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センター長・副センター長 就任のご挨拶 

地域共同テクノセンター センター長  黒田 孝春 

 

 今年度より前地域共同テクノセンター センター長の高橋秀雄先生の後を引き継ぎ，同センター

の運営を担当することになりました黒田です．宜しくお願い申し上げます． 
 地域共同テクノセンターは運営規程において，『地域の中小企業を始めとする産業界を対象とし

た技術相談，共同研究，技術者のリフレッシュ教育を集約的に行い，地域産業の振興・活性化を助

長し，地域の経済力向上に資することを目的とする』とあります．すなわち，地域連携を推進によ

って地域産業の振興・活性化に寄与し，優秀な人材育成機関としての教育研究力を高め，地域と共

に高専が成長することが目標です． 
 この目的を達成するためには，本校の教育研究力を高めるための自己研鑽と地域に還元する努力

が教職員や組織として求められていますが，具体的な今年度の活動と予定について述べます． 
 
* 産業界との共同研究及び技術相談等研究交流に関すること 

  機構本部に採択されている「教職員 OB を活用した地域連携の推進プログラム」を活用し，

技術振興交流会会員企業を中心に本校の教職員 OB が企業訪問しニーズと学内シーズのマッチ

ングを図るコーディネータ活動を継続し，共同研究・技術相談等の交流を推進します． 
* 技術振興交流会の活性化に関すること 

 交流会の活性化と活動の改善に向けて，会員のニーズ反映をするためのアンケート調査の実

施と他高専の事例紹介などの講演をテクノフォーラムで実施します． 
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* 地域社会への還元と PR 
地域社会とのコミュニケーションを深め，科学技術の啓蒙活動として，小中学生への「もの

づくり」を中心とした出前授業などの推進を継続すると共に，教育委員会などと協力し，教員

対象の研修会の実施や教材開発の共同企画を推進します．さらに，一般市民などを対象とした

各種公開講座の実施，木更津市との協働事業である駅前高専テレワークセミナーや近隣の小学

生対象のサイエンススクエアなどの各種イベントを実施します． 
* 教職員の教育研究推進に関すること 

 教職員の研究力や資源を外部に向けて発信するためのシーズ集を企画し，研究力・資源の PR
活動を推進します． 

* 関係機関との連携に関すること 
千葉県産業振興センター，千葉県中小企業団体中央会，千葉県異業種交流融合化協議会やコ

ラボ産学官千葉支部などと連携し，本校の産学官連携活動の活性化とシーズ PR に努める． 
 

このように，今年度も多角的な活動の計画と実施を進めてまいりますので，皆様の暖かいご支援

とご協力の程，宜しくお願い申し上げます． 
 
 

地域共同テクノセンター 副センター長  飯田 聡子 

 

平成 22 年度４月より地域共同テクノセンター 副センター長に就任いたしました，電気電子工

学科の飯田と申します．昨年度までは，地域共同テクノセンターに直接かかわる活動の経験は少な

く，分科会は教材開発分科会に属し，主に出前授業，公開講座や駅前高専テレワークセミナーなど

の活動を一教員として行ってきました．このように小中学生が対象の大半を占めている活動を多く

行ってきており，木更津市をはじめとする地域の企業の方々との活動はほとんど未経験ですが，一

所懸命務めさせていただきますので，よろしくお願い申し上げます． 

昨年度全国高等専門学校プログラミングコンテストが本校主催となり，それと同時に木更津高専

サイエンススクエアの開催が予定されていましたが新型インフルエンザの影響のため残念ながら

中止となりました．しかし，技術振興交流会の共催をはじめ，木更津商工会議所，君津商工会議所，

富津市商工会，袖ヶ浦市商工会のご後援をいただき，このテクノニュースが発行される 10 月に，

皆様のご協力の下，今年度『木更津高専サイエンススクエア』が開催される運びとなりました．こ

れからも地域の皆様にご興味を持っていただける講座やものづくり体験の催し物などを企画して

いきたいと考えております． 

地域共同テクノセンターが平成12年 12月に新設され，もうすぐ 10年を迎えようとしています．

地域の産業界の皆様との共同研究・技術相談等や，技術振興交流会の更なる活性化など，これから

の地域産業と本校の発展へ向けて，邁進する所存でございますので，ご指導ご鞭撻の程，よろしく

お願い申し上げます． 
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コラボ産学官千葉支部「通常総会」での特別講演 

 

 5 月 11 日（火），本校が協力研究機関を務めている「コラボ産学官千葉支部」の第 3 回通常総会

が千葉市内のホテルで行われ，本校の工藤敏夫校長が「木更津高専における地域連携および産学官

連携活動」という題目で特別講演を行いました．その講演に関する記事が文教速報，フジサンケイ 

ビジネスアイ，日刊建設新聞などに掲載されました． 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フジサンケイ ビジネスアイ 

     平成 22 年 5 月 28 日記事より 

文教速報 平成 22 年 5月 21 日記事より
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今年度の出前授業・出前講座・イベントの実施状況（１０月まで） 

 

 今年 10 月までの出前授業・出前講座・イベントの実施状況です． 11 月以降も開催しておりま

すので，ホームページなどをご覧頂き，興味のある講座にご参加下さい．また，講座に関してのご

要望・ご相談はいつでもお受けします．今年度末までの実施状況は次回のテクノセンターニュース

でまとめて紹介します． 
  

実施日 種別・種類 開催場所 講座名 主な担当者

5/9（日） ｳｴﾙﾈｽｾﾐﾅｰ 本校 背骨と健康 黄野 

5/22.23(土日） ｳｴﾙﾈｽｾﾐﾅｰ 本校 
陸上競技教室  

～速く走る「コツ」～ 
坂田 

6/6（日） 
パソコン入門講

座 
本校 

楽しいパソコンセミナー 

～初心者のためのパソコン教室～ 
倉持 

6/13（日） 簡単実用講座 本校 自転車のお手入れ 立石 

6/19.26（土） 一般教養講座 本校 やさしい電気回路 上原 

6/26（土） 出前授業 
木更津市立 

金田小学校 
工作とサイエンス 高橋（邦） 

6/27（日） ｳｴﾙﾈｽｾﾐﾅｰ 本校 柔道ってどんなもの 清野 

7/6（火） 出前授業 

木更津市立 

木更津第一 

中学校 

万華鏡製作と光の世界 

（内容は新聞記事をご覧ください） 
高橋（邦） 

7/24（土） 
パソコン入門講

座 
本校 

初心者のためのデジカメ教室 

－撮影のヒントと楽しみ方－ 
清水（牧） 

7/10.17.24

（土） 

資格試験対策講

座 
本校 

第三種電気主任技術者試験のた

めの直前講座 
上原 

7/23（金） 出前授業 
木更津市立 

清見台公民館

科学クイズ・クラフト飛行機工作 

（内容は新聞記事をご覧ください） 
高橋（邦） 

8/7（土） ものづくり講座 本校 
青少年のためのおもしろサイエン

ス 
相川 

8/8（日） 一般教養講座 本校 

地震ってなーに？ 

－ペットボトルを使用した砂の液

状化模型実験の体験－ 

鬼塚 

8/9（月） ものづくり講座 本校 簡単なラジオの製作 石川 

8/23.24（月火） ものづくり講座 本校 移動ロボット製作教室 泉 

8/26（木） 
パソコン入門講

座 
本校 

パソコンを使った簡単工作 

～小型彫刻機で作るネームタグ～ 
湯田 

8/28（土） ものづくり講座 本校 君にも作れる携帯アプリ 大枝 
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実施日 種別・種類 開催場所 講座名 主な担当者

9/15.16（水木） 出前授業 
袖ヶ浦市立 

長浦中学校 
万華鏡製作 高橋（邦） 

9/25（土） 一般教養講座 本校 作って確かめる多面体の不思議 関口 

9/24（金） 出前授業 
木更津市立 

中郷中学校 
万華鏡製作 高橋（邦） 

9/27（月） 出前授業 
木更津市立 

中郷中学校 
ゲルマラジオ製作 大澤 

9/28（火） 出前授業 
木更津市立 

中郷中学校 
光通信キット製作 栗本 

 

背骨と健康 

地震ってなーに？ 

－ペットボトルを使用した砂の液状化模型実験の体験－ 

青少年のためのおもしろサイエンス 
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日刊 房総時事新聞 平成 22 年 7 月 15 日記事より 

     
     日刊 新千葉新聞 平成 22 年 7 月 28 日記事より 
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レベルアップ講座を受講してみませんか？ 

 

 木更津高専技術振興交流会では，平成 17 年度よりレベルアップ講座を開講しております．本講

座は会員の方々を対象とし，主に木更津高専の教職員が講師となって，自らの専門知識や経験を紹

介するものです．開講時間によってレベルアップ・ミニ講座（計 6 時間），レベルアップ講座（計

15 時間）に分かれます．受講料は基本的に無料です．興味のある講座がございましたら，お気軽

にご参加ください． 
 

講座名 講師 時間 受付期間 

歯車のいろは 
高橋 秀雄（機械工学科） 

高橋 美喜男（教育研究支援センター） 
6 

随時 

（2,3 月は除く） 

シーケンス制御を体験しよう 

黒田 孝春（機械工学科） 

歸山 智治（機械工学科） 

清水 牧夫（教育研究支援センター） 

6 
随時 

（2,3 月は除く） 

C 言語の初歩 飯田 聡子（電子電気工学科） 15 
随時 

（3 月は除く） 

やさしい電気回路 上原 正啓（電子電気工学科） 15 
随時 

（3 月は除く） 

HTML+CSS によるホームページ

作成 
大野 貴信（電子電気工学科） 6 

随時 

（2,3 月は除く） 

半導体の基礎 岡本 保（電子電気工学科） 15 
随時 

（3 月は除く） 

インバータ・コンバータなどの 

基礎 
大澤 寛（電子電気工学科） 16 

随時 

（3 月は除く） 

車輪移動ロボットの製作 泉 源（電子制御工学科） 6 
随時 

（3 月は除く） 

エクセルとテスタを使った 

自動計測の手法 

大橋  太郎（電子制御工学科） 

麻生 和裕（教育研究支援センター） 
6 

随時 

（3 月は除く） 

アセンブリ言語入門講座 
東 雄二（情報工学科） 

和崎 浩幸（情報工学科） 
6 

随時 

（3 月は除く） 

コンクリート初級講座 
青木 優介（環境都市工学科） 

嶋野 慶次（教育研究支援センター） 
6 

随時 

（3 月は除く） 

ビジュアル・eco 検定合格講座 上村 繁樹（環境都市工学科） 6 
随時 

（3 月は除く） 
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新任教員紹介 

地理空間情報社会の実現に向けた人材育成を目指して 

環境都市工学科 准教授 島﨑 彦人 

 

あなたは，宇宙や空からの視点で，国や地域の様子を俯瞰的に捉えてみたいと思ったことはあり

ませんか？ 様々な地図や統計データを重ね合わせて，地域の自然環境や社会経済の特性を明らか

にしたいと考えたことはありませんか？ 海や山でのレジャー活動において，自分の位置を正確に

把握したいと感じたことはありませんか？ 私の専門分野である空間情報工学は，このような地図

や座標に関連した様々な要求に応えるための理論と技術を研究し，その応用を通じて社会に貢献す

ることを目指しています． 

空間情報工学の起源は，測量学にあります．測量学は，人類史上，最も古く歴史のある学問分野

のひとつですが，高度情報化時代の要請と周辺技術の発展に後押しされて，近年，急速な進化を遂

げています．結果として，もはや従来の測量学では収まりきれないほどの拡がりが生じ，新しい学

問分野である，空間情報工学が生まれたのです．人工衛星やコンピュータシステムを積極的に用い

る空間情報工学は，単に測量業務の効率化に寄与するだけでなく，地球温暖化や生物多様性減少な

ど，地球規模で取り組むべき深刻な環境問題の解決のためにも，重要な役割を果たしています． 

米国では，最近，Geospatial Revolution（地理空間革命）という言葉が流行しています．これ

は，空間情報工学で用いられるリモートセンシングや地理情報システム，全地球航法衛星システム

などの技術体系の普及が，人々の生活様式を大きく変えつつある，ということを言っています．日

本でも，2007 年に地理空間情報活用推進基本法が成立されて以来，地理空間情報を高度に利活用し

た「地理空間情報社会」の実現に向けて，国全体が大きく動き出しています．しかし，ここで問題

となるのが，そのような社会の実現に向けた人材育成です． 

地理空間情報社会の実現のためには，さらなる社会基盤の整備や技術革新が求められますが，そ

れにもまして，そのような社会の実現を担う人材の育成が必要となります．このことは，2008 年に

閣議決定された地理空間情報活用推進基本計画にも記されています．測量を基盤とした地理空間情

報の収集，整備技術に加えて，地理空間情報の分析や流通のための技術，さらには，新しい利活用

方法を発想できる能力を持った人材が必要なのです．そのため，学校教育においては，測量学以外

の科目，例えば，防災や環境保全に関わる科目においても，地理空間情報や空間情報技術を積極的

に取り入れています．また，このような能力は，実務経験を通じて養われる部分も多いため，地元

関連企業の皆様とも連携しながら，そうした機会を学生が得られるよう模索したいと考えています．

地理空間情報社会の実現を担い，自ら活躍の場を切り開ける人材の育成に向けて，今後とも何卒よ

ろしくお願い申し上げます． 
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水環境改善と低炭素社会に向けた省エネ型生物学的廃水処理装置の開発 

 

環境都市工学科 助教 大久保 努 

 
◆開発途上国に適用可能な下水処理システムの開発 in India 
 私が初めてインドに足を踏み入れたのは 2002 年．当時は長岡技科大の４年生に在籍し，インタ

ーンシップ制度を利用しての渡印でした．何も考えていなかった私は，タダで海外に行けてラッキ

ーとしか思っていませんでしたが，まさか今日まで現地での研究に携わるとは…シャトルラン的な

渡航を繰り返し，滞在日数も 1000 日を超えました．これも何かの縁でしょう． 
 インドを含む開発途上国では，衛生設備の欠乏により下水は未処理で垂れ流しされ，上水設備が

整っていないがためにその水で生活を強いられるという負の連鎖が形成されています．なんと水に

起因する病気（水系感染症）により世界で年間 200 万人（ジャンボジェット機が毎日 10 機墜落し

ているのに相当）が死に至るという，目を背けてはいけない現実

がそこにはあります．しかしながら，経済的に脆弱で，十分な技

術力のない開発途上国に，先進国において一般的に用いられてい

る下水処理システム（活性汚泥法等）を適用することは，高度な

技術と高い維持管理費を必要とするため継続的な運転が困難で

あります．開発途上国で適用可能な下水処理システムとして，省

エネルギー型かつ先進国側の支援なしでも開発途上国の社会シ

ステムの中で運用可能な自立発展型のシステムが求められてい

ます．我々の研究グループでは，UASB-DHS システムというエ

ネルギー消費を最小限に留めた下水処理システムを提案し，イン

ド政府の協力の下，2002 年から現在まで現地の下水処理場で実

証実験を行っています．現在は日本政府による ODA プロジェク

トに参加し，開発途上国の水環境改善を目標とする提案システム

の普及を目指しています． 
 

◆光合成水素発酵バイオリアクターによる廃水からのエネルギー生産に関する研究 
 民主党政権が始まり，2020 年までに 1990 年ベースで 25%もの二酸化炭素の排出削減目標を世

界に発信した現在，我が国は，今まで以上に，より一層，あらゆる技術分野で省エネ・効率化を図

らねばならない時代に突入したといえます．本研究では，私が長年研究を続けている DHS 技術を

応用することで，「廃水処理」と「クリーンエネルギーの生産」を同時に行う新規の廃水処理技術

の開発を目指しています．光合成細菌による水素エネルギー生産に着目し，これまでのエネルギー

大量消費型廃水処理システムからエネルギー創成型の装置を開発します．水素発酵は二酸化炭素

（温室効果ガス）を一切排出せず，生成された水素は石油の約 3 倍の燃焼熱量があることから，次

世代を担うクリーンエネルギー獲得技術として注目されています．微生物を用いた水素生成の特徴

は常温，常圧で行える点で，二次災害を発生する恐れのない環境調和型水素生成技術と言われてい

ます．また，光合成微生物はバイオプラスティックや医薬品製造の原料になることが報告されてお

り，提案装置で増殖した微生物の菌叢群集構造を明らかにし有価物としての回収も考えています．

 

インドでの楽しみといえば 

ドラム缶風呂．燃料は乾燥牛糞．
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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なっていますが，さらに「特別

研究」で 2 年間かけて 1 つのテーマに取り組むことで，創造性・独創性を養う教育も行なっていま

す．以下に，本年度の特別研究テーマ（１年生と２年生）の一部を紹介します．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・電子システム工学専攻 
１年生 ２年生 

・ 近接昇華法による CdTe 太陽電池の作製 
・ ブロッキング発振回路を用いた昇圧コンバ

ータ 
・ ブロッキング発振回路を応用した電流セン

サレス昇圧コンバータ 
・ 6脚歩行ロボットの一部脚角度センサレス歩

行制御 
・ 歩行時における腰部動揺軌跡の解析 
・ 2 電源を有する複合コンバータ 
・ 短距離無線制御システムによる複数モータ

の同時制御 
・ 画像を用いた非接触変計量計測システムの

開発 
・ ねこひねりロボットにおける腰関節角度の

最終姿勢依存性の検討 
・ 先端が柔軟な２リンクマニピュレータの位

置と力に関する研究 
・ LES による乱流噴霧燃焼の数値予測 
・ 放射線検出用 CdZnTe 多結晶厚膜に関する

研究 
・ 自由減衰法による制振性の測定および片持

ち共振法による弾性率の測定におよぼす機

械的測定条件の影響 
・ FDTD 法による準集中定数素子型共振器の

解析 
・ 磁気インピーダンス効果型磁気センサの二

次高調波検出 
・ 準集中定数素子型共振器によるＵＷＢフィ

ルタの実現 

・ コンタクトプローブ形状と性能評価解析 
・ 液面を参照面とする干渉計に関する研究 
・ 籾殻セラミクスを配合した射出成形プラス

チック歯車の騒音 
・ 低レイノルズ数領域における翼型空力特性

に関する研究 
・ 金属ウォーム＆プラスチックヘリカルギヤ

の強度 
・ 放射線検出用 CdZnTe 多結晶厚膜の結晶成

長に関する研究 
・ タップ結合型共振器を用いた BPF とチュー

ナブル化に関する検討 
・ プラスチックねじ歯車の強度 
・ 歩行時における腰部動揺軌跡の解析 
・ パターシャフトの振動特性と感度に関する

研究 
・ 角柱まわりから発生する空力騒音に関する

数値解析 
・ AC/DC コンバータの並列運転 
・ 籾殻セラミクスにより強化された射出成形

プラスチック歯車の強度 
・ 蛍光分析による海苔養殖技術の開発 
・ 集光型 CdTe 薄膜太陽電池に関する研究 
・ 磁気インピーダンス効果型磁気センサの二

次高調波検出 
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制御・情報システム工学専攻 

１年生 ２年生 
・ 音楽タスクにおける EEG と NIRS について

・ 人物認知と表情認知の相互作用を考慮した

顔認知モデル 
・ 球体駆動型全方位移動ロボット 
・ GPU による位相ホログラムの計算の高速化

・ 表面筋電位信号を用いた出力装置の試作 
・ PID 制御を用いた恒温層の製作と評価 
・ 福祉施設で用いる記録用紙の電子データ化

および携帯閲覧システムの開発 
・ 大規模 FPGA による位相ホログラム計算の

高速化 
・ 高発泡 EPP を用いた構造体の剛性評価 
・ 脳位置情報入出力マスタ・スレーブシステム

の開発 
・ 電気化学堆積法による酸化亜鉛薄膜の製作 
・ 神経難病者のためのネットワーク型感性伝

達人工物の開発 
・ iPad で利用する学習支援システムの開発 
・ 1 枚の 2 次元画像からの 3 次元モデル形成 
・ 可搬型シースルー脳立体観察ディスプレイ

の開発 
・ カラー画像のノイズ除去 

・ ニューラルネットワークの時系列データへ

の適用 
・ 倒立二輪移動ロボットの制御 
・ 自動車安全運転支援システムへの応用を目

的とした瞳孔運動の基礎検討 
・ データ再演と巻き戻し実行を組み合わせた

並列プログラムデバッガのための可視化シ

ステムの開発 
・ 自己組織化マップによる野鳥の画像解析 
・ 秘密分散法に関する研究 
・ リニアモータによるサーボ機構実験装置の

製作 
・ 高周波用 LC 発振回路の動作解析 
・ UCT 証明確率探索による詰碁解法プログラ

ムの研究 
・ ネットワークを介した CGH 計算システムの

構築 
・ 入力デバイスとしてのカメラの利用 
・ 走査ホール素子マグネトメトリによる SS 系

圧延鋼材の非破壊検査に向けた研究 
・ 養護施設で用いる紙媒体記録用紙の電子化

システムの構築 
 

環境建設工学専攻 
１年生 ２年生 

・ 不規則な時間間隔で取得された不正確な位

置データの内挿補間手法に関する研究 
・ 水田除草剤が水草類に及ぼす影響評価 
・ デジタル標高モデルの不確実性とその影響

に関する研究 
・ 硝酸銀噴霧法による鋼材腐食時期の予測 
・ 簡易型一軸引張試験方法の確立 
・ 小河川における多自然工法の試み 
・ DHS リアクターにおける亜硝酸化に関する

研究 

・ 粉砕カキ殻混合土の締固め特性及び支持力

特性 
・ 木更津市内におけるため池の保全方法の検

討 
・ フラットヘッドスキャナを用いたコンクリ

ートの収縮ひずみ測定 
・ 不連続面を有する材料の圧縮破壊とその強

度特性 
・ 人の筋活動量から見た舗装の性能指標に関

する研究 
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