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幻想のエコを追うな
緑の地球を確かに残すために
地域共同テクノセンター長 丸岡邦明
推移をエネルギーの単位で示しています。一
方、経済産業省の「資源・エネルギー統計年報」
をもとに、旅客輸送用に販売されたガソリン量
をエネルギーに換算すると青い部分になりま
す。
赤い部分は、電車など旅客輸送に使われた電
力を含め、日本のすべての部門で消費された電
力量を表しています。これに対し、青い部分は
旅客輸送という部門に限り、さらにガソリンと
いう形態に限ったエネルギー量を表していま
す。これらを比べると、ガソリンという形態で
旅客輸送に消費されているエネルギーが非常
に大きいことがわかります。
電気自動車が普及するということは、図の青
い部分が赤に変わって行くことを意味します。
電気自動車の普及率がもし 100％になれば、電
力の需要は約 1.5 倍に増えることになります。
今でさえ電力の供給力は逼迫しています。夏
冬の需要ピーク期には節電を余儀なくされ、工
場の操業に影響が出ています。電力会社は、春
秋の需要閑散期に発電所のメンテナンスを集
中させて夏冬のピークに備えるという綱渡り
のような操業を続けています。稼働できない原
子力発電を補うために老朽化した火力発電所
を稼働させているため、故障のリスクは高く、
単位電力量あたりの二酸化炭素排出量は多く
なっています。このような状態で電力の需要が
1.5 倍に増えたら、どうなるでしょう。

国連気候変動枠組み条約第 21 回締約国会議
（COP21）は昨年 12 月 12 日、2020 年以降の地
球温暖化対策へ向けた新たな国際的枠組み「パ
リ協定」
を採択しました。
京都議定書から 18 年、
排出大国である米中の離脱などで混乱した国
際協調がようやく収集に向かうようです。
これが喜ばしいニュースであることはまち
がいありませんが、具体的にどうすればよいか
という点になると、科学的根拠や有効性を無視
して、「何々が温暖化防止に役立つに決まって
いる」という思い込みが横行しているような気
がしてなりません。おそらくその結果として、
温暖化防止の各種施策までが長期的戦略を欠
いたまま進められている側面が否定できない
ように思います。
私が最も懸念するのは電気自動車および燃
料電池車です。電気自動車および燃料電池車に
対しては、自動車取得税・自動車税が非課税だ
ったり、補助金を受けられるなどの優遇処置が
あります。これらの施策は、電気自動車および
燃料電池車を普及させることを目的としてい
ます。この根底には「電気自動車および燃料電
池車が普及することは温暖化防止にとってよ
いことだ」という考え方があると考えられま
す。本当にそうでしょうか。
電気自動車は走行中二酸化炭素を排出しま
せん。このような車は ZEV（ゼロ・エミッショ
ン・ヴィークル）と呼ばれています。「ゼロ・
エミッション」とは温室効果ガスを全く排出し
ないという意味です。しかし電気自動車を走ら
せるには、充電しなければなりません。その電
気は発電所で作られています。現在わが国では
原子力発電所がほとんど稼働していないので、
全発電量の約 88％が火力で作られています（電
気事業会「電源別発電電力量構成比」2015）。
このような状態で電気自動車が普及すれば、温
室効果ガスの排出場所が道路から発電所に変
わるだけになりかねません。
それだけではありません。次の図の赤い部分
は、経済産業省の「電力調査統計月報」に基づ
いて、日本全体で 1 年間に消費された電力量の
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物として水素だけでなく二酸化炭素も発生し
ます。たとえばメタンから水蒸気改質で水素を
作ると、メタン 1 モルから水素 4 モルと二酸化
炭素 1 モルが生成します。
わかりやすく言うと、
400 リットルの水素を作るためには、副産物と
して 100 リットルの二酸化炭素が発生するので
す。
どうしてこれがゼロ・エミッションと言える
でしょうか。
水を電気分解すれば二酸化炭素を出さずに
水素を製造できますが、電力が必要なので、電
気自動車と同じ問題があります。
以上のように、電気自動車にしても燃料電池
車にしても、これらが温暖化防止に貢献するた
めには、再生可能エネルギーによる発電量を構
成比率においても絶対量においても飛躍的に
増やすことが最優先課題なのです。にも関わら
ず、技術開発や政策のリソース配分は、この最
優先課題にでなく、コストダウンやステーショ
ン普及などトンチンカンな方向に向いている
ような気がします。この原因は、電気自動車や
燃料電池車の課題を世論が正しく認識してい
ないことにあると考えられます。
科学的根拠や有効性を無視して、「何々がエ
コに決まっている」という思い込みは、ほかに
もあります。アルミ缶とスチール缶の比較もそ
うです。
アルミ缶とスチール缶のどちらの方が地球
に優しいと思うか授業で尋ねてみると、半数以
上の学生がアルミ缶と答えます。これはまちが
っています。材料製造・容器加工・流通・廃棄
などライフサイクル全体の環境負荷を比較す
ると、複数の研究でスチール缶の方が環境負荷
が小さいという結果が出ています。
また、どちらの方がリサイクルに向いている
と思うか尋ねてみると、圧倒的多数の学生がア
ルミ缶と答えます。さらにその理由を尋ねる
と、アルミ缶をリサイクルすると、鉱石から精
錬するのに比べわずか 3％のエネルギーで済む
という答えが返ってきます。この認識はまちが
っていません。しかし、なぜ「わずか 3％」か
と言うと、再資源化に要するエネルギーが小さ
いからでなく、そもそも精錬に必要なエネルギ
ー量が大きいからです。これを「リサイクルの
優等生」と呼ぶのは詭弁もいいところです。
アルミはリサイクルに不向きな金属です。そ
の理由は、アルミ合金から不純物元素を除去す
ることが難しいからです。金や銅などの例外を
除き、一般に金属を工業材料として用いるに

電気自動車で温暖化を防止する上で最も重
要な課題は、電気自動車の価格を下げることで
も、充電ステーションを増やすことでもありま
せん。再生可能エネルギーによる発電量を、構
成比率においても絶対量においても飛躍的に
増やすことです。再生可能エネルギーには需要
に応じて発電量を制御しにくいという問題が
あるため、これを克服するために技術開発も社
会的インフラ整備も法律などソフト面の整備
も必要です。
再生可能エネルギーによる発電量を構成比
率においても絶対量においても飛躍的に増や
すことができなければ、電気自動車の価格が安
くなったり充電ステーションが増えたりする
ことは、意味がないどころか有害です。
一方、燃料電池車はどうでしょう。
燃料電池車も広義には電気自動車の一種と
言えますが、バッテリーの代わりに燃料電池と
水素タンクを積んでいます。充電する必要はな
く、水素を燃料とし、空気中から取り込んだ酸
素と水素タンクから供給される水素とを反応
させて発電します。排出されるのは水蒸気だけ
なので、燃料電池車も ZEV とされています。
問題は水素をどうやって作るかです。
水素を作る方法はいくつかありますが、現在
工業的に実用化されているのは「水蒸気改質」
と呼ばれる方法です。これは化石燃料に含まれ
る炭化水素を高温下で水蒸気と反応させると
いう方法です。なんと水素は化石燃料から作ら
れているのです。しかも、反応に必要な炭化水
素には必ず炭素が含まれているので、反応生成
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することが難しく、合金元素量を増やすことし
かできないので、合金元素濃度を下げるには、
鉱石から大量の電力を使って精錬された純ア
ルミを加えて薄めるしかありません。三層電解
法を使えばアルミの純度を高めることができ
ますが、三層電解法では鉱石から製錬するのと
変わらない大量の電力を消費します。
またスチール缶は磁石につくので、人手によ
らなくても機械的に回収することができます。
一方アルミ缶は磁石につかないので、人手によ
ってアルミ缶だけを集めなければリサイクル
のルートに乗せることができません。リサイク
ル率が向上しても、アルミ缶のリサイクル率が
スチール缶より常に低いのはこのためです。
これでもアルミがリサイクルの優等生と言
えるでしょうか。
地球温暖化は人類の種としての存続がかか
った深刻な問題です。今の世代が生きている間
には顕在化しないのをいいことに、科学的根拠
や有効性を置き去りにして、イメージや思い込
みが先行したり、流行のような扱われ方をして
いることが懸念されます。

は、所定の材質にするために合金元素を添加し
ます。求められる材質が用途によって異なるの
で、添加される合金元素の種類も量もさまざま
です。使用済みの金属材料をリサイクルする場
合には、使用済み金属材料に含まれる合金元素
が、新しい用途にとっては不純物元素となりま
す。このため新しい用途に適した成分（合金元
素の種類および濃度）に調整する必要がありま
す。
鉄鋼は転炉や電炉で成分を調整しますが、主
要な不純物元素は鉄よりも酸化されやすく、し
かも酸化物が鉄よりも軽いので、高温で酸素を
吹き込むことにより不純物元素を酸化物とし
て分離除去することが容易です。したがって回
収されたスチール缶はもちろん、さまざまな鉄
鋼スクラップに含まれる合金元素を除去し、鉄
の純度を高めて、どのような合金成分に調整す
るのも自在です。
ところがアルミという元素は主要な不純物
元素よりも酸化されやすいため、鉄鋼と同じ方
法で成分を調整しようとすると、不純物よりも
先にアルミ自身が酸化物になってしまいます。
アルミ缶用に一旦添加された合金元素を除去
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研究設備紹介
本校では地域企業との共同研究・受託研究を推進しております。本校に導入されている研究
設備や研究シーズはウェブページ（http://www.kisarazu.ac.jp/techno/seeds/seeds_frame.html）よりご覧い
ただけます。ここでは近年導入されました最新の研究設備の一部を紹介させていただきます。

万能振動三軸試験装置
2000 年 6 月の循環型社会形成推進基本法に
基づき、建設工事後に排出した土砂、軟弱な土
砂を固めるため固化材を添加した改良土、建設
工事の際に副次的に排出し良質の廃棄物を取
り入れた混合土について、有効利用を図ること
が求められています。2011 年 3 月の東北地方太
平洋沖地震では、東北地方から関東地方までの
広い範囲にわたり、砂質土を中心とした地盤に
おいて液状化が発生しました。近年の異常気象
から、集中豪雨による斜面崩壊や地下水位の上
昇でおこる地すべり、河川の高水位や急流速に
よる堤防の決壊などの自然災害も頻繁に起こ
っています。現在、これらの諸問題に対して、
万能振動三軸試験装置等により、土の物性評価
を行うことが重要になっています。
本装置（テスコ㈱製 KS-12100）は、各種土質
材料の試験体に側方から拘束圧を与え、動的及
び静的な三軸の土の強度、破壊形態などを明ら
かにすることができます（写真 1）。主な仕様
は以下の通りです。
適用できる試験は、液状化試験、動的変形特
性試験、静的試験（非圧密非排水、粘性土を対
象とした圧密非排水、圧密排水）、圧密試験（等
方圧密、異方圧密）の 4 試験で、拘束圧を一定、
平均主応力を一定、主応力比を一定にした試験
を行うことができます。
試験の載荷は空圧サーボ式で、復動型ベロフ
ラムシリンダーを有し、ストロークは±25mm、
定格圧力は 1.0MPa となっています。軸力は載
荷容量 2kN 以下で、
拘束圧 1.0MPa、
背圧 1.0MPa
までとなっています。三軸室の適用供試体は直
径 5cm×高さ 10～12.5cm で、耐圧 1.0MPa、荷重
計±2kN、定格出力 2mv/v となっています。三軸
室は載荷装置と一体化して自己反力ができる

ようになっています。2 種類の変位計があり、
大変位計は主に液状化試験用として 50mm をス
トロークし、小変位計は動的変形試験用 ±1mm
をストロークします。一体型制御で、集録専用
コントローラがあり、軸圧の制御は加振周波数
0.02～2Hz、軸応力、軸変位を制御できます。
管理パソコンの仕様は CPU Core i5-3230M プ
ロセッサー、OS Windows7 Professional SP1 32 ビ
ット（日本語版）、メモリ 4GB、ハードディス
ク 500GB となっています。管理パソコンを操
作して試験条件を入力し、制御ソフトと地盤工
学会データシートに準拠した出力と CSV 出力
ができるデータ解析ソフトを有しています。応
力条件、拘束圧、背圧は管理パソコンからの指
令により、手動調圧操作が不要な自動サーボ制
御機能も有しています。サンプリング間隔は 2
～1250msec とし、データの集録時間は 160 秒
（2msec 時）～1666 分（1250msec 時）です。集
録データはセンサの出力値をパソコンへ転送
し、パソコンへ送られた集録データもパソコン
内部または外部接続の記憶装置に保存できま
す。

写真 1

万能振動三軸試験装置の外観

動的変形特性試験結果の例を示します。本研
究は荒川浚渫土の変形特性について、石灰系固
化材添加率を変化させた影響と載荷周波数に
5

よる影響の繰返し三軸試験を行い、等価ヤング
率と履歴減衰率の関係から明らかにすること
を目的としました。
JGS0542 地盤材料の変形特性を求めるための
繰返し三軸試験法に基づき、自然含水比の浚渫
土に対し、消石灰を質量比で 0%、3%、5%、7%
添加し、攪拌機を用いて 3 分攪拌しました。そ
の試料を 1.5kg のランマ―で 3 層 25 回突き固
めて直径 5cm×高さ 10cm の供試体を作製し、供
試体を 7 日空気中養生させて試験を行いまし
た。
試験条件は添加率 0%、3%、5%、7%、7 日養
生した供試体に対し、載荷周波数を 2 パターン
（0.1Hz、1Hz）で拘束圧一定、応力振幅比 1.00
の状態で、非排水状態で行いました。また、供
試体を飽和させる通水時間は 3 時間、圧密時間
を 2 時間としました。ステージごとに片振幅を
大きくし、過剰間隙水圧を消散させました。図
1 の片振幅ひずみと等価ヤング率の関係では、
消石灰の添加率が上がるほど、等価ヤング率は
大きい値を示しました。片振幅ひずみ 0.01％の
等価ヤング率を比べると、浚渫土単体と消石灰
添加率 7％で約 2.5 倍増加しました。図 2 の片
振幅ひずみと履歴減衰率の関係では、片振幅ひ
ずみが 0.1％を超えると、履歴減衰率に差が見
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られ、消石灰添加率が上がるほど、履歴減衰率
は低くなりました。
液状化試験結果の例を示します。2011 年 3 月
の東北地方太平洋沖地震で千葉県香取市にお
いて、広い範囲にわたり液状化が発生し、被害
は市内全体で約 3500ha、そのうち 9 割以上が農
地となりました。本研究室では噴砂孔のある液
状化地点で土試料をサンプリングしました。
土の繰返し非排水三軸試験は、供試体が完全
液状化状態となる値として、両振幅ひずみ DA
が 5%に達した時とし、
その繰返し回数 Nc が 20
回になった時の繰返し応力振幅比（σd /2σ’0）を
液状化強度比 RL として求めます。本試験はサ
ンプリング地点が異なる A と B の噴砂試料を
自作装置の空中落下法（落下高さ 20cm、打撃回
数 4 回）により、相対密度 Dr=40%の供試体（直
径 5cm×高さ 10cm）を作製しました。圧密圧力
σ’C、有効拘束圧 σ’0 は 70kN/m2 とし、圧密時間
を 1 時間としました。試験結果を図 3、図 4 に
示します。B の方は液状化強度比 RL が小さく、
液状化が起こりやすいといえます。また、A と
B 共に繰返し載荷回数が小さい範囲での液状化
強度曲線の立ち上がりは顕著でなく、各軸ひず
み DA の曲線の間隔が狭い傾向が見られること
から、一旦液状化するとひずみが急激に進行す
る緩い試料であることが分かりました。
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総合感性情報処理システム

次に各機器の機能を示します。

本システムは、人にやさしく・安全な情報シ

z モーションキャプチャ装置：NaturalPoint 社

ステムや感覚感性情報処理、複雑系解析処理、

Optitrack s250e

機能拡張人工物、脳処理への理解などの情報技
術の教育研究を推進する設備です。普段、人や

光学式モーションキャプチャで、
赤外 LED

モノ（自然、アート）の動作と形状は、実際に

を有するカメラ 6 台（画角 56°）をトラス

は非常に複雑かつ繊細であり、機械で真似する

に設置し、およそ 2m 四方の空間のマーカの

ことは極めて難しいです。人やモノといった

位置姿勢を 1mm 以下の精度で、250fps の高

「手本」の発する物理現象の背後には意図や意

速トラッキングができます。
z 3D スキャナ：Artec3D 社

識といった感性が伴っています。それゆえ人は

Artec Eva 3D

感情が動かされ、感動するのです。本システム

フラッシュバルブ投光式の 3D スキャナ

は、感性情報を取り扱い、大規模データ処理を

で、空間分解能 0.5mm、計測距離 0.4～1.0m

実現します。

にある物体の形状を計測できます。また、物

本システムは、3 つの要素から構成されてい

体の色情報も同時に取得できます。付属の

ます。（a）人を含む「複雑系」の挙動を入力・

ソフトで計測データの細かい形状補修も可

解析する機器群：人やモノの動き情報の取得を

能です。
z NIRS 計測装置：日立製作所

行うモーションキャプチャ装置、3 次元物体形

WOT-100

状を取得する 3D スキャナ、現実空間における

NIRS は近赤外光を頭皮に照射し大脳皮質

刺激現象下における脳機能の解析を行う NIRS

を透過した反射光を計測することで脳血流

計測装置からなる。（b）感性を出力・表現する

の計測ができる装置です。額部に装着するタ

機器群：3 次元物体の製作を実現する 3D プリ

イプで、計測チャンネルは 16ch、装置重量は

ンタ、モノの振る舞いを出力し、感性情報を現

約 700g、無線通信でデータ収集できるため

実世界で実際に表現する人型ロボットからな

ウェアラブル計測が可能です。

る。（c）高速演算サーバ：各種情報を入力し、
解析・処理して出力機器群を制御するブレード
サーバ。システムの概観を図 1 に示します。

図 2

人を含む「複雑系」の挙動を入力・解析

する機器群（左上：モーションキャプチャ装置、
図 1 総合感性情報処理システムの概観

右上：3D スキャナ、下：NIRS 計測装置）
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z 3D プリンタ：KEYENCE 社

AGILISTA-3100

研究での活用事例として、人型ロボットとモ

樹脂積層型の高精細 3D プリンタで、サポ

ーションキャプチャを用いた遠隔臨場感操縦

ート材が水で溶けるタイプのものです。造形

を実施し、遠く離れた人との遠隔コミュニケー

サイズが 297×210×200mm、積層方向の解像

ションや、簡単な買い物などが実現できていま

度は 15μm と微細です。3DCAD の設計デ

す。NIRS 解析装置と 3D プリンタを併用して、

ータ（stl 形式のみ）を与えるだけで簡単に

脳血流をリアルタイム可視化して新しい脳活

造形ができ、水溶性サポート材のため、複雑

動の観察形態を提供する「バーチャルリアリテ

な構造なども簡単に一体成型することがで

ィ脳観察ディスプレイ」を制作し、全国高専 3D

きます。

プリンタコンテストで特別賞（3 位）を獲得し

z 人型ロボット

ヴィストン社

Robovie-R3

ています。農業の ICT 化を展開する研究活動に

外形が約 1080×500×520mm の子供サイ

おいて、
3D プリンタで様々な治具やオブジェク

ズの人型ロボットです。重量が 35kg、自由

トを制作しています。この活動において、葉っ

度が 17（目 4、首 3、腕 4× 2、車輪 2）あり、

ぱを模した薄膜を造形して動きと色で栽培環

目にカメラ、両耳にイヤホン、胸元にスピー

境情報を可視化する「電脳トマト」を制作し、

カが内蔵されています。また、手首や足元に

全国高専デザインコンペティション 3D プリン

タッチセンサが合計 11 個搭載されており、

タ部門にて優秀賞（2 位）を獲得しています。

外界の情報を受け取ることができます。

図 5 遠隔臨場感コミュニケーションの様子
図 3 感性を出力・表現する機器群（左：3D プ
リンタ、右：人型ロボット）
z

高速演算サーバ

VC82680-VCXQ2

CPU に Xeon E5-2680（2.70GHz、合計 16
コア）を 2 基、4 枚の K20X GPU アクセラレ
ータ、64GB のメモリを搭載し、高速演算が
可能です。

図 6 デジタルファブリケーションによるコン
テスト作品（上：バーチャルリアリティ脳観
察ディスプレイ、下：電脳トマト）
図 4 高速演算サーバ（最上段の 1 ブレード）
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本校教員の研究紹介
2015 年 10 月に新任教員として吉澤先生が本校に着任いたしました。吉澤先生の研究について紹
介させていただきます。
慣用色名の認識・有効度の定量化検証とその応用
情報工学科

吉澤

陽介

る色名、知られていない色名』が判明するの

日常生活の様々な場面において「色」と触

ではないかと考えました。

れ合い、そして用いられています。たいて

下の図は、基本色彩語（例. 群青色、スカイ

い、色の情報伝達の際には、色名を用いるの
が簡単です。日本工業規格（JIS）は、現在の

ブルー、黄土色）が含まれる慣用色名の一部

社会、特に産業界で比較的良く知られている

について、被験者である大学生（n=109 [のべ

色名、あるいは知って欲しいと期待される色

数]）において、正しく認識・用いられている

名を『慣用色名』として、269色設定しました

慣用色名を有効度が高いと見なし、

（JIS Z 8102 : 2001「物体色の色名」より）。

が高い色名が何であるかを示した分布になり

有効度

ます。図中A・Bのグループが有効度の高い、

しかし、これらの慣用色名は「誰にでも知
られているか」「誰にでも正確に利用されて

それ以外のグループは有効度が低いと判定さ

いるか」などといったことまで明らかになっ

れた慣用色名になります。
この結果を踏まえ、有効でない色名を「誤

ておりません。
この諸問題に対して、各慣用色名について

認されない色名にする」「正しく用いられる

「どんな色なのか？（色選択）」「どんな色

色名にする」ために、継続的なデータサンプ

か知っているか？（知名度）」「どんな色か

リングを基にした JIS 改定に繋がるルール作り

イメージできるか？（イメージ可能度）」な

を行うと共に、慣用色名が正しく用いられる

どの指標データを実験心理学的手法で取得

ための視覚伝達デザイン（Visual Design）を中

し、色名認識の正確さを定量化できれば、

心とした作品提案などの応用研究を進めてお

『正しく用いられている色名、誤認されてい

ります。
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技術振興交流会レベルアップ講座の活動記録
地域共同テクノセンター副センター長

田所 勇樹

アップ講座の充実を行ってまいります。引き
続きご支援とご協力を賜りますようお願いい
たします。
レベルアップ講座は下記の web ページから
案内用パンフレットの閲覧および参加申込み
ができます。来年度のレベルアップ講座に是
非ご参加ください。

木更津高専技術振興交流会では会員の技術
力アップを目的としてレベルアップ講座を企
画してまいりました。これは木更津高専教職
員が企画・実施する講座で、今年度は７つの
講座を企画しました。下記の３つの講座が開
講されました。参加者数が少ないとは言え、
少人数のていねいな講座を受講できることも
魅力の一つになります。来年度以降もレベル

http://www.kisarazu.ac.jp/techno/gsk/levelup/
テーマ名
組版による美文書作成講座
プレゼンテーション技法
わくわくプログラミング教室

開催日
7 月 19 日
（日）
7 月 31 日
（金）
11 月 14 日
（土）

実施時間
2 時間
4 時間
4 時間
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担当教員
山下 哲 教授
（基礎学系）
丸岡 邦明 教授
（機械工学科）
齋藤 康之 准教授
（情報工学科）

参加者数
1名
2名
1名

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。
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
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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。
講座名

実施担当者

出前授業依頼先

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

人文学系

坂田洋満

祇園小学校

人文学系

坂田洋満

祇園小学校

人文学系

坂田洋満

木更津第一小学校

基礎学系

高谷博史

東清小学校

基礎学系

高谷博史

基礎学系

高谷博史

基礎学系

高谷博史

木更津市立鎌足公民館

基礎学系

嘉数祐子

木更津市立中央公民館

基礎学系

嘉数祐子

木更津市立清見台公民館

基礎学系

嘉数祐子

木更津第一中学校

ランニングクリニック
～速く走るコツ～
陸上競技教室（種目別指導）
ランニングクリニック
～速く走るコツ～
理科教室「低温の世界」
光と色の科学〜身の回りの不思議
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〜
鎌足探検隊〜万華鏡づくり教室〜
ペットボトルロケットを作って打
ち上げよう
みんなあつまれ！夏休みおもしろ
科学教室
見える光

見えない光

水の大切さを学ぶ

環境都市工学科

木更津市まなび支援セン
ター
木更津市教育研究会理科
部会

大久保努

袖ヶ浦市長

その他のイベント

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

テクノトランスファー in かわさき 2015
（かながわサイエンスパーク）

出展者
電気電子工学科

柏木康秀
若葉陽一

9 月 11 日

基礎学系
電気電子工学科
情報工学科

佐合智弘
谷井宏成
米村恵一

第 5 回おおた研究・開発フェア
（大田区産業プラザ PiO）

10 月 8,9 日

機械工学科

小田功

第 13 回きみつ産業フェア
（君津市民文化ホール）

11 月 14 日

機械工学科

丸岡邦明

7 月 8-10 日

千葉エリア産学官オープンフォーラム
2015
（日本大学生産工学部津田沼校舎）

エコプロダクツ 2015【資料参加】
（東京ビックサイト）

12 月 10-12 日
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東海・北陸地区国立 8 高専

共同研究・受託研究ならびに奨学寄附金等の受入状況（平成 28 年 1 月 7 日現在）
（単位：千円，端数切捨）
平成 23 年度
件数

平成 24 年度

金額

件数

平成 25 年度

金額

件数

平成 26 年度

金額

件数

平成 27 年度

金額

件数

金額

受託研究

5

17,550

4

12,494

3

27,300

3

7,764

3

7,574

共同研究

9

4,064

8

654

17

3,353

11

4,992

8

3,911

奨学寄附金

18

8,760

22

13,876

18

11,882

24

11,327

25

11,292

受託試験

－

14

－

47

－

－

3

59

1

34

1

2,450

1

1,000

1

2,500

1

2,000

1

3,500

1

950

3

5,600

6

5,794

その他補助金
その他の競争
的研究資金等

★平成 27 年度より，間接経費も含む

科学研究費補助金採択状況（研究代表者：直接経費のみ）
（単位：千円）
20

26

27

件数

1

1

金額

8,100

5,400

年度
基盤研究（Ａ）
基盤研究（Ｂ）
基盤研究（Ｃ）
若手研究（Ａ）
若手研究（Ｂ）
挑戦的萌芽研究
研究活動
スタート支援
奨励研究
合計

21

22

23

24

25

件数
金額
件数

5

3

4

4

5

6

9

9

金額

5,200

3,800

2,500

3,600

6,500

5,600

13,800

8,900

件数

1

金額

2,900

件数

2

3

2

3

1

3

4

6

金額

1,160

1,600

1,200

3,300

400

3,600

4,500

5,300

件数

2

金額

2,900

件数

1

1

1

1

2

2

金額

1,330

1,200

1,140

1,200

2,100

1,600

件数

4

2

3

4

2

2

3

2

金額

2,000

770

1,500

2,100

1,000

1,100

1,500

1,100

件数

12

9

10

12

8

11

19

23

金額

9,690

7,370

6,340

10,200

7,900

10,300

30,000

28,100
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皆様のご協力に感謝いたします

環境都市工学科

平成 26 年 4 月より地域共同テクノセンター
副センター長を務めさせていただきました。
着任 2 年目より副センター長に就くことへ不
安やプレッシャーもありましたが、任期を終
え、退任の挨拶ができることに感謝致します。
副センター長として携わった最も大きな仕
事は，本校で開催されるキッズサイエンスフ
ェスティバルでした。キッズサイエンスは高
専の特色を生かした「小学生のためのものづ
くり教室」であり、就任初年度にそれまでは先
着式であった申し込み方法を抽選式に変更し
ました。その結果、約 300 名の定員に対して
その 6 倍の延べ 1800 人の応募があり、開催日
を夏休み期間中として 3 年になりますが、こ
のイベントが皆様に認知され、楽しんでいた
だける場として根付いてきたことに喜びを感
じております。参加した児童たちも、目を輝か

田井

政行

せてそれぞれの作品作りに取り組んでおり、
ものづくりの楽しさを伝えることでできたと
思います。私の力不足もあり、まだまだ運営面
に改善の余地があるかと思いますので、今後
ともご支援・ご協力のほどよろしくお願い申
し上げます。
2 年間という短い間でしたが、テクノセン
ターの運営に携わり、教育・研究に加えて、
地域連携や産学連携の必要性を感じることが
できました。最後に、丸岡センター長、副セ
ンター長、運営委員の皆様、総務課研究協
力・地域連携係、OB 教員、長野会長をはじ
めとする技術振興交流会の会員の皆様に感謝
申し上げます。今後、地域共同テクノセンタ
ーがより一層地域の発展に貢献できるよう願
っております。

独立行政法人国立高等専門学校機構 木更津工業高等専門学校
地域共同テクノセンター運営委員会
〒292-0041 千葉県木更津市清見台東 2-11-1
電話 0438-30-4032
FAX 0438-98-5717
ホームページ URL http://www.kisarazu.ac.jp
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