
挨拶

地域共同テクノセンターセンター長  高橋  秀雄 

  今年度より前地域共同テクノセンター長の大澤先生の後を引き継ぎ，同センターの運営を担当

することになりました高橋です。よろしくお願い申し上げます。

さて，当センターの目的が「地域産業界を中心とした技術相談，共同研究，受託研究，受託試験，

や技術者のリフレッシュ教育等を通して，地域産業の振興・活性化を助長し，地域経済力向上に

資することである。」は，すでにご存知だと思います。この目的達成のためには，当センターの

運営委員会メンバーは勿論のこと，全教職員のご協力が必要なことは言うまでもありません。こ

こで，目的達成のための今年度の活動およびその予定について触れたいと思います。

まず，技術相談については，本校の教職員 OB がコーディネーターとして技術振興会会員企業を中

心に訪問し，技術的問題点等への相談対応をしています。これは，機構本部に本年度採択された

プログラム「教職員 OB を活用した地域連携の推進」により実施しています。また，積極的に参加

しているコラボ産学官千葉支部等からの技術相談も増えています。

次に共同研究，受託研究，受託試験については，堅調に増えていますが，さらなる本校の研究力・

資源の PR 活動が必要と考えています。8 月に全国高専テクノフォーラムへ参加しましたが，他高

専は外部へ向けてかなり活発に PR 活動をしているようです。それでは具体的にどうすれば良いか？

と言うことになると，これだけやれば良いとの答えを見出すことは，なかなか難しいと思います。

そこで，可能な限り外部とのコンタクトを取り，本校の研究力・資源を PR して行こうと考えてい

ます。

そして，技術者のリフレッシュ教育については，レベルアップ講座の充実を進めて行きます。今

年度は，すでに 13 件のレベルアップミニ講座が登録されています。

さらに，例年通り全教職員のご協力の下で，本校主催の各種公開講座の実施，木更津市との協働

事業である駅前高専テレワークセミナー，国立科学博物館主催事業の夏休みサイエンススクエア，

木更津市商工会議所主催の夢工房等々への積極的な参加をしています。
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このように今年度も多方面での活動を実施・計画しております。関係各位に改めてご協力のお願

いを申し上げます。 

レベルアップ講座を受講してみませんか？ 

  木更津高専技術振興交流会では，平成 17年度よりレベルアップ講座を開講しております。本講

座は会員の方々を対象とし，主に木更津高専の教職員が講師となって，自らの専門知識や経験を

紹介するものです。開講時間によってレベルアップ・ミニ講座(計 6時間)，レベルアップ講座(計

15時間)に分かれます。受講料は基本的に無料です。この度，レベルアップ講座メニューも作成さ

れましたので，ご一覧のうえ，興味のある講座がございましたら，お気軽にご参加下さい。

講座名 担当・主な連絡先 時間 受付期間

木更津高専「上総ぼり」プロジェクト

五十嵐　讓介　(人文 系学 ) 
igarashi@h.kisarazu.ac.jp 
高橋　克夫　(環境都市)
ctakaha@kisarazu.ac.jp 　

30 11月末

木工の基本を身につける
五十嵐　讓介　(人文 系学 ) 
igarashi@h.kisarazu.ac.jp 28 10月末

印刷 材作成支援ソフトウェア挿図 教

KETpic を用いた空間 形の描図 画 

関口　昌由　(基礎学系)
masa@kisarazu.ac.jp 6 時随 (３月は除く) 

歯車のいろは
高橋　秀雄　(機械)
takahasi@m.kisarazu.ac.jp 6 時随 (1月まで) 

シーケンス制御を体験しよう

田　孝春黒  (機械)

歸山　智治 (機械)
kaeriyama@m.kisarazu.ac.jp 

水　牧夫清  (技術教育支援センタ)

6 時随 (2,３月は除く) 

半導体の基礎
岡本　保　(電気電子)
okamoto@e.kisarazu.ac.jp 15 10月末

インバータ・コンバータなどの基礎
大澤　寛　(電気電子)

ohsawa@e.kisarazu.ac.jp 
16 10月末

Excel による科 技術計算および統計 理学 処  浅野　洋介　(電気電子)asano@e.kisarazu.ac.jp 6 時随 (３月は除く)

HTML+CSS によるホ ムペ ジ作成ー ー  
大野　貴信　(電気電子)

ohno@e.kisarazu.ac.jp 
6 時随 (３月は除く)

車輪移動ロボットの製作
泉　源　(電子制御)
izumi@d.kisarazu.ac.jp 6 時随 (３月は除く)

アセンブリ言語入門
東　雄二　(情報)
azuma@j.kisarazu.ac.jp 

和崎　浩幸　(情報)
6 時随 (３月は除く)

生体情報計測

(心臓脈波計の製作)

米村　恵一　(情報)
yonemura@j.kisarazu.ac.jp 
白木　厚司　(情報)

栗本　育三郎　(情報)

6 時随 (３月は除く)

わが家で作るコンクリート

青木　優介　(環境都市)

aoki@wangan.c.kisarazu.ac.jp 
嶋野　慶次　(技術 育支援センタ教 )

6 時随 (３月は除く)
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夢工房 2008 に参加して

　今年も，木更津商工会議所青年部主催の夢工房2008に参加しました。今回のキャッチフレーズ

は，「みんなで作って競って遊んで夏休みの思い出をつくろう！」です。事前の打合わせにおい

て，競技性のあるものづくり教室という依頼を受けまして，「ペットボトルロケットを飛ばそ

う！」「ウィンドカーを作ろう！」の 2テーマを提案させていただきました。「ペットボトルロ

ケットを飛ばそう！」は，ペットボトルを使用して水ロケットを製作し，広場で打ち上げ，飛行

距離を競うものです。また，「ウィンドカーを作ろう！」は，風上に向かって走るウィンドカー

を製作し，速度を競うものです。当日（8月 18日(月)）はお天気にも恵まれ，小学生 66名，中学

生 2名及び保護者 43名の参加がありました。ペットボトル

ロケットの最大飛行距離95m，平均飛行距離60mであり，

ウィンドカーにおいても 2台の送風機を用いて激戦が繰り

広げられ，大変盛り上がりました。

　本校の参加人数は，教職員 10名，学生 17名でした。こ

のような機会を与えていただきました木更津商工会議所青

年部の皆様及び本校地域共同テクノセンター運営委員会の

皆様に感謝申し上げます。

ものづくり風景

文責：機械工学科　石出忠輝 

萌えよ少年少女！　－出前授業で育てるものづくりの芽－ 

　木更津高専では，小中学校への出前授業や

公民館等への出前講座を実施しています。ま

た，国立科学博物館のサイエンススクエアや

木更津商工会議所青年部企画の夢工房 2008 に

も参加しています。これらの活動を通じて，

将来の科学技術を担う小中学生たちに，もの

づくりの魅力を伝えていきたいと考えていま

す。

出前授業や出前講座に関するご意見・ご要

望がございましたら，お気軽にご相談下さ

い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報きさらづ10月号より 

(研究協力・地域連携協力係 Tel:0438-30-4032)
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2008年度　出前授業・出前講座・イベントの実施状況　（10/21現在） 

 

-4-

日付 種類 テーマ 対象機関など

7/11 出前授業 万華鏡の製作と光の性質 木更津第一中学校 高橋邦夫 嘉数祐子

7/13 出前授業 光ドキドキハートメーター 鎌足中学校 栗本育三郎 米村恵一 白木厚志

7/24 出前授業 ロボコン実演 市原市国府小学校 鈴木聡 坂元周作 星野真紀

8/1 特別講座 光ドキドキハートメーター 中学校理科部会対象 米村恵一 白木厚志

ウインドカーの製作 板垣貴喜 伊藤裕一 高橋美喜男

石出忠輝 内田洋彰 黄野銀介

歸山智治 金綱正司 高橋秀雄

8/19 出前授業 偏光板ステンドグラスの製作 畑沢中学校 高橋邦夫 嘉数祐子

万華鏡の製作 嘉数祐子 高橋邦夫

君にもできる光通信 栗本育三郎丸山真佐夫 白木厚志

万華鏡の製作 嘉数祐子 高橋邦夫

君にもできる光通信 栗本育三郎丸山真佐夫 白木厚志

大澤寛 石井孝一 飯田聡子

熊谷勝彦 大野貴信 浅野洋介

立石友二 今村　進

9/18 出前授業 光通信・光センサー 木更津第一中学校 栗本育三郎 白木厚志

9/23 出前講座 万華鏡の製作 清和公民館 高橋邦夫

鈴木聡 岡本峰基 泉　源

坂元周作 星野真紀 麻生和裕

10/17 出前授業 光通信 根形中学校 栗本育三郎 大枝真一

10/19 出前講座 万華鏡の製作 袖ヶ浦おかのうえ図書館 高橋邦夫 嘉数祐子

ペットボトルロケットの製作
8/18 出前講座 商工会議所夢工房2008

8/19 出前講座

8/20 出前講座

ゲルマラジオの製作

レゴロボット製作 市原市国府小学校9/24 特別講座

出前授業9/12

担当教員

国立科学博物館
サイエンススクエア

国立科学博物館
サイエンススクエア

木更津第一中学校

 



サイエンス・スクエア報告

君にも作れる光通信

　　毎年夏休みの期間、上野の国立科学博物館で開催される小中学生のための実験とものづくり講座－サ

イエンススクエア－で、今年も「君にも作れる光通信」を本校

専攻科・本科学生と共に指導いたしました。参加者総数は

延べ１２３名（小学生１１２名、中学生９名、園児２名）でした。

アンケートの結果、全員から「楽しかった、満足であった」と

の回答があり、「最初は光で通信するという意味がわからな

かったが、実際作ることにより理解することができた。」「光で

音が聞けてびっくりした。自分でつくれてとても楽しかった。」

「とっても楽しかったし、説明もわかりやすくとてもよかったで

す。」との声をいただきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　「君にも作れる光通信」に熱心に取り組む子供たち 

　　　　文責：情報工学科　栗本　育三郎

周りの世界が模様になった！おもしろ万華鏡を作ろう☆

　8月 20日・21日に東京都上野の国立科学博物館でサイエンススクエアが開催され、「周りの世

界が模様になった！おもしろ万華鏡を作ろう☆」というタイトルで万華鏡製作講座を出展した。

お盆休み後のため定員割れが懸念されたが予約受付開始

から小学生低・中学年を中心とした子どもたちが集まり

両日ともに定員(60人)が一杯となった。

  講座では先端にビー玉をつけた特殊な万華鏡を制作し

た。一般的な万華鏡と異なり周囲の景色が模様となる。

七色に光る模様を見た子供達は、模様の美しさに歓声を

上げるとともに「何故虹色になるのか？」と質問するな

ど科学的現象に興味をもってもらうことができ、高専の

出展としてふさわしいものとなった。 　　　　　　　　　　　　　　　製作風景

文責：基礎学系　嘉数　祐子
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若手研究者の紹介

より良い燃焼器設計を目指した設計支援ツールの開発

機械工学科　講師　伊藤　裕一

　

石油に代表される化石燃料の利用により人類は飛躍的な発展を遂げました．その一方で，化石燃

料を使用することで有害物質を排出し，大気や土壌・水資源を汚染しています．また，大気中の

CO2濃度の上昇による全地球規模での深刻な温暖化を引き起こしています．さらに，石油資源の

枯渇の問題は，その有限性・可採年数から見ても非常に深刻な問題であり，エネルギをよりクリー

ンかつ有効に利用することは必要不可欠な技術であると言えます．この一解決手法として本研究

室では，乱流燃焼現象の数値シミュレーションツールの開発とステレオ立体視を利用した数値シ

ミュレーション結果の有効利用を通してクリーンかつ高効率な燃焼器（自動車エンジンや産業用

燃焼炉など）の総合的な設計支援ツールの開発を目指しています．

○噴霧燃焼の数値シミュレーション

噴霧燃焼は，自動車や航空機用エンジン，火力発電などに幅広く用いられています．本研究室で

は，乱流燃焼場の解析に適した手法として注目されている Large-Eddy Simulation (LES) 法に基づく

新しい噴霧燃焼解析ツールの開発を行っています．この手法は従来から市販ツール等で発展を遂

げてきた RANS法と比較して，現象の持つ空間変動や時間変動を適切に表現できるモデルであり，

学術会・産業界においてその予測可能性が期待されています．この解析ツールを使うことで，従

来解析手法と比較して噴霧挙動や燃焼ガスの温度分布の予測精度が向上することが分かってきて

おり，これを利用することで，より効率の良い，有害な排出物を発生しない燃焼設計ができるこ

とが期待されます．

○ステレオ立体視による高現実感可視化

私たちは３次元空間上で生活しており，数値シミュレーションで表現しようとしている現象もま

た３次元的な現象がほとんどです．この３次元的な物理現象をコンピュータ上で３次元的に表現・

解析しても結局のところ，結果を見る際にはディスプレイなどのデバイスを通すことで２次元的

に情報が縮退してしまいます．そこで，３次元的なデータを３次元のままに表現するためにステ

レオ立体視（テーマパークや映画館で見られる，特殊なメガネを着用することで飛び出て見える

映像のこと）を利用し，よりすばやく直感的にシミュレーション結果を評価し，これまで隠れて

見えていなかった新しい現象を捉えることができるツールの開発を進めています．

近年のコンピュータの発達に伴い，それを用いる数値シミュレーションもまた飛躍的に進歩を遂

げてきました．これにより解析し得る物理現象も飛躍的に増え，また現象をより詳細に精度良く

解析できるようになりました．これらの知見を有効に活用し，現在よりさらに良い燃焼器が設計

され，エネルギ・環境の観点から社会貢献ができるようになることを目標として，これらのツー

ルの開発を進めていきたいと考えています． 
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次世代メディアを担う立体表示技術

助教　　白木　厚司

　様々な情報が飛び交っている昨今，より質の高い情報が求められるようになってきています．

ここで言う質の高い情報とは，あたかもその場所にいるかのように見え，音が聞こえ，香りをか

ぐことができるような，高臨場感・超臨場感と呼ばれる情報のことです．身近なものでは，5.1 サ

ラウンドによるホームシアターシステムは高臨場感・超臨場感環境による音響システムであると

言えるでしょう．

　このような質の高い情報が求められる中，人間の得る情報は“視覚”による情報が 8～9割を占

めていると言われています．つまり質の高い視覚情報が求められる割合が高いと言えます．これ

らのことから，現在の主流である平面のディスプレイに映像を表示するテレビに取って代わり，

立体表示可能なテレビが主流になると推測されます．そこで私は，数ある立体表示技術の中で唯

一“完全に”三次元の情報を記録・再生可能だと知られているホログラフィ技術に着目し，その

中でも特に電子ホログラフィと呼ばれる技術を用いて立体テレビの実現に向けて研究を行ってい

ます．この電子ホログラフィを用いた際の再生までの手順を図 1 に示します．

　電子ホログラフィ技術を用いての立体表示には大きな問題が 2 つあります．1 つは三次元の情報

を記録する CGH(Computer Generated Hologram)を作成する際に，膨大な量の計算を高速に処

理できるコンピュータが必要であること．もう 1 つは，CGH を表示する際に，高精細な電子デバ

イスが必要であることです．これらの問題のうちの後者に関して，仮に現在用いているデバイス

よりも縦，横ともに 10倍高精細で大きさの等しいデバイスを用いた場合，縦×横で 100倍の計算

量の増加となります．つまり，後者の問題はそのまま前者の問題に直結することになります．そ

こで私は，前者の膨大な量の計算を高速に処理できるコンピュータに重点を置いて学生と共に研

究を行っています．現在は，PC(Personal Computer)の CPU(Central Processing Unit)による計

算ではなく，PLAY STATION 3 に搭載されている Cell Broadband Engine やビデオカードに搭載

されている GPU(Graphics Processing Unit)を用いて計算の高速化を目指しています．これらは

PC に比べて安価であるという利点の他に，PLAY STATION 3 で研究ができるということが新鮮

で，学生も楽しんで研究を行うことができ，研究意欲の向上にもつながっているようです． 

 図1　電子ホログラフィの再生手順
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新聞記事紹介

2008年 9月 1日(月)　朝日新聞　朝刊　教育より
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高専専攻科に

　　　　熱視線



木更津高専専攻科特別研究紹介

  本校専攻科には，機械・電子システム工学専攻，制御・情報システム工学専攻，環境建設工学

専攻の 3専攻があります。

  専攻科では座学や実験により専門教育を行なっていますが，さらに「特別研究」で 2年間かけ

て 1つのテーマに取組む事で，創造・独創性を養う教育も行なっています。以下に，本年度の特

別研究テーマをあげます。企業との共同研究や受託研究のテーマを取り入れることも可能です。

興味のある方はご相談ください。

機械・電子システム専攻

No. 研 究 題 目 学生氏名 指導教員

1 放射線検出用 CdZnTe多結晶厚膜に関する研究 今井　聖和 岡本 保

2 １セル燃料電池のための昇圧コンバータ 大野　順輝 大澤 寛

3 プラスチック歯車の強度と騒音に関する研究 大野　貴洋 高橋 秀雄

4 FFO を用いたサブミリ波フロントエンドの設計 岡田　裕介 石井 孝一

5 プラスチックねじ歯車の負荷特性 勝　拓也 高橋 秀雄

6 人体の下肢筋疲労における重心動揺 川上　恭平 黒田　孝春

7 SEPP を用いた水晶発振回路の検討 小山　秀穂 石川　雅之

8 短下肢測定器の試作とイメージングによる脚長差の変化 佐々木　篤 黒田　孝春

9 大迎角を持つ軸対称放物体背後に生じる剥離渦構造の解明 椎奈　正典 石出　忠輝

10 ポリアセタールの衝撃特性について 渡沢　光太 黄野　銀介

11 １リンク６足歩行ロボットの歩行制御に関する研究 中山　隼 内田　洋彰

12 圧延材表面模様の評価法に関する研究 橋本　晃 小田　功

13 磁気インピーダンス効果型磁気センサの二次高調波検出 橋本　崇史 飯田　聡子

14 Nb/AlOx/Nb接合 SISミキサ素子の製作 初貝　晋典 石井 孝一

15 角柱に作用する流体力軽減に関する研究 羽山　晃司 石出　忠輝

16 空気圧式パワーアシストシステムの開発および制御 森　孝太 内田　洋彰

17 RT-Linuxによる電子ビーム露光システムの高安定化に関する検討 五十嵐達也 石井 孝一
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制御・情報システム専攻

No. 研 究 題 目 学生氏名 指導教員

1 IPv6 ネットワークに関する実習環境の構築と評価 安西　正行 増田　重史

2 加速度センサを用いた踵の接地・離地の検出 伊藤　祐 大橋　太郎

3 近赤外光トポグラフィを用いた引き算タスクにおける多チャンネル

時系列信号解析
伊藤　雅彦 栗本　育三郎

4 自己組織化マップと隠れマルコフモデルによる野鳥の鳴き声の認識 江本　龍嗣 東　雄二

5 ラベル雑音検出器によるインパルス性雑音の除去 粕谷　尚儀 和崎　浩幸

6 SCADA システム学習教材の製作 加藤　健太 鴇田　正俊

7 太陽電池用高効率充電システムの検討 上栗　泰一 橘川　五郎

8 シースルー型脳立体観察ディスプレイの開発 川上　祐貴 栗本　育三郎

9 ネットワーク・インバージョンにおける局所解問題解決手法の提案 川﨑　直輝 大枝　真一

10 アウトライアにロバストな RLS推定を用いた視線方向検出システムの

開発
篠崎　健育 米村　恵一

11 高速な素因数分解プログラムの検討 杉本　哲 天摩　勝洋

12 センサネットワークによる環境モニタリングシステムの構築 清家　真太郎 鈴木　聡

13 Webカメラを用いた監視システムの構築 曾根　貴広 臼井　邦人

14 降伏点現象に起因する不均一変形の有限要素法による解析 谷口　真 伊藤　操

15 ネットワークセキュリティの学習環境の構築 寺西　良太 増田　重史

16 真直度計の計測自動化に関する研究 内藤　一平 鈴木　聡

17 ひも状遮へい領域抽出システムの開発と認知実験による性能評価 廣野　健人 米村　恵一

18 走査ホール素子マグネトメトリを用いた非破壊診断に関する研究 松本　恭一 坂元　周作

19 CDROMブート Linuxを使った MPI並列計算機システム SOYOL ERDENE 丸山　真佐夫

環境建設工学専攻

No. 研 究 題 目 学生氏名 指導教員

1 小河川における木杭と植生を用いた河川環境復元方法の提案 虻川　和紀 大木　正喜

2 骨材のアルカリシリカ反応性簡易判定試験法を用いた千葉県産

山砂のアルカリシリカ反応性制御に関する検討
出口　権進 青木　優介

3 RCラーメン高架橋の温度応力に関する研究 笠島　勇希 石田　博樹

4 下降流スポンジ懸垂型(DHS)リアクターにおけるアンモニア性窒素の

酸化特性
須藤　泰幸 上村　繁樹

5 斜面調査結果に基づく斜面安定計算について 立野　聡美 鬼塚　信弘

6 RC構造物の靭性に関する解析 田中　慎治 石田　博樹

7 ディジタル画像によるコンクリート表面の収縮ひずみ測定 蓮見　亮 青木　優介
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