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木更津工業高等専門学校地域共同テクノセンター

独立行政法人化後の 2 年間
地域共同テクノセンター長

小平

眞次

2 年前、独法化後に長野史郎氏を会長とした木更津高専技術振興交流会がスタートし、暗中模索の中
14 分野の分科会委員長や副委員長の方々は、会員募集にはじまり分科会活動をそれぞれの個性で工夫し
開催してこられました。その年の分科会は、教職員や交流会会員のご協力を得て、延べ 60 回以上の開
催回数となり、地域連携の起爆剤としての役割を果たしたと思います。また、文部科学省「科学技術・
理科大好きプラン」の SPP（Science Partnership Program）をはじめ、中学との連携も加速されました。
私も前テクノセンター長の松村先生から引継ぎましたが、当初はさまざまな問題に悩み翻弄されつつも、
年度末には第 2 回テクノフォーラムも無事終了でき、ほっと安堵を感じたことを思い出します。
2 年目の最初の交流会役員会にて、これまでのあるかないかの共同研究が前年度より 4 件も増えたこ
とや分科会の活動回数の増加など、地域連携推進の成果を報告することができました。また、新たな事
業として、交流会専用ホームページの開設提案も了承していただきました。一方、学内では小田島前校
長から河上校長となられ、その際に高専機構本部より国立科学博物館と関東地区国立高専の新たな連携
事業としてサイエンススクエアが提唱され、本校の地域共同テクノセンターが幹事役を務めることとな
りました。各高専の調整にはやや苦労はあったものの、8 月に 2 週間連続のサイエンススクエアが開催
され、大成功を納めことができて、テクノセンター運営委員、庶務課、およびご協力戴いた各学科学系
の先生方のチームワークの素晴しさを、改めて認識致しました。さらに、新たな「理数大好きモデル地
域事業」も発足して小・中学校との連携も次のステップに進んでいます。
平成 17 年 9 月開催の第 3 回テクノフォーラム終了後には、長年の課題であった地域共同テクノセン
ターの設備更新が認められ、最新の X 線回折装置が納入されることになりました。これにより、電子顕
微鏡と共に、地域への設備公開も一歩前進することになりました。また、大澤副センター長が自力で技
術振興交流会のホームページ(URL http://knct-koryu.jp)を作成してその運用が始まると共に、鈴木（聡）
副センター長が参画していた木更津市の地域密着型ポータルサイトも開設されました。さらに、現在ま
で、今年度の共同研究件数が 9 件と倍増しており、先端技術や IT 技術を活用した高専らしい特長ある
地域連携が進展しています。
平成 18 年 4 月からは、電気電子工学科の大澤教授が新しくテクノセンター長を務めることとなり、
地域連携の基盤をより強固なものにできるよう、18 年度事業の検討が進められています。いつの日か、
南房総地域が活き活きと発展し、それを支える木更津高専 TLO が実現することを夢に見ております。
私は今年度末でセンター長を退任致しますが、第 4 回テクノフォーラム開催を迎えるにあたり、今ま
でご協力ご指導を戴きました交流会関係者をはじめ地域の皆様方や本校の教職員に深く感謝申し上げ
ますと共に、今後も、地域共同テクノセンター事業へのご理解とご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申
し上げます。
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地域社会の技術振興に貢献したい
助手

黄野

銀介

材料科学、技術の進歩には目覚ましいものがあり、優れた特性を持つ材料を高精度・超精密に加工し、
高機能、高性能な部品にすることが盛んに行われています。特に高度な精度と精密さが要求された部品
製作では、研磨技術を基本にした加工工程を採ることが少なくなりません。
先端生産技術では、その代表と言われる半導体集積回路技術において、0.1μm オーダ以下の寸法精度
を保証するためには、それより 1 桁以下の微小な加工単位の加工が必要になります。材料バルクの機械
的或いは物理的性質よりも、むしろ加工面における化学的な作用の方が支配的な要因になることさえ考
えられます。このような化学現象を積極的に利用し、より高度の加工を目指すことが今後ますます重要
になると言えます。
以下に、平成 18 年度の 5 年生の卒業研究のテーマとして 2 つをご紹介します。
①新しい人工関節用チタン合金材料の加工
医療技術が進歩するに伴い、いろいろな新素材が開発されてきました。例えば人工腎臓用高機能膜の
素材、人工関節用には優れたチタン合金材料が挙げられます。チタン合金材料は難加工材と言っても過
言ではありません。ここで、チタン合金材料の引張強度やヤング率を調べた上で、一般的な加工方法か
ら特殊な精密加工、或いは仕上げ加工まで追求し、より高精度、高品質、低コストの人工関節用チタン
合金材料の加工を研究します。
②ボールねじのリテーナ用材料の衝撃試験
図 1 のようなボールねじの場合は、ボールとボール間に配置したボールリテーナがボール同士の衝突
音をなくします。また、図 2 のようにリターンパイプにはリップがなく、ボールを接線方向にすくい上
げられるため衝突音が解消されましたので、これによって理想的な循環方式の実現が出来ました。ここ
で、使用しているリテーナ材料について、これらの材料のシャルビー衝撃試験を行い、試験温度をはじ
め、最大荷重、吸収エネルギーが衝撃値にどのような影響を及ばすかを調べます。
上記以外にも、工作機械の製造という海外の「ものづくり」製造ラインを立ち上げた経験があります
ので、技術相談及び地域社会の技術振興に完全燃焼をしたいと思います。

図 1 ボールねじ

図 2 ボール循環方式
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人間の生活と歩行ロボット
助手

浅野

洋介

近年、HONDA の ASIMO をはじめ、2 足歩行ロボットはさまざ
まな大学や企業にて研究が行われています。現段階で最高歩行速
度が約 3km となり人間の歩行速度に追いつかんとしています。研
究が始まったのは 1970 年ごろといわれていて、その頃は一歩の動
作に 40 秒もかかっていました。約 30 年の間に飛躍的な進歩を遂
げています。
2 足歩行ロボットの使い道は何か？とよく聞かれることがあり
ます。ロボットといえば工場で命令された通りに働くものを想像
するかと思います。現代のロボットは人間と一緒に働くことが出
来るのです。また、それ以上に人間を助けることも出来るでしょ
う。今後、ロボットは人間の生活にはなくてはならない存在とな
るに違いありません。
では、ロボットが人間と生活するにはどうしたらいいのか。そ
れは、人間と同等かそれ以上の性能を持つことです。人間の生活
環境は、階段など段差があり、テーブルなどの障害物があり、予想のつかない行動をする人間がいたり
とロボットにとっては非常に動きづらい環境です。人間と生活するには障害物を避けるのか、跨いで乗
り越えるのかなどという判断が必要になります。もっと重要なことは、絶対に人間に衝突しないことが
必要です。
このような背景から、私は目（カメラ）で自分の周囲を見て、自ら考え行動するロボットの研究をし
ています。研究のポイントは①外部環境の認識、②環境に対する行動の決定、③実際の行動の 3 つです。
今は、初期段階としてある対象物を追いかけるという動作について研究しています。このとき 1 番のポ
イントは②の行動決定です。追いかけると一言で言っても、まっすぐに追いかけるのか、回り道をしな
がら追いかけるのかといったように場面によって最適な行動を選択することが出来るからです。①の認
識では、画像処理により人間の行動だけを抽出することが可能となり、③は過去の研究成果から転倒せ
ずに長時間歩行することが可能となっています。以上のことを組み合わせ、人間がどこにいても追いか
け、衝突する前に目の前で停止するという、あたかも人間とロボットが だるまさんがころんだ で遊
んでいるかのようにロボットが行動できるようになりました。
研究をしていて、人間の高性能ぶりに感心することが多々あります。人間にとって「歩きながら周囲
を見る」ということは簡単ですが、ロボットにとっては容易ではありません。その原因は歩行による振
動にあります。人間は歩行の振動を脳内で除去しているので歩きながらでもきちんと周囲を見渡すこと
が出来るのです。このように、研究中に人間の素晴らしさに触れることもロボット研究の醍醐味でもあ
ります。
これから訪れるであろう少子高齢化社会への対応策としてロボットが普及することに少しでも貢献
できればと思います。
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実験とシミュレーションを組み合わせた真実の追究
教授

橘川

五郎

私は 7 年前に本校に赴任する前は、企業で長く半導体メモリ（DRAM、SRAM）の開発に回路技術者
として携わってきました。得意分野でよく特許を書いたのはメモリのアレー回路や昇圧・降圧の電源回
路、入出力インタフェースでした。偶然に恵まれ本校に赴任後は IC を造る立場から使う立場に変わり、
卒業研究や専攻科研究の中で学生と一緒に勉強してきました。研究テーマは低電圧ディジタル回路、パ
ルス信号の伝送、発振回路、マイコンを応用した電子装置などです。授業科目は電子回路、電気回路、
集積回路工学などです。授業や業務をこなすのがやっとでなかなか研究レベルが上がりませんが、高専
在職中に教育とは別に世の中に役立つアイデアや特許を生み出せるように願っています。企業で LSI を
開発する際も競争に勝ち抜くには、シミュレーションでできるだけ高精度に設計し LSI 試作品は一発で
動作させることが必須でした。学校の教育研究でも限られた設備のもと、またできるだけ無駄な作業を
省くために電子装置の試作前に回路シミュレーションをよくやっています。回路シミュレーションを実
験と一致させるには寄生素子を含めたモデリングが重要です。またシミュレーションではどの部分の波
形も観測できるため回路の本質的な動作を実験より詳しく理解できることがあります。例えば発振回路
の発振周波数の理論値とのずれやパルス伝送信号波形のオーバーシュート・アンダーシュート（下図）
などはシミュレーションで、前者はオペアンプなど回路の遅延時間、後者は配線の寄生インダクタンス
やオシロスコープのプローブ容量、周波数帯域をモデリングで入れると何とか実験と近い結果が得られ、
これらを基に使用機器の性能では見えない世界を推定することができます。時々、今まで信じてきたこ
とが間違いであることに気づきます。

(a) シミュレーション波形（2ns/div）

（b）実験波形（5ns/div）

同軸伝送線の近端・遠端波形(負荷開放時)のシミュレーションと実験
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再演と巻き戻しによる並列プログラムのデバッギング
助教授

丸山

真佐夫

最近のパソコンの性能向上は目覚しく、1 秒間に 10 億回以上の命令を実行可能なものが、10 万円程
度で売られています。毎秒 10 億回も計算できるというのは実に途方もない能力に思えますが、世の中
には「いやいや、まだ性能不足だ。もっともっと速いコンピュータが欲しい」という分野がたくさんあ
ります。こういった、計算能力に対する貪欲な要求に単体のコンピュータの性能向上だけで応えるのは
不可能です。
そこで現在、より高い計算性能を得るためにとられているアプローチが「並列コンピュータ」です。
たくさんのコンピュータをたばねて計算を分担させることによって、トータルの計算能力を高めようと
いう発想です。コンピュータの人海戦術というわけです。100 台集めれば 100 倍速くなり、10000 台な
ら 10000 倍…、とはいかない（人間の社会と同じです）のですが、ともかく大規模な並列コンピュータ
がどんどん開発されています。
さて、並列コンピュータを利用する際に問題になることの一つに、デバッグ（debug＝プログラムの
誤りを直すこと）の難しさがあげられます。ふつうのコンピュータのプログラムでも、デバッグは大変
な作業です。まして、数千のコンピュータが互いに通信しあいながら処理を進める並列プログラムでは、
最終的な計算結果に誤りが見つかったとして、どのコンピュータが担当した部分に原因があるのかを特
定するだけでも、多大な労力が必要になります。
さらに並列プログラムには「実行の非決定性」と呼ばれる、気まぐれな性質があります。一般にコン
ピュータのプログラムは、何度実行しても同じ結果を出します。ところが、並列プログラムを並列コン
ピュータで実行させた場合、実行のたびに計算結果が異なることがあり得るのです。この非決定性は、
デバッグをますますややこしくします。たとえば、プログラムをテスト実行していて不審なふるまいを
発見したとします。その原因を探るべく、もう一度同じプログラムを再実行してみると、今度はなにご
ともなく、（一見）正しく動作してしまう、というようなことが起こるわけです。
私は現在、上のような並列プログラムのデバッグの問題に対して、「再演」と「巻き戻し」によるデ
バッグ手法を研究しています。「再演」は、ある実行におけるプログラムのふるまいを記録しておき、
以降の実行ではそれを忠実に再現することで、いつでも同じ結果を得られるようにする手法です。一方
の「巻き戻し」は、プログラム実行途中の状態を定期的に保存しておくことで、ユーザの要求があった
ときに、すばやく保存済みの実行状態に戻すことを可能にし、デバッグの効率を向上させるというアイ
デアです。
デバッグ手法の研究は、かなり地味なテーマではありますが、並列コンピュータが今後さらに広く使
われるようになるためには必ず解決しなくてはならない重要な問題です。というわけで、一筋縄ではい
かない並列プログラムを相手に、日々あれこれ工夫を重ねています。

-5-

テクノセンターニュース

No.8

企業との共同研究事例
講師

青木

優介

私の研究室では、本学科黒川教授の主導のもと、4 年前より東電工業株式会社との共同研究を進めて
まいりました。ここでは、当該研究のうち、本研究室が担当してきました研究事例について、簡単にご
紹介させていただきます。
1）硝酸銀溶液噴霧法によるコンクリート中の塩化物イオン濃度測定
海岸周辺に建設されたコンクリート構造物には、打ち寄せる波や風の作用により、表面に塩化物イオ
ンが付着します。塩化物イオンは、水分とともにコンクリート内部に浸透し、やがて鉄筋周辺に達しま
す。鉄筋周辺のコンクリートに含まれる塩化物イオン濃度が限界値を超えた場合、鉄筋を被覆していた
不動態皮膜が破壊され、鉄筋は錆び始めます。
コンクリート構造物を長期間に亘って供用していくためには、現状の劣化状態を診断し、未来への予
測を立てる必要があります。上記の場合、まずコンクリートに含まれる塩化物イオン濃度を測定し、そ
の測定値をもとに塩化物イオンの拡散移動解析を行い、何年後に限界に達するのかを予測する必要があ
るのです。
本研究では、コンクリートに含まれる塩化物イオン濃度を現場で簡単に測定できる硝酸銀溶液噴霧法
について検討しています。これは、0.1N 濃度の硝酸銀水溶液をコンクリート表面に噴霧すると、塩化物
イオンの浸透している領域が白色化する（白色の塩化銀沈殿が生成される）ことを利用した方法です。
白色化する下限の塩化物濃度を明らかにできれば、白色境界部分の塩化物濃度が測定できます。現在、
幾つかの供試体について試験を行い、下限濃度の特定を行っております。将来的には、本試験による測
定値をもとに塩化物イオンの拡散移動解析を行う劣化診断・予測システムを確立したいと考えておりま
す。
2）新開発された断面修復用モルタルの収縮ひび割れ特性
塩化物が浸透したコンクリート、あるいは二酸化炭素をはじめとする炭酸ガスの浸透によりアルカリ
性が低下したコンクリートは、鉄筋の腐食に対する有効なカバーとなりえません。従って、これを除去
し、新しいコンクリートにすり変えることが必要となります。すり変えるコンクリートは、ただ新しけ
れば良いというものではありません。特に、固まりきっているコンクリートに薄く塗りつけるという点
から、収縮ひび割れに対する抵抗性が必要になります。本研究では、東電工業株式会社が新開発した 3
種類の断面修復用モルタルについてリング型拘束試験、一軸拘束試験を行い、その収縮ひび割れ抵抗性
について、実験的な評価を行っております。
以上、簡単にご紹介いたしました。本研究室では、これ以外にも幾つかの研究を行っておりますが、
そのコンセプトは概ね「簡易化」というものです。身の回りに横たわる複雑な問題を少しでも簡単にで
きないかとお考えの方は、ご遠慮なくご相談いただければ幸いです。微力ながら、ご協力させて頂きま
す。
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「匂い」をテーマに
助教授

吉井

文子

最近は無香料を謳い文句にした商品もありますから、この世から「匂い」が消えても少しも困らない
と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、匂いを感じなければ、私たちは食べてもジャガイモ
とリンゴの区別さえつけられないといいます。食べ物の匂いだけでなく、多くの女性がハーブやアロマ
テラピーに関心が深いことからわかるように、香りは生活に潤いを与えています。
ヒトに匂いを感じさせるその本体は、揮発性の高い化学的な分子です（以下、匂い分子と呼びます）。
私の研究テーマは、匂いの分子の特徴と匂いの質との関連性を探る、ものです。ある匂い分子（例えば、
ベンズアルデヒド）があったら、コンピュータなどを利用して分子の構造などの特徴を調べる一方で、
ヒトの感覚を使って匂いの評価（嗅覚による官能検査）をします（図 1、参照）。

甘い, アーモンド？

匂い分子
I．計算化学

(ベンズアルデヒド）

図1

II．官能評価

O

研究手法

このような研究により、匂い分子の特徴について情報が得られ、それは、新しい香料の合成、匂いセ
ンサーの開発、匂いの受容機構の理解などにも貢献することが期待されます。その他、光の 3 原色や味
の 5 または 6 基本味などと違って、匂いには基本臭は無いということが知られていますが、分子の特徴
をもとにして基準となる匂い分子を選ぶことにも興味を持っています。
また、私の研究はすぐに役立つというわけではないので、理科（化学）教育に匂いを利用することを
考えました。これまで、ハーブの香りの抽出・香り（エステル）の合成（図 2、参照）や市販の精油（花
や果実等から抽出した香りの成分、エッセンシャルオイ
ル）を利用したルームコロン、ハンドクリーム、リップク
リーム作り、などを指導してきました。化学は一般の人に
は敬遠され気味なところがあります。高専で化学を教えて
みて、大人を含め本当に必要な化学的知識はなんだろうと、
考えているところです。よい匂いばかりでなく、環境の臭
気をヒトに判定してもらう、悪臭の評価を行う臭気判定士
の資格も取りました。
匂いを利用した化学教育、香りを利用した地域おこし等、
何かお役に立てれば幸いです。今後、匂いだけでなく、味
についても研究をしたいと思っています。どうぞよろしく
お願いいたします。
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図 2

水蒸気蒸留法によりローズマリーの
精油を抽出中
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地域交流活動としての「連句会」
教授

五十嵐

譲介

平成 12 年度に公開講座で「連句教室」を開講したのをきっかけに、その後、受講生を中心とした地
域の人々と「木更津高専連句会」を立ち上げ、毎月 1 回、第 2 土曜日に木更津高専を会場にして連句会
を催してきました。今この記事を書くにあたり、これまでの連句実作ノートを点検してみたら、連句作
品は 43 巻（連句では作品を巻と呼ぶ）に及んでいました。連句の世界では、
「十巻一稽古、百巻に及ん
でほぼ明るみに出づ」と言っています。その意味では、未だ山の中腹にも達しないまだまだこれからの
会であるわけです。
連句と言われてもほとんどの人は、何のことか分からないのが普通でしょう。連句とは、気取って言
うならば精神の遊びであり、癒しであり、何よりも人とのつながり（連）そのものであります。こんな
事を言うとますます分からなくなるので実際の作品を紹介しましょう。
二十韻「小春」の巻
2005.11.19
五十嵐

讓介

捌
ナオ

高専の坂ゆるやかに小春かな
冬の紅葉のほの匂ふ紅
真っ白なテーブルクロス広げゐて

山田美佐子

祭足袋身の芯直にして履きぬ

松本圭司

鮎のぼる川月のぼる山

小関光代

お姉ちゃんの背急に伸びだす

五十嵐讓介

暮れなずむ空早やばやと月渡る

藤沢健二

届きし新酒酔ふてみたき夜

星野俊子

菊の姫初恋といふひとに似て

土屋信子

マラソンに再起をはかるアスリート
彼氏のやうな顔をしてパグ

ウ

逢ひたくてまた逢ひたくてメール打つ

司
二
俊
司
二

減る一方の預金残高

信

病院の廊下に迷ふ見舞客

司

司

畳み鰯を夕市で買ふ

光

勝ち組が肩で風きる六本木

信

三冠馬猛る鼻息花飾り

二

蘭亭帖で老いの手習ひ

二

個人情報保護法の怪

ナウ

初虹立ちて風の華やぐ

佐

どうですか。何か薄ぼんやりと精神の遊びの意味が浮かび上がってきませんか。遊びにはルールがあ
ります。連句のルールの原則のみ簡単に説明します。上の二十句は物語のように繋がっているのではあ
りません。繋がるのは二句間だけです。これを付けると言います。よく「付かぬことをうかがいますが」
と言ったりしますが、「付かぬこと」は連句からきているのです。前の句に付かない、関係ないことを
言う時の表現なのです。前句を味わい鑑賞し、それにうまく付け句をする。これが連句の原則です。そ
してもう一つ、付け句は前句のその前の句からは離れなければならないのです。三つの句が一繋がりに
なっては駄目なのです。さあ、こんがらがって来たと思います。もっと知りたい、何か面白そうと思わ
れた方は、是非の「木更津高専連句会」に気軽に参加してみてください。
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平成 17 年度は、以下のような公開講座が開催されました。
講

座

名

対

Web カメラを用いた静止画配信技法（第 1 回）

象

開催日

高校生以上

5 月 21 日(土)

中学 3 年生のためのタッチタイピング 4 時間で完全マスター 中学 3 年生

7 月 24 日(日)

PC の自作講座

〜入門編〜

中学 3 年生以上

7/26(火)・27(水)

移動ロボット製作教室

中学生

7/26(火)〜28(木)

Pov-Ray による CG 作成入門

小学高学年以上

土木技術者のための Excel 入門

一般社会人

8/6(土)・7(日)

Web カメラを用いた静止画配信技法（第 2 回）

高校生以上

10 月 22 日(土)

8 月 6 日(土)

平成 17 年度は、以下のようなオープンセミナーが開催されました。
講
パソコンで遊ぼう

座

名

対

〜初心者のためのパソコン教室〜

象

開催日

中学生以上

5 月 29 日(日)

ウェルネスセミナー①

誰よりも速く走ろう！（第 1 回）

中学生

6 月 11 日(土)

ウェルネスセミナー②

柔道ってどんなもの

小学生以下

7 月 3 日(日)

パソコンによるプレート彫刻

中学生以上

7 月 16 日(土)

牛乳パックで橋づくり（第 1 回）

小学生 3〜5 年

7 月 21 日(木)

牛乳パックで橋づくり（第 2 回）

小学生 3〜5 年

7 月 22 日(金)

IT 講習会

小学 5 年生以上

7 月 26 日(火)

英語リスニング講座

中学生以上

8/8(月)〜10(水)

背骨と健康（カイロプラクティックの立場から）

中学生以上

8 月 21 日(日)

青少年のためのおもしろサイエンス（第 1 回）

小 4〜中学生

8 月 24 日(水)

サンドブラストアート

中学生以上

8 月 24 日(水)

地震が起こった時，あなたならどうする？

中学生以上

8 月 28 日(日)

エレキギターを作ろう！！

小学高学年・中学生

10 月 1 日(土)

ウェルネスセミナー③

ジュニアバレーボール教室

小学生中高学年

9/10・10/1・8

ウェルネスセミナー④

スポーツテストで体力診断

65 歳未満の成人

10 月 15 日(土)

パソコンで年賀状を作ろう

中学生以上

10 月 23 日(日)

青少年のためのおもしろサイエンス（第 2 回）

小 4〜中学生

10 月 30 日(日)

鋳造でメダルを作ろう

中学生以上

11 月 12 日(土)

中学生

3 月 25 日(土)

ウェルネスセミナー⑤

誰よりも速く走ろう！（第 2 回）
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アインスビル内のテレワークセンターにて、テレワークセミナーを木更津市と協働で開催しています。
平成 17 年度は、以下のようなテーマで行いました。
講

座

名

対

象

開催日時

アジアの環境破壊を考える

中学生以上

10 月 16 日(日)

カイロプラクティックについて

中学生以上

10 月 16 日(日)

社会人

11 月 5 日(土)

小中学生

11 月 6 日(日)

高校生以上

11 月 13 日(日)

小中学生

11 月 19 日(土)

社会人

11 月 20 日(日)

小学生以上

11 月 26 日(土)

小学生

11 月 27 日(日)

小学生以上

11 月 27 日(日)

ため池や小川の生き物

〜貝に卵を産む魚〜

レゴロボット（第 1 回）
パワーポイントでカレンダーを作ろう
レゴロボット（第 2 回）
身近なものから学ぶ

〜電気〜

かんたん年賀状づくり
かんたん！コンクリートづくり
エクセルで簡単家計簿です！

（単位
年度

平成 14 年度
件数
金額

平成 15 年度
件数
金額

平成 16 年度
件数
金額

千円）

平成 17 年度
件数
金額

共同研究

1

2,000

3

5,600

6

9,900

9

13,610

受託研究

0

0

2

1,250

1

105

3

1,618

奨学寄付金

16

11,563

16

9,180

21

12,930

18

10,900

（単位

千円）

年度

基盤 B
件数 金額

基盤 C
件数 金額

奨励 A
件数 金額

奨励 B
件数 金額

若手 B
件数 金額

合計
件数 金額

平成 14 年度

4

5,100

2

1,900

6

7,000

平成 15 年度

3

2,500

4

5,400

7

7,900

平成 16 年度

3

2,000

5

3,900

8

5,900

平成 17 年度

2

1,300

3

3,400

7

6,140

2

1,440
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地域企業訪問

ー

ナプソン（株）を訪ねて

取材

テクノセンター委員

大澤

ー
寛・

五十嵐讓介

今回は、技術振興交流会の会員でもある、ナプソン株式会社千葉技術センターにおじゃまして、細川
副社長さんと後半は兪技術センター長を交えて、いろいろお話を伺ってきました。
ナプソン株式会社（業員数 38 人、資本金 5 千万円

http://www.napson.co.jp）は、1984 年に設立さ

れました。4 探針法によるシリコンウエハの抵抗率測定装
置をはじめ、PN 判定器や液晶パネル用のガラスに蒸着さ
れた導電性透明膜の抵抗率測定装置などで業績を伸ばし
ている、研究開発型の企業です。
今回は、人文学系五十嵐、電子制御鈴木、電気電子大
澤の 3 人で、ナプソンの千葉技術センターに伺いました。
千葉技術センター（千葉市緑区大野台 2-5-10）は土気の緑
千葉技術センター（Web から）

の森工業団地にあります。

【 7 人で起業 】
＜亀戸で 7 人で会社を興したということですね＞
社員 3 人の商社に私達技術畑 4 人が引き取ってもらったのです。
＜最初から開発製品があったんですか？＞
抵抗率測定器の開発を目指した独立です。
＜抵抗率測定装置を作ろうというきっかけは？＞
元来、国際電気で製造していたのでノウハウがあった。1 年で完成し日本 TI に納入、セミコンショー
にも初出展しました。
＜TI が製品を入れたきっかけというのは？＞
その商社がプローブを納入していたので。日本 TI さんには信越半導体へ橋渡しもして頂き、その後
順調に 20 数台売りました。
＜もともと国際電気さんと競合するところがあったのでしょうけれども、何が良かったんでしょうか＞
大きい会社で出来ない事、手続きの要る事にダイレクトに挑戦でき、費用は商社がバックアップして
くれたので徹夜も厭わず開発・製造に打ち込めたことです。
＜商社の方が出資をしてということですか＞
当初は役割分担で製造部門が私達、販売はその商社でした。しかし開発に多額の費用を要する事・装
置の大型化で事務所兼工場が手狭になった事などから独立しました。
営業部門を亀戸、工場を千葉浜野で再出発。装置の大型化が続き市原へ、しかし 4 年でここでも装置
が搬出不可能になり、土気に移って現在 4 年です。
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【 半導体から液晶用ガラス基盤へ 】
＜亀戸から移ってきた時の主力製品は？＞
抵抗率測定装置。変遷はあり 4 世代目です。
＜ちょうどバルクの引きあげの径が大きくなるのといっしょに＞
そうです。同時に液晶部門を NEC 鹿児島からの打診で開
発開始しました。
＜液晶関係のどの部分を？＞
ITO（Indium Tin Oxide インジューム錫酸化物）これを測
定する装置を作りました。
＜ITO 薄膜が蒸着されたガラス基板の抵抗率を測定する装
置ですか＞

液晶用ガラス基板シート抵抗測定装置
（製造途中）

厚み管理に使います。膜厚を直接より電気的に測る方が
簡単で精度が高く、当社製は TFT の特性も測れます。
＜TFT のどの特性ですか＞
電気的特性。1011Ωまで可能です。
＜それを目的に開発されたんですか＞
そうです。抵抗の高いアモルファス等の半導体で培った技術がありますので。（特許取得）
＜半導体の抵抗測定から液晶の測定の間に技術的なステップアップがあったんじゃないですか？＞
ロボットが主流ですが占有スペースが多すぎる事が難です。そこでロボットを装置に埋め込んだ仕様
の開発で、従来の 2/3 のスペースを実現しました。マガジンを置くだけの簡便性が評価され国内でも当
社製が標準です。
＜今のシェアはどれくらいですか＞
国内 90％以上。台湾は 100％。その後従来の針を使った測定ではなく渦電流で非接触測定の開発を手
がけました。
＜開発にはどれくらいの人数がいるんですか＞
基本的には私と社長の二人で、受注開発ですので、製作現場には随分苦労させています。
＜1 号機が試作機になっているんですか？＞
そうです。試作ではなく製品です。（笑）

【 失敗したことも製品に 】
ウエハライフタイムを測定する機器も製作しました。
＜ウエハライフタイムというのは？＞
光を半導体ウエハに当て、そこに流れる電流が消える迄の
時間を測定する装置です。それがある日突然信号が逆特性に
出て極性が変わてしまったのです。これは大変だということ
で原因を探っているうちに PN 極性を測っているのでは、と
思いつき PN 判定器の誕生に繋がった。失敗も記録しておけ
ば製品になるというよいお手本です。
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シート抵抗測定装置内に装着された
4 探針抵抗測定テスター
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【 一生懸命熱くなって喋るべきですよ 】
＜新しい物を開発するきっかけっていうのは？＞
液晶パネル用ガラスの測定装置は、京都ロームに製品
据付け時、技術者との会話からです。アルミの膜の感知
に困っていると言うので、
「簡単です、すぐに作ります」
って言ったんです。アルミはミリオームの低抵抗ですか
ら、シリコンのような高抵抗に比べると簡単です。
ITO 膜も金属だから、簡単に測れる。それが開発のき
っかけです。
＜そのときは細川さんはいらっしゃった？＞
当時 7 人での創業なので製造も据付も全部やり、忙し
いのに話し好きなので終わっても当日帰社できない。

PN 判定器

（笑）
＜他の人とどうやって付き合うかで、そういった話が出てくるか出てこないかは違いますよね＞
自分の好きな事ですから一生懸命熱く話をします。

【 お金は後からついてくるから 】
私は工学部で電気科ですが、学生時代に、植物概論を専攻しました。2 千年前の蓮の種を発芽、開花
させたと著名な大賀一郎先生です。先生は当時 70 数歳で、声がほとんど聞こえない、でみんな声をひ
そめて聞いているのです。最後の授業に「君たちも学校を出たらどこかで何か開発する時もあるだろう、
仕事を一生懸命やっていればお金は後からついてくるから。」その言葉を実践しています。

【 アイデアで開発費を引き出す 】
当社は地方自治体の開発費助成金を申請し、5 件中４件は、開発費の 2/3 を頂いています。PN 判定機・
渦電流非接触測定装置等です。
当社製品は内部は自社製作です。買うのはベアリングとネジだけにしろと言ってます。そうでないと
競合他社には中身がわかってしまう。他には無いことを取り入れていかなくては。
＜やはり他の会社と違うという所を、その会社の独自のアイデアをひと味入れないと駄目だということですね＞
そうです。そういう意味では４探針測定器の内部は当社社長のアイデアです。
＜県やなんかへの申請が通りやすいというのも、その中に独自のアイデアが入っているからということもありま
すね＞
もちろん他には無いものが条件です。千葉では半導体の企業が少ないのも大きいです。

【 走りながら考える 】
＜いつも新しいことを探し続けているんですね＞
もちろん探し続けていますが、そんなにチャンスは無い。どこでも誰とでも話をして、情報が得られ
た時にすぐ対応出来る事が必要です。
（兪センター長：この業界に入ってきたときのポジションがよかったというのもあるんじゃないかな。
ライバル企業が多くなかったのや、業界が大きくなる時だったことや、やっていた半導体の抵抗測定が
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軌道にのった時に液晶の仕事が入って、情報が両方から入るので業界の事情もよく見えるようになりま
したから。）
＜最初に足をつけた足場がいいところだったので、情報がよく入るから見通しもよくなるのでいい方に転がって
きていると言う事ですね。＞
本当に大変な時期はありました。日本経済がいつまでも悪い訳は無いとじっと我慢です。
＜お話を聞いているといろいろなことにずいぶん前向きですよね、駄目だったときどうしようという話は出てこな
いですからね （笑） 必ずうまくいくっていう、その〜＞
（兪センター長：細川さんは営業が持ってくる仕事に、コストなんかは聞かない。技術的な話しか聞か
ない。それで作ったら予算の倍くらいになっちゃうときもあるんです。そうすると営業の方がなんとか
帳尻をあわせている。とりあえず作れるか作れないかで判断しているんです。）
＜走っちゃってから考えているんですね＞
（兪センター長：そうそう、それ正しい（笑）走りながら考えている。）
開発だからと言ってコストから逃げています。去年仏蘭西に納入した機械は販価 2 千 8 百万に対し 7
千万で作りました。（笑）
＜それじゃあと何台売らなきゃと心配にはならないんですか＞
ならない。あの機械は売れる。次の注文は来てます。これで 3 台。あと 2 台も売れば、開発費は返せ
ます。7 千万は先行投資です。

【 雑草だって一本じゃだめ 】
当社では主力である 4 探針測定法以外の分野の開発も必死で行っています。
今後は新卒者はもちろん、いろんな方向から当社を見ることの出来る人材を増やしていく意向です。
世の中、大企業やブランド志向ですし当社は知名度こそありませんが、この業界では知る人ぞ知る、と
いう企業になっていることに間違いはないのです。
雑草だって 1 本ではなく何本もあるから強いんです。純粋な木は駄目、すぐ虫にくわれるから･･･。
＜今日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。たいへん興味深い話がたくさん聞けました。＞
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毎日新聞、平成 17 年 12 月 14 日掲載の記事

http://kisacon.twc-kisarazu.jp
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木更津高専技術振興交流会のホームページが立ち上がりました。

http://knct-koryu.jp
にアクセスしてください。

（広告）
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