テクノセンターニュース

木更津工業高等専門学校
地域共同テクノセンター
2015 年 10 月発行
第 25 号

3 人の兵に 6 人の司令官を育てる大学教育

地域共同テクノセンター
学校基本調査年次統計によれば、バブル崩壊
後、大学卒業者の五分の一近くがまともに就労
できていない（進学も就職もしていない、また
は一時的な仕事に就いた）状況が 20 年も続い
ています。
一時的にせよ就職した者を含め就職率に注
目すると、大学卒の就職率は最も良い時で平成
19 年の 96.9%、就職氷河期には 91.0%まで落ち
込んでいます。一方、高専卒の就職率は毎年ほ
ぼ 100%を維持しています。就職氷河期のさな
か平成 12 年および 15 年にも 100%を達成して
います。大学卒の就職率が高専卒の就職率を上
回ったことは一度もありません（大学等卒業者
就職状況調査）。
これらの数字は当該年度の卒業者の最終的
な就職率ですが、そこに到達するまでに企業
側・学生側双方が費やす時間およびエネルギー
に注目すると、高専卒と大学卒との格差はさら
に開きます。高専卒の場合、原則として就職活
動情報サイトは使いません。高専に求人票が来
た企業の中から学生が志望先を決め、学校推薦
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をもらって選考を受けるのが一般的です。選考
が解禁された月から内定が出始め、2 ヶ月後か
ら 4 ヶ月後にかけて内定のピークとなり、選考
解禁から 6 ヶ月後までにはごく一部の特殊事情
を抱える学生を除き全員の就職が決まります。
その間、5 社以上受ける学生は珍しい方であり、
10 社以上受ける学生はまずいません。1 社目で
内定を獲得する学生も珍しくありません。
一方大学卒の就職活動は全く異なります。有
名国立大学でさえ、1 社目で内定を獲得する学
生はまずいません。順調な学生でも 10 社前後
受けることが多く、20〜30 社受ける学生はいい
方、
中には 50 社以上受け続ける学生もいます。
選考解禁から 6 ヶ月を経過してもまだ内定を得
られない学生が、例外とは言えない数存在して
います。このような状況は学生に負担をかける
だけではありません。企業側から見ても、高専
生を採用するコストに比べ、大学卒を採用する
コストがはるかに高いという状態になってい
ます。

以上のような状況は、高専と異なり大学教育
が産業界のニーズに応えられていないことを
示しています。大学の役割は人材育成だけでは
ないので、このことだけをもって大学の価値を
決めつけてはいけませんが、教育機関でもある
以上教育成果が芳しくないという事実はやは
り厳粛に受け止めなくてはならないでしょう。
さらに、産業界のニーズと高等教育の成果との
ミスマッチが日本のものづくりに与えている
悪影響は、上記の数字から受ける印象より深刻
です。
産業界のニーズと高等教育の成果とのミス
マッチを理解するために、まず高専が育てる人
材と大学が育てる人材とはどこが異なるのか
を整理しておきましょう。
大学教育の目的はエリートの養成です。エリ
ートとは、経営に関与する役員クラスであり、
ひいては業界および日本の将来にリーダーシ
ップを発揮し得る人材のことです。このことは
大学の歴史からも、大学教育の仕組みからも明
らかです。
大学教育のキーワードは自由と大人数です。
大学教育に学習指導要領はありません。また教
員免許も必要ありません。何をどのように教え
るか、大学には高校までと比較にならない大き
な自由裁量が認められています。一方大学生の
側にも高校までとは比較にならない自由が与
えられています。大学生はこの自由を使って、
アルバイト・ボランティアなどの社会体験をし
たり、長期旅行や留学で見聞を広めることがで
きます。クラブ活動をとっても、鳥人間やロボ
コンなどプロジェクト型の活動が大学で行わ
れるのは、自由な環境が基盤にあるからこそで
す。教える側および教えられる側双方にこのよ
うな自由が保証されているのは、会社・業界・
国家の経営に関与するには大所高所からの見
識が必要であり、それは詰め込み教育で得られ
ないからです。
ただし自由な環境だけでエリートが育つわ
けではありません。自由を空費し、（社会的に
見れば）堕落する者もいます。したがって、エ
リートを確実に育てるには大きな母集団が必
要です。母集団が大きいほど、その中から将来
の松下幸之助や本田宗一郎が育つ確率は高ま
ります。
このように自由および大人数という大学教
育の仕組みは、エリート養成という目的と対応
しています。
一方、高専教育の目的は実践的技術者の養成
です。この目的を達成するために、同じ高等教
育でありながら、高専は大学における自由およ

び大人数とは逆の仕組みを持っています。大学
ほどの自由はありません。どちらかと言えば詰
め込み教育に近いと言えます。また高校並みの
少人数クラスです。つまり教員あたりの学生数
が大学より少なくなっています。このため学生
一人一人に目が行き届き、学生をしっかり管理
しています。実験・実習についても、大人数ク
ラスの大学では「見ているだけ」になりがちで
すが、少人数クラスの高専では全員が一定の技
能を修得します。このような仕組みによって、
高専は実践的技術者を高い歩留まりで養成す
ることができます。
産業界のニーズと高等教育の成果とのミス
マッチを理解するため、次に新卒労働力の需給
バランスがどうなっているかを考えましょう。
次ページの図は新卒就職者の学歴別構成比
の推移です（独立行政法人労働政策研究・研修
機構「中小企業における既卒者採用の実態、
2012）。長期的に見ると、中学卒および高校卒
の割合が減少し、大学卒の割合が増加していま
す。詳しく見ると、大学卒の割合が平坦部から
増加に転じる時期が 2 回あります。1 回目は
1960 年代後半。この時期は、戦後の高度経済成
長が終わり、証券不況が始まった時期と対応し
ます。2 回目は 1990 年頃、バブル経済崩壊の時
期です。いずれも経済の先行きに不安があり、
安定した収入が見込める高学歴を得ようとす
る 18 歳人口の意識が働いたと考えられます。
では本当に高卒より大学卒の方が就職に有
利だったのでしょうか。厚生労働省「高校・中
学新卒者の就職内定状況等」およびリクルート
ワークス「第 31 回ワークス大卒求人倍率調査」
のデータを使って高校卒の求人倍率と大学卒
の求人倍率とを比較すると、意外なことがわか
ります。2006〜2010 年度を除き、高校卒の求人
倍率の方が大学卒よりおおむね高いのです。
2006〜2010 年度は急激に円高が進んだ時期で
あり、生産拠点の海外移転が進んだ結果、単純

労働者である高卒の需要が減退したと考えら
れます。しかしこの時期を除くと、高校卒の求
人倍率の方が大学卒よりおおむね高いのです。
特に興味深いのは、大学卒の割合が平坦部か
ら増加に転じたバブル景気崩壊後です。バブル
崩壊後、求人倍率は当然急激に減少しますが、
高校卒の求人倍率は大学卒の求人倍率よりほ
ぼ常に 40〜60%くらい高い水準を保っている
のです。つまり、大学を出ておいた方が就職に
有利だろうというのは幻想であって、現実はむ
しろ逆であったことになります。
この時期、大学卒の就職における苦戦ぶりも
伝えられていましたから、18 歳人口関係者がそ
れを知らなかったはずはありません。おそら
く、景気が回復して求人が増えるまでの時間稼
ぎとして大学に進学する人数が増えたのでは
ないかと考えられます。しかし、彼らが大学を
卒業するとき、待っていたのは長引く不況と就
職氷河期でした。結果的には高校卒で就職して
おいた方がましだったのですが、時すでに遅し
です。
時間稼ぎのために大学に進学しようとして
も、入学できなければこのような悲劇は起こら
なかったはずです。なぜ悲劇は起こったのか。
それは、18 歳人口が減少に転じるにもかかわら
ず、ちょうどこの頃から大学の定員が増加し続
けたからです（文部科学省「学校基本調査」）。
バブル崩壊後のこのような需給バランスを総
括すると、本当は高校卒の需要が高かったにも
かかわらず、政策の失敗によって大学卒の供給
を増やしてしまったと見ることができます。こ
のことは、就職氷河期に社会に放り出された当
事者にとって不幸であったばかりか、必要な労

働力が適切に供給されなかったという意味で、
日本経済にとっても損失でした。
では大学卒の需給バランスと高専卒の需給
バランスを比べるとどうなっているでしょう
か。
ある研究によると、一企業の全従業員に占め
る役員の人数は平均 0.2%とされています（中山
徳良「日本企業の生産性と役員数」日本経済研
究(1999), No.3, p.48）。別の研究によると、中間
管理職の割合は平均 25.2%ということです（大
井方子「数字で見る管理職数の変化」日本労働
研究雑誌(2005), No.545, p.4）。これらの数字を
ヒントに、製造業における役員の数と実践的技
術者の数を荒っぽく見積もると、実践的技術者
の数は役員数の約 100 倍くらいになります。上
記 2 つの研究だけから役員の数と実践的技術者
の数を見積もるのは読者諸賢から指摘される
までもなくむりがあります。したがって実践的
技術者の数は役員数の約 10 倍かもしれないし、
約 1 万倍かもしれません。ただ、役員数より実
践的技術者の方が遙かに多いということだけ
ははっきりしています。すなわち役員になる人
材の需要より実践的技術者の需要の方が遙か
に多いということです。
では供給の方はどうか。文部科学統計要覧に
よると、エリートを養成するはずの理工系大学
への入学者数は、実践的技術者を養成する高専
への入学者数の約 11 倍にのぼります。需要と
供給が逆になっています。実践的技術者が圧倒
的に不足しています。これが高専への高い求人
倍率の背景にあります。
この需給アンバランスはどのように調整さ
れているでしょうか。実は理工系大学からも実
践的技術者が供給されているのです。数からい

うと、高専よりはるかに多くの実践的技術者が
結果的に理工系大学から供給されています。理
工系大学から採用される実践的技術者は、採用
時点から実践的技術者として採用されること
もありますが、採用時点では役員候補生として
採用し、一握りの役員になれなかった大多数を
実践的技術者として活用するケースが少なく
ないようです。
これら理工系大学から採用された「実践」的
技術者は、もともと大学ではエリートの養成に
適した環境で学んだので、見識に富み広い視野
を持っていますが実践力に乏しいという問題
を抱えています。天下国家を論じるのは得意で
すが、ノギスが使えません。CAD が使えません。
そういう学生はまだいい方で、大学の自由な環
境を無為に過ごし何も身につけないで卒業し
た学生を採用せざるを得ないこともあります。
したがって理工系大学から採用された「実
践」的技術者は社内で実践的技術者に再教育す
る必要があります。つまり高専卒の人材よりコ
ストがかかります。このコストが、グローバリ
ゼーションで厳しい競争にさらされる今日の
企業にとっては、負担となっています。
軍隊でいえば、
大学卒=司令官クラス

高専卒=幕僚ないし下士官クラス
高校卒=兵士クラス
に例えることができます。軍隊では、階級が下
になるほど人数が幾何級数的に多くなります。
ところが新卒就職者における学歴構成は逆に
なっています。
産業が高度化すれば労働者に占める高学歴
者の割合は増えるという理屈はわからないで
はありませんが、常識的に考えて限度がありま
す。高等教育よりも職人的な技能が要求される
労働は絶対になくなりません。たとえば物流に
おけるトラックの運転手、クレーンやフォーク
リフトの運転手がそうです。建設作業員もそう
です。建設作業員の不足は東日本大震災の復興
に支障となっているばかりか、東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連施設への影響も心配さ
れています。
ところが前掲の図を見ると、2011 年現在新卒
就職者に占める高校卒の割合は約 30%、大学卒
の割合は約 60%です。これは軍隊でいえば、3
人の兵士に対して 6 人の司令官を育てているよ
うなものです。異常と言わざるを得ません。
グローバリゼーションの中で日本のものづ
くりが生き残るには、学歴別需給アンバランス
をなんとかしなければならないと思います。

副センター長就任のご挨拶

地域共同テクノセンター副センター長
平成 27 年 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基礎学系
（数学）の田所です。よろしくお願い申し上げ
ます。
地域共同テクノセンターの活動内容をいく
つか紹介します。キッズサイエンスフェスティ
バル・出前授業を初めとする地域連携、企業技
術者等活用プログラム・レベルアップ講座・企
業説明会を含む技術振興交流会の活動などの
産学連携、共同研究・受託研究の外部資金獲得

田所

勇樹

等の研究促進サポート、数学の教員としては公
開講座を通じたテクノセンターとのつながり
がこれまで深く、多くの業務は私にとって新鮮
に感じます。
副センター長として、地域・企業の皆様と共
に、お互いがお互いを発展させる橋渡しができ
るよう努力をしていきたいと考えております。
皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろし
くお願い申し上げます。

地域連携・産学連携の記録
公開講座
平成 27 年度は，以下の公開講座を開催いたしました。
（平成 27 年 8 月末現在，以降は予定）
講座名

実施時期

受講対象者

陸上競技教室－速く走るコツ①－

5 月 9 日（土）

小学 4 年生～中学生

陸上競技教室－速く走るコツ②－

5 月 10 日（日）

小学 4 年生～中学生

三びきの子豚と材料力学

6 月 6 日（土）

中学生

柔道ってどんなもの？

6 月 27 日（土）

小学生

LED ランタンを作ろう

7 月 30 日（木）

小学 4 年生～中学 3 年生

簡単なラジオの製作

7 月 31 日（金）

小学 4 年生～中学生

8 月 1 日（土）

中学生

夏休みこども工作教室

8 月 4 日（火）

小学 4〜6 年生

移動ロボット製作

8 月 20 日（木）～21 日（金） 小学 5 年生～中学 2 年生

光の残像でメッセージを伝えよう

8 月 23 日（日）

小学 3 年生～中学生

作って確かめる多面体の不思議

9 月 26 日（土）

小学生・中学生

10 月 17 日（土）

小学 4 年生〜中学生

電子オルガンを作ろう!

10 月 31 日（土）

小学 4 年生〜中学生

金属探知機を作って大きな宝探し!!

11 月 21 日（土）

小学 4 年生〜中学生

レゴロボットを作ろう!

12 月 5 日（土）

小学生

12 月 6 日（日）

小学生・中学生

君にも出来るメディアデザイン
−テクノマスコット−

自分のオリジナルイルミネーショ
ンを作ろう!!

くるくるクリスマスツリーを作ろ
う!

柔道ってどんなもの？

夏休みこども工作教室

出前授業
小中学校等からの依頼を受けて、以下の出前授業を行いました。
（平成 27 年 8 月末現在）
講座名

実施担当者

出前授業依頼元

陸上競技教室（種目別指導）

人文学系

坂田洋満

木更津第一小学校

ランニング・クリニック

人文学系

坂田洋満

祇園小学校

陸上競技教室（種目別指導）

人文学系

坂田洋満

祇園小学校

走り方指導

人文学系

坂田洋満

木更津第一小学校

理科教室「低温の世界」

基礎学系

高谷博史

東清小学校

光と色の科学〜身の回りの不思議

基礎学系

高谷博史

木更津市まなび支援センター

基礎学系

高谷博史

木更津市教育研究会理科部会

鎌足探検隊〜万華鏡づくり教室〜

基礎学系

高谷博史

木更津市立鎌足公民館

ペットボトルロケットを作って打

基礎学系

嘉数祐子

木更津市立中央公民館

に目を向けて〜
もの作り体験活動〜ビー玉を使っ
た万華鏡作り〜
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ち上げよう
みんなあつまれ！夏休みおもしろ

基礎学系

嘉数祐子

木更津市立清見台公民館

科学教室

ものづくり体験活動
〜ビー玉を使った万華鏡作り〜

みんなあつまれ！夏休みおもしろ科学教室

その他のイベント
技術振興交流会会員企業会社説明会
4 月 16 日（木）本校の技術振興交流会会員企業

した。参加した学生は、各企業の説明を真剣に

による企業説明会を開催しました。説明会には

聞き、質疑応答も活発に行われ、充実した説明

16 社の企業が参加し、285 名の学生が出席しま

会となりました。

木更津高専キッズサイエンスフェスティバル
7 月 28 日（火）本校と木更津高専技術振興交流

しました。「ものづくりの楽しさ」を体験して

会の共催、近隣四市の教育委員会及び商工会議

もらうため、複数のテーマを１箇所に集約した

所等の後援のもと、小学生を対象とした木更津

大規模なイベントで、近隣の小学生約 270 名が

高専キッズサイエンスフェスティバルを開催

参加しました。

学科学系名

テーマ名

基礎学系

青少年のためのおもしろサイエンス
（1）低温世界の体験，
（2）プラネタリウムの製作

機械工学科

魔法の金属で遊ぼう！

電気電子工学科

金属探知機を作って宝探し!!

電子制御工学科

ふるえて進むおもちゃで遊ぼう

電子制御工学科

鉛筆オルガンをつくろう!

情報工学科

君にもつくれる防犯センサー

環境都市工学科

コンクリートでモアイ像をつくってみよう

教育研究支援センター

磁石とコイルを使って音を聞いてみよう

キッズサイエンスフェスティバルの様子

サイエンススクエア
平成 27 年度は以下の本校サイエンススクエアを開催しました。
場所

日時

展示内容

千葉県立現代産業科学館

8 月 1 日（土） • ロボコン出場ロボットの展示とミニロボット操縦体
験（ロボット研究同好会）

川崎市産業振興会館

8 月 5 日（水） • LED でイルミネーションを作ろう!（電気電子工学
科）
• 電子オルゴールを作ろう!（電子制御工学科）
• 5 学科の紹介・研究内容展示

千葉市生涯学習センター

9 月 5 日（土） • ロボコン出場ロボットの展示とミニロボット操縦体
験（ロボット研究同好会）
• LED でイルミネーションを作ろう!（電気電子工学
科）
• 電子オルゴールを作ろう!（電子制御工学科）
• 君にも作れる光通信（情報工学科）
• 5 学科の紹介・機械工学科，電気電子工学科研究内容
展示

展示会
平成 27 年度は以下の展示会に出展しました。
「テクノトランスファーin かわさき」は今年度初出展とな
ります。
イベント名

日時

出展者

テクノトランスファー in かわさき 2015

7 月 8〜10 日

電気電子工学科

（かながわサイエンスパーク）
千葉エリア産学官オープンフォーラム 2015

若葉陽一
9 月 11 日

（日本大学生産工学部津田沼校舎）
第 5 回おおた研究・開発フェア
（大田区産業プラザ PiO）

柏木康秀

基礎学系

佐合智弘

電気電子工学科
10 月 8,9 日

谷井宏成

情報工学科

米村恵一

機械工学科

小田功

本校教員の研究紹介
2015 年度の新任教員として 2 名が本校に着任いたしました。各教員の研究について紹介させてい
ただきます。

新しい官能試験法による浄水カルキ臭の全体像の解明

基礎学系

佐久間美紀

水道は我々の生活を支える重要かつ不可欠

れています。浄水カルキ臭を効率的に制御する

な公共的施設の一つです。日本では安全で安心

ためには，トリクロラミンを制御するだけでは

して飲める水道水が供給されているにも関わ

不十分であり，その他の浄水カルキ臭の原因物

らず，家庭用浄水器やペットボトルの水の普及

質の全体像を理解・把握した上で，それぞれの

により水道水を直接飲む人は年々減り続けて

物質に対する最適な制御法を確立する必要が

います。人々が市販の水などに慣れたことによ

あります。

り，水の味や臭気に敏感になり，浄水処理工程

私の研究は，ヒト嗅覚を GC/MS の検出器と

で添加される塩素により生成されるカルキ臭

して加えたシステムを用い，標準物質が入手で

などが，水道水に対する不満足感の要因となり， きなくても，カルキ臭の原因となる個々の物質
人々の「水道水離れ」が水道事業体の抱える大

の同定と官能試験を一斉かつ網羅的に行うこ

きな問題となっています。

とのできる新たな官能試験法を構築すること

水の消毒に用いられる次亜塩素酸ナトリウ

です。さらに，水道水中に含まれる微量な臭気

ムと，水道原水中に含まれるアンモニア性窒素

原因物質を広範かつ高効率に濃縮・回収する方

が反応することにより生成されるトリクロラ

法を確立し，それらを様々な水道水に適用する

ミンは強いカルキ臭を有しており，これまでカ

ことにより，現段階で全く明らかとなっていな

ルキ臭の代表的な原因物質であると考えられ

い浄水カルキ臭原因物質の全体像を把握する

てきました。しかし，トリクロラミンのみでは

ことを目的として研究を行っています。

浄水カルキ臭の全てを説明できず，それ以外に
大きなカルキ臭発生源がある可能性が指摘さ

体外循環装置における血栓形成の早期検出方法の確立

情報工学科

血液体外循環装置(補助人工心臓、人工透析、

SAPKOTA ACHYUT

独創的な視点は、生化学情報処理と電気信号処

および、人工心肺など)では、血栓形成が問題と

理のノウハウを踏まえた計測クロスプラット

なっている。それを未然に防ぐため、定期的に

フォームであることである。将来的には、医療

抗凝固処置を行う必要がある。しかしながら、

現場における血液凝固の管理を可能とする画

この処置を行うことにより出血や血小板減少

期的なシステムにつながり、血液の状況をリア

症などの副作用が発症する。そこで、血栓性を

ルタイムで観測し、血液体外循環装置を利用す

リアルタイムで調べ、必要なときだけ抗凝固処

る患者の自宅から病室、および、手術室まで

置を行う方法が望まれる。現在、血栓性を判断

様々な医療現場で抗凝固処置を最適に行うこ

するには採血を用いる方法があるが、この方法

とが期待できる。さらに、患者（対象者）の命

では最適な結果を得ることができない。本研究

を守るだけではなく、患者の生活の質（QOL）

では、血栓形成の計算生物学的モデルと凝固因

の向上および医療費削減にも結びつくことが

子の電気的特性を用いることにより、リアルタ

予想される。なお、本研究は千葉大学工学研究

イムの計測で、血栓を早期段階で検出する方法

科武居昌宏教授と共同で実施している。

を確立することを目的とする。本研究の特色と
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