名，「調子がよい」が７名，「とても調子がよい」が

４名であった。 
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4. 4. 4. 4. 結言結言結言結言    

本研究でのリハビリテーションでは筋力向上よりも身体のバランスを向上させるトレー

ニングが主である。無理に筋力トレーニングを行わなくても,体のバランスを整えれば,通

常の生活を送るだけの筋力をつけることが出来ることが分かった。また，大半が負担の軽

いバランストレーニングであるので，危険性も少なく，かつ筋力の向上も期待できるとい

う効率的な介護予防法であると言える。 
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Ｓ
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図図図図 1111：：：：10m10m10m10m 歩行時間歩行時間歩行時間歩行時間のののの変化変化変化変化    図図図図 2222：：：：Time up & go Time up & go Time up & go Time up & go 時間時間時間時間のののの変化変化変化変化    

図図図図 3333：：：：屈伸展筋力屈伸展筋力屈伸展筋力屈伸展筋力のののの変化変化変化変化((((左左左左))))    図図図図 4444：：：：5555 段階評価段階評価段階評価段階評価のののの一例一例一例一例    
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レーザー誘起蛍光法による海苔の生育診断 

電気電子工学科電気電子工学科電気電子工学科電気電子工学科    岡本岡本岡本岡本    保保保保    

本研究は，木更津高専・技術振興交流会の会員である千葉県水産総合研究センター・東京

湾漁業研究所・のり貝類研究室および本校基礎学系の高橋邦夫教授，大野祐子講師との共

同研究である。筆者の専門分野は，半導体物性・半導体デバイスであるが，半導体結晶の

評価に光学的な手法を多く用いており，本研究ではその評価手法を海苔の評価に応用して

いる。 

 海苔養殖業は千葉県，特に木更津・富津地区の重要な産業の一つであり，千葉県産の海

苔の品質は高く評価されている。海苔養殖は海を生産の場とするため，気象，海象の影響

が大きく，さらに生態系の生物の相互関係によっても影響を受ける。また，赤潮や疾病な

どによる被害も問題となっている。これまでの海苔養殖では，漁業従事者が目視などの経

験則によって疾病・障害などの状態の判断していた。しかし，より安定な生産を行うため

には，これらを定量的に判断する方法が必要である。また，可視判断ができる状態以前の

早期の段階で診断する手法も求められている。本研究では，その計測手段として非破壊で

簡便かつ迅速に測定が行える LIF法（Laser-Induced Fluorescence method；レーザー誘

起蛍光法）を提案し，この手法を用いた海苔養殖管理技術の開発を行うことを目指してい

る。 

 本研究ではまず，病害などの様々なストレスの影響を検討し，ストレスによってスペク

トル形状が大きく変化することがわかった。このように，LIF 法により海苔の生育診断が

可能であることを明らかになった。今後は，広範囲の測定が可能な蛍光分布測定，幼芽の

診断を行うための微小領域の測定，野外での測定および発光機構の解明を目指した研究を

行っていく予定である。 

 本研究で開発する海苔の生育診断技術は，リアルタイムで計測結果が得られることから，

海苔養殖でのさまざまなストレスに対する迅速な対応が可能となり，疾病や障害の被害を

最小限に食い止めることができる。また，従来の海苔養殖技術では経験則として重視され

ていたものが，科学的な手法で定量

的な評価が可能となり，より安定な

生産につながると考えられるととも

に，今後漁業従事者の海苔養殖経営

に対して貢献することが期待できる。

また，漁業従事者の減少，後継者不

足，高齢化にともない，これらの診

断の簡素化が求められており，その

面でもこのシステムの開発は重要と

なると考えている。 
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塩害劣化環境におけるコンクリート部材の劣化診断 

環境都市工学科環境都市工学科環境都市工学科環境都市工学科        青木青木青木青木    優介優介優介優介    

1111．．．．鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート構造物構造物構造物構造物のののの塩害劣化塩害劣化塩害劣化塩害劣化    

コンクリート表面から侵入した塩分はやがて鉄筋に達し，鉄筋の保護膜を破壊します。

鉄筋が腐食した構造物はコンクリートのひび割れや剥離を伴いながら，本来保持すべき美

観や耐荷性能を失っていきます。これが鉄筋コンクリート構造物の塩害劣化です。 

2222．．．．診断診断診断診断ののののポイントポイントポイントポイント    

塩害劣化を防ぐためには構造物に対する診断が必要です。診断には劣化の予兆がない段

階での定期的な診断と劣化の予兆が現れた段階での精密な診断が考えられます。前者につ

いては塩素イオンのコンクリート中への浸透深さを評価すること，後者については鉄筋の

腐食程度と構造物の残存耐荷性能を評価することが重要となります。本研究室では，これ

らの評価を行うための「現場向き」な手段の開発に取り組んでいます。 

3333．．．．硝酸銀溶液噴霧法硝酸銀溶液噴霧法硝酸銀溶液噴霧法硝酸銀溶液噴霧法によるによるによるによるコンクリートコンクリートコンクリートコンクリート中中中中のののの塩素塩素塩素塩素イオンイオンイオンイオン濃度診断濃度診断濃度診断濃度診断    

塩素イオンのコンクリート中への浸透深さを評価す

る手段として，硝酸銀水溶液噴霧法について研究して

います。塩素イオン含むコンクリートの表面に

0.1mol/lの硝酸銀水溶液を噴霧すると白色化する領域

が現れます（右写真）。我々の研究ではコンクリート

中に約 1.0～1.5kg/m3以上の塩素イオンが含まれてい

ると白色化するという結果が得られています。このこ

とを利用すれば，現場にて簡易に塩素イオンの浸透深

さを評価することができます。 

4444．．．．自然電位法自然電位法自然電位法自然電位法によるによるによるによる鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート梁梁梁梁のののの残存耐荷性能診断残存耐荷性能診断残存耐荷性能診断残存耐荷性能診断    

鉄筋の腐食程度および構造物の残存耐荷性能を評価

する手段として，自然電位法（右写真）を利用した方

法について研究しています。現場での利便性を考慮し

て，測定値から構造物の耐荷性能の劣化を直接に評価

しようとしています。具体的には，鉄筋を強制的に腐

食させた鉄筋コンクリート梁を数種類用意し，それぞ

れについて自然電位測定と曲げ破壊試験を行い，自然

電位値－劣化程度関係を定量化しようとしています。 

5555．．．．産学連携産学連携産学連携産学連携のののの問題点問題点問題点問題点    

産学ともに互いに人間の部分まで知り合えなければ，たとえテーマが共通していても，話

はうまく進まないと感じています。互いを知り合う場と時間が必要です。木更津高専技術

振興交流会が大いに活用されることを願っています。 
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木更津高専専攻科特別研究紹介 

  本校専攻科には，機械・電子システム工学専攻，制御・情報システム工学専攻，環境建

設工学専攻の 3専攻があります。 

  専攻科では座学や実験により専門教育を行っていますが，さらに『特別研究』において

は 2年間かけて 1つのテーマに取組むことによって，創造・独創性を養う教育も行ってい

ます。以下に，本年度の特別研究テーマをあげます。企業との共同研究や受託研究のテー

マを取り入れることも可能です。興味のある方はご相談ください。 

 

機械機械機械機械・・・・電子電子電子電子システムシステムシステムシステム工学専攻工学専攻工学専攻工学専攻    

No.No.No.No.    研研研研    究究究究    題題題題    目目目目    学生氏名学生氏名学生氏名学生氏名    指導教員指導教員指導教員指導教員    

1 
電子ビーム露光システムの高安定露光プログラムの開

発 
五十嵐 達也 石井 孝一 

2 電流センサレスで構成される昇降圧コンバータの製作 岩瀬 祐人 大澤 寛 

3 釣り竿の感度に関する研究 亀山 裕樹 板垣 貴喜 

4 角柱に作用する流体力軽減に関する研究 木梨 光夫 石出 忠輝 

5 低速域でのステアリング角による自転車の姿勢制御 熊谷 拓実 熊谷 勝彦 

6 はすば歯車歯面上での質点の動き 近藤 真一 高橋 秀雄 

7 １リンク６足歩行ロボットの歩行制御に関する研究 清水 裕亮 内田 洋彰 

8 
２足歩行ロボットにおける歩行時の足裏のすべりと 

歩行の関係の考察 
鈴木 宏一郎 熊谷 勝彦 

9 電子ビーム露光装置によるサブミクロン描画の研究 高山 由貴 石井 孝一 

10 フォトルミネッセンス法によるCdZnTe多結晶膜の評価 地引 貴之 岡本 保 

11 ６足歩行ロボットの歩行制御に関する研究 早川 純矢 内田 洋彰 

12 表面性状の評価法に関する研究 羽山 洋平 小田 功 

13 サンマ漁用ＬＥＤ集魚灯に関する研究 細金 晃一 岡本 保 

14 光水準器に関する研究 松嵜 智史 小田 功 

15 土嚢製造の自動化に関する研究 森 裕秋 黒田 孝春 

16 ねじれの位置にある二円筒の面圧強度 山口 和也 高橋 秀雄 

17 
大迎角を持つ軸対称放物体背後に生じる剥離渦構造の

解明 
吉野 圭一 石出 忠輝 
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制御制御制御制御・・・・情報情報情報情報システムシステムシステムシステム工学専攻工学専攻工学専攻工学専攻    

No.No.No.No.    研研研研    究究究究    題題題題    目目目目    学生氏名学生氏名学生氏名学生氏名    指導教員指導教員指導教員指導教員    

1 
セルオートマトン法による都市火災のシミュレーション

の研究 
石田 洋将 天摩 勝洋 

2 画像復元を目的とした周期的な遮へい物の抽出と補間 上野 仁史 齋藤 康之 

3 バイオセンサーに関する基礎実験 小倉 広漢 鈴木 聡 

4 
肝臓超音波像から計測した肝臓表面の凹凸の度合いの 

研究 
影山 亜沙美 栗本育三郎 

5 
無線セットワーク環境における遠隔計測制御システムの

開発 
鴨田 貴紀 臼井 邦人 

6 
セルオートマトン法による複雑系のシミュレーションの

研究 
北出 公 天摩 勝洋 

7 
超小型飛行体への発泡プラスチック材料の適用と構造 

最適化 
佐藤 孝洋 伊藤  操 

8 知能ロボットの学習制御 関口 明生 鴇田 正俊 

9 野鳥の鳴き声の分類と認識システムの開発 野末 悠介 東 雄二 

10 NIRS による脳機能信号解析 藤繁 望 栗本育三郎 

11 床制振用アクティブマスダンパの制御系に関する研究 宮本 新一郎 岡本 峰 

12 VHDL と CPLD による論理回路設計 吉田 大佑 橘川 五郎 

 

 

環境建設工学専攻環境建設工学専攻環境建設工学専攻環境建設工学専攻    

No.No.No.No.    研研研研    究究究究    題題題題    目目目目    学生氏名学生氏名学生氏名学生氏名    指導教員指導教員指導教員指導教員    

1 屋外歩行訓練施設の設計・施工に関する基礎的研究 桑原 有理 鬼塚 信弘 

2 
はつり処理方法の違いが断面補修材料の付着強度に 

及ぼす影響 
鈴木 孝治 青木 優介 

3 コンクリートの簡易型直接引張試験方法の開発 平野 雄大 青木 優介 

4 RC 部材の靭性について 米元 佑介 石井 建樹 

5 
地形図利用に基づく簡易斜面安定計算に関する基礎的 

研究 
渡邉 和也 石井 建樹 

6 
コンクリート水路における水生生物の保護と生息環境の

再生 
小松 雄二 高橋 克夫 
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取材シリーズ(6)   地域企業訪問 －富津オートサービスを訪ねて－ 

取材取材取材取材    テクノセンターテクノセンターテクノセンターテクノセンター委員委員委員委員    石出石出石出石出    忠輝忠輝忠輝忠輝・・・・五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐    譲介譲介譲介譲介 

今回は，技術振興交流会副会長であります在原亀治郎様が設立された富津オートサービス

におじゃまして，いろいろとお話を伺ってきました。 

 富津オートサービスは，自動車防錆装置，プロパンガス，灯油，ボイラー等の販売・修

理やガス、油配管工事を基幹として，地域住民の様々なニーズに対応されております。ま

た発明協会会員であり，これまでに多くのアイデア商品を開発され，近年においてはホタ

ル飼育増殖の研究を進めておられます。 

 去る 8 月 24 日（金）に，機械工学科石出，人文学系五十嵐の 2 人で，富津市にある会

社に伺いました。高専から 40分ほど，午後 2時少し前に到着致しました。 

 

＜＜＜＜会社会社会社会社はいつどのようなきっかけではいつどのようなきっかけではいつどのようなきっかけではいつどのようなきっかけで興興興興されたのですかされたのですかされたのですかされたのですか＞＞＞＞ 

 昭和 38年まで親の代から続いておりました農漁業を営んでいましたが，昭和 38年に海

苔が全く獲れなくなり，昭和 39年川崎製鉄(株)に入社しました。入社後は主としてクレー

ンの運転を担当しておりましたが，その間電気工学及び機械工学を勉強し，危険物取扱者

等の各種資格を取得しました。そして，昭和 49年に海岸地帯である地元の自動車を長持ち

させる防錆塗装と LP ガス，灯油販売，ボイラー，風呂釜等の自動機器のメンテナンスを

中心的な業務とする「富津オートサービス」を立ち上げました。 

 

＜＜＜＜今今今今までにまでにまでにまでに開発開発開発開発されたされたされたされたアイデアアイデアアイデアアイデア商品商品商品商品についてについてについてについて教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください＞＞＞＞    

    昭和 63年に，業界に先駆けてシャンプードレッサーを考案し試作しました。また平成 5

年には超小型ボンベ運搬車マイキャットを開発し，第 34回全国発明くふうコンクール奨励

賞を受賞し，話題となりました。また平成 9 年には，ナホトカ号重油流出事故の際に災害

地で必ず入手できる材料を用いて効率的に重油を運搬するバケツリレー機を考案し，地元

テレビ局で話題となりました。 

 

＜＜＜＜アイデアアイデアアイデアアイデアがががが浮浮浮浮かぶかぶかぶかぶ原動力原動力原動力原動力はははは何何何何ですかですかですかですか＞＞＞＞ 

 まず第一に，これでいいと満足せず「まだ

まだ何か改良点があるはずだ」という探究心

を持ち続けています。また，なるべく複眼的

な視点からものを見るように心掛けています。

さらに製品の原理を自分で理解し，部品の段

階から自作できるように取り組んでいます。

しかしながら，最も大きな原動力は完成した

ときの喜びです。 

 

＜＜＜＜ホタルホタルホタルホタル飼育増殖飼育増殖飼育増殖飼育増殖のののの研究研究研究研究のきっかけについてのきっかけについてのきっかけについてのきっかけについて教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください＞＞＞＞ 

 平成 10年に，千葉県中小企業中央会の中小融合化協議会という異業種交流会に参加しま

した。その中で分科会である水の研究会に参加し，研究を進めていくうちに湖や河川を，

ホタルホタルホタルホタルのののの里里里里にてにてにてにて    

（（（（写真右写真右写真右写真右からからからから在原代表在原代表在原代表在原代表、、、、五十嵐委員五十嵐委員五十嵐委員五十嵐委員））））    
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どの位のレベルに浄化したら良いものかと考えた時，思いついたのがホタルの棲める水環

境でした。それでは，ホタルを飼ってみようと思い立ち，ホタル研究への道が始まりまし

た。 

 

＜＜＜＜ホタルホタルホタルホタル研究研究研究研究のののの発展発展発展発展のののの経緯経緯経緯経緯とととと現在現在現在現在のののの状況状況状況状況についてについてについてについて教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください＞＞＞＞ 

 平成 13年に家の空き地にビニールハウスを建設し，「ホタルを一年中飛ばそう！」とい

う目標を立て，養殖実験を開始しました。平成 15年に水温及び気温を調節できる通年観賞

水槽を開発し，お正月にホタルが観賞できるようになりました。現在ではホタルの餌であ

り，水質により敏感なカワニナの養殖も行っており，ホタルの寿命も一週間から三週間程

度に延びています。また平成 18年には，富津岬ホタルの里造りの会を立ち上げ，ホタルを

普通に見ることのできる環境づくりを現在進行形で行っています。 

 

＜＜＜＜在原代表在原代表在原代表在原代表にとってにとってにとってにとって，，，，ホタルホタルホタルホタル研究研究研究研究のののの位置付位置付位置付位置付けけけけはどのようなものですかはどのようなものですかはどのようなものですかはどのようなものですか＞＞＞＞ 

 ホタルの研究を通して，機械的なものを作り出す，または修理するという機会に恵まれ，

独創的なものを作り出すきっかけとなりました。また，これらの経験が通常の業務のスピ

ードアップにも繋がっております。また何にもまして，お客様とのコミュニケーションが

より円滑に図れるようになりました。 

 

＜＜＜＜今後今後今後今後のののの事業展開事業展開事業展開事業展開についておについておについておについてお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください＞＞＞＞ 

 ホタルの研究においては，電気電子工学的な要素を取り入れ，飼育増殖がより自動的に

行えるようなシステムを自作したいと考えています。ここで得られたノウハウは，必ず他

の作業や他の産業にも利用できるものです。また環境問題に関連して，自然エネルギの利

用を積極的に進めていきたいと考えています。 

 

＜＜＜＜どうもどうもどうもどうも貴重貴重貴重貴重なおなおなおなお話話話話をおをおをおをお聞聞聞聞かせかせかせかせ下下下下さいましてさいましてさいましてさいまして有難有難有難有難うございましたうございましたうございましたうございました。。。。これからもこれからもこれからもこれからも技術振興交技術振興交技術振興交技術振興交

流会流会流会流会をををを発展発展発展発展させていきたいとさせていきたいとさせていきたいとさせていきたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので，，，，宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします＞＞＞＞    

養殖実験用養殖実験用養殖実験用養殖実験用ビニールハウスビニールハウスビニールハウスビニールハウス    通年観賞水槽通年観賞水槽通年観賞水槽通年観賞水槽    
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夢工房 2007 

～未来の科学者発見！ちびっ子ものづくり教室～    

９月８日（土）に木更津市民会館で「夢工房 2007」が木更津商工会議所青年部主催，本校

共催で開催されました。 

 

「偏光シートでステンドグラスづくり」 

担当：基礎学系 高橋邦夫教授 

受講者数：２５名 

「万華鏡づくり」 

担当：基礎学系 大野祐子講師 

受講者数：２４名 

「ウィンドカーづくり」 

担当：機械工学科 黄野銀介准教授、 

伊藤裕二助教、歸山智治助手、 

清水牧夫技術職員、金綱正司技術職員 

受講者数：１９名 

「電気のオルゴールづくり」 

担当：電子制御工学科 沢口義人助手 

受講者数：３０名 


