
テクノセンター活動に参加して

地域共同テクノセンター副センター長  石出 忠輝 

  私が産学連携・地域交流活動に参加するきっかけとなったのは，平成16年 3月に技術振興交流

会が発足し，その中の基本事業である分科会（異業種融合）のメンバーになってからでした。小

平委員長（現在本校名誉教授）のもと，毎月様々なテーマの講演や課題を身近に聞くことができ，

改めて工学をキーワードとした裾野の広さ，奥行きの深さを痛感しました。また懇親会の席にお

いては，地域産業界を支えている経営者及び技術者の方々の熱いスピリットに触れることができ

ました。同時に，「はたして自分なりに貢献できる何かがあるのか？」と自問自答するきっかけ

にもなりました。その当時の自分は，博士論文がなかなかまとまらず，まごついておりましたが

この自問自答によってモチベーションを高めることができたように思います。

　平成17年度からは，大澤センター長のもとでテクノセンターの仕事をさせていただきました。

テクノセンターの業務は，一言で表現しますと産学官連携活動及び地域社会への貢献の促進であ

りますが，この目標を実現するために，各種交流会，協議会への積極的な参加から始まり，連携

のためのシステム作り，具体的なアクションと事後分析が繰り返し行われていることを，この2

年間で学ぶことができました。どの項目も重要であり，長い目で見て進化していくものであると

思いますが，私がこの仕事を通して感じたことは，高専という存在が間違いなくいろいろな方面

からいろいろな観点で期待されているということです。この多種多様な期待に十二分に応えるこ

とは困難ではありますが，熱い視線が注がれているという事実は共通認識として位置付けて良い

ものと思います。私が一部担当させていただきました企業との共同研究，小中学生向けの出前授

業におきましても，残念ながら御要望に完璧に応える出来映えではありませんでしたが，そのこ

とを許容する期待感の大きさを感じることができました。また企業技術者やちびっ子達との交流

を通して，普段の研究活動では味わうことのできない達成感，満足感を得ることができました。

一方では学内における他学科，学系の先生方とも交流が深まり，自分の研究分野を広げるための
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刺激も得ることができました。

　このように産学連携・地域交流活動は，場合によっては困難を伴いますが，教職員それぞれの

やりがいを向上させる活動の一つであると思います。「はたして自分なりに貢献できる何かがあ

るのか？」の問いかけに対する現在の私の回答は，「必ずある。」です。この言葉をキーワード

にして，一人一人が地道に関わっていくようになれば，テクノセンターの業務目標を実現するた

めの具体的なアクションが増え，産学連携・地域交流活動は飛躍的に発展していくものと確信し

ております。

　最後になりますが，この2年間を振り返りまして産学連携・地域交流活動が，教員だけの力で

はなく，事務及び技術教育支援センター職員皆様の力を結集して成り立ち，発展していくもので

あると感じました。この場をお借りし，お礼申し上げます。

大澤テクノセンター長を囲む座談会 

  本年３月を最後に，大澤寛地域共同テクノセンター長（木更津高専電気電子工学科教授）が，

センター長の任から離れられます。これを機に，同センターの発展に尽力された大澤センター長

のお話を伺おうと，座談会を企画しました。その内容を以下に報告します。同センターをご利用

いただく地域の皆様，ならびに本校教職員の今後の活動の参考になれば幸いです。

　

日　時：平成20年2月１８日（月）17：00～18：30

場　所：木更津高専応接室

参加者：大澤センター長，石出，泉，青木副センター長，正木研究協力･地域連携係長

座談内容：　※以下，敬称略。

青木）３月末にてセンター長をご退任されます。これまでどのくらいセンターに関わって来られ

たのですか？

大澤）センターの前身の技術相談室の時代からなので７年になります。この間，副センター長を

３年，委員を２年歴任しまして，今回のセンター長が２年ということになります。

石出）まさにセンターの生き字引的存在ですね。

大澤）センター自体は平成１２年１２月に竣工するわけですが，当時は松村先生（名誉教授）が

センター長で，懸命に取り組まれておられました。

青木）当時はどういった活動をしていたのですか？

大澤）各委員が手分けして商工会議所や農協，漁協などに挨拶回りをしていました。高橋邦夫先

生（基礎学系教授）と一緒に漁協に行ったことをよく覚えています。

青木）その後，活動はどのように変わってきたのでしょうか？

大澤）平成16年 3月に技術振興交流会ができたのが大きな変化だったですね。これまでは，外に

外にという感じでしたが，地域の方々が高専に入って来てくれるようになりました。

石出）交流会を立ち上げる際には，どんな様子だったのでしょうか。
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大澤）他の高専でもテクノセンターがあり，そこに交流会的な組織があると聞いていました。会

の規約などはそのあたりを参考にしました。

石出）企業への勧誘などはどうなさったのでしょうか？

大澤）各学科の委員から学生の就職先企業のリストなど出してもらいました。また，木更津市商

工会議所などからも紹介してもらいました。企業への勧誘にあたっては，松村先生や小平

先生（前センター長）がパワフルに活動されましたね。私自身は，初めてテクノセンター

のパンフを作って，それを手に勧誘にまわったことを覚えています。

石出）商工会議所のお話がでましたが。

大澤）松村先生と一緒に，商工会議所の異業種交流プラザに行きました。その活動をみると，交

流会がやろうとしている活動によく似ている。本校で同じようなことをやろうとするのは

大丈夫なのかなと思いました。幸い，当時の異業種交流プラザの会長が長野様（現技術振

興交流会会長）でした。長野様をはじめ異業種交流プラザの皆さんは，交流会の立ち上げ

に全面的に協力して下さいました。

青木）これまでの活動の中で，特に嬉しかったことなどあれば聞かせて下さい。

大澤）特に・・・，といわれるとなかなか思いつかないのですが。でも，本校に相談に来られた

方は，概ね満足そうな顔して帰っていただいていると思います。そんな様子を見たり聞い

たりすると嬉しいですね。

青木）学校であるからには教育と研究に比重が置かれます。そんな中で，地域との連携活動に対

する取り組みはどうあるべきなのでしょうか？

大澤）難しいですね。理想を言えば地域の方々から提供される技術的な課題が本校の卒業研究等

の課題になり，その成果が地域の方々に還元されるというのがいいでしょう。しかし，現

実はそううまく行きません。持ち込まれる課題はとても実践的であることが多く，これを

学生の課題とすることには無理があるように感じます。あと，研究成果が学会発表に繋が

りにくいことも問題です。特に若い先生方は論文数を問われることがしばしばです。共同

研究１本が査読論文１本に相当するなんて決まりができればいいのですが・・・。こうい

う基準は本校だけの問題に留まらないでしょうから。

青木）我々の研究に占める「地域連携系テーマ」のウェイトのほどはいかがでしょうか？

大澤）全ての研究の時間を10とすれば，そのうちの 5割，少なくとも3割程度を地域連携系の

テーマにしていただけるとありがたいなと思います。

石出）自分のフィールドを拡げるチャンスにしてもらいたいという感じでしょうか。

大澤）そうですね。前向きに考えてもらいたいですね。

泉　）そういう活動が人の役に立つというのが感じられるといいですね。

青木）共同研究の数も増えて来ました。

大澤）県や国がそういう活動を推進していることがありますね。あとは木更津高専がそういう活

動をしていると徐々に知られてきたことが背景にあるのではないでしょうか。ただ，技術

振興交流会がらみでいうと，まだまだ数は少ない感じです。
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青木）技術振興交流会の会員の皆様は，会をどのように感じておられるでしょうか？

大澤）気になりますね。果たして満足していただいているのかどうか。分科会の活動は転換期に

来ているのかも知れませんね。なかなか成果の出にくい中で，各分科会の長がご苦労され

ているようです。

石出）そういう意味では，レベルアップ講座に期待が寄せられますね。

大澤）そうですね。新しい取り組みですから。

泉　）講座の開催にあたっては，会員の皆さんのニーズに応えることが難しいですね。

大澤）確かにそうですね。会員の皆さんからニーズを受け取る方法を考えないといけません。積

極的に開催するための施策も必要です。レベルアップ講座１回開催＝分科会１回開催と見

なすことが良いのではないかと思っています。

青木）他の活動（とのバランス）はどうでしょうか？ 

大澤）地域の理数教育に役立つような活動・・・出前授業とか会場を借りてのものづくり教室

とかはより積極的に行う必要があると思います。一方で分科会活動はさらに集約が進むか

も知れません。その分，レベルアップ講座を増加の方向にもっていければいいですね。レ

ベルアップ講座は，（自分自身やりましたが）普段の授業や実験の資料を使えれば，それ

ほど大変ではありません。受講生の方も熱心です。やり終えれば，結構手応えがある仕事

ですよ。また，今回のレベルアップ講座では比較的多数の参加者を得ました。これは講座

開催のメールを受けた方が，他の方々に「こんな講座があるけど，参加しないか」と呼び

かけて下さったことが大きかったようです。今後，参加者を確保するための１つのモデル

ではないでしょうか。

青木）なるほど。参考になります。

石出）時間や労力の制約という話がでました。地域連携活動について教職員間で役割を分担でき

ないものかと。見ていると特定の方に活動が集中しているように感じます。

大澤）難しい問題ですね。他の仕事でもそんな感はあります。ただ，無理矢理分担した結果，地

域協力の活動が低迷することは避けなければなりません。それは，この活動が地域や上部

組織から求められているだけではなく，我々の意識をリフレッシュさせるという点におい

て重要だと思うからです。例えば商工会議所の異業種交流プラザに参加します。そこで社

長さん達の話を聞いていると，「パワフルだ。すごい」と感じます。こういうことが重要

で，学校だけの世界に閉じこもってしまうことは，決してプラスではないと思います。

大澤）正木係長は今回初めての役割だと思いますが，どうですか？

正木）外部の企業の方とふれあうことが多く，今までの仕事とは大きく違いがありました。果た

して期待に応えられたかどうか。ただ，やってみてプラスになる仕事だと感じました。

大澤）それは良かったです。

正木）工業系の学校なので，地域と繋がっていることはやっぱり重要だと思います。おのおのに

負担はあるとは思いますが。

正木）大澤先生は，来年度からテクノセンター委員会を一時離れられます。これまでセンター関
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係の仕事に使っていた時間を，今後は何に使われるおつもりでしょうか？

大澤）担任になることがあると思いますので，まず学生達とふれあう時間ですね。それから，現

在企業と行っている共同研究を進展させたいと思っています。

正木）担任になると就職指導があります。テクノセンターでの経験は役に立ちそうですか？

大澤）自分が思っていた社会の厳しさが，今の企業社会の中でも変わらず残っていることを認識

できたのは大きいですね。このあたりを学生の指導に活かしていきたいと思います。

青木）最後に今後のテクノセンターについて熱く語っていただけますでしょうか？

大澤）熱くですか・・・うーん。ここは学校なので，教育の優先順位が高く，研究や地域協力に

ついては確かに優先順位が低くなるのかも知れません。しかし，例えば研究を見ると，皆

さん非常に一生懸命やられている。それはやはりその研究にやりがいを見いだされている

からだと思うのです。地域協力にもそのようにやりがいを見いだしていただければ嬉しい

ですね。形はどうでもいいと思うのです。共同研究でも，出前授業でも，技術相談でも。

ただ，難しいのはそこに至るまでの意識ですね。誰かに無理矢理押しつけられるのは違う

と思っています。自分自身で自然にそうなっていくのが理想ですね。

石出）やりがいが感じられる場面は，どういったところでしょうか？

大澤）例えば担任をしたクラスの学生が「先生ありがとう」といってくれれば嬉しいように，協

力した企業の方に喜んでいただくことに，十分やりがいを見いだせると思うのです。そう

いった実績を重ねた教職員がいて，その効果が周りの教職員に波及していくことをぜひ期

待したいですね。

全員）ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 文責：青木　優介

（地域共同テクノセンター副センター長） 
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館山市出前授業報告

  2007年 12月 22日(土)館山市の小中学生を対象とした出前授業を館山市コミュニティセンタ，

若潮ホールで実施しました．この出前授業は，木更津高専創立40周年記念事業として，館山市教

育委員会と共催で実施しました。

  出前授業には，館山市内の小中学生とその保護者200人の参加がありました．そして，5講座に

分かれて，高専教職員，学生アシスタント 52人が指導にあたりました。

  当日は曇り空で雨も心配されましたが，何とか天候にも恵まれ大きな問題もなく無事に終える

ことができました。参加者の方の中には，小中学生の楽しそうな笑顔，親子で協力し合って製作

をしている光景や逆に保護者の方が熱心に指導員の話に耳を傾けられている様子も見ることがで

きたのが，とても印象的でした。

  また，木更津高専を館山市の方々に知って頂けた良い機会でもあったと思います。
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地域共同テクノセンターの紹介 ～ラボ等の変更～

  テクノセンターは，2001年 3月に竣工され，3つのラ

ボと技術相談室，多目的会議室が設置された。5年間で

松村，大藤，小平，石井，泉，黒川，青木，等の各の教

員が主にラボを使用し，学会発表（60数件）や外部資

金の導入で成果をあげた。

  しかし，多目的会議室と技術相談室の利用率は十分な

ものとは言えなかった。そこでテクノセンター全体の利

用効率を高めるため，部屋の使用目的を以下のように変

更した。

設備の紹介

最近テクノセンターに導入された新しい設備を紹介する。

1) 高分解能X 線回折装置　PANalytical X’PartPRO MRD

　高分解能X 線回折装置は高精度な材料構造解析による実践的技術教育の推進および地域企業と

の共同研究の推進を目的として，平成 18 年 3 月に第 1 研究棟 1階の X 線室に導入された。本装置

は，物質の構造（原子配列など）や品質の評価を高精度に行う装置であり、金属、半導体等の材

料の構造評価や土質及びコンクリートの評価など様々な分野で活用でき，現在「放射線検出用

CdZnTe膜の膜質向上」などの共同研究に活かされている。

2) 高分解能マルチチャンネル分光器　浜松ホトニクス PMA-50

　高分解能マルチチャンネル分光器は光応用技術による共同研究を通じた地域との共同教育の推

進を目的として，平成 20 年 3 月にテクノセンター共同実験室に導入予定である。本装置は，物質

の光学的特性評価を高い波長分解能で行う装置であり，蛍光測定，透過・反射スペクトル測定等

を行うものである。この装置と既存の極低温冷凍機を組み合わせることにより，半導体などの低

温での励起子発光の高分解能解析などの高度な光計測が可能となる。
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技術相談室   第 １ ラボ   

 

 
第 ３ ラボ   第 ２   

ラボ   共同測定 室   

 
図１ 現在のテクノセンター 

 

旧 新 備考 

第 2ラボ 共同測定室 
テクノセンターに常設の測定装置を第2ラボに集め第2ラボ
を共同測定室と変更した。 

多目的会議室 第 2ラボ 電源等の設備を整えラボとして活用。 
技術相談室 技術相談室 室内の模様替えをして会議室の機能を付した。 

 



若手研究者の紹介 1

超高速・大容量の無線通信技術を支える「部品」 

電気電子工学科  講師  大野　貴信

  現在，携帯電話，ETC，GPS，Bluetooth，無線 LAN，Suica や Edyなどに代表される非接触 ICカー

ド(RFID)，ワンセグなど電波洪水とも呼べる中で私たちは生活しており，その利便性という恩恵を

大いに享受しています。これらの無線通信技術の発達は留まることを知らず，日進月歩の発展を

みせています。それらの数ある技術の中で，特に注目を浴びているのが超広帯域（UWB：Ultra 

Wideband）無線通信技術です。アメリカでは 2002 年に UWB の利用許可が下り，日本では 2006 年

8 月 1日に総務省告示（官報 号外第 176号）として民生利用が解禁されました。UWB 通信はノイ

ズレベルの極めて微弱な電波を利用するため，他の電波による影響が小さいという特徴がありま

す。また，測位，レーダー，無線通信の 3 つの機能を併せ持っている極めて独特な無線応用技術

といえます。測位機能は GPS よりも正確な位置の測定を可能とし，レーダー機能を応用した製品

ならば，立て籠もり犯の位置を安全な場所から確認することができます。最も広範な利用が期待

されている無線通信機能では，3.1GHz～10.6GHz の非常に広い周波数帯域の電波を利用すること

で 100Mbps～数Gbps の近距離・高速・大容量通信を可能とし，映像伝送を中心としたホームネッ

トワークへの利用が見込まれています。

　このような素晴らしい技術を支えているのは，無線通信機器を構成する各々の「部品（デバイ

ス）」です。本研究室では，数ある部品の中でも重要な役割を果たす電磁波フィルタ（必要な電

波を受信回路に取り込み，不必要な電波を遮断する回路）を中心として研究を行っています。現

状では，2.5GHz～7.5GHz の通過帯域の実現が確認されています。今後は、未だ実現されていない

UWBフィルタの簡易的な設計法の確立を図るとともに，更なる広帯域化の実現を目指して学生と

一緒に取り組んでいきたいと思っています。この他にも多周波数対応フィルタ，電磁界解析，電

力－熱変換に関する解析，遺伝的アルゴリズムを用いた最適化設計などの研究も行っております

ので，共同研究や技術相談等，ご興味のある方はご一報頂ければ幸甚です。
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ギャップ
キャパシタ

ギャップ
キャパシタ

インダクタ

試作したUWBフィルタと測定結果

通過帯域通過帯域



若手研究者の紹介 2

電子制御工学の医療応用 

助手　　沢口　義人 

  一般用語の「システム」という言葉には，何かしらあいまいな響きが感じられますが，制御工

学では「出力が入力により変化するもの」全般をシステムと呼んでいます。そして，これらの入

力と出力との関係が数式で表わされるものとして，望みどおりの出力を得るために，出力を観測

しながら入力を変更してゆく規則を議論しています。制御工学自体はこのように，数式の上で議

論を進められる非常にキレイな学問なのですが，実際にいろいろなモノを制御しようとすると，

なかなか思うようにはいきません。たとえば，入力と出力の関係をあらわす数式を求める方法，

規則にもとづき入力を計算する方法，出力を測定し定量化する装置，さらにシステムへの入力を

変更してゆくための装置が必要になります。これらの計算や装置の実現には，電子計算機や電子

回路に関する知識・技術が有用です。 

私は，約 10年前に本校電子制御工学科を卒業しました。卒業研究では「生体信号による意識評

価に関する基礎研究」と題して，脳波を用いて意識の集中度を定量化する方法を検討しました。

この研究自体はあまりうまくいかなかったのですが，大学への編入後，脳波を用いて全身麻酔の

効き具合を定量化する装置が実用化されていることを知りました。そして卒業研究で，その装置

を使って麻酔薬の投与速度を変えてゆく，全身麻酔の自動制御システムを設計しました。大学院

進学後には大学病院の医師と共同で 200件近い臨床応用を実施し，同時に制御工学のシステム同

定法や制御法の検討も進めてきました。縁あって昨年 4月に本校に着任し，本科の学生と一緒に

なって，手術時の体動を測定する装置や，日常生活中の脳波を長時間測定する装置の開発に取り

組んでいます。

  現在まではこのように，主に医療分野における制御工学の応用や測定装置の開発に取り組んで

います。しかし制御工学の応用範囲は非常に広く，さまざまな生産システムの高性能化に役立つ

ものです。その他でも，測定装置製作や最適化計算など，ご興味を持って頂けましたら，是非と

もお声を掛けて下さい。 
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手術時体動測定装置(上)と測定例(右)

 

(C) 2008 Kohei Kurihana 



地域連携・産学連携の記録

公開講座

  平成19年度は，以下のような公開講座が開催されました。

テレワークセミナー

  木更津市と協働でアインスビル内のテレワークセンターにて開催しています。

  平成19年度は，以下のようなテーマで行いました。
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講座名 実施時期 対象

パワーポイントでプレゼンをやってみよう！ 一般（高校生以上）

エクセルで簡単家計簿です！ 一般（中学生以上）

コンクリートでつくるミニクリスマスツリー 小学生

光応用新技術紹介 地元企業の方

インターネットとブログ 一般

レゴロボット（第１回） 小学生

かんたん！年賀状づくり 一般（中学生以上）

レゴロボット（第２回） 小学生

11月 3日（土）

11月03日（土）

11月11日（日）

11月17日（土）

11月17日（土）

11月18日（日）

11月24日（土）

11月25日（日）

講座名 実施時期 対象

「機械が苦手」という方のためのクルマ講座 一般成人  

楽しいパソコンセミナー～初心者のためのパソコン教室～ 一般

ウォーキングと血圧 一般成人

柔道ってどんなもの 小学生

ブログ入門－パソコンで日記をつけよう－ 一般

第３種電気主任技術者のための直前講座 一般

背骨と健康 一般（中学生以上）

あなたに宅地選びのコツを教えます！－実例に基づく地盤・地形データと路線価の見方－

牛乳ミニパックで橋づくり

プログラミングの知識なしでマイコンを動かそう 中学生

ＩＴ講習会

青少年のためのおもしろサイエンス 小学４年～中学生

サンドブラストアート 一般（中学生以上）

中学生

調べよう身近な水 中学生

日英語の比較（音韻とリズム） 一般（中学生以上）

鋳造でメダルを作ろう 一般（中学生以上）

移動ロボット製作教室 中学生

中学生以上

パソコンでプレート彫刻～オリジナルキーホルダー作り～ 一般（中学生以上）

地震ってなーに？－過去の地震被害状況の説明と液状化模型実験の体験－ 小学校高学年以上

ラジオの製作 中学生

青少年のためのおもしろサイエンス 小学４年～中学生

写真入りの年賀状を作ろう 一般

中学生

陸上競技教室　～速く走るためのコツ～ 中学生

5月20日(日)

6月3日(日）

7月1日（日）

7月１日（日）

7月14日(土)

7/14(土)・21(土)・28(土)

10月21日(日)

７月22日（日） 一般（18歳以上）

７月22日（日） 小学3･4年

7月24日（火）

7月25日（水） 一般（小５以上）

７月26日(木)

７月26日(木)

3次元コンピュータグラフィックス入門 8月5日(日)

8月6日(月）

8/7（火）～9(木)

8月23日(木）

8/23（月）～25（水）

高等数学をのぞいてみよう！！（２次関数とグラフアート) 8月25日(土）

8月28日(火)

9月2日（日）

9月22日(土）

10月27日（土）

11月11日(日）

LEDでクリスマスイルミネーションを作ろう! 11月17日（土）

3月15日（土）



共同研究・受託研究ならびに奨学寄附金の受入れ状況 

(単位  千円)

科学研究費補助金採択状況 

(単位  千円)
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平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 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 3  5,600  6 9,900 9 13,610 7 13,990 13 19,725 

受託研究 2  1,250  1 105 3 1,618 1 1,180 1 1,180 

奨学寄附金 16  9,180 21 12,930 18 10,900 19 13,140 15 13,607 

 

基盤 B 基盤 C 奨励 A 奨励 B 若手 B 合計 
 

年度 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 15 年度     3 2,500          4 5,400 7 7,900  

平成 16 年度     3 2,000  1  750      5 3,900  9 6,650  

平成 17 年度     2 1,300  2  1,440      3 3,400  7 6,140  

平成 18 年度     6 10,200  1  680      2 3,500  9 14,380  

平成 19 年度     6 4,800  7        3 8,200  16 13,000  

 



  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  木更津市清見台東 2-11-1

   Tel. 0438-30-4005  Fax. 0438-98-5717

   URL  http://www.kisarazu.ac.jp

2008 年 3 月 8日発行 

-12-

http://www.kisarazu.ac.jp/

