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テクノセンター長退任にあたって 

地域共同テクノセンター 第 5 期テクノセンター長 黒田孝春 

 
 前センター長の高橋秀雄先生から引継いだバトンを 2
年間の任期を終えることとなりました。この間，大橋、

上村、飯田、和崎、大久保副センター長の方々と生稲前

係長、松本係長と熊倉係員を始め，多くの方々のご協力

に支えられて職務を果たし終えようとしています。 
この 2 年を振り返りますと、従来からの事業を継承し

ながら、新たな事業展開など身の丈に応じた活動を心掛

けてきました。テクノセンターの役割は大別しますと、

教職員や学生に向けた学内の教育研究活動に対する支援

と地域企業・社会に向けた外部への支援です。以下にこ

の 2 年間の活動からこれらの分野の活動と現状を以下に

述べさせて頂きます。 
教職員の研究活動の活性化に向けての活動としては、リーマンショック以降の経済低迷が継続する

中、科研費等の外部資金獲得に向けての説明会を実施してきました。今後の申請数および獲得数の増

加に向けての問題点の把握と解決に向けたアンケート調査も実施しました。また、研究活動の活性化

に伴って発生する知的財産についての知識の啓蒙としての講習会の実施、高専機構の知財コーディネ

ータによる本校での研究内容から知財発掘に関する調査も実施していただきました。さらに、教員の

研究シーズ集を作成し、振興交流会会員や産学連携イベントなどに積極的に参加し PR 活動を実施し

てきました。 
 地域企業・産業界等との連携活動の一つは技術振興交流会（以下、交流会と呼ぶ）を中心とした地

域産業会、各団体や組織との連携活動です。この分野の活動では交流会の総会、テクノフォーラム、
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分科会、レベルアップ講座が主な活動です。総会とテクノフォーラムでは、外部講師による他高専の

地域振興の事例紹介や木更津地域の展望、企業会員による地域展望、さらに、本校教員による本校の

特色活動、東日本大震災に関する被害調査と放射線の認識などが講演され会員間の交流が図れました。

分科会は開催回数および参加者数の減が見られ、レベルアップ講座の開講数は多いが、会員からの開

講希望が少ない現状がみられました。交流会以外の産学官連携の交流では、千葉大学・千葉工業大学・

日本大学などと本校との大学等間の交流組織および千葉県内の千葉県産業人クラブ、コラボ産学官千

葉支部などの交流組織と連携した事業に積極的に協力・参加しながら研究シーズの紹介・マッチング

を図ってきました。 
 地域社会や市民向けの連携活動は、小中学校や公民館での出前授業、小学生から市民向けの公開講

座、サイエンススクエア(科学博物館)、木更津市との協働事業の市民講座としてテレワークセミナー

などを遂行してきました。小中学生向けの出前授業は、科学技術創造立国を担う「ものづくり」を中

心とした内容であり、実施地域や実施件数の拡がりとコンテンツ増への要望が寄せられました。この

ような状況で、本校体育館を会場として全学科・学系が一致協力して実施している本校サイエンスス

クエアでは、500 名近くの小学生と保護者が参加しました。また、本校の教員の出前授業の発展とし

て、近隣の教育委員会と連携した小中学教員対象の研修会の実施や教材開発の共同企画を推進してき

ました。特に、理工系教員が少ない小中学校教員への研修活動は、小中学校での「ものづくり」や科

学技術に関する教育の活性化が期待できます。また、ある企業では、本校の出前授業後に、同様の内

容を継続するなど間接的な「ものづくり」教育の普及となっています。 
 つぎに、本年度から実施しました CO-OP 教育活動について紹介させていただきます。本事業は高

専機構の H23「企業技術者等活用プログラム」に採用されたプログラムであり、地域産業と企業が有

する地域力を活かした学生の実践的なキャリア教育です。具体的には、教職員 OB コーディネータの

支援によって、学生を地域産業や企業を訪問させ、地域力を実感し、その内容を記事として執筆させ

る内容です。この事業によって、訪問する学生のキャリア教育だけでなく、記事を通して、他の学生

のキャリア教育にも役立たせる目標です。現在、3 月中の冊子発行に向けて編集作業を進めています。 
 以上、センターは学内外および対象先が異なっている様々な活動を行っていますが、これらの活動

は関連性が強く、互いに有機的に干渉し合い、結果として本校の教育研究のレベルアップと地域社会

への還元の役割を果たしています。センター長の 2 年間の活動は、実践的・創造的な技術者育成を目

指す本校において、「科学技術と社会との関わり」を意識した教育の大切さをあらためて痛感するもの

でした。昨年の東日本大震災、円高、タイ大洪水などから受けたダメージは創造立国を自負する我が

国の製造業や経済全体に大きな影響を与えました。今後の創造立国を担う技術者には、社会との接点

とキャリア教育が必要とされていることは否定できません。振り返りますと心残りなことが多々あり

ますが、今後の PDCA 活動による事業展開の改善による学生教育の資質向上、本校と地域社会との

Win-Win の実現が推進され、テクノセンターが本校と地域社会とのインターフェース機能としての役

割を果たしていかれることを望みます。 
 最後に、任期中にご支援ご協力を賜りました学内外の皆様方に心より感謝申し上げます。 
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地域共同テクノセンター副センター長（環境都市工学科） 大久保努 

 

 地域共同テクノセンターでは、地域連携や地域共同を強化した地域活性化

支援に加えて、地域に求められる実践的な技術者教育に焦点を当てた COOP
教育（Cooperative Education）を目指し、平成 23 年度企業技術者等活用プ

ログラム「OB と産業界との COOP 教育の実践」を実施しましたので、その

内容を紹介します。本プログラムでは、本校の教育・研究や地域企業などの

実情や経験が豊富な教職員 OB に OB コーディネータを委嘱、さらに産業界

の適切な人材に教育コーディネータを委嘱し、地域企業のニーズやシーズを

本科生と専攻科生のレベルに応じたキャリアアップや COOP 教育の推進を目的に行いました。本

プログラムの目標は、1）本科低学年での社会キャリア教育の実践（地域社会のシーズ発掘）、2）
本科高学年における実践キャリア教育の実施（地域企業訪問とシーズ集の発行）、3）専攻科生の

COOP 教育の実施（企業ニーズの問題解決）、4）地域連携を通したニーズ・シーズマッチングに

よる地域活性化支援、であります。 
 本プログラムの実施に先立ち、教育コーディネータとして、日刊工業新聞社千葉支局長の神阪

拓氏を招き、本科低学年向け（講演テーマ「取材のイロハ」、2011 年 9 月 1 日実施）と本科 4 年

生以上の高学年向け（講演テーマ「ジャーナリスト塾」、2011 年 11 月 10 日実施）の特別講演を

して頂きました。講演では、取材先のアポイントの取り方から、相手に質問する際の注意点や、

神阪氏が執筆した記事を元に取材内容を記事にまとめる際のポイント等を具体的かつ丁寧に説

明していただき、まさに現場の取材記者ならではの興味深く貴重なお話でありました。 
 本科低学年向けは、平成 23 年度国語科主催夏期集中講義「日本文化論」の受講学生 22 名を対

象に、「千葉県の職人文化を探る」というテーマで実施しました。2011 年 10 月初旬から 5 班に 
 

 
神阪氏の講演に聞き入る学生たち 

 

企業技術者等活用プログラムの実施 
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 伝統工芸品の上総角凧           高学年による企業訪問の様子 

 
分かれて千葉県指定伝統工芸品を製作している名工の作業場 5 カ所を順次訪問しました。高学年

向けは、本科 4 年生から専攻科 1 年生までの 42 名を対象に、12 月初旬から 1 月中旬にかけて木

更津地域の 42 社を OB コーディネータと一緒に訪問し、担当者へのインタビューと会社見学を

行いました。現在、冊子体の報告書を作成しており、来年度以降のプログラムに活用できたらと

考えております。 
 本プログラムの実施により、今後、地域産業・企業等と木更津高専の有するシーズとニーズ間

の相互交流とマッチングが図られ、地域社会が求める技術者の育成と地域産業の活性化を期待し

ております。また、この場を借りて、本プログラムに御協力を頂きました関係者の皆様に御礼申

し上げます。 
 

 
 

訪問先一覧 

㈲YNS エラステック，㈱イハラ，㈱たくみ工房，羽田大豊工業㈱，㈲三ツ矢精密，㈱正木設計，

飯田パッキン工業㈱，㈱豊産マシナリー，㈱ジュピターコーポレーション，㈲葛飾製作所，

㈱藤田製作所，㈱日鉄エレックス，日本データマテリアル㈱，㈱不二越製作所，IT トロン，

㈲トレス環境システム，㈱リプラス，㈲京葉ダイカスト，出光興産㈱，富洋観光開発㈱，

東京電子サービス㈱，㈱さわや，ナプソン㈱，ワッケン㈱，㈱極東石油工業，春川鉄工㈱，

㈱千葉オイレッシュ，㈱長野建設，㈱鈴三テクノ，㈱ケーアイテクノ，京英㈱，共立化成㈱，

㈱前田製作所，㈱中西電機工業，ソニーイーエムシーエス㈱，弘洋電子機器㈱，

産機エンジニアリング㈱，㈱写楽館，㈱上総環境調査センター，㈱日伸精機，六幸電気工業㈱，

㈱東邦化学研究所，戸島甲喜（木象嵌作家），森隆夫（雨城楊枝），鳥山真（弓の矢師），

高澤文雄（上総角凧），元良由男（けやき木工職人） 

 （順不同）
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機械・電子システム工学専攻  中山裕貴 

 

 訪問した「葛飾製作所」と「日本データマテリアル」はどちらも企業規模

は大きくないものの，二社とも日本の工業界に欠かすことの出来ない極めて

高度な技術を持っていました。 

 葛飾製作所は，昭和２７年創業の機械部品の設計・製造・検査を一貫して

行う企業で，大手企業では対応できない特大クラッチや金型の製作も受け入

れています。訪問時に応対していただいた石川清社長は二代目で，会社は来

年で創業６０周年を迎えます。以下は葛飾製作所でのインタビュー内容です。 

大手企業や中国などの海外勢と競合するために工夫していることはありますか。 

大手企業では，その会社の製品ラインナップからしか製品を手に入れることが

出来ませんが，我が社では，完全特注の単品ものでも設計から検査まで一貫して

受け入れています。また，中国などの海外勢には価格面で対抗することはできな

いので，技術力で勝負しています。やはり，現在でも，我々の技術でしか製作で

きない物があります。 

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の影響はありましたか。 

以前は，特に金型の分野においては自社技術を守るために一社で全てを担当す

ることが多かったですが，現在は，中小企業は他の企業とネットワークを組んで

コスト面などの対策をします。そのため，震災の影響は甚大でした。外注してい

た宮城県の松島の取引先が被災したため，急遽，長野県の企業に切り替えたり，

我が社で作った製品が福島の取引先に発送できずに，一時的に大量の在庫を抱え

てしまうこともありました。 

 日本データマテリアルは，１９８３年創業のはんだ製造企業である。一般に，はんだと聞いて思い

浮かべるのは線ハンダですが，日本データマテリアルではその他にもクリームハンダ，チップハンダ

などの多種多様なはんだの製造を行っています。特に，はんだ製造の要であるフラックスに関する技

術は世界トップレベルです。以下は日本データマテリアルでのインタビュー内容です。 

はんだ産業でも海外勢の影響は大きいのでしょうか。 

やはり，海外企業と価格で勝負することはきびしいです。特に，中国ではは

んだ製造に必要な資源が豊富にあるため，とても安くすることが出来ます。し

かし，はんだペーストにおいてはフラックスが極めて重要で，その点で我々に

は過去のはんだに関する技術の蓄積がありますので，技術的にはまだ追いつか

れておらず，海外で生産されるものより良特性のものを作ることが出来ます。 

 今回訪問した二社はいずれも海外企業の影響を強く感じており，特に中国や

台湾といったアジアの勢力が大きいことがわかりました。しかし，製品の良し悪しを決めるのは価格

だけではないこともわかりました。日本国内の企業には長年かけて培った技術があり，これは日本の

宝であると思います。これからエンジニアになる我々が守っていかなければならないと強く感じまし

た。 

 また，最近は大企業への就職希望者が多くなっていますが，中小企業でも企業間のネットワークを

生かして大企業ができないことを実現している企業があることがわかりました。企業の規模にとらわ

れず，さまざまな分野の企業について興味を持つことも大事だと感じました。 

企業技術者等活用プログラムに参加して 

Blu-ray 

ディスク用金型 

フラックス 

製造の様子 
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制御・情報システム工学専攻  髙宮広行 

 

 今回の企業人活用プログラムでは、「豊産マシナリー」「飯田パッキン工業」の２つの企業に

訪問させて頂きました。豊産マシナリーは、製鉄プラントなどで用いられる油圧延システムでは

国内１００％のシェアを誇る企業です。飯田パッキン工業は日本バルカーの子会社で、プラント

等で用いられる大きなパイプに使用する特殊な金属パッキンの製造を担当しています。 

 ２つの企業で特に印象に残った取材内容について紹介したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

・新しく開発した油圧延システムについて 

現在使用されている油圧延システムでは、水と油の混ぜ具合を人の主観的な判断で決定してい

ました。しかし、この方法では個人の判断に大きく依存しているため、熟練の職人が退職してし

まうと製品の品質が下がるなどの問題が発生してしまいます。そこで、豊産マシナリーではこの

問題を解決するために、水と油の混ざり具合を定量化するダイレクトデジタルセンサーを開発し

ました。これによって、従来は人の判断に依存していた油の混ざり具合の数値化が可能となり、

誰が使用しても安定して高品質な製品が制作出来るようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

・今取り組んでいる問題点について 

金属パッキンの種類によっては熟練の技が必要であり、その分人件費がかかります。また、廃

材が多く出るので、より合理化・効率化を図っていく予定です。飯田パッキン工業（株）では特

に規格外で一点物のパッキンを制作している事が多いので、余分な廃材が出やすいといった問題

があります。 

 

私は情報工学科出身で、このような生産技術には触れたことがありませんでした。しかし、企

業の方から直接インタビューする事で、今まで学んだ事の無かった技術やコスト削減の大変さを

学ぶことが出来ました。この体験を通して、今までに無かった新しい視点で企業の活動を見るこ

とが出来るようになったと思います。 

企業技術者等活用プログラムに参加して 

豊産マシナリー 株式会社 

住所：千葉県市原市松ヶ島西 １－１－１９ 
電話：0436-25-6411、FAX：0436-25-6414 
会社 URL：http://www.toyo-sun.com/ 
創立：1987 年 社員数：17 名 
事業内容：流体制御・圧延潤滑制御システム等の開発

飯田パッキン工業（株） 

千葉工場 
所在地：〒299-0112 
 千葉県市原市畑木１３７番４号 
電話：0436-61-5491、FAX：0436-61-5492 
事業内容：金属パッキンの製造 
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環境都市工学科  山口菜摘 

今回私は企業技術者等活用プログラムに参加し，「富洋観光開発株式会社」「共立化成株式会

社」の２社に伺いました．富洋観光開発株式会社は地域発展のために商品の開発・販売や観光施

設の考案・新設を行なっている企業です．共立化成株式会社は通常処理することが困難な産業廃

棄物をリサイクルしている企業です． 

２社への訪問で特に印象に残ったインタビュー内容について紹介させて頂きます．  

 
 

 

 

 

 

 

 

・どのようにして商品開発を行なっているか？ 

スタッフ同士の勉強会などでどのような商品を開発したいか話し合い，作る商品を決定してい

ます．ザ・フィッシュ内にある見波亭ではバウムクーヘンを主に製造しています．このバウムク

ーヘンは「地域の銘菓を産みたい」という思いから開発され，「のこぎり山バウム」は２年連続

モンドセレクション最高金賞を受賞しました．この「のこぎり山バウム」は原料に千葉県の特産

品を使用しており，地域の特産としてふさわしい商品になっています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

・工夫の多い装置 

共立化成株式会社では様々な産業廃棄物を扱っています。そのため処理できる対象物が限られ

ないように，処理をする装置には様々な工夫が施されています。たとえば、エマルジョン化処理

の装置では、様々な液状に対応できるようにポンプを特殊なものにし、撹拌に使用する物も特殊

なものを利用しています。これらは従業員が独自に開発したものが多いです。 

 

今回のプログラムでは少人数で企業の方に直接インタビューを行ったので，非常に深いお話を

お聞きすることができました．２社とも分野は違いますが，より良いものを生み出すために独自

で新しい技術を考案しているところは共通していると思いました．この体験を今後の就職活動な

どに生かして行けたらいいなと思っております． 

 

企業技術者等活用プログラムに参加して 

富洋観光開発株式会社 
住所：〒299-1861 千葉県富津市金谷 2288 
電話：0439-69-2161，FAX：0439-69-2261 
会社 URL：http://www.thefish.co.jp 
設立：1963 年 6 月 
事業内容：食品や土産物の開発・販売 

共立化成株式会社 
住所：千葉県市原市古市場 231 番地 
電話：0436-41-1552 FAX：0436-41-5959 
会社 URL：http://www.kyouritsukasei.co.jp 
社員数：12 名 
事業内容：産業廃棄物再資源化事業 
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地域連携・産学連携の記録 

 

公開講座 

平成２３年度は，以下のような公開講座を開催しました． 

講座名 実施時期 受講対象者 

背骨と健康 5 月 8 日（日） 一般 

陸上競技教室～早く走るための「コツ」～ 5 月 21 日（土） 
5 月 22 日（日） 小学生 

柔道ってどんなもの 6 月 26 日（日） 小学生 

電気主任技術者三種受験のための直前講座 
7 月 9 日（土） 
7 月 16 日（土） 
7 月 23 日（土） 

一般 

初心者のためのデジカメ教室「撮影のヒントと楽しみ方」 7 月 26 日（火） 一般 

青少年のためのおもしろサイエンス 7 月 23 日（土） 小学 4年～中学生 

牛乳パックで橋づくり 7 月 25 日（月） 小学 2,3 年 

磁石とコイルを使って音を聞いてみよう 8 月 6 日（土） 小学 4年～6年 

ジュニアバレーボール教室 7 月 17 日（日） 小学 3年～中学生 

地震ってなーに？ 
－ペットボトルを使用した砂の液状化模型実験の体験－ 

8 月 2 日（火） 小学 5年以上 

簡単なラジオ製作 8 月 7 日（日） 小中学生 

移動ロボット製作教室 8 月 25 日（木） 
8 月 26 日（金） 

小学 5年～中学 2年

ガラスを削って絵を描こう 8 月 26 日（金） 中学生以上 

君にもできるゲームプログラミング 8 月 27 日（土） 中学生 

楽しいパソコンセミナー～初心者のためのパソコン教室～ 9 月 2 日（金） パソコン初心者 

作って確かめる多面体の不思議 9 月 25 日（日） 一般 

エクセルを使った自動計測の体験 10 月 29 日（土） 一般 

電子オルガンをつくろう！ 10 月 29 日（土） 小学 4年～中学生 

金属探知機で宝探し！ 10 月 29 日(土) 小学 5年以上 

耳年齢チェッカーをつくろう 10 月 23 日（日） 小学 5年～中学生 

Ｗｏｒｄを使って写真入り年賀状をつくろう
～初心者のためのパソコン教室～ 

11 月 27 日（日） パソコン初心者 

くるくるクリスマスツリーをつくろう 12 月 3 日（土） 小学 4年～中学生 
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テレワークセミナー 

木更津市と協働でアクア木更津内の木更津市テレワークセンターにて開催しています． 

平成２３年度は，以下のようなテーマで行いました． 

講座名 実施時期 受講対象者 

インターネットとブログ 11 月 12 日（土） 一般 

レゴロボット（第１回） 11 月 13 日（日） 小学生 

分解してメカニズムを知ろう 12 月 10 日（土） 小学 4年～小学 6年

コンクリートでつくるミニクリスマスツリー 12 月 3 日（土） 小学生 

ウィンドウズではないパソコンを体験してみよう 12 月 10 日（土） 一般 

レゴロボット（第 2回） 12 月 4 日（日） 小学生 

 

 

 

公開講座「青少年のためのおもしろサイエンス」 

 

        
 
 
 

テレワークセミナー「レゴロボット」 
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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，端数切捨） 

 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 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 13 19,724 15 20,525 13 19,724 15 20,525 9 4,064

受託研究 1 1,180 5 11,331 1 1,180 5 11,331 5 17,550

奨学寄附金 16 13,637 18 9,409 16 13,637 18 9,409 16 8,370

 
科学研究費補助金採択状況（直接経費のみ） 

（単位 千円） 

 

年度 

基盤 C 奨励 
若手（スタート

アップ） 
若手 B 合計 

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

 

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 0438-30-4005 FAX 0438-98-5717 

 ホームページ URL http://www.kisarazu.ac.jp 

2012 年 3 月 9 日 発行 
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