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巻頭言

地域共同テクノセンター長としての
一年間
地域共同テクノセンター長

内田 洋彰

平成 29 年 4 月より丸岡邦明・前地域共同テクノセン
ター長の後を受け、地域共同テクノセンター長の任に就
きました。10 ヶ月ほどが経ち，この間，4 月に技術振興
交流会役員会，5 月に技術振興交流会総会，8 月にキッ
ズ・サイエンス・フェスティバル，11 月に第 27 回テク
ノフォーラム，創立 50 周年記念式典，12 月に 2 回目の
技術振興交流会役員会と初めて体験することばかりで無
事に務め上げることを優先するばかりでした。1 月以降
も 2 月に第 28 回テクフォーラム，3 月に会社説明会と
大きな行事があります。
テクノセンターニュース 29 号 ( 前号 ) で就任の挨拶を
したばかりですが，4 月から別の職務を担当することと
なり 3 月をもって地域共同テクノセンター長の任を離れ
ます。テクノセンターニュース第 29 号で、今後の課題
として 4 つのことを挙げました。第一は「選択と集中」、
第二は「地方創生への貢献」
、第三は「技術振興交流会
会員企業と教職員・学生との接点を増やす方策」
、第四
は「技術振興交流会役員の改選」です。
この 1 年という短い期間の中，この課題の中で取り組
んだことは第三の「技術振興交流会会員企業と教職員・
学生との接点を増やす方策」について少しではあります
が，足掛かりを作れたのではないかと思います。具体的
には，木更津高専の教職員向けに研究助成と技術教育助
成のシステムを現在，検討しています。また，3 月に行っ
ています会社説明会に付随して，会員企業様でインター
ンシップ ( 学外実習 ) を実施される場合に本校学生との
橋渡しとなるようにインターンシップの説明会も本年 3
月の会社説明会から試験的ではありますが実施します。
インターンシップは近年，大学生も就職活動の一環と
して参加する学生が増加しているため，昔の個別に企業
様に連絡を取って実施をお願いする形から，公募制で実
施する企業が増え，参加の可否がインターンシップ実施
時期（主に 8 月中旬～ 9 月末）の直前に決まる例が増え
てきました。これにより，インターンシップに参加する
意思がある学生が夏季休業中に実習先がみつからず，イ
ンターンシップをあきらめる事例も以前に増して増える
ようになってきました。技術振興交流会の会員の中でイ
ンターンシップを実施する企業様と参加学生が事前に交
流する機会になれば，その後の学生指導，就職活動へ繋
がるのではないかと思います。インターンシップを実施
する企業様には負担になる面もあるかとは思いますが，
ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
また，地域共同テクノセンター長として，木更津，君津，
市原の商工会議所様，千葉市産業振興財団，千葉産業人
クラブ，千葉県異業種交流融合化協議会，木更津異業種

交流プラザ等の講演会などの活動にも参加する，またと
ない機会を多く頂きまして，高専外部の方と情報交換を
させていただきました。今後はこれらの活動で得られた
経験を活かしていく所存です。
テクノセンターニュース 29 号では，IoT，AI につい
て少々述べましたが，最近の話題から二つほど気になっ
たことを記述します。
「自動車会社が消える日」，井上久
男著，文春新書，2017.11 では，ドイツに比べて日本の
取り組みが遅れている「バーチャル・エンジニアリング」
という技術に関して，木村英紀氏著の「ものづくり敗戦」
で述べられている第二次世界大戦時の日本軍に通じるも
のがあることを指摘しています。具体的には “「ゼロ戦」
が名人芸による設計で，機体形状が複雑だったことから
開発・生産に多くの工数と熟練工を必要とした。だから
大量生産が求められる兵器に不向きだった。” 自動車
はスマホが歩んできたのと類似した技術革新の道筋を今
後，歩んで行くと推測されますが，日本の自動車メーカー
は世界の自動運転，EV 化の流れの中で主導権をとれる
のかどうかの瀬戸際です。もう一つ，
「東芝 原子力敗
戦」
，大西康之著，文藝春秋，2017.11 ではニューヨー
ク，タイムズスクエアに広告を出していた日本を代表す
る企業，東芝が経営破綻に陥る一つの要素として「身も
心も会社に捧げろ」というサラリーマン全体主義の悪弊
として思考停止の凡人を量産することを，第二次世界大
戦のドイツでユダヤ人を強制収容所へ移送する陣頭指揮
を執ったアドルフ・アイヒマンを引合いに出して指摘し
ています。IoT，AI に代表される最新技術は日々進歩し，
すぐに陳腐化する時代に突入しています。フットワーク
よく時代に対応できる技術者の育成が課題です。
最後に，地域共同テクノセンター長として，何も経験
がない状態でした者に，地域連携の機会を与えてくださ
りました前野一夫校長，細かく整理された資料で引継ぎ，
ご助言を賜りました丸岡邦明前テクノセンター長，仕事
をサポートしていただきました青木優介，関口明生，瀬
川直美各地域共同副センター長，研究協力・地域連携係
中根幹子係長，軽込江利，高田大貴各職員にこの場を借
りて御礼申し上げます。
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研究紹介

本校教員の研究紹介
曲面上のグラフの構造に関する研究
基礎学系

向江 頼士

平面の地図に対して，隣接する国を異なる色になるよ
うに色分けすると色数は何色必要でしょうか（海も一つ
の国とカウントしていいです）
．非常にわかりやすいこ
の問題は 1852 年に誕生しましたが，100 年以上も最小
の色数はよくわかっていませんでした．この問題は，各
国に点を配置し，隣接する国どうしを線で結んでできた
図形（グラフといいます）の問題と考えることができま
す．1976 年に Appel と Haken は，グラフの点が何色
で塗り分けられるのかを考えることにより，
「最小の色
数は四色」であることを証明しました．この結果は現在，
四色定理と呼ばれており，有名な数学の定理の一つとし
て知られています．さらに，四色定理の拡張版として
Hadwiger 予想というものがあります．内容は詳しく書
きませんが，「n を自然数とするとき，完全グラフ Kn を

マイナーとして含まないグラフは (n-1) 色で点を色分け
可能である」という予想です．n が 6 以下の場合，この
予想は正しいことがわかっています．特に，n=5, 6 の場
合は四色定理と同値であることを示し解決されました．
しかし，n が 7 以上の場合は未解決のままであり，世界
中の数学者たちが解決に向けて研究を行っています．
私の専門であるグラフ理論とは，上記のような点と点
を線で結んで得られる図形を扱う数学の分野です．路線
図，ネットワーク，工学の様々な分野に応用がされてい
ます．特に，私は平面や曲面（ドーナツの表面，穴が 2
個あるドーナツの表面）などに線の交差なく描いたグラ
フの構造，また Hadwiger 予想との関連に興味があり，
部分的な解決を行っています．

液状水中に溶解している物質がコンクリー
ト中の水分移動に及ぼす影響の解明
環境都市工学科

原田 健二

昔，コンクリート構造物はメンテナンスフリーで半
永久的な寿命を持つといわれていましたが，現在，コン
クリート構造物の劣化問題が顕在化しています．そのた
め，コンクリートの劣化がどのように進行し，それがい
つ顕在化するかを適切に把握することが極めて重要と
なっています．コンクリートの劣化現象としては，例え
ば，塩害，乾燥収縮，ASR，凍害などがあります．これ
らの劣化現象はコンクリートの含水状態と密接な関係が
あります．そのため，これらの劣化現象の進行を精緻に
予測するためには，コンクリートの含水状態の経時変化
を精緻に予測することなど必要となります．
コンクリートの含水状態は，温湿度，降雨，日射，風
などの種々の環境条件やコンクリート中に溶解している
物質によって時々刻々と変化します．環境条件がコンク
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リートの含水状態に及ぼす影響については多くのコンク
リートの研究者により検討されてきました．一方，コン
クリート中に溶解している物質が及ぼす影響について
は，コンクリート中の液状水が希薄という仮定により影
響はほぼないものと考えられてきました．
私の研究は，従来の研究で影響はほぼないと考えられ
てきた，コンクリート中の液状水中に溶解している物質
がコンクリートの乾燥・吸湿や吸水などの水分移動に及
ぼす影響を明らかにし，広範囲な条件化における精緻な
コンクリートの含水状態の予測モデルの構築することで
す．現段階では，塩害環境下を想定し，塩化ナトリウム，
塩化マグネシウム，塩化カルシウムなどの塩がコンク
リートの含水状態に及ぼす影響について実験的に検討し
ています．
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公開講座
平成 29 年度には，以下の公開講座を開催しました。多くの方にご参加いただき，どの講座もたいへん好評でした。
講座名

実施時期

受講対象者

柔道ってどんなもの？

06 月 24 日 ( 土 )

小学生

夏休みこども工作教室

07 月 27 日 ( 木 )

小学 4 年生〜 6 年生

LED ランタンを作ろう

07 月 28 日 ( 金 )

小学 4 年生〜中学生

移動ロボット製作

08 月 23 日 ( 水 ) ～ 24 日 ( 木 )

小学 5 年生〜中学 2 年生

作って確かめる多面体の不思議

08 月 30 日 ( 水 )

小学生

光の残像でメッセージを伝えよう

08 月 25 日 ( 金 )

小 3 年生〜中学生

ネットワークセキュリティ講座

10 月 15 日 ( 日 )

中学生以上

子供パソコン講座

11 月 19 日 ( 日 )

小中学生

金属探知機を作って大きな宝探し !!

10 月 07 日 ( 土 )

小学 3 年生〜中学生

電子オルガンを作ろう！

10 月 21 日 ( 土 )

小学 3 年生〜中学生

レゴロボットを作ろう！

12 月 09 日 ( 土 )

小学生

くるくるクリスマスツリーを作ろう！

12 月 10 日 ( 日 )

小中学生

自分のオリジナルイルミネーションを作ろう！！

12 月 16 日 ( 土 )

小学 4 年生〜中学生

出前授業
小中学校等からの依頼を受けて、以下の出前授業を行いました。
講座名

実施担当者

出前授業依頼元

陸上競技教室～速く走るコツ～

人文学系

木更津第一小学校

坂田 洋満

陸上競技教室～速く走るコツ①、②～

木更津市教育委員会

陸上競技教室～種目別指導（走種目、リレー、ハー
ドル、走幅跳など）～

祇園小学校

陸上競技教室～速く走るコツ～

祇園小学校

陸上競技教室～種目別指導（走種目、リレー、ハー
ドル、走幅跳など）～

祇園小学校

桜井 PBR（ペットボトルロケット）工房

基礎学系
名誉教授

嘉数 祐子
高橋 邦夫

桜井公民館（木更津市）

すなみ親子体験教室～科学教室～ふしぎな万華鏡を 基礎学系
つくろう

高谷 博史

周南公民館（君津市）

スクールアドベンチャーキャンプ 2017
ものづくり体験教室

基礎学系

鉛筆オルガンを作って演奏しよう

電子制御工学科

キッズわくわくチャレンジ教室第一期
（科学教室第一回）
サイバーセキュリティー対策セミナー
第６回キッズパレットわくわくサイエンス
「低温の世界、偏光板のステンドグラス」

高谷 博史
佐久間 美紀
教育研究支援センター 近藤 直美
基礎学系
名誉教授
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嘉数 祐子
高橋 邦夫

情報工学科

米村 恵一

名誉教授 高橋 邦夫
研究協力・地域連携係

木更津市学校体育指導研修会
「陸上競技における技能向上のための指導法につい 人文学系
て」
電子オルゴールをつくろう！

泉源

坂田 洋満

電子制御工学科

沢口 義人

三中学区青少年育成会議会
（西清川公民館）
（木更津市）
岩根公民館（木更津市）
清見台公民館（木更津市）
富津市商工会
NPO 法人キッズパレット

木更津市教育委員会
鎌足公民館（木更津市）
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講座名

実施担当者

出前授業依頼元

環境都市工学科

コンクリートモアイ人形をつくってみよう

青木 優介
原田 健二

君津市立周西小学校（学童保育）

基礎学系

高谷 博史
佐合 智弘
教育研究支援センター 近藤 直美

偏光シートでステンドグラスを作ろう！

基礎学系

キッズわくわくチャレンジ教室第一期
（科学教室第二回）

木更津市立南清小学校
（学童保育）

嘉数 祐子
近藤 直美
高橋 邦夫

教育研究支援センター

清見台公民館（木更津市）

木更津市授業改善フェスティバル

情報工学科

木更津市教育委員会

親子工作教室
〜金属探知機をつくって宝を探そう！〜

電気電子工学科

大澤 寛
飯田 聡子

船橋市生き活き展実行委員会

ブレッドボードを使用した回路作り
～音と連動する LED ～

電気電子工学科

大澤 寛

千葉県立木更津高等学校

光の性質
実験

基礎学系

名誉教授

ものづくり「万華鏡の製作」および光の

吉澤 陽介

嘉数 祐子
高谷 博史

君津市立久留里中学校

ウィンドカーを作ろう！
木更津市オーガニックシティフェスティバル 2017

教育研究支援センター

木更津市教育委員会

研究者招へい講座〜光の性質〜
ものづくり「万華鏡の製作」および光の実験

基礎学系

嘉数 祐子
高谷 博史

木更津市立木更津第一中学校

小学校第４，５学年児童を対象とした走り方の実技 人文学系
指導

坂田 洋満

木更津市教育委員会

ステンドグラス万華鏡をつくろう

基礎学系

高谷 博史
嘉数 祐子

木更津市教育委員会
まなび支援センター

コンクリートモアイ人形をつくってみよう

環境都市工学科

青木 優介
原田 健二

はまぎん子ども宇宙科学館

電子オルゴールをつくろう！

電子制御工学科

沢口 義人

文京公民館（木更津市）

平成 29 年度第 8 回子どもチャレンジ教室ロボット
教室「ロボットの仕組みと操作について学ぼう！」

電子制御工学科

坂元 周作

袖ヶ浦市民会館

電子オルゴールをつくろう！

電子制御工学科

沢口 義人

中郷公民館（木更津市）

ペーパークラフト作成

基礎学系

嘉数 祐子

清見台公民館（木更津市）

偏光板ステンドグラスの作成、光の科学実験

基礎学系

嘉数 祐子

清見台公民館（木更津市）

レベルアップ講座
技術振興交流会会員の技術力アップを目的として、会員とその御家族向けに、木更津高専教職員が企画・実施する講座です．

講座名

講師

対象者

卓上レーザ加工機でキーホルダー・ 電子制御工学科
はんこ作り
ビジネスの作文技術

機械工学科

ウォーキング・ジョギング入門－
疲れない歩き方・走り方－

人文学系

関口 明生

丸岡 邦明
坂田 洋満

参加者数

パソコンの基本操作ができる方
会員企業の従業員・家族であればどな
たでも

2組3名
3名

健康な方ならどなたでも

展示会ほか
展示会等名称
テクノトランスファー in かわさき 2017
（かながわサイエンスパーク）
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開催日

出展者

平成 29 年 7 月 12 日〜 14 日

情報工学科

栗本 育三郎
岩田 大志
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木更津異業種交流プラザ・オープンセミナー
木更津異業種交流プラザ（木更津市商工会議所）主催のオープンセミナーに招待され，本校教員が講演しました。
開催日付

講演タイトル

講演者

7 月 13 日 ( 木 )

アルミ缶を作って世界を変えた会社

機械工学科

丸岡 邦明

9 月 14 日 ( 木 )

サイバーリスク

情報工学科

米村 恵一

情報工学科

栗本 育三郎

11 月 9 日 ( 木 )

ワンポイント講座

サイバネティクスにおける技術革新について

技術振興交流会総会特別講演・テクノフォーラム講演
講演題目

講師

総会

今さら聞けないビジネススキル
仕事のスピード + 質を高める最強マニュアル

木更津工業高等専門学校
特任教授 丸岡 邦明 氏

第 27 回

東京湾アクアライン開通 20 周年を迎えて

東京湾横断道路株式会社
技術部技術企画課長 石川 祐史 氏

木更津の干潟と生物

木更津工業高等専門学校
准教授 湯谷 賢太郎 氏

第 28 回

木更津をもっともっと元気にする為には？
【中小企業の支援と地域活性化】
千葉 COC ＋による千葉地方圏を元気にする協働

石川祐史氏による講演

機械工学科

環境都市工学科

木更津市産業・創業支援センター らづ Biz
センター長 瀬沼 健太郎 氏
千葉大学国際教養学部准教授
コミュニティ・イノベーションオフィス
地域イノベーション部門長
COC ＋推進コーディネーター 鈴木 雅之 氏

湯谷賢太郎教員による講演

イベントのお知らせ
技術振興交流会会員企業会社説明会
平成 29 年 3 月 11 日、本校の技術振興交流会の会員企業が
参加する「会社説明会」を開催しました。製造関連、情報関連、
土木関連など多様な業種の 85 社が集った今回の説明会では、
参加企業が 21 の教室に分かれてブースを出展し、就職活動
を控えた本科 4 年生・専攻科 1 年生を中心とした学生 135 名
が、各々で関心のある企業のブースをめぐり、各企業担当者
の説明に熱心に耳を傾けていました。
本年も学生を対象とする技術振興交流会会員企業限定の会
社説明会を 3 月 10 日（土）に開催します。

会社説明会についてのお問い合わせは
木更津高専 総務課
研究協力・地域連携係（担当：中根）
TEL 0438-30-4032
E-mail arenkei@a.kisarazu.ac.jp
までお願いします。

日時：平成 30 年 3 月 10 日（土）9：30 ～ 14：00
会場：木更津工業高等専門学校
対象：本科学生、専攻科学生の希望者、保護者
方式：ブース形式
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地域連携・産学連携の記録
科学研究費助成事業 平成 29 年度新規採択
研究課題名

研究代表者

周期から得られる位相的漸化式の新展開

基礎学系

6 脚ロボットの冗長入力最適化手法と一部アクチュエータ故障に対する耐故障制御

機械工学科

改良版・鉄粉散布法による既設コンクリート中の鋼材腐食発生限界塩化物イオン濃度測定

環境都市工学科

工業高等専門学校における語彙学習のためのタスクベースカリキュラム開発と効果検証

人文学系

一輪 2 自由度方式によるパーソナルモビリティのホロノミック移動制御の研究

電気電子工学科

発達障害者の道徳的責任に関する脳神経倫理学的研究

人文学系

神経難病患者のためのバーチャルリアリティ相互ケアシステムの開発

教育研究支援センター

青柳 宏昭

ものづくり実習環境における粉じん濃度の現状と改善

教育研究支援センター

清水 牧夫

田所 勇樹
内田 洋彰
青木 優介

山本 長紀
浅野 洋介

小谷 俊博

平成 29 年度産学連携の記録
区分

件数

受入れ金額（合計）

共同研究

7件

6,145 千円

受託研究

2件

1,700 千円

奨学寄附金

18 件

10,150 千円

省庁からの補助金

1件

2,500 千円

研究成果有体物提供契約（MTA）

2件

74 千円

受託事業

2件

3,559 千円

退任挨拶

副センター長退任の挨拶
環境都市工学科

青木優介

平成２８年４月に２度目の副テクノセンター長を拝命
し，２年が経過しようとしております。本年３月末にて
退任の予定となっております。
この２年間，キッズサイエンスフェスティバルやテク
ノフォーラムの担当などを通じて，テクノセンターと技
術振興交流会の現在に関わらせていただきました。
前回（平成１９～２０年度）から，
「変わったな」と
思われるところもあれば，
「変わらないな」と思われる
ところもございます。前者としては，技術振興交流会の
活動が多角化してきたところでありましょう。上述の
キッズサイエンスや企業合同説明会などは，その典型と
思われます。後者としては，やはり，人と人とのつなが
りを感じられるところでありましょう。今もキーボード
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の手を止めれば，長野前会長，在原現会長をはじめとす
る技術振興交流会の皆様方，丸岡前センター長，内田現
センター長をはじめとするテクノセンター運営委員会の
皆様のお顔が目に浮かびます。どの方のお顔も笑顔でし
て，心温まる環境をご提供いただいていたのだなぁ，と
改めて思います。この場をお借りして，皆様に厚くお礼
申し上げます。
今後も木更津高専は続いてまいります。この地にあっ
て果たすべき役割もより明確になってきたように思いま
す。私もその一員として，微力ながらお役にたっていけ
ればと思います。今後とも，どうぞよろしくお願いいた
します。
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