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－ 地域共同テクノセンター運営委員会 － 

Ⅰ 平成23年度活動の結果と点検評価 

 

１．新たな活動 

 １．１ 企業技術者等活用プログラムの実施（教員ＯＢと産業界とのＣＯＯＰ教育の実践） 

 地域共同テクノセンターでは、地域連携や地域共同を強化した地域活性化支援に加えて、地域に求

められる実践的な技術者教育に焦点を当てた COOP 教育（Cooperative Education）を目指し、平成

23年度企業技術者等活用プログラム「OBと産業界とのCOOP教育の実践」を実施した。本プログラ

ムの概要を図1.1に示す。本プログラムでは、本校の教育・研究や地域企業などの実情や経験が豊富な

教職員OBにOBコーディネータを委嘱、さらに産業界の適切な人材に教育コーディネータを委嘱し、

地域企業のニーズやシーズを本科生と専攻科生のレベルに応じたキャリアアップやCOOP教育の推進

を目的に実施した。本プログラムの目標は、1）本科低学年での社会キャリア教育の実践（地域社会の

シーズ発掘）、2）本科高学年における実践キャリア教育の実施（地域企業訪問とシーズ集の発行）、3）
専攻科生のCOOP教育の実施（企業ニーズの問題解決）、4）地域連携を通したニーズ・シーズマッチ

ングによる地域活性化支援、である。 
 

図1.1 企業技術者等活用プログラムの概要      図1.2 学生の企業訪問報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 本プログラムの実施に先立ち、教育コーディネータとして、日刊工業新聞社千葉支局長の神阪拓氏

を招き、本科低学年向け（講演テーマ「取材のイロハ」、2011 年 9 月 1 日実施）と本科 4 年生以上の

高学年向け（講演テーマ「ジャーナリスト塾」、2011 年 11 月 10 日実施）の特別講演を行った。講演

では、取材先のアポイントの取り方から、相手に質問する際の注意点や、神阪氏が執筆した記事を元

に取材内容を記事にまとめる際のポイント等を具体的かつ丁寧に説明していただき、まさに現場の取

材記者ならではの興味深く貴重なお話であった。 
 本科低学年向けは、平成23年度国語科主催夏期集中講義「日本文化論」の受講学生22名を対象に、

「千葉県の職人文化を探る」というテーマで実施した。2011 年 10 月初旬から 5 班に分かれて千葉県

指定伝統工芸品を製作している名工の作業場 5 カ所を順次訪問した。高学年向けは、本科 4 年生から

専攻科1年生までの42名を対象に、12月初旬から1月中旬にかけて木更津地域の42社をOBコーデ

ィネータと一緒に訪問し、担当者へのインタビューと会社見学を行った。高学年向けのインタビュー

を、企業訪問報告書として冊子体化したものが、図1.2である。 
 本プログラムの実施により、今後、地域産業・企業等と木更津高専の有するシーズとニーズ間の相

互交流とマッチングが図られ、地域社会が求める技術者の育成と地域産業の活性化を期待している。 
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 １．２ 研究設備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、本校の研究設備シーズを作成

した。平成24年3月11日に行った第16回テクノフォーラムにて、研究設備シーズ集を技術振興交流

会会員へ配布し、一部設備の見学会を行った。図 1.3 に研究設備シーズ集の例を示す。今後は WEB 上

でのpdf形式の公開も検討する。 

図1.3 研究設備シーズ集の一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．継承した事業活動 
２．１ 小中学校教員への教育支援 

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、昨年度に引き続き、平成 23 年 7

月 29 日(金)、本校を会場に、木更津市まなび支援センターの主催で、木更津市夏季小中学校教員研

修会を開催した。市内小中教員の参加者数は30名であった。 

本校の工藤校長のあいさつ後、本校物理担当教員により、磁気の不思議、光の不思議、低温の世界の

不思議といった科学マジック実演や、ペーパークラフト紙飛行機の製作、放射線の講義と放射線測定器

を使って校内の放射線量を測る実習を行った。 

   また今年度は、上記に加えて、平成23年8月4日（木）、本校を会場に、袖ヶ浦市教育研究会理科部

会の主催で、袖ヶ浦市教育研究会理科部会研修会を開催した。市内小中教員の参加者数は15名であっ

た。当日は、磁石を落としてＬＥＤを光らせる演示用の教材と、小中学生向けの磁石の引力や斥力を利

用したゆらゆらおもちゃを製作した。 

どちらの研修会においても、出席された小中学校の先生方からは、各実験等に感嘆の声を頂き、今後

も、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貢献していきたいと考える。 

  ＜本校ホームページ2011/08/05, 2011/08/29ニュース参照＞ 

 

図2.1 研修会の様子 
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２．２ 外部資金獲得に関する啓蒙活動 

平成20年の世界同時不況からの景気低迷は、東日本大震災及び急激な円高による影響により平成23

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、昨年度に引き続き危惧された。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。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。さらなる研究環境整備、意識向上に向けて今年度、科学研究費の申請に関

するアンケートを実施した。この結果を分析し、申請及び採択件数増加に向けての方策を講じる必要が

ある。 

 
 
２．３ 木更津工業高等専門学校技術振興交流会活動 

 ２．３．１ テクノフォーラム 

   例年に倣い2回開催された。第15回では、3月に起こった原子力発電所の事故に関して、本校の教員が講

演を行い、それに加えて、地域の活性化について木更津市の職員に講演いただいた。第 16 回では、千葉県

の職員2人に講演いただき、その後本校の設備見学を実施した。 
  ＜本校ホームページ2011/11/09, 2012/03/29ニュース参照＞ 
 
                 表2.2 テクノフォーラムの内容 

回数 講演内容（講師） 日時・参加人数 

第１５回 ①「これからの木更津のまちづくりについて」 

 講師：木更津市都市整備部 部長 

 小川剛志 氏 

②「正しく知ろう～放射線の基礎～」 

 講師：木更津工業高等専門学校 教授 

 福地健一 氏 

10月11日（火）実施 

参加者84名 

第１６回 ① 「アクアラインを活用した地域づくりの推進」 

講師：千葉県商工労働部アクアライン活用戦略チーム 

副参事 吉田篤史 氏 

②「千葉県のものづくり中小企業支援策」 

 講師：千葉県商工労働部産業振興課副技監（兼） 

産業技術室長 高岡健二 氏 

③「設備見学会」 

3月13日（火）実施 

参加者65名 

 

 
２．３．２ 技術振興交流会分科会 

平成23年度は、7分科会で計9回の分科会が開催された。分科会や内容によって、参加者数に幅が

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。開催日等は以下のとおり。 

 

表2.3 分科会開催一覧 

分科会名 委員長 開催日 

機械・制御系 伊藤 操 平成23年6月24日 

平成24年 3月 2日 

電子・電気系 上原 正啓 平成23年6月29日 
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環境・土木系 石川 雅明 平成23年4月27日 

平成23年11月1日 

異業種融合 黒田 孝春 平成23年6月10日 

情報系 和崎 浩幸 平成23年3月28日 

医療・福祉機器 栗本 育三郎 平成24年3月13日 

教材開発分科会 大澤 寛 平成24年3月30日 

 

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。今年度は、2件開催した。 

 

表2.4 レベルアップ講座開催一覧 

講座名 担当者 実施日 

優しい電気回路 上原 正啓 

8月27日,9月10日 

9月24日,10月22日 

11月26日 

インバータ・コンバータなどの基礎 大澤 寛 

12月17日,1月14日 

2月4日,3月3日 

3月10日 

 

 【 点検評価 】 
  テクノフォーラムは、東日本大震災における原子力発電所の損壊による放射線被害に対する関心の高

さを踏まえ、本校教員による放射線の基礎についての講演が行われた。また、今後の地域の方向性を考

える上で重要となる、木更津地域の開発に関するテーマで2件の講演、更に企業を支援する公的支援に

ついて1件の講演を依頼・実施した。 

   技術振興交流会分科会は、分科会や内容によって参加者数に幅がみられた。また、レベルアップ講座

は、昨年度は13講座開設して実施されたものがなかったが、今年度は12講座開設して2講座が実施さ

れた。より魅力的な分科会・レベルアップ講座とするため、実施内容の更なる検討が望まれる。 

 

 

２．４ 生涯教育，出前授業など 

２．４．１ 2011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2.5 2011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 

電子オルゴールをつくろう 

 
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 15 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600名の小学

生及び保護者が来校した。 

機械工学科からは「不思議なモアレディスクを作ろう」、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「地震博士になろう」、基礎学系物理からは「ステンドグラス万華鏡

をつくろう」という６個のコンテンツに加えて、「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2011/11/09ニュース参照＞ 
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２．４．３ 出前授業 
実施した 15 件の出前授業のリストを表 2.6 に示す。小学校や中学校、公民館、図書館等からの要請

に応えた。また、一般企業からの依頼があった。 

 

表2.6 出前授業リスト 

月 日 出前先 テーマ 参加人数 代表者 

4月15日 

5月10日 

5月19日 

西清小学校 陸上指導 87 名 坂田 

5月11日 

5月18日 
祇園小学校 陸上指導 40 名 坂田 

6月28日 高柳小学校 防犯センサー作成 180 名 栗本 

7月14日 木更津第一中学校 万華鏡製作，光の世界 104 名 高橋（邦） 

7月23日 東京ガス 
万華鏡製作，モアレディスク製作， 

どこでもラジオ製作 
44 名 飯田 

7月26日 清見台公民館 科学クイズ，実験，万華鏡製作 30 名 高橋（邦） 

7月28日 船橋市役所 金属探知機を作って宝探し 30 名 大澤 

8月3日 
君津市生涯学習 

センター 
紙ヒコーキ製作，科学マジック 20 名 高橋（邦） 

9月16日 根形中学校 君にもドキドキハートメータ 59 名 栗本 

10月6日 

10月7日 
長浦中学校 万華鏡製作 100 名 高橋（邦） 

10月16日 
袖ヶ浦市 

中央図書館 
電子オルゴール製作 20 名 沢口 

10月22日 周西小学校 陸上指導 94 名 坂田 

11月5日 木更津第三中学校 スカイツリー製作，光る泥団子製作 27 名 石井（建） 

11月12日 周西小学校 空き缶でオカリナ製作 100 名 高橋（邦） 

2月10日 根形中学校 地震について，液状化現象実験 56 名 鬼塚 

 
２．４．４ 公開講座 

 公開講座の実施リストを表2.7に示す。公開講座は21講座実施した（平成22年度21件、21年度17件、20
年度20件、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、約90％であった。 
 

表2.7 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 代表者 受講者数 

1 背骨と健康 一般 黄野 21 

2 
陸上競技教室 

～速く走るコツ～ 
小学生 坂田 146 

3 柔道ってどんなもの 小学生 清野 9 

4 
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 清水 3 

5 
電気主任技術者第三種受験のための 

直前講座 
一般 上原 4 

6 青少年のためのおもしろサイエンス 
小４～中

学生 
相川 24 
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7 牛乳ミニパックで橋づくり 小２，３ 佐藤 5 

8 磁石とコイルを使って音を聞いてみよう 
小４～ 

小６ 
立石 12 

9 ジュニアバレーボール教室 
小３～ 

中学生 
篠村 59 

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 鬼塚 23 

11 簡単なラジオ製作 
小・中学

生 
石川雅之 14 

12 移動ロボット製作教室 
小５～ 

中２ 
泉  15 

13 ガラスを削って絵を描こう 
中学生 

以上 
小林 6 

14 君にもできるゲームプログラミング 中学生 大枝 10 

15 作って確かめる多面体の不思議 
小学生 

以上 
関口 8 

16 エクセルを使った自動計測の体験 一般 大橋 1 

17 電子オルガンを作ろう 
小４～ 

中学生 
沢口 10 

18 金属探知機を作って宝探し！！ 小５以上 飯田 3 

19 耳年齢チェッカーを作ろう 
小５～ 

中学生 
岡本（峰） 6 

20 
Wordを使って写真入り年賀状を作ろう 

～初心者のためのパソコン講座～ 

パソコン

初心者 
高橋（美） 12 

21 くるくるクリスマスツリーを作ろう 
小４～ 

中学生 
坂元 12 

 

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 2.8 に示す。

今年度講座数は6件（平成22年度5件、21年度5件、20年度6件、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）であり昨年度と同様の講座に1件加えて実施した。アンケート

による満足度は約90％であった。 
 

NO 講座名 受講対象者 担当者氏名 受講者数 

1 インターネットとブログ 一般 飯田 4 

2 レゴロボット（第1回） 小学生 鈴木 10 

3 分解して 

メカニズムを知ろう 

小４～ 

小６ 

大橋 5 

4 コンクリートで作る 

ミニクリスマスツリー 

小学生 青木 10 

5 レゴロボット（第2回） 小学生 鈴木 10 

6 ウィンドウズではないパソコンを

体験してみよう 

一般 大橋 3 

表2.8 テレワークセミナー実施実績 

【 点検評価 】 
昨年度と比べて、今年度の生涯教育、出前授業の講座数及び受講者数は、増加傾向であった。木更

津高専サイエンススクエアは、昨年度と比べてほぼ倍増の約 600 人が参加され、大変盛況したもので

あった。出前授業については、昨年度の要請先は、中学校と特別支援学校が主であったが、今年度は
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それらに加え、地方自治体や私企業からの要請も加わった。また、公開講座は、昨年度と同じ21講座

実施したが、受講者数は昨年度より約20%増加し403名となった。今後も引き続いて講座等の啓蒙活動

を進めると共に、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2.9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であったが、平成23年度は件数では

増加したが、金額については引き続き減少傾向である。さらに、平成21 年度に増加した奨学寄附金も

同様な傾向がみられる。また昨年度再開された受託試験についても同様な傾向である。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ＳＡＴＲＥＰＳ(地

球規模課題対応国際科学技術協力)、科学技術戦略推進費補助金も含まれている。これらの外部資金の

全体総額は前年比 110.11％と増加しており、東日本大震災や景気低迷の影響を受けながらも、増加傾

向である 

表2.9 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
Ｈ２３ 9 4,064 6 20,000 18 8,760 14

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2.10に示す。科学研究費補助金は、昨年より新規採択件数が１件

増加し、それに合わせ金額も増加した。 

 

表2.10 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 
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平成23年度 1(3) 3,600 4 2,100 1(2) 3,300 (1) 1,120 6(6) 10,120 

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：44件 
（平成22年度22件、21年度35件、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） 
 企業技術者等活用プログラムにかかる教職員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 11 月 15 日に機構本部知的財産本部による教員対象の知的財産講習会を開催した。講師として、機

構本部知的財産本部コーディネータ清水榮松氏を御呼びし、各高専・大学等の事例紹介として、研究成果から特

許出願までの過程が解説された。参加者は25名であった。 
 
２．５．４ 科研費獲得に向けての講習会実施 

  平成23年9月2日に科学研究費補助金獲得に向けての講習会を開催した。講師として、豊橋技術科学大学科研

費統轄アドバイザー（前日本学術振興会学術システム研究センター専門研究員）梅本 実氏を御呼びし、「科学研

究費補助金の審査の仕組みと採択されるための申請書の書き方」と題して、3 つの立場から見る科研費（学術振

興会の立場、審査委員の立場、申請者の立場）に具体的に事例を基に説明して頂いた。参加者は35名であった。 

 

２．５．５ 科学研究費の申請に関するアンケートの実施 
 平成23年12月16日に、科学研究費を申請するにあたり妨げとなっている事由を調査することを目的と

して、常勤の全教員を対象とした科学研究費の申請に関するアンケート調査を実施した。 
 

【 点検評価 】 
東日本大震災及び急激な円高による不況下にも拘らず、共同研究・受託研究・寄附金・受託試験全体の

資金獲得額は増加しており、健闘していると評価できる。来年度においても、これら4項目の獲得額を増

加させるために、本テクノセンター及びOBコーディネータを窓口として、産学連携・地域連携のきっか

け作りをより多く提供していく必要がある。また今年度、科学研究費の申請に関するアンケートを12月

に実施した。この結果を分析し、申請及び採択件数増加に向けての方策を講じる必要がある。 

 
 
２．６ その他外部機関との交流 

２．６．１ 高専間・大学間交流 

・全国高専テクノフォーラム：8月4日（東京） 
    出展：パネル展示（黒田、和崎、大久保、松本、熊倉） 
・関東信越地区テクノセンター長会議：8月26日（小山高専） 黒田 
 

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15日  黒田 
・木更津異業種交流プラザ例会参加 
    飯田・大橋(5/12)、大橋(6/9)、小澤(7/14)、天摩(9/8)、山下(10/13)、石出・大久保(11/10)、大久保(2/9) 
    浅野(3/8) 
・市原市夕方セミナー：７月27日  黒田、栗本、黒川・小平（名誉教授 コーディネータ） 
・君津商工会議所2011ビジネス交流会：10月20日  黒田、松本 
・木更津市賀詞交換会：1月6日  工藤校長、黒田 
・木更津市異業種交流プラザ新年会：1月12日  黒田、松本 
・市原市夕方セミナー：2月20日  石出、黒川（名誉教授 コーディネータ）、松本 
・木更津市との連携 
    テレワークセミナー 11月、12月 → 2.4.5項参照 
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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：5月11日  大久保 
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13日  黒田 
・コラボ産学官千葉支部第４回通常総会：5月16日  和崎、松本 
・千葉エリア産学官連携フォーラム実行委員会：5月24日 → 技術振興交流会定期総会と重複のため欠席    
・千葉大学ＣＳＰＣ運営委員会及び式典・見学会：5月27日  黒田 
・千葉エリア産学官連携フォーラム実行委員会：6月6日  黒田、松本 
・東葛テクノプラザ第12回通常総会：6月9日  飯田 
・千葉大学ＣＳＰＣ幹事会：7月19日  黒田 
・コラボ産学官千葉支部事務協議会：7月21日  松本 
・千葉エリア産学官連携フォーラム実行委員会：8月30日  松本 
・千葉エリア産学官連携フォーラム：9月16日  黒田、M伊藤、沢口、柏木、白木、大久保、松本、熊倉 
・千葉エリア産学官連携フォーラム実行委員会：10月28日  黒田、松本 
・千葉産業人クラブ「2011産学官シンポジウム」：11月14日  黒田 
・コラボ産学官千葉支部第5回千葉フォーラム：11月15日 → 知的財産講演会開催と重複のため欠席 
・コラボ産学官千葉支部事務協議会：3月16日  松本 
 
２．６．５ その他 

・技術振興交流会役員会：5月10日 
・技術振興交流会総会：5月24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、松本 
・技術振興交流会役員会：1月27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 

  ①2010年度事業報告（1,200部作成） 
  ②テクノセンターニュース第19号（100部作成） 
  ③研究シーズ集の発行（400部作成） 
  ④研究設備シーズ集（100部作成） 
 
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（冊子体）、研究設備シーズ集（Ａ４印刷版）を発行した。

今後、技術振興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 
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 平成19年度からの各ラボの使用状況を表3.1から3.5に示す。 

 

表3.1 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3.2 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3.3 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3.4 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 論文1件 
学会発表7件 

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 

 

 
表3.5 平成23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 】 
 今年度は、公募の結果、応募3件が選定され研究活動を展開している。なお、昨年度と同じく、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、そして

ラボの使用に係わる制約等の見直しも必要と考えられる。また、教員および企業にアンケート調査等を

実施し、より活発な施設利用に向けた方策を模索する必要がある。 

 

４ 課題 
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（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 
（４）平成23年度に行った科研費申請に関するアンケートの精査及び教員へのフィードバック 
 

 
 

Ⅱ 運営委員会の実績 
 第１回 4月19日  第2回 5月31日  第3回 7月12日  第4回 9月13日 
 第5回 11月8日  第6回 12月13日  第7回 1月31日  第8回 3月13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）     和崎 浩幸（情報工学科） 

大久保 努（環境都市工学科） 
 
 センター委員   五十嵐譲介（人文学系）   吉井 文子（基礎学系） 
          小田  功（機械工学科）         坂元 周作（電子制御工学科）  

原  英毅（事務部長） 
 
 事務部      須磨 宏信（総務課長）       
          松本 義一（研究協力・地域連携係長） 熊倉 拓哉（研究協力・地域連携係） 


