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－ 地域共同テクノセンター運営委員会 －

Ⅰ 平成22年度活動の結果と点検評価

１．新たな活動

１．１ 小中学校教員への教育支援（おもしろ理科実験研修会の開催）

小学生と中学生にもっと理科を好きになってもらえるようにと、平成２２年７月２９日(木)、本校を

会場に、木更津市まなび支援センターの主催で、木更津市内小中学校教職員研修会を開催した。なお、

小中教員の参加者数は２９名であった。

本校の工藤校長のあいさつ後、物理担当の高橋教授が万華鏡の作成とレーザー光線や液体窒素による

各種の科学マジックを行い、次に化学担当の相川教授が古代から現代までの電池の説明と炭電池自動車

のデモンストレーションを、最後に同じく吉井准教授が身近な材料による入浴剤作りを行った。

当日、出席された小中学校の先生方から、各実験等に感嘆の声を頂き、担当した本校の教員からは、

小中学校の先生方と一緒に当該地区の理科教育の向上に努めていければとの声があった。

＜本校ホームページ2010/08/04ニュース掲載＞

１．２ 研究シーズ集の作成と公開

技術振興交流会会員へのサービスや共同研究等の活性化を目的とし、本校の研究シーズを作成・公開

を行った。予算面への配慮と広く外部発信するために、まずは本校WEB上でのpdf形式の公開を行った。

図1.2は、シーズ集の例を示す。＜本校ホームページ直行メニュー参照＞

２．継承した事業活動

２．１ 教職員OBによる地域振興

平成１２年に地域共同テクノセンターが設立され地域連携活動を活発にしてきたが、更なる活動の重

要性を認識し木更津高専技術振興交流会を平成１６年に設立した。その後の６年間で、本校の活動が地

域に高く評価され、共同研究の成功事例も増えてきた。しかしながら、地域連携活動の業務は際限なく

増え続ける兆候が見え始めていることも事実である。もちろん、地域連携活動には教育に生かせる活動

図1.1 万華鏡製作に取り組まれる先生方と

講師の高橋教授

図1.2 シーズ集の一例
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も多いが、あまりに業務が繁多になれば本務である教育活動にも支障を起こしかねない。

教育活動とのバランスを保ちながら、ますます地域共同業務を活性化させるために、学校の内部事情

をよく知った人材に連携コーディネータを依頼する必要がある。そこで、教職員ＯＢを地域企業・社会

との連携コーディネータとして依頼し、有用な人材の力を地域社会と高専のために活用する企画が機構

本部に認められ、活動予算を得ることができた。

主な地域連携活動の内、ＯＢ教員に委託する業務として適している業務は、

１）県との情報交換・連携業務。主に東葛地区での技術相談・産業振興センターとの連携。

２）出前授業・各種セミナーのコーディネータ業務。

３）民間からの技術相談に対するコーディネータ業務。

などであり、これら地域連携業務を、平成１９年に発足したＯＢ教職員の会に委託するプログラムと

して申請し採択され、平成22年度で3年目を迎えた。本プログラムの概略を図2.1に示す。

今年度の本プログラムの実施によって、得られた結果の要約を以下に示す。

（１）県内の市町村（木更津市、市原市、袖ケ浦市）との連携を行った。特に、昨年度より連携を強

化した臨海工業地帯のある市原市で重点的にPR活動を継続して頂いた。

（２）技術振興交流会会員の地域企業を廻り、技術相談等を行った。企業においては、技術相談の方

法及び研究分野の詳細がわかったと好評だった。また、本校ＯＢのコーディネータなので、企

業の工場等を直に見学し技術相談の内容を聞くことが出来たのが大きかった。

このように、非常に良い評価を得た。

２．２ 外部資金獲得に関する啓蒙活動

平成20年の世界同時不況以降の景気低迷は平成22年度も継続傾向がみられた。本校の3本柱（教育・

研究・地域貢献）の一つである研究について、資金不足による停滞が危惧された。そこで、科学研究費

の申請を積極的に行うように全教員にお願いすると共に、競争的資金獲得に向けての説明会を継続実施

した。

【 点検評価 】

地域共同業務を活性化させるために、教職員ＯＢを地域企業・社会との連携コーディネータとして依

頼し、本校の研究力・技術力などを PRして頂いた。その結果、新たに本校への関心を持たれた企業が

増えた。また、企業訪問において、本校の教員のシーズを紹介するパンフレットなどを持参したいとの

要望が寄せられた。プログラム実施も3年となり、この間の活動結果の纏めと評価が必要である。さら

に、共同研究等への発展を目指すために、現教職員も学協会活動等によるPR を積極的に展開する必要

がある。

科学研究費の申請・独立行政法人科学技術振興機構などの競争的資金獲得の必要性について、学校全

体の意識が高まりつつある。また、学校全体で対応する必要のある大型競争的資金獲得に向けて、WG

が設置され、その長に副校長が就任するなど組織的な取組みがスタートしたことは評価できる。

図2.1 プログラムの概

ＯＢ教職員の会

テクノセンター
研究協力・地域連携係

＜木更津高専＞
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２．３ 木更津工業高等専門学校技術振興交流会活動

参考：木更津工業高等専門学校技術振興交流会2010年度報告

（担当：大橋、上村、飯田 各副センター長）

２．３．１ テクノフォーラム

例年に倣い２回開催された。今年度は産学連携の活性化に着目し、13回では他高専の成功事例を紹介し、

第14回では交流会会員から1件と本校の特色化プロジェクトの取り組みを紹介した。

＜本校ホームページ2010/11/16, 2011/03/16ニュース参照＞

表２．１ 平成２２年度テクノフォーラム講演内容

回数 講演内容（講師） 日時・参加人数

１３回 ①「鈴鹿高専における産学連携－ＳＵＺＵＫＡ産学官交流会

１０年の歩み－」

講師：鈴鹿工業高等専門学校 教授

江崎尚和 氏

②「高専と地域との連携の現状，課題とそのあり方」

講師：東京工業高等専門学校 特別客員教授

佐々木桂一 氏

10月19日（火）実施

参加者76名（内41名学

内）

１４回 ① 「これからの木更津地区の展望」

講師：（株）長野建設 代表取締役

長野史郎 氏

②「木更津高専の特色創出の活動計画について」

講師：木更津工業高等専門学校 基礎学系 教授

高橋邦夫 氏

3月8日（火）実施

参加者100 名（内 58名

学内）

２．３．２ 技術振興交流会分科会

平成22年度は、７分科会で計７回の分科会が開催された。分科会や内容によって、参加者数が一桁

から三桁と幅がある。内容については、各分科会の議事要旨にまとめられている。また，「木更津工

業高等専門学校技術振興交流会2010年度報告」にリストがまとめられている。

２．３．３ レベルアップ講座

今年度は、レベルアップ講座の企画・準備を積極的に展開した。本校教職員が実施可能な12講座を

提案し、会員の皆様にご案内した。レベルアップ講座は、規則上で会員3名以上の申し込みが無いと開

催できないため、残念ではあるが実施できレベルアップ（ミニ）講座は無かった。

２．３．４ 会員へのアンケート調査

平成16年に設立された振興交流会も7年目を向かえ、交流会の活性化と活動の改善に向けて，会員

のニーズ反映を目的として、①テクノファーラム、②分科会、③レベルアップ講座と④その他の項目に

対するアンケート調査を、総会と第13回テクノフォーラムにて実施した。アンケート結果は、平成23

年1月20日の役員会にて報告した。

【 点検評価 】

フォーラムは例年どおりの実施であるが，分科会の回数が減少してきた。また外部からの参加者が少

なくなっていることも指摘されている。レベルアップ講座は、13 講座開設したが実施されたものが無

かった。アンケート調査結果から、テクノフォーラムへの要望は高いが、講演テーマや分科会、レベル

アップ（ミニ）講座などでは意見の集約が見られず、会員への魅力ある内容の検討が必要である。

一方で、技術振興交流会の存在は外部評価等では高く評価されており、また地域に根ざした高専を掲

げる上では必要不可欠な存在である。そこで、２１年度に実施された学校全体の外部評価での指摘事項

改善をベースに、今後の活動内容を検討および地域企業に在職しているOBや同窓会との連携を強化す

る必要がある。
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２．４ 生涯教育，出前授業など

２．４．１ 2010サイエンススクエア

このサイエンススクエアには、高専機構本部より依頼を受け、2005年度から継続して参加している。

本校のテーマは毎年人気が高く，今年度も表2.2に示す企画で、国立科学博物館でのサイエンススクエ

アに参加した。

表2.2 2010サイエンススクエア実施企画名

企画名
万華鏡を作ろう

君にも作れる光通信

２．４．２ 木更津高専サイエンススクエア

木更津高専技術振興交流会の全面的な協力を得て、本校の第１体育館を会場に「木更津高専サイエン

ススクエア」を実施した。複数の企画を１カ所に集約した体験型イベントで、10 月 16 日（土）11:00

～、13:00～、14:30～の3回に分けて事前にホームページで申し込みを済ませた近隣の約300名の小学

生が「ものづくり」の体験をした。

機械工学科からは「ウインドカーをつくろう」、電気電子工学科からは「金属探知機を作って宝探し」、

電子制御工学科からは「電子オルゴールを作ろう」、情報工学科からは「君にも作れる防犯センサー」、

環境都市工学科からは「ミニチュア池で金魚すくいと草木染め」、基礎学系物理からは「ステンドグラ

ス風車を作ろう」という６個のコンテンツに加え、特別企画として「上総掘りプロジェクトの展示」「サ

ーモグラフィーで記念撮影」を実施した。＜本校ホームページ2010/10/26ニュース参照＞

２．４．３ 出前授業

実施下12件の出前授業のリストを表2.3に示す。小学校に加えて、中学校や特別支援学校からの要

請に応えた。

表2.3 出前授業リスト

月 日 出前先 テーマ 参加人数 代表者

6月26日 金田小学校 工作とサイエンス 124名 高橋（邦）

7月6日 木更津第一中学校 万華鏡製作と光の世界 100名 高橋（邦）

7月23日
木更津市清見台

公民館

科学クイズ・クラフト

飛行機工作
25名 高橋（邦）

9月15,16日 長浦中学校 万華鏡製作と光の世界 103名 高橋（邦）

9月24日 中郷中学校 万華鏡製作と光の世界 18名 高橋（邦）

9月27日 中郷中学校 ゲルマラジオ作成 12名 大澤

9月28日 中郷中学校 光通信キット作成 23名 栗本

9月30日 長浦中学校 ゲルマラジオ作成 110名 大澤

10月8日 千葉特別支援学校 コンクリート作りに関して 12名 青木

10月30日
清見台東

２丁目町内会
電子オルゴールを作ろう 31名 沢口

11月1日 千葉特別支援学校 コンクリート作りに関して 12名 青木

12月6日 千葉特別支援学校 コンクリート作りに関して 12名 青木

２．４．４ 公開講座

公開講座の実施リストを表2.4に示す。公開講座は21講座実施した（平成21年度17件、平成20年度20件、
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平成19 年度26 件、18 年度31 件、17年度26 件、16 年度14 件、15 年度15件、14 年度10件）。アンケート

結果によれば、やや満足も含めた満足度は、95.4％であった。

表2.4 公開講座・オープンセミナーの実施実績

NO 講座名 受講対象者 学科等名 代表者 受講定員 受講者数

1 背骨と健康 一般 機械工学科 黄野銀介 30 34

2
陸上競技教室

～速く走るコツ～
小学生 人文学系 坂田洋満 100 94

3
楽しいパソコンセミナー

～初心者のためのパソコン教室～
一般

教育研究支

援センター
倉持憲司 20 25

4 自転車のお手入れ 小５以上
教育研究支

援センター
立石友二 10 1

5 やさしい電気回路 一般
電気電子

工学科
上原正啓 10 3

6 柔道ってどんなもの
小学生

以下
人文学系 清野哲也 20 15

7
初心者のためのデジカメ教室

－撮影のヒントと楽しみ方－
一般

教育研究支

援センター
清水牧夫 15 13

8
第三種電気主任技術者試験の

ための直前講座
一般

電気電子

工学科
上原正啓 10 5

9 青少年のためのおもしろサイエンス
小４～中

学生
基礎学系 相川正美 54 22

10
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－
小５以上

環境都市

工学科
鬼塚信弘 20 11

11 簡単なラジオ製作 小・中学生
電気電子

工学科
石川雅之 10 14

12 移動ロボット製作教室
小５～

中２

電子制御

工学科
泉 源 15 15

13
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～
一般

教育研究支

援センター
湯田雅紀 10 5

14 君にも作れる携帯アプリ 中学生
情報

工学科
大枝真一 20 3

15 作って確かめる多面体の不思議 一般 基礎学系 関口昌由 10 9

16 金属探知機を作って宝探し！！ 小５以上
電気電子

工学科
飯田聡子 10 9

17 耳年齢チェッカーを作ろう
小５～

中３

電子制御

工学科
岡本峰基 10 3

18 青少年のためのおもしろサイエンス
小４～

中学生
基礎学系 相川正美 46 16

19
写真入り年賀状を作ろう

～初心者のためのパソコン教室～
一般

教育研究支

援センター

高橋

美喜男
20 18

20
サンドブラストアート～オリジナルグ

ラスでクリスマスを過ごしてみよう～
一般

教育研究支

援センター

小林

裕一郎
10 9

21
キラキラ光るクリスマス

イルミネーションを作ろう！
中学生

電子制御

工学科
坂元周作 10 2

２．４．５ テレワークセミナー

木更津市との協働事業であり、11 月から 12 月にかけて実施する市民講座である。実施実績を表 2.5 に示す。
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今年度テーマ数は5件（平成21年度5件、平成20年度6件、平成19年度8件、18年度11件、17年度10件、

16年度14件、15年度16件、14年度8件）であり昨年度人気のあった講座に新たな講座を加えて実施した。ア

ンケートによる満足度は90.4％であった。

表2.5 テレワークセミナー実施実績

NO 講座名 受講対象者 学科等名 担当者氏名 受講定員 受講者数

1 インターネットとブログ 一般 電気電子

工学科

飯田聡子 18 11

2 レゴロボット（第1回） 小学生 電子制御

工学科

鈴木聡 10 10

3 分解して

メカニズムを知ろう

小４～

小６

電子制御

工学科

大橋太郎 10 6

4 コンクリートで作る

ミニクリスマスツリー

小学生 環境都市

工学科

青木優介 10 5

5 レゴロボット（第2回） 小学生 電子制御

工学科

鈴木聡 10 10

【 点検評価 】

今年度は、従来の夏休みに実施していた木更津市商工会議所からの小学生向けのイベントが中止さ

れ残念であったが、出前授業の総数は前年度より1つ多い12件であった。要請先は中学校と特別支援

学校が主であった。今後、小学校を含め、マンパワーを考慮した効果的な支援と実施方式の検討およ

び本校での予算立てが課題である。

２．５ 外部資金の確保

２．５．１ 共同研究，受託研究、奨学寄附金及び受託試験

共同研究、受託研究、奨学寄附金及び受託試験について、平成14年度からの実績を表2.6に示す。

共同研究は年々増加していたが、平成２０年度をピークに減少傾向が２年間継続している。さらに、平

成２１年度に増加した奨学寄附金も平成２０年度程度に減少した。今年度再開された受託試験も大幅に

減少している。反面、受託研究については、高い水準を保っている。この中には、科学技術振興機構（JST）

のシーズ発掘試験も含まれている。これらの外部資金の全体総額は前年比 80.4％であり、依然として

景気低迷の影響を受けている。

表2.6 外部資金

受託試験

年度 件数 金額(千円） 件数 金額(千円） 件数 金額(千円） 金額(千円）

Ｈ１４ 1 2,000 0 0 16 11,563 353
Ｈ１５ 3 5,600 2 1,250 16 9,180 636
Ｈ１６ 7 11,360 1 105 19 12,930 152

Ｈ１７ 9 13,610 3 1,617 18 10,900 125
Ｈ１８ 7 13,990 1 1,180 23 15,430 187
Ｈ１９ 13 19,725 1 1,180 16 13,637 789

Ｈ２０ 15 20,525 5 11,331 18 9,409 404
Ｈ２１ 11 10,450 3 11,498 17 14,188 (注)
Ｈ２２ 7 7,800 3 12,653 16 9,355 21

共同研究 受託研究 奨学寄附金

（注）実習工場改修のため実施せず

※端数切捨て

科学研究費補助金の採択状況を表2.7に示す。科学研究費補助金は、昨年より新規採択件数は１件減

少したが継続も含めた件数は同等であった。また、金額は減少している。
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表2.7 科学研究費補助金（含む継続）

年度

基盤C 奨励 若手B 若手(ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ) 合計

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

平成 14年度 3(1) 5,100 2 1,900 5(1) 7,000

平成 15年度 1(2) 2,500 3(1) 5,400 4(3) 7,900

平成 16年度 1(2) 2,000 1 750 1(4) 3,900 3(6) 6,650

平成 17年度 0(2) 1,300 2 1,440 1(2) 3,400 3(4) 6,140

平成 18年度 5(1) 10,200 1 680 1(1) 3,500 7(2) 14,380

平成 19年度 0(6) 4,800 7 3,620 2(2) 6,100 9(8) 14,520

平成 20年度 1(4) 5,200 2 1,160 1(3) 2,000 1 1,330 5(7) 9,690

平成 21年度 2(1) 3,800 2 770 1(2) 1,600 (1) 1,200 5(4) 7,370

平成22年度 1(3) 2,500 3 1,500 0(2) 1,200 1 1,140 5(5) 6,340

単位：千円

直接経費のみ表示

※（ ）は継続分で外数

２．５．２ 技術相談事業

本校における技術相談：22件

（平成21年度35件、平成20年度27件、19年度35件、18年度12件、17年度13件、16年度14件）

特別教育研究経費「企業技術者等活用経費」による技術相談、企業訪問等：109件

教職員OBによる技術相談等の対応により、昨年度から始まった市原市との協働事業が継続実施された。

２．５．３ 知財講習会

平成23年１月25日に機構戦略展開プログラムによる知的財産講習会を開催した。小田准教授の事例紹介とし

て、研究成果から特許出願までの過程が開設された。参加者は14名であった。

【 点検評価 】

不況下にも拘らず、共同研究・受託研究・寄附金・受託試験の全てで健闘していると評価できる。来年

度は科研費の項目の削減や減額があり、かつ、東日本大震災の影響で景気が不透明であるが同様の頑張り

が必要である。そのためにも、科学研究費の申請・独立行政法人科学技術振興機構などの競争的資金獲得

への活動を積極的に展開すると共に、研究結果の公表等によるPR活動やOBコーディネータによる連携活

動、特許取得を推進する必要がある。

２．６ その他外部機関との交流

２．６．１ 高専間・大学間交流

・科学・技術フェスタ＆産学連携推進会議：6月４日～５日（京都） 黒田

・全国高専テクノフォーラム：8月18日～19日（大分）

出展：パネル展示および発表（黒田、上村、飯田）

・関東信越地区テクノセンター長会議：９月９日（長野高専） 黒田

・東京海洋大学フォーラム（パネル出展）：2月10日 小田

２．６．２ 市町村との交流

・木更津異業種交流プラザ定期総会：4月22日 黒田
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・木更津異業種交流プラザ例会参加

柏木・坂元(6/10)、坂元・武長(7/8)、武長(9/9)、和田(10/14)、内田(11/11)、高橋邦(2/10)、上村(3/10)

・市原市地域力連携拠点事業連絡会議：７月５日 黒田、生稲

・市原市夕方セミナー：７月27日 黒川・植田・小平（名誉教授 コーディネータ）

・ドリームプラン。プレゼンテーション IN袖ヶ浦打合会：8月30日 黒田、鴇田、石川、生稲、熊倉

・東京商工会議所大田支部との懇談会：10月６日 黒田

・君津商工会議所2010ビジネス交流会：10月20日 黒田、熊倉

・木更津市賀詞交換会：1月6日 工藤校長、黒田

・市原市夕方セミナー：７月27日 黒川・植田・小平（名誉教授 コーディネータ）

・木更津市異業種交流プラザ新年会：1月13日 黒田、高橋邦、生稲、熊倉

・市原市夕方セミナー：３月23日（＊）

・木更津市との連携

テレワークセミナー 11月 → 2.2.4項参照

木更Conへの協力

２．６．３ 県との交流

・千葉県異業種交流融合化協議会通常総会：6月24日 黒田、生稲

・千葉県中小企業団体中央会・産学連携交流会（木更津高専）：2月17日

黒田・上村・大橋・内田・栗本・生稲・熊倉

２．６．４ 委員会・フォーラム等への参加

・コラボ産学官千葉支部理事会：４月15日 黒田

・千葉エリア産学官連携フォーラム意見交換会：5月6日 飯田、生稲、熊倉

・コラボ産学官千葉支部第３回通常総会：5月11日 工藤校長、黒田、生稲、熊倉

・千葉エリア産学官連携フォーラム実行委員会：5月25日 飯田

・千葉地域 IT化推進協議会：5月28日 白木

・ちば新事業創出ネットワーク第1回総会：７月９日 生稲

・コラボ産学官千葉支部事務協議会：7月22日 生稲

・千葉エリア産学官連携フォーラム実行委員会：９月２日 生稲、熊倉

・千葉エリア産学官連携フォーラム：９月14日 黒田、E岡本、沢口、白木、上村、生稲、熊倉

・千葉産業人クラブ「2010産学官シンポジウム」：10月25日 黒田

・千葉地域 IT化推進協議会オータムセミナー：11月12日 白木

・コラボ産学官千葉支部第４回千葉フォーラム：11月18日 小田、大橋、熊倉

・アグリビジネス創出フェア（幕張メッセ）出展：11月24日～26日 高橋邦

・千葉大学SPS事業運営委員会及び幹事会：12月21日 飯田

・コラボ産学官千葉支部事務協議会：３月17日（＊）

・千葉大学SPS事業運営委員会及び幹事会：3月24日（＊）

（＊）：東日本大震災に伴い中止

２．６．５ その他

・技術振興交流会役員会：5月14日

・技術振興交流会総会：5月25日

・技術振興交流会役員と商工会議所への年末挨拶：12月27日 黒田、生稲

・技術振興交流会役員会：1月20日

・技術振興交流会テクノフォーラム：10月、3月 → 2.3.1項参照

【 点検評価 】

交流は昨年とほぼ同等の実績である。

２．７ 広報事業

２．７．１ メディア作成
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①2009年度事業報告（1,200部作成）

②2010年度ガイドブック（1,200部作成）

③Webページの更新（テクノセンターのページ）

④テクノセンターニュース第17号（150部作成）

⑤テクノセンターニュース第18号（150部作成）

⑥研究シーズ集の発行（Web版）

２．７．２ メディア発信

①房総ファミリア新聞

２．７．３ 公的機関の広報誌発信

①市役所の広報紙

②商工会議所等の会報

【 点検評価 】

例年の広報活動に加えて、研究シーズ集（Web 版）を発行した。今後、Web 版と冊子を発行し、進

行交流会会員などへの配布による共同研究などへの活性化に向けた有効活用が望まれる。

３ ラボの稼働状況

平成13年度からの各ラボの使用状況を表3.1から3.8に示す。

表3.1 平成13年度利用報告

ラボ番号 研究テーマ 報告者 成果

1 パルス型磁歪センサによる応力測定方の各種測定法の各種構造物への応用 黒川章二 学会発表等6件

2 超伝導を用いた高感度サブミリ波受信機の開発 石井孝一

3
自動車ガラス除去に関する技術開発(君津マイカーセンター） 松村志真秀 特許出願

カイロプラクティック施術の人体への影響 大藤晃義

表3.2 平成14年度利用報告

ラボ番号 研究テーマ 報告者 成果

1
EMセンサによる鋼材応力モニタリングについての研究

光ファイバーセンサによるコンクリート歪みモニタリングについての研究
黒川章二 学会発表等3件

2
卒業研究，特別研究で使用 石井孝一，小平眞次

誘電体位相器の設計 泉源 学会発表等2件

3
自動車ガラス除去に関する技術開発(君津マイカーセンター） 松村志真秀

カイロプラクティック施術の人体への影響の基礎研究 大藤晃義 学会発表等5件

表3.3 平成15年度利用報告

ラボ番号 研究テーマ 報告者 成果

1
モニタリングによるコンクリート建造物の補修について

光ファイバーセンサによるコンクリート建造物の変位
黒川章二

学会発表等

8件

2
雲観測用95GHzFM-CWモノスタティックレーダーの開発 石井孝一

学会発表等3件

(千葉大)

誘電体位相器の設計 泉源 学会発表等2件

3 カイロプラクティック施術の人体への影響の基礎研究 大藤晃義 学会発表等4件

表3.4 平成16,17年度利用報告

ラボ番号 研究テーマ 報告者 成果
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1 塩害劣化環境に位置するRC構造物の維持管理手法の構築（東電工業株式会社） 黒川章二 学会発表等2件

2 雲観測用95GHzFM-CWモノスタティックレーダーの開発（千葉大） 石井孝一
学会発表等6件

(千葉大)

3
人体のバイオメカニクス的研究介護予防の身体へ及ぼす影響

（マニュアルメディスン研究所，徒手医学研究所）
大藤晃義 学会発表等9件

表3.5 平成18年度利用報告

ラボ番号 研究テーマ 報告者 成果

1 塩害環境下におけるコンクリートの維持管理に関する研究（東電工業株式会社） 青木優介 学会発表等2件

2 雲観測用95GHzFM-CWモノスタティックレーダーの開発（千葉大） 石井孝一
学会発表等6件

(千葉大)

3
人体のバイオメカニクス的研究介護予防の身体へ及ぼす影響

（マニュアルメディスン研究所，木更津市役所）
大藤晃義 学会発表等7件

表3.6 平成19年度利用報告

ラボ番号 研究テーマ 報告者 成果

1 塩害環境下におけるコンクリートの維持管理に関する研究（東電工業株式会社） 青木優介 学会発表等3件

2
人体のバイオメカニクス的研究、介護予防の身体へ及ぼす影響

（マニュアルメディスン研究所，木更津市役所）
黄野銀介 未提出

3

３ 真直度測定器の開発 黄野銀介、鈴木聡 未提出

４ 共同測定室 未提出

表3.7 平成20年度利用報告

ラボ番号 研究テーマ 報告者 成果

１
塩害劣化等により鉄筋にマクロセル腐食が生じた部材の診断・補修・補強方法の開

発に関する研究（その２）
青木優介 学会発表等５件

２，３ 真直度測定器の開発 黄野銀介、鈴木 聡 学会発表等２件

２，３
・人体のバイオメカニクス的研究

・介護予防の身体へ及ぼす影響
黄野銀介 学会発表等９件

表3.8 平成21年度利用報告

ラボ番号 研究テーマ 報告者 成果

１ （実験実習センター改修工事による仮移転先として利用）

２ （実験実習センター改修工事による仮移転先として利用）

３
・人体のバイオメカニクス的研究

・高強度鋼板の打ち抜き端部からの破断機構の解明

黄野銀介 学会発表

学会発表等４件

表3.8 平成22年度利用報告

ラボ番号 研究テーマ 報告者 成果

１ 機械要素の振動・騒音の低減に関する研究 板垣貴喜

２
・介護予防の身体へ及ぼす影響

・人体のバイオメカニクス的研究

黄野銀介

３
・天井走行クレーンとラフタークレーンの衝突防止装置開発

・重量物の保守点検時における作業負荷軽減装置の開発

大橋太郎

内田洋彰

【 点検評価 】



１２

21 年度は、第 3 ラボ以外が実験実習センター改修工事による仮移転先として利用されたが、今年度

は３つの全てのラボが利用可能となった。公募の結果、応募3件（新規テーマ2件と継続テーマ1件）

が選定され、研究活動に展開されている。なお、3ラボに対して、応募が3件と少なく、外部との共同

研究のより積極的な取り組みへの啓蒙と支援が必要とされる。

４ 課題

（１）共同利用施設の利用頻度向上

（２）技術振興交流会の活動の活性化と会員サービスの向上

（３）特許取得および競争的資金獲得に関する啓蒙活動

Ⅱ 運営委員会の実績

第１回 4月20日 第2回 6月1日 第3回 7月13日 第4回 8月31日

第5回 10月5日 第6回 12月21日 第7回 1月18日 第8回 2月22日

第9回 3月17日

Ⅲ 運営委員会委員と事務部担当

センター長 黒田 孝春（機械工学科）

副センター長 飯田 聡子（電気電子工学科） 大橋 太郎（電子制御工学科）

上村 繁樹（環境都市工学科）

センター委員 五十嵐譲介（人文学系） 高橋 邦夫（基礎学系）

丸岡 邦明（機械工学科） 石井 孝一（電気電子工学科）

坂本 周作（電子制御工学科） 天摩 勝洋（情報工学科）

青木 正克（事務部長）

事務部 須磨 宏信（総務課長）

生稲 一芳（研究協力・地域連携係長） 熊倉（研究協力・地域連携係）


