
 

 

 

 

高専の危機 
 

 

地域共同テクノセンター長 丸岡邦明 

 

 

 阪神・淡路大震災。山一証券の経営破綻。日本

長期信用銀行、そごう、日本航空などの大型倒

産。サブプライムローンの焦付きおよび証券化商

品の暴落に端を発する世界金融危機。アメリカ同

時多発テロ事件。JR 福知山線脱線事故。東日本

大震災。 

 空気がなくなるかも知れないと心配する人はいな

いでしょう。しかし、空気のように大丈夫と信じ依拠

していたものが実は大丈夫でなかったというできご

とが、1990 年代からたびたび起こりました。 

 いま高専の存立も揺らいでいます。 

 昨春、全国の国立高専を激震が襲いました。従

来から経費に対し毎年 1％ずつ削減を求められて

いました。しかし平成 26 年度予算については大幅

な削減があったのです。平成 27 年度以降も同規

模の削減があるかどうかはわかりませんが、先行き

は厳しいとされています。削減を物件費の節約だ

けで吸収しきれなくなるのは時間の問題であり、遠

くない将来に学科統廃合や高専統廃合を含めた

人件費削減に踏み切らざるを得ない恐れが小さく

ないと見られています。 

 財政健全化のため、国庫の歳出を節約しなけれ

ばならないのは当然です。そのために痛みを伴う

としても、大所高所から協力しなければなりませ

ん。ただし、そのやり方は合理的である必要があり

ます。圧力団体の強い既得権益に手を触れず、

削りやすいところから削るのでは困ります。かと言

って、すべての歳出を一律に削減するのも乱暴で

す。 

 このような意思決定を合理的に行うには、経営=

マネジメントの考え方が必要です。現代経営学の

発明者と言われるドラッカーは、企業と同じように、

学校や病院のような公共機関にもマネジメントが必

要だと言っています。 

 経営が思わしくないとき、経営者はどうするでしょ

うか。儲からない事業を縮小、撤退、売却し、限ら

れた経営資源(人、モノ、金)を儲かる事業に集中し

ます。歳出削減も同じですが、公共機関の財政に

は「儲け」という概念がありません。企業のマネジメ
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ントにも教育機関にも共通する評価尺度、それは

顧客満足度(CS)です。すなわち、顧客満足度の低

い事業を縮小し、顧客満足度の高い事業に経営

資源を集中するということです。 

 ドラッカーのセオリーにしたがって、まず顧客を

定義してみます。高専の顧客は誰か。文科省では

ありません。一義的には、学生、保護者、企業で

す。このうち学生および保護者の満足度は、最終

的には就職後の生活で決まります。したがって高

専の顧客満足度において最も本質的な顧客は企

業ということになります。 

 では、企業という顧客は高専の事業にどの程度

満足しているでしょう。企業が高専を高く評価して

いるという記述は官民問わず枚挙にいとまがありま

せんが、より客観的・定量的な就職率(就職を希望

する者が就職できた割合)に注目してみましょう。

文科省および厚労省が共同で行っている「大学等

卒業者就職状況調査」によれば、高専卒の就職

率は、一貫してほぼ 100%を維持しています。驚く

べきことに、就職氷河期の平成 12 年および 15 年

にも 100%を達成しています。一方、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。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。 

 このように高専卒の需要が好況・不況に関わらず

高いことは、高専の教育に対する企業の満足度が

きわめて高いことを示しています。一方、大学卒の

就職率が景気の影響を大きく受けるのは、大学教

育に対する企業の評価が高くない、言い換えれ

ば、企業が必要とする人材を大学が必ずしも教育

できていないことを示しています。景気がよいとき

には、人手が必要なので採用してから戦力になる

まで企業が社内で再教育していますが、景気が悪

くなると再教育するゆとりがなくなるので、採用選

考の時点ですでにある程度の即戦力をもつ学生

を厳選する結果就職率が下がると考えられます。 

 一方、高等教育の経営資源はどのように配分さ

れているでしょう。文部科学省の平成 26 年度学校

基本調査によれば、平成 26 年 3 月に国立大学を

卒業した学生数は 99,713 人、国立高専を卒業し

た学生数は 9,276 人です。これに対し、平成 26 年

度予算によると、国立大学に対する運営費交付金

が 11,123 億円、高専に対する運営費交付金が

621 億円となっています。これらから卒業生 1 人あ

たりの運営費交付金を計算すると、国立大学が

1,115 万円、国立高専が 669 万円となります。すな

わち、国立大学には卒業生 1 人あたり高専の約

1.6〜1.7 倍の予算が使われています。 

 高専と異なり大学の顧客は企業だけでないの

で、単純には比較できませんが、少なくとも企業と

いう顧客の満足度に注目する限り、顧客満足度の

低い事業により多くの予算が使われていることにな

ります。企業経営で言えば、儲かる事業より儲から

ない事業に多くの経営資源をさいているようなもの

です。 

 上記は学生 1 人あたりの予算配分ですが、そも

そも大学生の総数が適正かという問題もあります。

学校基本調査によれば、1960 年代初頭におい

て、新卒就職者に占める高校卒の割合が約 40％

強、中学卒の割合が約 50％弱、両者を合わせて

90％以上を占めていました。大学卒の割合はわず

か数％でした。その後、中学卒の割合が急速に減

少し、やや遅れて高校卒の割合が減少し、1970年

代から大学卒の割合がどんどん増加しました。そ

の結果、1990 年代後半に高校卒の就職者数と大

学卒の就職者数とが逆転し、現在では新卒就職

者に占める大学卒の割合が 60％を越えていま

す。 

 この間、18 歳人口が減っている（厚生労働省「労

働経済白書」）にもかかわらず、大学の数は増え

続けています（学校基本調査）。その結果、37％の

大学では単年度の授業料などの収入で経常的な

支出をまかなえておらず、46％の私立大学で入学

者の定員割れが起こっています（中央教育審議会

大学分科会「中長期的な大学教育の在り方に関

する第一次報告」平成 21 年）。 

 こうして大学に入りやすくなった結果、大学生の

学力低下が指摘されています（戸瀬信之「分数が

できない大学生」東洋経済新報社）。このため

71％の大学で高校の内容の補習授業が行われて

います（文科省「大学における教育内容等の改革

状況について平成 24 年」）。国立大学でも 86 校中

52 校で補習授業が行われています（同平成 21 年

度）。 

 高専が産業界から高く評価されていることは定説

となっているのに対し、大学の数が多すぎるのかど

うかという問題は議論が分かれています。 
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 大学の数は多すぎないという主張の根拠の一つ

とされるのが、大学進学率の国際比較です。たと

えば 2010 年の大学進学率を見ると、日本は 51％

で OECD 加盟 31 か国中 22 位であり、国際的に見

ると日本の大学進学率はまだ低い方だというわけ

です（OECD, Education at a Glance 2012）。それ

はそのとおりなのですが、同じ年の失業率に注目

すると、大学進学率が日本より高い 21 カ国中 18

カ国は日本より高い失業率を示しています（IMF, 

World Economic Outlook Databases）。大学進学

率が日本より高い 21 カ国の平均失業率が 8.6%で

あるのに対し、大学進学率が日本より低い 9 カ国

の平均失業率は 8.3%となり、大学進学率が低い

国々の方がどちらかというと失業率が低いとさえ言

えそうです。これは、教育レベルの高い労働者を

多く育成することが、必ずしも経済的成功に結び

ついていないことを示しているようです。やや乱暴

な推論ですが、大学進学率が日本より高い 21 カ

国が多額の税金を投入してこの高い進学率を維

持しているのは失敗と言えるかもしれません。 

 大学の数は多すぎないという主張のもう一つの

根拠は、労働経済学の立場です。「大学卒が過剰

になってきたかどうかは学歴間賃金格差が拡大す

るか縮小するかで判断することができる」としたうえ

で、「統計上学歴間賃金格差が安定しているから

大学卒は過剰になっていない」とする立場です。

私は労働経済学については素人ですが、「大学

卒が過剰になってきたかどうかは学歴間賃金格差

が拡大するか縮小するかで判断することができる」

という命題は学問的にはおそらく正しいのでしょ

う。ただし、学歴間賃金格差の学問上の概念と統

計に表れる学歴間賃金格差との間にはかなりの隔

たりがあります。 

 統計で「大学卒の賃金」とされている賃金は、事

業所でフルタイム就労している労働者のうち最終

学歴が大学である労働者の賃金です（「平成 25 年

賃金構造基本統計調査(全国)の概況」について

は大臣官房統計情報部雇用・賃金福祉統計課賃

金福祉統計室賃金第一係に確認）。大学卒であっ

ても、短時間労働者となっている人の賃金は「大

学卒の賃金」に反映されていません。就職できな

かった大学卒の賃金も反映されていません。した

がって、大学卒が過剰になって就職できない大学

卒が増えても「大学卒の賃金」は変わらず、学歴

間賃金格差は縮小しません。つまり、学歴間賃金

格差が縮小すれば大学卒が過剰になってきたと

判断できるのは確かですが、学歴間賃金格差が

縮小していないからと言って大学卒が過剰になっ

ていないと判断することはできないのです。 

 大学卒業者に占める「進学も就職もしていない

者」＋「一時的な仕事に就いた者」を合わせた比

率は、1990 年代初頭まで約 10％前後で推移して

いましたが、就職氷河期に入ると急増し、30％近く

にまで達しました（学校基本調査年次統計）。その

後も完全には回復せず、20％を下回る水準で推

移しています。つまり、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状況が 20 年も続いて

いるのです。それでも大学生数は過剰でないので

しょうか。 

 これらの大学生を育成するのに国立大学運営費

交付金・私立大学等経常費補助合わせて約1兆4

千億円もの税金が使われています。 

 以上のように、高専教育に投入されている予算

額とその成果、大学教育に投入されている予算額

とその成果を比べてみれば、歳出削減の方策とし

ては、大学の学生定員を減らして大学教育に投入

する予算額を削減し、高専教育に投入する予算

は維持するのがマネジメントの判断ではないかと

考えられます。 

 このまま予算の大幅削減が続くと高専はどうなる

でしょうか。 

 削減される予算を補うために競争的外部資金獲

得が勧奨されており、この傾向は今後いっそう強ま

ります。しかし科学研究費に代表される競争的資

金は研究を対象にしています。教育には使えませ

ん。また申請および報告にとられる時間もばかに

なりません。「最近、学生の相手をしないで書類ば

かり書いているような気がする」と言う教員もいま

す。したがって、競争的研究費に依存するほど高

専の教育力が低下します。 

 高等教育において、高専が大学などに対しても

つコアコンピタンスは何か。それは「少人数クラス

による専門教育」です。実験・実習・PBL 型授業が

多いという特徴も、結局「少人数クラスによる専門

教育」に行き着きます。最近は工学系大学の高専

化が進んでおり、大学でも実験・実習・PBL 型授業

に力を入れています。しかし実験・実習・PBL 型授
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業は指導に手間がかかるため、学生数に対して教

職員数が少ない大学では限度があります。 

 高専では教職員 1 人あたりの学生数が大学より

少ないという特長があります。これが高専のコアコ

ンピタンスの源泉と言っても過言ではありません。

特に技術職員の存在が絶大です。高専の技術職

員は自ら優秀な技術者であると同時に、教えるス

キルをもっています。この技術職員が実験・実習・

PBL 型授業で威力を発揮しています。一方、大学

では実験・実習・PBL 型授業の人手不足を補うた

めに大学院生などの TA を使うことが多いようで

す。TA は座学型科目の指導には有効ですが、実

験・実習・PBL 型授業で必要とされる実践的技術

スキルという点では高専の技術職員の足元にも及

びません。 

 また高専では担任制を軸に学生の生活指導に

力を入れています。学生が授業や試験を欠席する

と担任から電話が行きます。生活の乱れから昼夜

逆転→遅刻・欠席→学業不振へとつながることが

多いので、生活の枠組みをしっかり組み立ててあ

げることが、実践的技術者を歩留まりよく育成する

のに役立つのです。これも高校並みの 40 人固定

クラスだからこそできることです。 

 このような「少人数クラスによる専門教育」は、高

専のコアコンピタンスであると同時に、産業界から

評価される教育を高専が行える理由でもあります。

このまま予算の大幅削減が続くと、このような高専

の教育システムが破壊され、大学に近づきます。

そうなると、日本のものづくりを支えてきた実践的

中堅技術者を産業界に供給できなくなります。そ

れでいいでしょうか。 

 事態は高専内部にいる我々の努力の限界を越

えつつあります。高専が実践的中堅技術者を供給

できなくなっても産業界がそれでよしとされるなら、

高専は役割を終えた教育システムとして消えゆくし

かありません。イノベーションを主導するリーダー

は大勢いるが、それを実現する実践的中堅技術

者が不足したために国際競争に負けるという日本

にならないためには、世論の力が必要です。もし

機会がありましたら、「高専の予算をこれ以上削減

するな」と声を上げていただけないものかと希望す

る次第です。
 

 

 

 

 

 

 

ご協力に感謝いたします 
 

 

電気電子工学科 岡本 保 

 

 

平成 25 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。副

センター着任前の企業との共同研究の経験を

通して教育・研究にとって地域連携・産学連携

が非常に有意義であることを強く感じており、

地域共同テクノセンターの活動を通じて、地域

の皆様と木更津高専の連携による Win-Win の

関係が築けるとよいと考えておりました。副セ

ンター長としては、主としてレベルアップ講座

の充実、会社説明会の開催、専攻科 PBL 科目

における共同教育などの実施に協力させてい

ただきました。皆様のご協力のおかげでなんと

か形にすることができたと思っております。こ

れらの企画にはまだまだ課題が多いですが、今

後の発展のために是非ご協力ください。 
この 2 年間、テクノセンターの運営に携わり

ましたが、私の力不足もあり、地域連携・産学

連携の難しさを痛感いたしました。最後に、丸

岡センター長、石出前センター長、副センター

長、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

員の皆様に心から感謝いたします。加えて、よ

り一層の地域共同テクノセンターの発展を祈

念します。 
 

  

 



 

5 

図 1 電磁波（光）の分類 

 

 
図 2 赤外線サーモグラフィの利用例 
（プラスチック歯車の温度測定） 

 

 
 
赤外線とは？ 

絶対零度（-273.15℃）以上の温度を持つすべ

ての物体は、その物体の温度に応じた強度と波

長分布を持つ電磁波を放射しています。この物

体の温度（熱）に起因する電磁波の放射を熱放

射と呼びますが、その電磁波の波長は紫外域

（10 - 400 nm）から遠赤外域（15 - 1000 µm）に

までの広範囲に及びます。なお、可視光は約 0.38 
- 0.75µm の電磁波であり、熱放射も光と同じ性

質を持っています。 
赤外線は可視光の赤色よりも波長が長く、人

間の目には見えない光です。ミリ波長の電波よ

りも波長の短い電磁波全般を指し、およそ 
0.7µm - 1 mm (=1000 µm) の波長に分布します

（図 1 参照）。 
 

赤外線サーモグラフィとは？ 

測定対象物の表面温度（熱）に起因する赤外

線放射を受光し、温度数値化・映像化するカメ

ラを赤外線サーモグラフィと呼びます。 
赤外線サーモグラフィは温度を測定してい

るのではなく、物体表面から放射される赤外線

の強度を測定していることに注意する必要が

ありますが、可視光では得られない不具合など

の情報を得ることができます。 
赤外線サーモグラフィを利用する際の注意

点としては、物体を透過しての計測はできない

ことが挙げられます。可視光では透過するガラ

スやアクリル越しの計測はできません。また、

可視光を反射するような光沢のある測定物の

場合、可視光と同様に赤外線も反射しますの

で、補正が必要です。対象物の自己放射と周囲

からの反射に関する概念を放射率として定義

しています。 
図 2 は運転中のプラスチック歯車の温度測定

に赤外線サーモグラフィを用いた例で、下図に

測定結果の一例を示します。これは正常な運転

状態であり、歯幅の中央付近が最も温度が高

く、全体がおおよそ均一な温度分布となってい

ます。もし、この温度分布に極端な偏りが見ら

れると、破壊・損傷やかみ合いの状態が悪いな

どの異常判断が可能となります。温度分布の違

いを観察することで、異常検知が可能です。 
 

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。 

ハイエンド赤外線サーモグラフィ 
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表 1 CPA-SC5500 の主な仕様 
素子数 320×256 
ピクセルピッチ 30µm 
画角 20°×16° 
焦点距離 27mm 
フォーカス範囲 0.2m～∞ 
シャッター速度 10µs～5ms 
フレームレート 350Hz（320×256 素子） 

3000Hz（80×64 素子） 
20kHz（64×4 素子） 

測定波長 2.5 – 5.1µm 
温度分解能 0.02℃以下 
重量 約 3.8kg 
寸法 L320×W141×H159 
電源 DC12V/5A 

図 3 熱画像カメラ部 

 
図 4 コンピュータと熱画像カメラの接続 

図 5 チェーンの温度測定（動画）の例 
 

ハイエンド赤外線サーモグラフィ 
図 2 に示した赤外線サーモグラフィではある

瞬間の温度を撮影しましたが、今回、導入した

ハイエンドの赤外線サーモグラフィ（㈱チノー

製 CPA-SC5500）は、高速で熱画像（動画）を

撮影することが可能という特徴を有します。つ

まり、熱画像においてデジカメとビデオカメラ

の違いと言えます。 
ハイエンドの赤外線サーモグラフィの装置

概要は、防塵防滴構造の据え置きタイプで、熱

画像カメラ部とコンピュータとの接続は LAN
ケーブルを用いています（図 3 および図 4 参

照）。検出素子に 320×256 画素の InSb（イン

ジウム-アンチモン）素子を用いており、測定温

度範囲は-20～300℃です。スターリングクーラ

―を用いて素子を冷却するため、スタートアッ

プ時間も短く、普段のメンテナンスも不要で

す。フルフレームレートで 350Hz（320×256 素

子）、走査画素数を減らすことで最高 20kHz（64
×4 素子）での測定と PC との高速通信が可能

です。また、外部パルス、トリガ信号との同期

収録も可能です。その他の主な仕様は表 1 に示

す通りです。 

熱画像カメラ本体の各種設定・制御や撮影は

コンピュータにインストールしてある熱画像

処理ソフト ALTAIR を用います。熱画像カメラ

で撮影した動画をコンピュータに記録でき、保

存された動画は他の動画再生ソフトウェアで

再生できるよう動画ファイル形式 AVI に変換

が可能です。また、熱画像内の特定の箇所の温

度を数値として TEXTファイルに保存すること

も可能です。 

 図 6 はチェーンの運転中の温度変化を動画撮

影した例です。撮影した図中の左側の熱画像

（動画）において 1 と囲んだエリアの温度変化

を右にグラフ表示（横軸：時間）しています。

運転中の温度変化を調べることで、チェーンの

挙動を細かく分析することが可能です。 
このように動的な温度変化を高速で微細に

調べることが可能ですので、利用範囲は非常に

広い装置です。是非、多くの方にご活用頂ける

ことを期待しています。 
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蛍光Ｘ線分析法（XRF：X-ray Fluorescence 

Analysis）とは、物質にＸ線を試料に照射した

ときに発生する蛍光Ｘ線のエネルギーや強度

から、物質の構成元素や比率を分析する方法で

す。物質に一定以上のエネルギーをもつＸ線を

照射すると、物質がそれを吸収し、そのエネル

ギーを再びＸ線として放出します。そのＸ線の

ことを蛍光Ｘ線といいます。具体的には、照射

されたＸ線により、物質中の原子の中の電子が

励起されて生じた空孔に、外殻の電子が遷移す

る際にＸ線が放出されます。蛍光Ｘ線は元素ご

とにそのエネルギーが決まっています。そのた

め、蛍光Ｘ線のエネルギーを分析すると物質を

構成する元素の種類を調べることができます。

また、蛍光Ｘ線の強度を解析することにより物

質を構成する元素の含有量（比率）を調べるこ

とができます。 
この装置は太陽光発電教育用の実験装置と

して太陽電池作製のために成膜した半導体試

料の組成分析などを評価することを目的とし

て導入されたものですが、半導体以外の様々な

物質（固体、粉体、液体）を大気中において非

破壊で分析することができます。また、この装

置ではエネルギー分散型分析という方法でエ

ネルギーを分析しているため、「エネルギー分

散型蛍光Ｘ線分析装置」と呼ばれます。この分

析方法は微小あるいは微量な試料の分析に向

いており、複数元素の同時測定が可能です。特

に木更津高専の装置では、最小Ｘ線照射径が

100μm であるため、微小部測定が可能です。

また、横方向±100mm、奥行方向±100mm、高

さ方向 100mm の範囲で最小ステップ 0.01mm
で自動での移動ができるため、自動 XYZ マッ

ピング測定が可能です。蛍光Ｘ線分析は軽元素

の分析が比較的苦手ですが、木更津高専の装置

では大気およびヘリウム雰囲気で、ナトリウム

からウランまでの元素範囲で測定が可能です。

さらに、試料室容量が 300mm×200mm×100mm
と大きく、大型の試料の測定も可能であること

が特徴になっています。試料の重量も 3 kg まで

であれば測定できます。装置の外観を写真 1 に

示します。 
 

 
 
 
 

同様の分析が、電子顕微鏡に付属されたＸ線

分析装置によっても可能であることが知られ

ています。この場合には、電子顕微鏡内で試料

に電子線を照射されますので、それにより試料

にエネルギーを加えることにより蛍光Ｘ線と

同様に試料からＸ線が放出されます。これを分

析することにより、試料の構成元素の種類や比

率を分析します。試料に照射するものがＸ線、

電子線と異なっている以外、原理は同じです。

本校の走査型電子顕微鏡（SEM: Scanning 
Electron Microscope）にもエネルギー分散型Ｘ線

分析装置（EDS: Energy Dispersive X-ray 
Spectroscopy）が設置されており、元素分析や組

成分析が可能です。SEM-EDS の長所は、電子

写真１．エネルギー分散型蛍光Ｘ線

分析装置の外観 

エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置 
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図１．蛍光Ｘ線スペクトルの測定例 
（試料：十円硬貨） 
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図２．CdTe 膜中の Cl 濃度の成膜時間依存性 
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顕微鏡と組み合わさっていることで、高空間分

解能測定が可能で、電子顕微鏡像との比較もで

きる点です。一方、電子線を利用するため、真

空中で観測を行わなければならないため、測定

できる試料が制限されます。また、試料室の大

きさより試料が小さい必要がありますので、大

きな試料については破壊試験と同様に試料を

小さく切断する必要があります。蛍光Ｘ線分析

では励起源がＸ線ですので空間分解能は

SEM-EDS に劣りますが、真空が必要ないこと

が長所といえます。木更津高専の装置では、試

料室が大きいですので、多くの試料で非破壊の

測定が可能となります。 
測定結果の 1 例として、十円硬貨を測定した

結果を図 1 に示します。このグラフでは横軸が

蛍光Ｘ線のエネルギー、縦軸が蛍光Ｘ線の強度

になっています。十円硬貨は銅 (Cu) 、亜鉛 
(Zn) 、スズ (Sn) の合金ですが、亜鉛やスズの

割合は少なく、純銅に近い物質です。図 1 では

銅のピーク (Cu Kα, Cu Kβ1) が非常に強く観

測されています。また、銅に比べると弱いです

が、スズのピーク (Sn Kα, Sn Kβ1) も明確に観

察されています。亜鉛のピークは銅と原子番号

が 1 つしか違わないため、蛍光Ｘ線のエネルギ

ーが非常に近いことと、銅に比べて含有量が少

ないために、観測が難しいですが、Cu Kβ1 ピ
ークのそばに亜鉛のピーク (Zn Kα) が観察さ

れています。このように、物質中にどのような

元素が含まれているかを知ることができます。 
この装置は太陽電池の作製など、卒業研究、

専攻科特別研究に利用するほかに、企業との共

同研究にも活かしています。その 1 例を紹介し

ます。企業との共同研究のテーマであるＸ線フ

ラットパネル検出器用の高品質 CdTe 系多結晶

厚膜の開発において、この装置による分析を行

っております。CdTe 系多結晶厚膜では、塩素 
(Cl) の添加が品質の向上に重要であることが

わかってきました。CdTe 系多結晶膜中の Cl 添
加量を分析するために、この装置を利用してお

ります。測定例として、原料に Cl 源を添加し

た場合の CdTe 層中の Cl濃度の成膜時間依存性

を図 2 に示します。この結果より、成膜初期に

おいて Cl が多量に添加され、CdTe 以外の Cl
化合物が形成されることが明らかになりまし

た。作製している試料はフラットパネル検出器

用ですので、100mm 角と大きいのですが、本装

置を用いることにより、非破壊で迅速に計測を

行うことができます。 
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本システムにより、-180℃の低温から 300～
900℃の中・高温までの広範な温度条件下で電

子材料、プラスチック、金属材料の静的力学特

性を評価できます。また、自動車・電気および

各種産業において安全・信頼性向上の観点から

要求が高まりつつある、それら材料の動的特性

（衝撃特性）評価を行うことも可能です。シス

テムは、精密万能試験機、高速引張試験機、高

速ビデオカメラ、液体窒素生成装置から構成さ

れています。 
それらの仕様を以下に説明します。 

1）精密万能試験機： 
最大荷重容量：ロードセルのレンジは引張・圧

縮で最大 20kN であり、精度は 20kN〜0.05N の

範囲において指示値の±1％です。また、ロー

ドセル容量の最大値の過荷重に対する過負荷

防止停止機能が装備されています。また、つか

み具は一般的なくさび機構のものに加え、プラ

スチックなどの低強度材料には厚さ 6mm まで

の平板試験片がつかめる空圧式の平行締め付

け具も用意されています。 

試験速度範囲：0.0005mm/min の極低速から

1000mm/min の中速で試験が可能です。 
変位計測：視野 240mm×180mm の範囲でビデ

オ式非接触により変形中の試験片の伸びと幅

（常温精度±1.5μm、200℃までの恒温槽内部

での精度±4.0μm）を計測でき、動画撮影も可

能です。また、高温炉（最高温度 900℃）を用

いる際にも、差動トランス式伸び計で 10mm ま

での変位計測ができます。 
制御およびデ－タ処理装置：荷重計測はレンジ

レスで、オートチューニング機能を有していま

す。荷重－伸び曲線、荷重－時間曲線、伸び－

時間曲線などの 3 画面以上のグラフ画面が同時

表示でき、かつ、1 つのグラフ画面に 2 軸同時

表示ができます。 
昇温装置：液体窒素噴霧式の恒温槽により-180
～+320℃の温度範囲で引張、圧縮、曲げ試験が

でき、抵抗加熱式電気炉により 300～900℃の温

度範囲で引張試験ができます。なお、恒温槽の

温度設定と制御は専用ソフトにより PC より可

能となっています。 
圧縮・曲げ装置：引張試験の他、圧盤直径が

100mmの球面座機構による圧縮試験、JIS K7171
に準拠した最大支点間距離 200mm の３点曲げ

試験のための治具が用意されています。 

 

写真 1 精密万能試験機の外観 

静的・動的材料特性評価システム 

 
写真２ 試験中の PC 画面 
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2）高速引張試験機： 
最大荷重容量：最大 10kN までの負荷が、設定

レンジフルスケールの 1%以内で測定可能で

す。 
試験速度範囲：最大ストローク 300mm 内の変

位 25mm の範囲で、低速 1mm/sec から最大速度

20m/sec まで加速して引張試験ができます。 
デ－タ処理機能：最大データサンプリングレー

ト 2MHz で試験波形の計測・表示・データ保存

が可能で、データ処理機能に最大試験力、変位、

エネルギー、速度などの計算、統計処理、波形

重ね書きができます。 
試験温度範囲：2 元冷凍式恒温槽により-40～
+150℃の温度範囲で引張試験が可能です。 
試験片形状と寸法範囲：つかみ具は平板用と丸

棒用が準備されています。つかみ部を入れた基

本的寸法は平板試験片で最大幅 13mm、最大長

さ 70mm、平行部幅 2〜6mm であり、丸棒試験

片でつかみ部ネジ径 6mm×長さ 10mm 以上、最

大長さ 100mm、平行部直径 1〜3mm です。他の

形状についてはジグの製作が必要となります。 
 

3）高速ビデオカメラ： 
撮影速度と画素数：5 万画素で最大 1000 万コマ

/sec（10 万画素で 500 万コマ/sec）の撮影が可能

です。 
使用レンズ：常備レンズは、標準レンズ（50mm
で F1.4）とマクロレンズ（105mm で F2.8）です

が、レンズマウントは F マウントであるので、

他の焦点距離のレンズを使用可能です。 
制御・データ処理：トリガなどカメラの制御と

データ処理用専用ソフトと PC により行ないま

す。 
本高速ビデオカメラにより、クラックの進展

や材料の破壊の瞬間の撮影が可能です。 
 

4）液体窒素発生装置： 
液体窒素生成能力：最大 14ℓ/day の生成が可能

で、貯蔵している液体窒素を簡単に取り出すた

めの専用のフレキシブルホースが付属してい

ます。また、液体窒素取り出し時の漏洩などに

よる室内酸素欠乏などの事故防止のため、酸素

計も常備しています。 
 

以上の装置を用いて、材料の特性を、静的・

動的に測定することができます。 
 

 

写真 3 高速引張試験機の外観 

 
写真 4 高速試験機の試験片取り付け部 写真５ 高速ビデオカメラと制御 PC 
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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   岡本 保 
 

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、昨年度までは 1 つの

テーマで合計 6 時間または 15 時間で数日にわ

たる講座を 10 テーマ程度企画してきました。

しかし、実際に開講される講座数は極めて少な

いという状況でした。会員の皆様からは「レベ

ルアップ講座は敷居が高く申し込みにくい」、

「開講日を決めてもらった方が申し込みやす

い」、「数日にわたる講座では参加しにくい」

等のご意見をいただいておりました。そこで、

レベルアップ講座の活性化を目指して、今年度

より内容を見直すとともに、開講時間の短縮化

（半日から 1 日程度で開催）、情報提供の充実

化（開催日・内容等を技術振興交流会ＨＰ等か

ら提供）、申込方法の簡略化（ＨＰから申込可

能）、参加対象の弾力化（内容によって会員の

家族も参加可能）など新しい形でレベルアップ

講座を企画しました。その結果、下記の 3 つの

講座が開講されました。参加者数が少ない、広

報が不十分など課題は多いですが、前年度まで

とくらべて開講講座数を増やすことができま

した。来年度以降もレベル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。 
 
http://techno.kisarazu.ac.jp/gsk/index.php?id=21 

 

テーマ名 開催日 
実施

時間 
担当教員 

参加者

数 

台湾茶道を極める工夫茶の点

茶法 ～健康的かつ美味しいウ

ーロン茶を飲みませんか～ 

11 月 2 日（日） 3 時間 黄野 銀介 教授 
（機械工学科） 

6 名 

C 言語入門 11 月 24 日（月） 4 時間 齋藤 康之 准教授

（情報工学科） 
2 名 

Excel による統計処理の基礎 12 月 14 日（日） 4 時間 浅野 洋介 准教授

（電気電子工学科） 
2 名 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 

地域連携・産学連携の記録 

 

公開講座 

平成 26 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～早く走るコツ①～ 5 月 10 日（土） 小学生（高学年向き） 

陸上競技教室～早く走るコツ②～ 5 月 11 日（日） 小学生（高学年向き） 

柔道ってどんなもの？ 6 月 28 日（土） 小学生 

リナックスパソコンでレゴロボットを制御

しよう 

7 月 5 日(土) 中学生 

ガラスを削って模様をつけよう 7 月 29 日（火） 小学 4年生～中学 3 年生 

簡単なラジオの製作 8 月 1 日（金） 小学 4年生～中学 3 年生 

夏休みこども工作教室 8 月 5 日（火） 小学 4年生～小学 6 年生 

君にも出来るメディアデザイン-テクノマ

スコット- 

8 月 9 日（土） 中学生 

移動ロボット製作 8 月 21・22 日 

（木・金） 

小学 5年生～中学 2 年生 

作って確かめる立体図形の不思議 9 月 20 日（土） 小中学生 

電子オルガンをつくろう！ 10 月 25 日（土） 小学 4年生～中学 3 年生 

金属探知機を作って宝探し！！ 

-半田付けバージョン- 

11 月 29 日（土） 小学 4年生～中学 3 年生 

レゴロボットを作ろう！ 12 月 6 日（土） 小学生（3年生以下は保護者同

伴） 

くるくるクリスマスツリーを作ろう！ 12 月 7 日（日） 小学 4年生～中学 3 年生 

 

実施の様子 

  

 

  

移動ロボット製作 君にも出来るメディアデザイン 

-テクノマスコット- 
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出前授業 

小中学校等からの依頼を受けて、以下のような出前授業を行いました。 

講座名 実施担当者 出前先 

陸上指導① 
坂田 

（人文学系） 
木更津市立西清小学校 

陸上指導② 
坂田 

（人文学系） 
木更津市立西清小学校 

陸上指導 
坂田 

（人文学系） 
木更津市立木更津第一小学校 

陸上指導 
坂田 

（人文学系） 
木更津市立祇園小学校 

陸上指導 
坂田 

（人文学系） 
木更津市立富岡小学校 

夏休み親子消費者講座 

「金属探知機をつくってあそぼう！！」 

飯田 

(電気電子工学科） 

船橋市中央公民館 

ひらおか子ども理科教室 

「電子オルゴールをつくろう」 

沢口 

(電子制御工学科) 

袖ヶ浦市平岡公民館 

こどもチャレンジ教室 

「モアレディスクの製作」 

小田 

(機械工学科) 

富津市民会館 

陸上指導に関する実技研修会 坂田 

（人文学系） 

木更津市立西清小学校 

子どもチャレンジ教室 

「君にも作れる光通信」 

丸山 

(情報工学科) 

清水，今村 

(教育研究支援ｾﾝﾀｰ) 

千葉市生涯学習センター 

平川公民館まつり 

「生活と水のかかわりについて」 

大久保 

(環境都市工学科) 

袖ヶ浦市平川公民館 

理科ものづくり研究者招聘講座 高谷，佐合 

(基礎学系) 

木更津市立木更津第一中学校 

子どもチャレンジ教室 

「ウィンドカーの製作」 

板垣，伊藤 

(機械工学科) 

袖ヶ浦市市民会館 

なかごう子ども科学教室 

「おもしろ万華鏡を作ろう」 

高谷，佐合 

(基礎学系) 

木更津市中郷公民館 
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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 27 年 1 月 8 日現在） 

  （単位：千円，端数切捨） 

 

 

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

共同研究 7 7,800 9 4,064 8 654 17 3,353 11 4,992

受託研究 3 12,653 5 17,550 4 12,494 3 27,300 2 5,764

奨学寄附金 16 9,355 18 8,760 22 13,876 17 11,877 24 11,327

その他補助金等 - - 1 2,450 1 1,000 2 3,450 4 7,600

 

 

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） 

 基盤研究Ａ 基盤研究Ｃ 若手研究Ｂ ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ 

支援 

奨励研究 合計 

件

数 

金額 件

数 

金額 件

数

金額 件

数

金額 件

数 

金額 件

数

金額 

平成 19 年度 - - 6 4,800 7 3,620 - - 4 6,100 17 14,520

平成 20 年度 - - 5 5,200 2 1,160 1 1,330 4 2,000 13 9,690

平成 21 年度 - - 3 3,800 2 770 1 1,200 3 1,600 9 7,370

平成 22 年度 - - 4 2,500 3 1,500 1 1,140 2 1,200 10 6,340

平成 23 年度 - - 4 3,600 4 2,100 1 1,120 3 3,300 12 10,120

平成 24 年度 - - 5 6,500 2 1,000 - - 1 400 8 7,900

平成 25 年度 - - 6 5,600 2 1,100 - - 3 3,600 11 10,300

平成 26 年度 1 8,100 9 13,800 4 4,500 2 2,100 3 1,500 19 30,000

 
 
 
 

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 

2015 年 2 月 3 日発行 
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