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－ －

ここ数年、様々なメディアで「ものづくり」とい

う言葉や文字がやたらに目に着く。一般に、ある事

がメディアで頻繁に取り上げられるとき、その事は

上手く機能していないものである。「ものづくり」

についても、「科学技術立国」と言われつつ、再三

の事故や不良製品に象徴される我が国のものづくり

力の低下、韓国をはじめとする後発ものづくり国の

追い上げ、団塊世代の大量退職に伴う技術継承問題、

少子化の速度を上まわる理工系学生減少による技術

者の大量不足など、将来への危惧が背景にある。

「ものづくり」に必要なものはヒト、モノ、カネ

とよく言うが、ヒトの問題は特に重要である。にも

かかわらず、我が国の科学技術政策において人材育

成重視が明確に謳われたのは、ようやく2006年３

月に閣議決定した第３期科学技術基本計画である。

すなわち、その基本姿勢として「社会・国民に支持

され、成果を還元する科学技術」と並んで、「人材

育成と競争的環境の重視 ～ モノからヒトへ、機関

における個人の重視」が掲げられた。これを機に、

文部科学省のみでなく経済産業省など各省庁で人材

育成事業が始まった。この施策に従い、ものづくり

の人材育成をミッションとする高専もやっと日の目

を見るようになりつつある。

人材育成の効果はすぐには現れない。10～20年

経ってからである。1980年代に日本を経済大国に

押し上げた日本の製造技術は、1960年代から

1970年代の初期にかけて大学・高専を卒業した技

術者達の貢献によるところが極めて大きい。当時、

戦後の経済復興を目指した優秀な若者達は、技術開

発の夢を抱いて理工系の道に進んだ。いわゆる「理

工系ブーム」である。企業に入社した彼らの活躍の

様子は、数年前にＮＨＫのプロジェクトＸでも多く

の例が紹介された。

翻って、「理工系離れ」といわれて久しい。その

影響は、すでに我が国の「ものづくり力」の低下に

現れ始めているという。理工系離れの最大の要因は

技術者の待遇である。若者達は労苦の割に報いの少

ない仕事よりも自由な時間を持てる仕事を選び、コ

ンピュータの前で数字を操作するだけで大金が動く

世界に魅力を感じている。小中学校で理科好きの子

供達も社会の現実を知るにつれ考えが変わってい

く。

ものづくり教育に携わる教員は、理科好きで高専

に入学した優秀な学生達に、「目先の社会現象にと

らわれることなく長い目で見て、自分の好きな道を

邁進すること」を勧めて欲しい。なぜなら、プロジ

ェクトＸの登場人物が教えるように、人生において、

自分の好きな仕事を通して世の中に貢献できた時ほ

ど幸せなことはないからである。

私は、学生達に言いたい。「歴史は流れている。

今の状態がいつまでも続くことはない。地球人口の

爆発的増加と地球資源の枯渇がクローズアップされ

る次の時代には、生産を伴わない行為は必然的に衰

退するはずである。是非このことを理解して欲しい。

そして、地球人類の維持的発展を保証する生産技術

と環境技術の開発に夢を抱いて欲しい。丁度、佐世

保高専設立時代の学生達が、我が国の経済復興を押

し進めた技術の開発に夢を抱いたように．．．」と。

「ものづくり人材育成に思う」

佐世保工業高等専門学校長 井上 雅弘

巻 頭 言
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本校の教育・研究や地域連携／産学官連携活動に

日頃よりご支援とご協力を賜り，深く感謝申し上げ

ます。

本センター報（No.3）は，今後，本校において

取り組みを一層強化していかなければならない「共

同教育」と「ものづくり教育」の特集号です。「共

同教育」は，学校と地域が一体となって行う教育の

ことであり，地域の支援や協力を得られなければ成

り立ちません。また，「ものづくり教育」について

も同様です。そこで、本号では、「共同教育・もの

づくり教育」に対する本校の取り組みの一端を紹介

させていただき、これらの活動への理解を深めてい

ただくことを目的に、特集を組みました。本校とし

ては、これらの教育活動を通して、より実践的な技

術者を育成すると同時に、できるだけ地元に優秀な

人材を残して地域の活性化に貢献したいという思い

もあります。

ところで、「佐世保高専の学生は地元に残らない」、

というお叱りをよく受けます。実際、県内に就職す

る卒業生は、就職希望者の15％程度です。しかし、

学生へのアンケート結果では、全体の７割程度が地

元企業にある程度興味を持ち、その内の半分が「で

きれば地元企業に就職したい」という希望を持って

います。このミスマッチの原因として、地元に学生

の希望するような企業が少ないということもありま

すが、学生が地元企業のことをよく知らないという

ことも大きな原因です。優秀な学生を地元に残すた

めには、一緒になって学生の教育をやる中で、学生

に地域のことや地元企業のことを知ってもらうこと

が大事だと思います。

このような観点から、本科５年の卒業研究や専攻

科の特別研究のテーマを地元企業から募集する取り

組みをスタートしました。本校では、卒業研究等で

年間約150テーマの研究が実施され、その多くは地

域産業と関連した研究ですが、具体的に地元企業と

連携した研究テーマに学生を参加させる中で、地元

企業への興味や理解を深めてもらうことを意図して

います。昨年度、長崎県産業振興財団の協力を得な

がら工業団地や企業を訪問し、企業から11の候補

テーマを提案してもらいました。そして、関連する

教員と企業の間で実際に実施可能かどうかを検討し

てもらい、結果として、３テーマを共同研究や受託

研究として受け入れ、今年度、３人の学生に卒業研

究として取り組んでもらいました。私の研究室でも、

船体設計に関連する「水の流れ可視化技術の開発」

のテーマを受け入れて、学生１人に卒業研究として

取り組んでもらいました。最初に企業訪問と打ち合

わせを行い、中間報告と最終報告、およびデモ実験

を行い、現在、企業側で実用化が可能かどうか検討

中です。実験や調査、企業側への報告等は、ほとん

ど学生にやってもらいましたが、企業側に満足して

いただける内容であり、学生のポテンシャルの高さ

を実感しました。今回、「共同教育」の試みとして

実施したわけですが、学生に対する教育効果は大き

く、また、企業にとっても技術的・工数的に自社だ

けではやりきれないことを連携してやるメリットは

大きかったのではないかと思います。

一方、「ものづくり教育」については、学生に対

しては、地域産業に基盤をおいた、より実践的な教

育への取り組みを強化しています。また、地域企業

技術者の育成、および地域の小中学生の教育にも積

極的に取り組んでいます。

「共同教育・ものづくり教育」を推進するために

は、地域との連携が不可欠です。地域の皆様のご支

援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

「共同教育・ものづくり教育」特集号に寄せて

総合技術教育研究センター長 下野 次男

御 挨 拶
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「佐世保高専の
人材育成活動への期待」

長崎県産業労働部次長兼
産業人材課長

町田 和正

－ －3

県では、県民一人ひとりの豊かな職業人生の実現と県内産業が

求める人材の育成の両面から様々な支援を行っていますが、今回

は若年者に絞ってご紹介したいと思います。

まず、働く人の立場に立った場合、人生の各ステージにおいて

就業能力を高める機会を得られることが大事です。そこで、県で

は小・中学校の早い段階から、職場訪問や職場体験といった就業

意識を高める「キャリア教育」に力を入れています。次の高校・

大学等においては、「キャリア教育」と併せ、各分野における専門

教育がなされているわけですが、この段階までにおける本県の教

育は、非常に高いレベルで機能していると思います。

特に、佐世保高専の学生さんや工業高校の生徒さんは資格取得

や各種大会で全国トップクラスの成績を納め、県外の企業からも

高い評価を受けています。

働く立場からみると、それで十分ですが、県内産業を担う人材

の育成といった面では、更なる取り組みが必要になります。せっ

かく育てた優秀な人材が、県外に数多く流出しているのが現状で

あり、そういった人材を県内にとどめ、いかに活躍してもらうか

が課題です。

そこで、今回、佐世保高専の多大なご協力をいただき、県内の

工業高校からの推薦編入学制度と県内就職者への奨学金返済補助

制度を組み合わせた全国でも例のない制度を創設することになり

ました。また、奨学金の返済補助制度は10社以上の県内企業にも

ご協力を得られることとなっており、これらの企業に就職すると

奨学金の全額補助を受けることが可能になります。

地域間競争が厳しい今日、地域の発展にとって地域の高等教育

機関が果たす役割は大きくなっています。佐世保高専へは、県内

産業の中核人材の育成機関としてだけでなく、地場企業への技術

協力などの面においても大きな期待を寄せており、県としては更

なる連携を深めてまいりたいと考えています。

特集１

共同教育



特集１ 共同教育

本校専攻科では、本年度（平成19年度）より、

毎週実施している「技術者総合ゼミ」に、「地域連

携型キャリア教育」と銘打った地域との共同教育を

導入した。

地域貢献活動の目的で設立された「西九州テクノ

コンソーシアム」の協力のもと、県産業振興財団・

市起業家支援センターのサポートを受けて、教育プ

ログラムを検討・作成し、実施に及んだものである。

これまでも、地域企業経営者や高専ＯＢ等の講話

など、この種の教育は散発的には実施されてきたが、

今回、教育プログラム構築に際し、その体系化を図

った。

プログラムを大きく以下の４つに分類し、前・後期

にバランスよく配分して、その関連づけを図った。

①起業について、その事例、②地域企業・高専ＯＢ

経営者等の事例、講話、③社会人基礎力講座、④企

業経営基礎、技術経営（ＭＯＴ）基礎、本年度は、

このうち、①、②と③の一部を実施し、その効果を

アンケート調査等で評価して、翌年度の改良や拡張

に備えることにした。

表１に、本年度の「技術者総合ゼミ」の年間実施

表を示す。キャリア教育実施分は、表の右欄にその

旨、表示した部分で、７回実施した。最後の７回目

「面接講習会（面接対策）」は、アンケート調査の過

程で学生側からの要望が多く、追加実施したもので

ある。

③については２回実施し、１回目は「職業人意識と

ビジネスマナー」について、２回目は「コミュニケ

ーション能力、問題解決能力」について行った。

学生の反応をみるため、毎回実施したアンケート

調査では、全般的に概ね好評で、特に好評だったの

は、高専ＯＢ経営者講話、問題解決能力について、

面接講習会、であった。来年度は、基本的には本年

度の線を維持し、拡張部分として、④技術経営（Ｍ

ＯＴ）基礎を一部取り入れる予定である。

このキャリア教育が、専攻科生に対して、地域の

理解、社会・企業で必要な社会人基礎力の獲得、進

路選択、自己啓発等に大いに寄与してくれることを

願っている。

表１．「技術者総合ゼミ」の年間実施表

専攻科「技術者総合ゼミ」
におけるキャリア教育

専攻科長

武富 敬
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平成19年度「現代的教育ニーズ
取組支援プログラム」

キャリア教育支援室

稲永 善数

取組の趣旨・目的
低学年からの人生設計を明確にし、目先の５年間

ではなく、50年後の確固たる人生の構築を目指す
ための教育プログラムです。

本取組では、学生が自律的にキャリアデザインが
できる能力を身につけることを目標とし、ＰＢＬ
（Problem Based Learning）を柱とするキャリア教
育システムを構築します。本校は、ＰＢＬの先進国
であるシンガポールのポリテクニクス３校と包括交
流を行い、そこで得たシステマティックなＰＢＬの
ノウハウをキャリア教育に応用し、技術者に必要と
される実践的な能力（キャリアデザイン能力）を向
上させることを目的としています。

学生の教育目標と育成する人材像
高いキャリアデザイン能力を育成するため、本取

組では以下の３つの人材像を設定しました。

（Ⅰ）広い視野と情報収集能力を兼ね備えた人材の
育成：
グローバル化が進展し、情報化が進み、社会は急激
な変化を遂げています。ここで最も必要とされるの
は、情報収集能力です。そのため、広い視野と好奇
心、向上心、バイタリティー、行動力を兼ね備えた
人材の育成を目指します。

（Ⅱ）創造性に富む知識活用能力を持つ人材の育成
情報テクノロジーの進展により、多くの情報は比較
的簡単に得られます。これにより、情報を有益に活
用する能力がますます求められます。取得した情報
を正確に把握し、咀嚼して、創造的思考を持って活
用できる判断力と理解力、また主体的に発展させる
創造性を持った人材の育成を目指します。

（Ⅲ）社会を生き抜くための人間力を持つ人材の育
成
社会を生き抜くためには、常識と高いコミュニケー
ション能力を有する必要があります。これは、グル

ープワークを円滑に遂行できる能力とも重なりま
す。また、リーダーシップを持ち、主体性がある人
間的魅力にあふれる人材の育成を目指します。

具体的な取組
①キャリアＰＢＬ教育を柱とした独自のキャリア
教育システムを構築

３年生機械科RW（リサーチワーク）を実施、
各職種をグループごとに分け調査、整理その結
果を発表した。来年度3年生全員にRWを実施
予定。

②キャリア教育支援室を新設し、学生の主体的な
キャリアデザインを支援（各種進路情報のデー
タベース化、外部機関の交渉、キャリア証明書
の発行等）

進路・就職指導の手助けと、キャリアについて
学生自ら真剣に考えるためのプログラムを作成
中。

③従来のキャリア教育の体系化（LHR、各行事、
学年集会など）を行い、低学年からのキャリア
教育を充実

教務主事室の協力を得て、キャリア教育支援室
は来年度のLHRや各種講演会、学年集会などに
外部講師やOBなどの招聘。LHRでキャリアを
考える企画を実行。

④西九州テクノコンソーシアム（ＮＴＣ）との連
携による学外授業・体験の充実（インターンシ
ップ、工場見学、講演会など）

地元企業による意見交換会、総合技術教育研究
センター主催による就職説明会など、学生のキ
ャリア啓蒙活動を支援。

⑤キャリア教育の単位化による学生の意識向上

現在、教務主事室と単位化について検討中。
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佐世保工業高等専門学校では４年次に選択科目と

して「工場実習」を行っております。主な実習先は

関東地区、関西地区および長崎・佐賀地区の工場と

なります。地域共同教育の観点から本年度物質工学

科において長崎・佐賀地区への工場実習実施状況を

報告致します。

本年度長崎・佐賀地区における実習先は中興化成

工業株式会社、伊万里浄水センター、佐世保市保健

所、クリーンピアとどろき、微研テクノス株式会社、

皇漢堂株式会社、イサハヤ電子株式会社、佐世保市

消防局、山中牧場であり、実習人数は13名であり

ました。物質工学科における今年度の工場実習履修

人数が42名であることから約３割が長崎・佐賀地

区で実習したことになります。本学科では化学およ

び生物を基礎とした物質工学を学ぶことから実習内

容の多くが環境分析や水質分析であり座学での講義

内容を現場で応用することでさらに理解が深まるこ

とになります。実習後、学生に聞いてみたところ多

くの学生が同様の感想を持ったようで「工場実習」

という科目の性格をよく理解しているといえます。

また、不勉強を自覚する学生も多く自分を見つめ直

す良い機会となっているようです。さらに、社会人

としてのマナー等の実社会の厳しさに直に触れるこ

とで将来の進路に対する考え方が堅実なものとなる

ように思われます。このように、学生にとって実際

の現場を体験することは将来への意識の持ち方や勉

学への対応に大きな変化をもたらす良い機会となっ

ております。

最後に、この場をお借りして実習させて頂いた各

企業およびその担当者の方に深く御礼申し上げま

す。学生を受け入れて下さる企業がさらに増加する

とことを祈念致しまして本文を終わらせて頂きま

す。

現在、機械工学科では、１年生から４年生までに、できるだ
け多くの企業や工場を見学し、実際の働く現場を見学・体験す
る機会を設けています。平成19年度の主な工場見学先は、表の
通りです。
まず、１年生の工場見学については、日本機械学会の支援に

より実施しており、それ以外のものにつきましては、校内の予
算により賄っております．大島造船では、バス車中から工場全
体の見学と、完成間近のバルクキャリアーに乗船して説明を受
けました．１年生は、初めてバルカーに乗船し、大変楽しそう
であり、早くも大島造船所へ就職したいという学生も見受けら
れました。
２年生では、同じ市内にある佐世保重工業を見学させていた

だき、地元の産業について知る良い機会となったようでした。
３年生では、前期に日帰りの長崎県内企業の工場見学と、後

期に九州内企業の工場見学を実施する一泊研修旅行の、二つの
行事があります． 後期の一泊研修旅行後のアンケートでは、日
産自動車の見学がもっとも好評でしたが、佐賀鉄工所のように、
ねじの転造工程の現場を見学できたことで、機械工作法の実学
に触れ、感動した学生も多いようでした。
４年生では、１週間の工場見学旅行があり、その中で東海地

方の工場見学を行い、九州以外の企業について知る機会となっ
ています．これ以外に４年生は、夏休み期間中にインターンシ
ップを実施しています。
このように、機械工学科における工場見学は、学問と実学の

つながりや、その学習意義などについて学び、学習意欲の向上
や受験などの目的のない高専生にとって、自分の将来をイメー
ジし、目標を立てるための重要な行事となっております。

地域共同教育としての本年度学生
「インターンシップ」について

物質工学科 ４年生担任

長田 秀夫
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機械工学科における工場見学

機械工学科

森田 英俊

機械工学科における工場見学先（平成19年度）

学年

1年

2年

3年

4年

工 場 見 学 先

大島造船

佐世保重工業

三菱電機，三菱重工長崎造船所

パナソニックファクトリーソリュージョンズ
佐賀鉄工所，日産自動車九州工場

新日鉄名古屋製鐵所，
牧野フライス富士勝山事業所

備 考

機械学会補助金

前期実施

後期実施
（1泊2日）

工場見学旅行
（1週間）

三菱重工長崎造船所

大島造船所にて
（バルクキャリアー機関部）
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来年度に就職・進学を控えた本科４年生と専攻科
１年生（合計約190名）を対象に、地元企業の就職
説明会を下記の要領で開催した。
【開催要領】
日時； 平成19年12月20日（木） 15:00～

17:30
会場； 佐世保高専・第１体育館
参加企業； 長崎県・佐賀県の企業26社
スケジュール；
（１） 企業説明（80分）

各企業が５分以内／社で会社紹介
（２） 企業パネル展示見学（30分）
学生が各企業のブースのパネル展示を見学

（３） 個別相談（30分）
学生が企業と個別に相談

学生の参加は、企業説明と企業パネル展示見学は
全員参加で、個別相談は自由参加とした。

企業説明は、時間の関係で、参加企業26社を
「機械・物質工学科グループ」と「電気電子・電子
制御工学科グループ」の２グループ（各13社）に
分け、該当学科の学生に対してのみの説明となった。
学生は各企業担当者の説明を熱心に聞いていた（写
真１）。その後の企業パネル展示見学では、学生は
各企業のブースに押しかけて、多くの学生が個別相
談の時間まで企業の説明員に活発に質問していた
（写真２）。今回の就職説明会は、学生と企業が情報
交換する大変有意義な機会となった。しかし、企業
説明で２つのグループが同一会場で同時進行だった
ために音声が若干重なってしまった点や、個別相談
等の時間が不足した点など、今後改善すべき点も幾
つかあった。

今回、参加した学生と企業にそれぞれアンケート
を実施した。以下に概要を紹介する。
就職説明会の開催については、学生の85%が、

全部の参加企業が「意義があった」と回答した。

【学生へのアンケート】
① 地元企業に興味があるか。

興味がある 70% 興味がない30%
② 地元企業に就職したいか。

就職したい 35% 就職したくない 65%
③ 就職したくない理由は？

外に出たい 29% 希望する企業がない 28%
企業についてよく知らない 6%

④ 地元企業の情報が欲しいか。
欲しい 66% 欲しくない 34%

⑤ 情報の欲しい時期はいつか。
４年次 48% ３年次 38%
２年次 ３% １年次 8%

【企業へのアンケート】
① 卒業生の採用実績はあるか。

ある 83% ない 17%
② 卒業生は活躍しているか。

大いに活躍 90% ある程度活躍 5%
③ 卒業生の採用予定はあるか

来年度予定 86% 将来予定 14%

本校学生を対象に就職説明会を開催

総合技術教育研究センター，キャリア教育支援室（文責 下野 次男）
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写真２
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長崎県内の若年技術者の県外流出に歯止めをかけ

ようと、佐世保工業高等専門学校と長崎県は、

2007年５月７日の第１回佐世保工業高等専門学

校・県内工業高校連携推進協議会から2008年１月

17日の第７回協議会まで特別推薦制度の創設、県

育英会への高専枠新設などについて慎重に検討して

きました。県と本校は1月29日に、工業科を設けて

いる県内９高校（公立７校、私立２校）の推薦によ

る佐世保高専への編入学制度の創設や、長崎県と県

内地場企業による奨学金の返済支援に関する協定を

結びました。これらにより地場企業への就職を促進

し、長崎県の産業人材の育成を図ります。

長崎県産業人材課によると、昨年３月時点で、県

内工業高校の県外就職内定率は48.4%で、工業科

に限ると66%となっています。本校では、毎年85

～95%が県外で就職しており、若年技術者の県外

流出が長崎県では大きな問題となっています。

編入制度では、高校の推薦を基に、毎年８人程度

を本校４年に編入学させます。高校の成績が上位

30%以内で、更にジュニアマイスターの資格がシ

ルバー以上の学生が推薦の条件となっています。

奨学金制度は、新編入学制度で本校に入学し、県

内就職を希望する学生が主な対象です。本校を卒業

後、県内企業に３年以上勤務した場合、本校４，５

年次に受けた奨学金の半額（上限約61万円）を県

が補助します。

また、県は県内企業に対し、入社した本校卒業の

奨学金受給者に対して県と類似の返済支援を呼びか

けており、現在８社がこの仕組みに参加する意向を

示しています。

協定ではこのほか、本校と高校が、ロボコンなど

での技術交流や研修会・シンポジウム・セミナーの

共同開催を通して、教員・生徒間の教育連携も図る

などとしています。

長崎県内工業高校との
連携事業協定書に調印

教務主事

須田 義昭

－ －8

特集１ 共同教育



－ －9

私たち教師は、理科実験やものづくりの授業の中で、いったい

何を教えてきたのだろうか？

その実験や実習は、本当に日々の教育に還元したのだろうか。

ただ単に「おもしろかった」「作ることができた」と言うのだけで

は、あまりにも短絡的な発想に思えます。私が、過去に行った実

験や実習作業を振り返ってみると、時間的な制約や予算・設備的

なものにゆとりがないことに託けて、学習を一定の枠内に押し込

めてしまうような授業を展開していたと、反省することばかりで

す。

近年、子どもたちの手先の不器用さや理科離れが取りざたされ、

「ものづくり教育」「おもしろ理科実験」等の実践活動の重要性が

見直されています。このような時代に、図画工作・技術家庭科や

理科の分野で、優れた技能を持つ専門家からの指導で、探究的な

学習を深めることにより、より豊かな感性と創造力をはぐくむこ

とをねらいとして、佐世保工業高等専門学校では、各種出前授業

や諸実験講座を意欲的に実施されました。

とりわけ高い評価を得たのは、各小・中学校で実施された「出

前授業」で、実施の後に、教師の指導技術・技能が大きく伸び自

信を持って授業に向かう姿が見られたこと。

また、子どもたちも授業の中で、新しい発見や科学的な学習展

開に目を輝かせ、教師の予想を遙かに超えて動きだし、その動き

を自然に受けとめている教師と子どもたちの新しい人間関係がつ

くりだされ、信頼の出発点と位置づけることができ、授業の成果

も著しく向上したようです。

今、実験や実技の授業で問われていることは、日々の学習の中

で起きる、新しい発見や知り得たこと、達成できたことの喜びを

感じることのできる自分自身の姿をありのままに認め、そこから

子どもたちの学びに迫る、教師の努力が必要ではないかと思いま

す。

子どもたちが、ぐいぐい引きつけられる「おもしろ理科実験」

の授業ように、日常の小・中学校の教室が活気づく日を待ち望ん

でいます。

そのためには、実験や実習という具体的な「教育を臨床する場」

において、指導者である教師は、自らに問いかけ、課題を常に持

つとともに、その課題の解決のために正面から取り組んで得た

「知的財産」を蓄積したり、提供したりしていくことが大切です。

このような中にあって貴校での実践は、素晴らしく立派な功績を

残されたと思います。

一人ひとりの基礎学力を、保証する実験・ものづくり教育こそ

が、魅力ある学びを創り出す大きな原動力になるものと確信して

います。

終わりになりましたが、佐世保工業高等専門学校の豊富な人

材・知財の御提供と、懇切丁寧に御指導いただきましたことと、

関係各位の御協力に対して心から、お礼を申し上げます。

ものづくりは『教育臨床の場』

佐世保市教育センター

蛭川 誠嗣

特集2
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「技術立国」「科学立国」を担う子どもたちの理

科離れ・基礎学力の低下が深刻に懸念されていま

す。この状況を改善するために、本校では「ものづ

くり」を生涯教育として捉え直し、担当教職員の

方々の粘り強い尽力によって地域社会に根ざした貢

献を行ってきました。この２，３年で社会人教育部

門に関係する事業は、クオリティ・件数・規模が一

段と拡充しました。科学研究費・ＳＰＰ採択事業を

含む公開講座・公開イベント・教員研修講座・出前

授業・技術援助・出前イベントなど、実施形態・

テ－マ・連携先は多岐にわたります（「地域交流」

（Ｐ42～44））。

一方で、技術者に対する時代の要求水準が上がっ

てきました。高度技術者の育成を目的とする本校も

「リ－ダ－シップを持ってグロ－バルに活躍できる

こと」を目標に据えています。しかしながら、教室

や研究室の中だけでは、目標達成の基礎となる学生

の経験・社会性・コミュミケ－ション能力を充分に

培うことは困難です。その面では特集１の「イン

タ－ンシップ」は学生を現場で涵養してくれます。

機会の多い生涯教育にも現場を設定するという発想

から、学生が講師・アシスタントを行うスタイルの

ものが増えてきました。本校では、総合技術教育研

究センタ－と教務主事室・キャリア教育支援室とが

三位一体的に連動する体制を敷き、『地域社会と双

方向の互恵教育』をキャリア教育の一環として位置

づけることにしました。現在、「キャリアポイント」

などの単位化の制度面を整備中です。

テ－マとして「ロボット」に関するものが増えた

ことも最近の特徴です。老若男女を問わず惹きつけ

る未来的な魅力がロボットにあります。ロボティク

ス・メカトロニクス・サイバニクスは総合分野であ

り、本校の機械・電気・制御・物質全学科で横断的

に協力することが可能です。社会人教育部門に限っ

ても、高専ロボコン用ロボット（Ｐ12・13）、環

境探査ロボット（Ｐ16）、レスキュ－ロボット（Ｐ

17）、小型水中ロボット（Ｐ29）など、様々な領

域・ステ－ジに対応するロボットがラインアップし

ています。

もう１つ、フロンティアである宇宙を目指す「ロ

ケット」が分野横断テ－マとして浮上します。飛行

原理は物理学・天文学、・機体・エンジン系統は機

械工学、制御誘導系は電気工学・電子制御工学、推

進剤や素材は物質工学、打ち上げ環境は地理学・気

象学など、工業高等専門学校の総合技術教育は宇宙

工学に広く関係するからです。「ロケッティア入門

講座Ⅰ」（Ｐ14・15）開催のように、社会人教育

部門ではこのテ－マについても追求していきます。

今後、科学技術は進展に伴い総合化の方向に進み、

「ものづくり」には複眼的・融合的な視野が必須項

目になるでしょう。そのためには、技術者的な「も

のづくり」思考だけに凝り固まらず、前提を常に問

い直す姿勢が不可欠です。また、空間的・時間的に

異なる様々な視点を体験・獲得することも重要で

す。（標語的には「ものづかい」「ものさがし」「も

のがたり」）。一般科目ではこれらに対応する教育

シ－ズを活かして「一般教養講座」（Ｐ40・41）

を開催しています。

ものづくり教育と社会人教育部門

社会人教育部門 部門長

真部 広紀

－ －10
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１．ＰＢＬものづくり総合教育システムとは

佐世保高専では、ものづくり技術者の育成に力を
入れています。ここでは、本校機械工学科における
ＰＢＬ技術者育成カリキュラム「ＰＢＬものづくり
総合教育システム」を紹介します。ＰＢＬとは
Problem Based Learning（問題解決型）の略であ
り、学生自らが思考し、与えられた問題を解決しな
がら知識と経験を修得できる教育手法です。
なお、この取組みは高専機構特別教育研究経費事

業（平成19年度）に採択され、今年度から実施さ
れています。

２．具体的な教育内容

歯車減速機の製作をベースに、設計・部品製作・
組立・試験・評価という一連の生産活動の流れを、
学生が体験することができます。図１に事業の概要
を示します。１グループを学生８名とし、各グルー
プは仕様の異なる歯車減速機を１台ずつ製作しま
す。設計・製図には３次元ＣＡＤを利用し、ＣＡＥ

で強度計算等を行います。ＣＡＭで作成された加工
プログラムをNC加工機に転送し、各部品の製作を
行います。各加工工程を通じて、溶接・鋳造・機械
加工・自動加工・歯切りなどを網羅することがで
き、さらには装置の組立から評価に至る作業を体験
できることが特徴です。

３．今年度を振り返って

３年生で学ぶ工作実習を新たに「ものづくり総合
実習」と名称および内容変更しました（図２）。私
ども教職員からの感想をまとめてみますと、・学生
の顔が活き活きとしている、・目的意識を持って作
業にあたっている、・チームワークやリーダーシッ
プを意識して作業している、・講義で学んだ知識を
より深く理解できている、などの感想が得られまし
た。現在、学生からの感想をアンケート調査中です
が、本事業の目標を十分達成できたものと確信して
おります。
来年度は、本校周辺地域の産業分野を考慮したＣ

ＡＤ授業および新しい溶接加工実習などを計画して
います。これらの新しい教育スタイルによって、学
生に技術者としての素養を身に付けさせたいと考え
ています。

ＰＢＬものづくり総合教育システムの紹介
－歯車減速機の設計・製作・組立・試験・評価の連携的実習－

機械工学科

森川 浩次

－ －11

図１．ＰＢＬものづくり総合教育システムの概要

図２．ものづくり総合実習の様子

特集２ ものづくり教育



『アイデア対決！高専ロボットコンテスト（高専

ロボコン）』は、毎年異なるユニークなルールに対

し、アイデアと技術を出しあっておもしろいロボッ

トを作り白熱した競技を行うため、20回目を迎え

た今でも相変わらず高い人気を誇っています。

本校では4年前に『ロボコン部』を創設し、すべ

ての学科の学生が参加できる体制になりました。こ

れは、ロボットに要求される技術が複雑化し、以前

のように学科単位でロボットを製作することが困難

になったためです。今年、ロボコン部として４回目

の大会は地元佐世保での九州・沖縄地区大会で、ぎ

りぎりのところで全国大会への切符を手にし、全国

大会では奮起してベスト４に入ることができまし

た。

ロボコンは『ロボット競技を通じてその製作過程

で発想する力を養い、ものつくりの技術を高めるこ

と目的とした全国規模の教育イベント』です。ロボ

コン部もその精神に則り、より強いロボットをめざ

して学生自らすすんでさまざまな技術を習得して、

高度なロボット設計に挑戦したり、また独自に工夫

した機構や電子回路を開発したりなど、常に上を目

指して取り組んでいます。ここでは、今年度の大会

に向けて実際に行った取り組み事例を紹介します。

（１）３次元CADを利用した設計

本校では３年前から３次元CADを導入し、製図の

授業や卒業研究などに利用しています。ロボコンで

は操作法を取得した上級生が実際にロボットを設計

し、その設計図を基に下級生が材料を切り出し、組

み立てを行うといった、授業では行うことができな

い実践的な作業を行っています。

（２）モータドライバ回路モジュールの開発

ロボットには走行輪やアーム駆動用など10個前

後のモータがあり、回転方向や速度制御はモータご

とに接続したドライバ回路が行います。高速移動時

や重量物を持ち上げる時には10A前後の大電流を必

要としますが、市販のドライバICでは対応できず、

リレーや高出力FETで制御回路（Hブリッジ回路）

を自作していました。それでも激しいぶつかり合い

など負荷が急増するときにはFETが破損することは

よくあります。そこで、回路製作班が２年前からモ

ータドライバ回路の小型モジュールを開発してきま

した。図2は、FET4個によるHブリッジ回路のほか、

マイコンへの逆電流防止回路、マイコン基板と簡単

に接続できるコネクタをも搭載しながら30mm×

30mmの小型化を実現したものです。今年度の大会

ではこのモジュールを量産して用い、大会中に回路

トラブルが発生しなかったことが好成績を残せた要

因の１つにあげられます。

このほか、上級生が下級生に機械工作や回路設

計・マイコンプログラム講習会を開いたり、イベン

ト用のロボットやマイコン評価用ボード、卒業研究

用に実験装置を作ったりと技術向上に努めており、

ものつくり教育が十分に表れていると思われます。

「高専ロボコン」にみる
実践的ものつくり教育

電子制御工学科

前田 貴信

－ －12

図 1．３次元CADの図面と製作したロボット 図2．モータドライバ回路モジュール
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全
国
大
会

地
区
大
会

－ －13

国技館の全国大会でベスト４入りを果たした
「アルシコオッチャカス号」（左）

九州沖縄地区大
会は強豪ロボッ
トが勢揃い！

特集２ ものづくり教育



ロケッティア入門講座Ⅰ

福島工業高等専門学校 電気工学科
未来科学研究会会長 本校電気工学科ＯＢ

三浦靖一郎

－ －14

”「発射準備よし！」「低空飛行物体なし！」「秒読み開始！」

「5・4・3・2・1」「点火！」白煙を上げて、小さなモデル

ロケットが打ち上がりました．ロケットは、風の影響を受

けて風上方向に向きを変えながら飛行しています。青い空

にロケットが吸い込まれ、乾いた音と共にパラシュートを

放出しました。パラシュートを開いたロケットは、風にの

って地面に舞い戻ってきました。打ち上げ＆回収成功です。”

モデルロケットの誕生は、世界初の人工衛星「スプート

ニク１号」を旧ソ連が打ち上げた1957年になります。ア

メリカ国内では、この打ち上げに刺激を受けた学生達の間

でロケットの製作と打ち上げブームが起き、至る所で事故

が多発していました。

この事態を重く見たケネディ大統領は、「ロケットの持つ

精神的上昇志向や魅力を生かしながら、青少年のロケット

実験に対する安全対策」に関する研究・開発を指示し、ア

メリカ航空宇宙局（NASA）や陸軍技術者が研究開発に携

わった結果、青少年でも安全に打ち上げられるモデルロケ

ットが誕生することになりました。

現在のモデルロケットは、ロケットの理論的裏付けだけ

ではなく、14項目にも及ぶ安全規則が決められ、その構

造・打ち上げ・回収に至るまで高い安全性が保たれていま

す。そのため、モデルロケットは、世界中で推定約５億回

打ち上げられているにも関わらず無事故という、極めて安

全性の高い教材なのです。

発射台設置

コントロ－ラ接続

「発射準備よし！」
「低空飛行物体なし！」

イグナイタ－装填

スイングテスト

講義（歴史・理論・構造・安全）

講師の三浦靖一郎（一番左）

学生講師の
上遠野一広氏（右）

点火！

（2008年１月26・27日）

「秒読み開始！」
「5、4、3、2、1、…」

特集２ ものづくり教育



－ －15

乾燥
（昼食時）

エンジン装着

パラシュート収納

最大瞬間時速
約180ｋｍ

到達高度
約100ｍ

私や私の学生たちがモデルロケットに関わってから５年

が経過し、その間，多くの子供たちとロケット製作や打ち

上げを共にしてきました。そもそもの私たちの活動のきっ

かけは，国民の理科・科学離れです。そこで、大人も子供

も一緒になって楽しく遊びながら学べる素材としてモデル

ロケットにたどり着きました。

私の専門はロケット工学でありませんが、少しずつ調べ

ていくと・・・フムフム・・・ロケットの飛行原理は物理

学、エンジン系統は機械工学、制御誘導系は電気工学・電

子制御工学、推進力や素材は物質工学・・・これって、ほ

とんどの高専に設置されている学科じゃありませんか！？

しかも、室内競技のロボコンと違って大自然が相手なので、

感覚も研ぎ澄まされそうです。

そこで、「モデルロケット」を核として「ロケットを支え

る周辺分野」へ視点を広げる新しいスタイルの公開講座を

思いつきました。これにより、1つの山を登るのに複数の

登山ルートがあるように、公開講座は「単発的」から「連

続的」へと変化し、講座受講者の教養および科学への理解

をより深めることができると考えています。今後も、多く

のみなさんに小さな機体に大きな教育要素を詰め込んだモ

デルロケットに触れていただき、打ち上げ・回収後の「心

地よい疲労感」を共に味わいたいと思います。

最後に、世代や地域、学校区分や職種の枠に捕われない

「ロケッティア入門講座Ⅰ」開催にあたり、佐世保高専の井

上校長、須田教務主事、教職員の皆様、そして、真部先生

に、心より感謝致します。

主催：総務課企画係
世話人：総合技術教育研究センタ－社会人教育部門長 真部広紀

打ち上げ準備所

組み立て

特集２ ものづくり教育



例年、卒業研究の一環としてレゴ社のマインドス

トームを用いたロボット教室を校内各種イベントや

校外の出前授業において実施している。本年度も校

外では佐世保市立児童文化館(古川久美子館長)を筆

頭に年間10日間前後出前授業を開催した。本来こ

うした出前授業は校外における本校のPR活動や科

学技術啓蒙が主目的であるが、ここでは実践的な学

生教育の場としての役割と効果を紹介する。

本取り組みに参加した学生達は、卒業研究におい

て体験型プログラミング導入教材の開発に取り組ん

でいる。本年度の主題は「センサーを用いたコンピ

ュータ計測のプログラミング」であり、導入用プラ

ットフォームとしてマインドストームを用い教材を

制作している。そのサブセット版として制作したの

が小中学生向け出前授業に用いた教材である。学生

が制作した教材は実際の出前授業（「ロボットで環

境探査をしよう！」等）でも使用し、体験的に有効

性や問題点を検証するのみならずアンケートからも

児童達の理解度を客観的に評価した。それらの結果

を元に実施内容やロボットの組み立て手順、教材を

見直して以降の出前授業にフィードバックした。本

過程はまさにJABEEで採られるP（=Plan）D

（=Do）C（=Check）A（=Action）の教育改善過

程に他ならない。学生達も、自身の企画を直に子供

達に接して教えるため否応なく責任感や自主性が高

められ、苦労も伴うため自然と改善策を考えるよう

になった。つまり出前授業と卒業研究をリンクさせ

ることによって改善指向型の実践的な学生教育の場

としても機能させることができたと言える。

なお本取り組みで使用している機材の一部は、本

校校長裁量経費の支援により導入された。

「小中学生向けロボット教室を通じた
PDCA指向型学生教育」

電気電子工学科

三橋 和彦

－ －16

「ロボットで環境探査をしよう！」(児童文化館にて)の様子
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①10月11日（木）、②11月13日（火）

本校では、依頼があれば小中学校に出向き、理
科・科学などの授業を行う「出前授業」を行なって
いる。その一環として行なっている中学校と連携し
たレスキューロボットコンテストを通したもの創り
教育について紹介する。通年で週１回50分の授業
で、テーマは「人を優しく救助するロボットを作ろ
う」である。衝撃を与えるとライフポイントが減る
人形を、いかに早く安全に救出できるかを相談しな
がら、生徒たちは思考錯誤を繰り返してロボットを
作っている。また、作ったロボットを紹介するプレ
ゼンも課題として与えられているため、文字の大き
さや色、効果の設定など、チームで協力して作成し
ている。授業の最後には、作ったロボットとプレゼ
ンの発表会＆競技会を実施し、大いに盛り上がりを
見せた。今年度で２年目になるが、中学生の様子を
見ていると、理科離れ・もの創り離れと叫ばれてい
るものの、作業中の中学生たちの表情は、終始非常
に楽しそうで、教室の中はとてもにぎやかであった。
このように、ロボットの製作を行なう授業により、
生徒たちの創造性・コミュニケーション能力・プレ
ゼンテーション能力・協調性などの育成に非常に良
い効果があることが確認できた。

サイエンス・パートナーシップ・
プロジェクト(SPP)と特別講師

学生課専門技術班

専門技術班では、平成16年度から19年度まで、科学
技術振興機構(JST)の採択事業SPPを実施しています。
平成19年度は、佐世保市立世知原中学校で「中学生に
環境問題に興味を持ってもらうための実験・体験講座」
を実施しました。

10月2日(火)は3年生2クラス46名に「環境問題とエ
ネルギー実験」のテーマで酸性雨や黄砂について説明し、
燃料電池の実験等を行いました。
12月4(火)日は1年生26名に「環境測定」のテーマで

佐々川と水道水の水質検査を行いました。酸性雨の演示
実験では、「酸性雨の発生メカニズムが実験を通してよ
く分かりました」と好評でした。

２年生30名に「電気と発電」のテーマで身近にある
静電気の実験と電磁誘導の原理を説明した後、電池のい
らない懐中電灯の製作を行いました。当日は学校開放で
保護者の方も製作に参加され和やかな雰囲気の中で全員
完成することができました。
実験・製作をする生徒は終始楽しそうで、瞳は輝いて

いました。生徒の「来年も実験にきて下さい」という言
葉から少し理科離れが解消したかもしれません。

また、19年度は、長崎県理科支援員等配置事業の特
別講師として、２名が県内の小学校でそれぞれ講義と実
験を行いました。
①10月11日(木)茂木貴之技術職員が、五島市立大浜小
学校にて「クリップモーター・手作り発電機体験等」の
製作・実験を行いました。
②11月13(火)日澤田彰専門班長が、壱岐市立志原小学
校にて「水溶液の性質や酸性雨」の実験を行いました。

レスキューロボットコンテストを
通したもの創り教育の実践

電子制御工学科

坂口 彰浩
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特集２ ものづくり教育



未来の技術大公開は、佐世保高専が長崎市内で開

催している科学イベントです。小中学生に科学技術

の面白さを体験してもらうことと、長崎市内での佐

世保高専のＰＲを目的に、３年前から始めました。

今回は、９月９日（日）にＪＲ長崎駅前かもめ広

場で開催しました。図１にかもめ広場でのイベント

の様子を示します。また、表１に出展テーマを示し

ます。

「実験体験コーナー」では、図2に示すように、

机を囲んだ人たちの目の前で実験のお手本を示し、

そのあと各参加者に、実際に実験をしてもらいまし

た。また、ロボットの展示（図３）や、佐世保高専

における教育研究の取組の紹介（図４）、さらに進

学相談を行いました。

今後もたくさんの人に参加していただけるよう

に、内容を充実させて行っていくつもりです。皆様

のご参加をお待ちしております。最後になりました

が、かもめ広場での開催は、長崎ターミナルビル株

式会社の小西様の全面的なご支援によるものです。

未来の技術大公開

電子制御工学科

志久 修
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図１全体の風景（かもめ広場）

表１ テーマ一覧

図２ 動くスライムを作ろう！ 図３ 新型二足歩行ロボット
を操縦しよう

図４ ポスターコーナーの一部

実験体験コーナー

・なるほどリニアモーターカー

・零下-196℃の世界を体験しよう！

・お魚ロボット

・レスキューロボットを操作してみよう

・傘でラジオができる？

・見よ，高速ライントレースカーの走行技術！

・画像処理で君も透明人間になろう

・年齢推定。あなたは何歳

ポスターコーナー

・一般科目が取り組む訪問授業や一般教養講座

・総合技術教育研究センターの紹介

・水中ロボットで考古学！

・ロボコン初！二足歩行ロボットを操縦しよう！

・新型二足歩行ロボットを操縦しよう

・仮想現実を体験しよう！

・動くスライムを作ろう！

・熱電効果を体験しよう！

・太陽電池で動く自動車

・ロボットで鬼ごっこ

・文字を読むロボット・あめ玉を注文しよう！

・粉の物理（一定量の粉体群が鉛直管内を自由落下する場合の

流動特性）

・電気ショックでジャンボタニシをやっつけろ！

進学相談コーナー：高専ってどんな学校？

特集２ ものづくり教育
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「パソコンを使った電子工作」は、科学技術振興

機構（ＪＳＴ）の平成19年度地域科学技術理解増

進活動推進事業「機関活動支援」の支援を受け実施

した公開講座です。

内容を簡単に紹介します。まず、図１の回路部品

と道具を使って、各自が回路を作ります（図２）。

図３が完成した回路です。次に、この自作回路をパ

ソコンに接続します。そして、パソコンにプログラ

ムを打ち込み、ＬＥＤの点灯や、スイッチに応じた

音楽演奏や画像表示を行います（図４）。さらに、

発展として、画面に表示されたキャラクタに応じた

スイッチを正しく押すゲーム（もぐらたたきゲーム）

をプログラミングします。当日のアンケートでは、

「とても楽しかった」という意見が多く好評でした。

今後も、電子制御工学科の「パソコンを使ったもの

づくり教育」を多くの人に体験していただきたいと

思っています。

19

図１ 回路部品と道具 図２ 回路作成

図３ 完成した回路 図４ プログラム

電子制御工学科 公開講座
「パソコンを使った電子工作」

電子制御工学科

志久 修

特集２ ものづくり教育



一般科目と学生課では今年度、科学技術振興機構（JST）の助

成により、中学校の理科担当の先生方を対象としたSPP教員研

修講座を実施しました。これは一般科目物理科の森准教授を代

表とするプロジェクトであり、平成19年８月から平成20年1月

にかけて毎月１回（計６回）行ってきたものです。これまで佐

世保高専が実施してきた教員研修は、佐世保市内の先生方対象

に限られていましたが、今回のプロジェクトでは、長崎県北地

区（佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、北松浦郡、東彼杵郡、

新上五島町、壱岐市、対馬市）の全中学校の理科担当の先生方

を対象としました。これは、佐世保高専として初めての試みで

す。また本プロジェクトは、佐世保市教育センターと佐世保市

中学校教育研究会理科部会との共催で実施してきました。

子ども達がもっと科学に関心を示してくれるよう、これから

も長崎県北地区の中学校の先生方との連携を密にして、地域教

育に貢献したいと考えています。以下に、各回の教員研修の様

子を簡単に記します。

8月1日～2日 身近なもので音と大気の実験をしよう

京都から東郷伸也先生（京都市立藤森中学校教諭、元京都市

青少年科学センター指導課主任主事）をお招きして、音と大気

圧に関する実験講座を実施しました。夏休みの２日間、同じ内

容の研修でしたが、たくさんの中学校の先生方（１日目：18名、

２日目：16名）に参加していただきました。ワイングラスハー

モニカの作り方や、マグデブルグ半球や逆さコップを使った大

気圧の実験の効果的な方法など、教育現場ですぐに役に立つ実

験を数多く行いました。機会があれば、東郷先生にはまた佐世

保に来て頂きたいと思っています。

9月4日（火） ラジオを聞いて天気図を書いてみよう

一般科目地理科の牧野一成教授が天気図講座を実施しました。

10名の中学校の先生方が、ラジオの気象通報を聞きながら天気

図を描く実践的なトレーニングを行いました。

10月19日（金） 気象観測データを教育に取り入れよう

一般科目地理科の牧野一成教授が、8名の受講者に対して、イ

ンターネット上に公開されている気象観測データを教育に取り

入れる方法に関する研修を実施しました。

11月12日（月） 身近なもので様々な気象実験をしよう

一般科目物理科の森保仁准教授と学生課の原久之技術専門職

員が、マグデブルグ半球の製作講座をしました。また、酸性雨

や夕焼け空のモデル実験を行いました。受講者は15名でした。

12月4日（火） 身近なもので、ものづくりを楽しもう

一般科目化学科の須田淳一郎教授と学生課の山北久枝技能補

佐員が、ワンダーズーム万華鏡や静電気モーターなどのものづ

くり講座を行いました。受講者は20名でした。

1月15日（火） 身近なもので酸・塩基の実験をしよう

一般科目化学科の須田淳一郎教授と学生課の山北久枝技能補

佐員が、酸・塩基指示薬を作る実験やpHメーターを用いた身近

な食品のpH測定法の研修を行いました。受講者は11名でした。
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特集２ ものづくり教育

平成19年度 SPP

理科好きの子ども達を育てるための教員研修講座
一般科目

森 保仁、須田淳一郎、
牧野 一成
学 生 課

原 久之、山北 久枝



佐世保高専の恒例行事である「自然は不思議 お

もしろ実験大公開！」が、10月13日（土）に開催

されました。今年で13回目となるこのイベントは、

普段の生活では気づきにくい自然の不思議や科学の

面白さを、実験や観察、ものづくりを通して体験し

てもらうことを目的として毎年開催しているもので

す。当日は天候にも恵まれ、佐世保市内やその近郊

から、家族連れの小学生や科学に興味のある中学生

など、前年よりも500名ほど多い約1400名の方々

にお越し戴き、大変にぎやかな一日となりました。

34種類の実験ブースでは、26名の教職員と138

名の学生スタッフが実験指導や実験の解説をしまし

た。参加した子ども達は、様々なテーマの実験、観

察、ものづくり、体験などを思い思いに楽しみ、驚

きや喜びの声をあげていました。

また、一週間後に開催された「高専ロボコン

2007九州沖縄地区大会」に出場したロボットによ

る本番さながらの試合も披露され、大いに盛り上が

りました。イベントの最後には「ドラム缶つぶし」
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第13回 自然は不思議 おもしろ実験大公開！

一般科目

森 保仁

特集２ ものづくり教育

の実験が行われ、参加者から大きな拍手と歓声がわ

き起こりました。

10月18日（木）の早朝には、一般の方が撮影し

たビデオ映像が、NHKの「とれたてマイビデオ」の

コーナーで全国放送されました。投稿していただい

た松本昌之様に感謝の意を表します。



－ －

当センターでは、２年前に長崎県北部地域の産学

官民連携組織として設立された「西九州テクノコン

ソーシアム（ＮＴＣ）」の活動を全面的に支援して

きている。本稿では，ＮＴＣの今年度の活動の概要

を紹介する。

昨年度同様、５つの事業（技術振興，人材育成，

情報発信、ビジョン、基盤整備）について、それぞ

れ作業部会（ＷＧ）を設置して活動した。各ＷＧは

地域の産学官のメンバーで構成され、当センターか

らも各部門長が参加し、それぞれ中心的に活動して

いる。各事業の概要を以下に述べる。

Ⅰ．「技 術 振 興」事業

（１）技術相談会（１回予定）

10月１日、佐世保高専で長崎大学と合同実施。

（２）技術研究会（３回予定）

１回目；10月１日、「金属加工」をテーマに実施

（会場；佐世保高専）。（写真）

研究発表３件、企業技術紹介１件、技術動向

紹介１件、参加者約30名

２回目；12月14日、「３次元ＣＡＤ」をテーマ

に実施（会場；佐世保高専）。

研究発表３件、企業技術紹介１件、技術動向

紹介１件、参加者約30名

３回目；２月16、17日、佐世保高等技術専門校

と連携し、「Ti溶接セミナー」を実施。

（３）講演会、パネル展示会（各１回予定）

・11月30日、ＮＰＯサンスイ機構と「産学官ニ

ーズ対応連環型交流会」を共催。

講演２件、ニーズ発表４件、参加者約60名

・講演会と同時開催の「企業紹介展」を後援。

Ⅱ．「人 材 育 成」事業

（１）地元企業人材の育成

経済産業省「高専を核とした中小企業人材育成

事業」をＮＰＯサンスイ機構と連携して実施。

テーマ：「造船関連産業における融合型生産技

術者の育成」

（２）地元学生の育成

地元企業との各種交流事業を実施。

Ⅲ．「情 報 発 信」事業

（１）ホームページ（ＨＰ）構築・整備

（２）会報発行

ＰＤＦ形式でＨＰに掲載。

Ⅳ．「ビジョン」策定

（１）佐世保市からの受託事業を実施

・佐世保市中小企業実態調査（アンケート）

・先進地･需要先調査（訪問調査）

（２）ビジョン(案)策定

上記の調査結果を基にビジョン(案)を策定。

Ⅴ．「基 盤 整 備」事業

（１）研究開発設備の利用ガイドの作成

研究機関（高専・大学，公設試験場）の利用可

能設備リストと利用ガイドを作成

（２）「研究開発のページ」をＨＰに掲載

各研究機関の窓口、研究者情報、利用可能設備

リスト、利用ガイド等をＨＰに掲載。

総合技術教育研究センター （文責 下野 次男）
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造船関連産業における「複合型生産技術者」の育成
－西九州テクノコンソーシアム人材育成事業－

平成18年度から始まった経済産業省『高等専門

学校等を活用した中小企業人材育成事業』の採択を

受け、平成19年度も昨年度に続き『造船関連産業

における複合型生産技術者の育成』のテ－マで、西

九州テクノコンソ－シアム（以下、ＮＴＣと記す）

の人材育成事業の一環としてＮＰＯ法人長崎県科

学・産業技術推進機構（管理法人）の協力を頂き、

取り組んできました．この２年間の受講者の累計お

よび派遣企業数は下記のようになっています。

受講者累計 平成18年度 254名

平成19年度 209名

派遣企業累計 平成18年度 37社

平成19年度 37社

本講座に講師側として参加頂いた関係者は、総数

70名（企業33名、県工業技術センタ－２名、高専

35名）で産官学連携して取り組むことができまし

た。具体的に協力頂いた企業は、地場企業である佐

世保重工業（株）、（株）大島造船所、（株）九州テ

ン、三菱重工業（株）長崎造船所、長菱検査（株）

で、その他にも三菱電機（株）ファナック（株）大

日本印刷（株）などの大手企業の技術者にも参加し

て頂きました。

本年度講座は、表１に示すように材料加工コ－ス

（前期）デジタルエンジニアリングコ－ス（後期）

とわけ、土曜日開催で計８日間行いました。図１に

講座の様子（写真）を示します。参加者は、どなた

も真剣に取り組まれており技術の修得に努められて

いました。

《受講生アンケ－ト結果》

図２に受講生アンケ－ト結果を示します。「講座

は役に立ちましたか？」の質問に対して約30％の

方が大変役に立った。約62％の方が、まあまあ役

に立った。と回答されています。また、「今後この

ような講習会があれば参加しますか？」の質問に対

しては約98％の方が、積極的に参加したい。また

は、興味がある講座には参加したいと回答されてお

り、良好な評価を得ていると判断できます。

《派遣企業アンケ－ト》(2008.1.28現在集計15

社)

図３に派遣企業側のアンケ－ト結果を示します。

派遣企業側に、今回の受講講座の有効性を３段階評

価（上、中、下）で判断して頂きました。実施した

講座（実施日８日間）を通して、良好な評価を得て

います。また、派遣企業側の声として以下のような

意見がありました。

・それぞれの講座のタ－ゲットを明確にした方が、

中身の濃い内容になるだろうし、企業にもＰＲしや

すいと思う。

・カリキュラムをやるだけでなく、受講生には全員

課題を与えたり、後でレポ－トを提出してもらうな

ど、より受講者の自発的行動を促す必要がある。そ

れをもとに企業へのアフタ－サポ－トなどに役立

て、産・学双方が、その場限りの関係に終わらせな

い努力をすべきだ。

上記のアンケ－ト結果からも、今後もこのような

人材育成の取り組みが必要とされていることを強く

感じる事ができます。経済産業省からの支援は、平

成18、19年度で終了します。今後は、ＮＴＣの中

核事業として自立的に展開する必要があり、現在、

実現に向けて検討を進めているところです。

佐世保高専は、平成16年４月の法人化後、活動

方針の１つに“地域密着”を目標に挙げています。

その意味でも今回の人材育成事業は、高専の地域に

おける“あるべき姿”としての方向性を見い出せた

のではないかと感じています。今後も、佐世保高専

は、ＮＴＣの人材育成事業を全面的に支援し、この

地域の活性化に少しでも貢献できるような活動を展

開していく所存です。今後とも、変わらぬご支援と

ご協力をよろしくお願い申し上げます。

人材育成事業実施責任者
電子制御工学科 教授

川下 智幸

西九州テクノコンソーシアム活動支援
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造船関連産業における「複合型生産技術者」の育成
－西九州テクノコンソーシアム人材育成事業－

－ －24

表１ 平成19年度講座内容および受講状況

特殊溶接演習（佐世保重工業（株）） 特殊金属加工演習（佐世保高専）

溶接非破壊検査演習（長崎県工業技術センタ－） デジタル技術演習（佐世保高専）

図１ 講座の様子

西九州テクノコンソーシアム活動支援
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図２ 受講者のアンケ－ト結果

図３ 派遣企業側のアンケ－ト結果

造船関連産業における「複合型生産技術者」の育成
－西九州テクノコンソーシアム人材育成事業－ 西九州テクノコンソーシアム活動支援
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海洋開発機器部門は電気電子工学科が担当してい
る部門です。長崎県が水産・海洋県であるために、
本センターには専用施設として海洋環境実験室（大
型無響水槽）があり、水中ロボットや水中音響に関
する教育、研究、地域連携の場としてフル稼働して
います。大型無響水槽の特徴は以下の通りです。
１．寸法：10ｍ×５ｍ×4.2ｍ（Ｌ×Ｗ×Ｄ）と
日本国内の大学・高専には無い規模である。
２．水槽全体の半分に吸音材が装架されており、
水中音響的には深海とほぼ同等の環境を提供し
ている。
３．電動台車が取付けられており、水中ロボット、
水中音響伝送機器、ソーラーボート実験、ソナ
ー実験等の実験がしやすくなっている。これま
でに、西日本流体技研、九州大学応用力学研究
所、名村造船エンジニアリング、鹿町機工、ロ
ボットテクノスと地域連携で利用しています。

一方、本部門にはプラズマ理工学分野で利用する
パルスレーザデポジション装置、高周波スパッタリ
ング装置、高電圧衝撃電圧発生装置等による各種薄
膜作成が可能です。更に、光電子分光分析装置、原
子間力顕微鏡等による薄膜の分析及び環境改善技
術、プラズマ滅菌装置などの研究開発を行っており、
高度なニーズにも対応が可能となっています。現在、
スウエーデン王立研究所、北京大学等との国際的な
学術交流を盛んに行っています。一方、ジャンボタ
ニシの防除技術開発など、農工連携の試みも勧めて
おります。

本部門は、物質工学科の教職員を中心に化学およ
び生物分野に関する領域で、分析技術、環境関連技
術、有機合成技術、プロセス技術、無機材料技術、
有機材料技術、植物遺伝子組み換え、海洋微生物利
用技術など、多岐にわたる研究を行っております。
これまでに、海洋生物利用技術、環境対応型技術、
材料技術に関する多くの技術相談や技術支援などで
実績を重ねており、今後も積極的に取り組んでゆき
たいと考えております。近年は、特に環境問題が顕
在化する中、VOC処理技術、水質浄化技術、自然利
用技術、環境対応型機能材料に関する研究も進めて
います。今後も、県北地域を中心に、ますます企業
からの受託研究や技術相談の件数が増加してゆくも
のと期待しております。

さらに、本部門では、設備環境に恵まれない小中
学校の生徒へ“化学技術へ接する楽しさ”を知って
もらおう、という趣旨で出前授業にも積極的に取り
組み、高い評価を得ております。また、地域活動の
一環として、簡単にできるおもしろ化学実験、安全
で簡単な化学製品作り、廃プラ利用のリサイクルお
もちゃ製作などを企画し、地域イベントにおいて、
“身近な化学技術”の紹介にも努めています。

これからも化学技術、生物環境技術に軸足をおき、
地域連携活動や産学官連携研究に積極展開を図り、
県北地域の発展、さらには、長崎県～北部九州の発
展の一翼を担うべく、努力してゆきます。本部門へ
御相談がありましたら、お気軽に御一報ください。

海洋開発機器部門

部門長

長嶋 豊
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生物環境部門

部門長

古川 信之

大型無響水槽

X線電子分光分析装置

FT-NMR測定装置

FTIRおよびV
・UVｽﾍﾟｸﾄﾙ測定装置
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この部門では、情報処理や情報ネッワ－ク技術を
中心とし、それらを使った自動制御技術、精密計測
技術、低温計測技術など、幅広い分野を扱っていま
す。また、若年層の『理科離れ・もの作り力低下』
に対する活動として、長崎駅かもめ広場を会場に
『未来の科学大公開』などのイベントを企画、開催
するなど若年層に対する科学教育振興にも力を入れ
ています。

具体的な研究分野としては、コンピュ－タ／情報
ネットワ－クシステムの構築・利用、携帯アプリ
ケ－ションソフト開発、無線通信機器向けの符号化、
外国語（モンゴル文字）の文字認識、文字や顔の画
像認識、砥石の高精度３次元画像計測、ＩＣタグ応
用技術、ＬＣＡ（ライフサイクルアセスメント）環
境評価、乗り物の防振制御、ニュ－ラルネットによ
る自動制御、各種センサ－技術、低温下における物
性解析、などが挙げられます。下図は、その研究内
容の一例ですが、『顔画像からの人物帰属推定に関
する研究』についての概要を示しています。これは
顔画像からその人物の属性（個人性・性別・年齢・
人種など）を推定する研究で、カメラを用いて得ら
れた画像からコンビニや自動販売機での購入者の性
別や年齢を推定することにより、顧客への優れた
サ－ビス提供が可能になるとともに、市場調査など
に役立てることが出来ると期待されています。

本部門では、これまでに、県内外の多くの企業な
どから共同研究や技術相談の依頼を受けています。
また、技術展示会への出展や講演会等の講師派遣な
ども行っております。今後も、技術交流を通して、
地域貢献を目指して行きたいと思います。まずは、
お気軽に、ご相談ください。

この部門は、主に機械系の分野を扱っていま

す。・材料、・加工、・振動、・熱、・流体、・メ

カトロニクスを専門とした研究室（教員スタッフ）

によって構成されています。研究内容によっては、

専門の枠を越えて複合・融合的な研究活動・技術支

援を行っていることも特徴のひとつです。

最近では、地域企業との共同研究が増加傾向にあ

ります。さらに、造船関連企業や環境コンサルタン

ト企業などからの技術相談も増加しています。また、

地域企業からのニーズをもとに始まった若手技術者

教育事業も高い評価を頂いております。これらの活

動は、本校既設の各種試験装置や測定機器を用いる

ことで実施されています。

「産学官連携」は地域活性化のキーワードです。

ぜひ、本部門のスタッフ、設備そして技術を利用し

て頂き、地域活性化につながる技術の発展に寄与し

たいと考えています。まずは、お気軽にご相談くだ

さい。

情報処理部門

部門長

川下 智幸
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顔画像からの人物帰属推定に関する研究（滝本研究室）

加工計測システム部門

部門長

森川 浩次

マシニングセンタによる加工

部門紹介 総合技術教育研究センター
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社会人教育部門
部門長

真部 広紀
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現在の海底探査に用いられている航走体は、バッテリ
ーによるスクリュー駆動で推力を得ているが、占有面積
が大きく、高価である。その航走体にバブルジェットエン
ジン（BJE）を用いることで、安価でかつ小型化による高
速移動の可能性が期待される。BJEは燃焼エネルギを直
接速度エネルギに変換し推進力として使用するため、機
械的損失も少なくでき、推進効率も上がると考えられる。

BJEの原理は図１に示すように質量の軽いガスが直接
質量の重い水に当たるよりも、バブルジェット(空気と水
の混合体)が当たる方が損失は小さくなると考えている。
また、推進効率の観点からみてもガスの流出速度は航行
速度より極めて速く、推進効率がガスの噴出速度と航行
速度と同じ場合に最大となるので、バブルジェット流と
して十分減速し、航走体外へ排出する方が有利である。

本研究は、BJEを模型化した推力測定装置を製作し、
BJEの実現可能性を調べることを目的としている。
図２に実験装置の写真を示している。推力測定装置は円

筒型のチャンバー、ノズル、エジェクタで構成されている。
実験では燃焼ガスの代わりにコンプレッサーで圧縮した
空気を使用する。その高圧空気が胴体部分から供給され、
ノズルを経てエジェクタで水とバブルの混合状態となり、
エジェクタ外に排出される。エジェクタはバブル生成の
様子を観察するために円筒アクリルパイプできている。ま
た、推力はガイドレールに取り付けたロードセルにより
測定する。推力測定装置全体は水槽に沈められている。

この実験装置を用いて、最適な推力を出すためのノズ

ル径の影響(図３)、吐出圧力の影響(図４)、またはエジェ
クタの長さの影響(図 5)などを調べている。

現在では、ノズル径５mmの場合が最も推力が出るこ
とがわかっており吐出圧力に比例して推力は増加する。
また、図５から明らかなようにエジェクタ長さL=０、す
なわちエジェクタなしの場合がエジェクタをつけた場合
よりも推力は大きくなっている。つまりノズルから直接
高圧空気を噴出した方が高推力は得られる。したがって
今後の研究は高効率ノズルが課題である。

参考文献)
1)Effect of ejector configuration on hydrodynamic
character ist ics of Gas-l iquid ejectors， S．
Balamurugan，V．G．Gaikar，A．W．Patwardhan，
chemical Engineer Science，doi:10．1016/j．ces．
2007．10．002

バブルジェットエンジンの開発に関する研究
―推力の測定―

機械工学科

小野 文慈
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図１ BJEモデル

図2 実験装置

図３ ノズル径の影響

図４ 吐出圧力の影響

図５ エジェクタ長さの影響

Nozzle

0

Ejector

研究紹介 研究紹介・地域連携活動紹介
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【研究背景】
近年，薄型テレビやノートパソコン、携帯電話等の急

激な普及に伴い、ガラス基板を切断する工程における高
速化と歩留りの大きい加工法が求められている。ガラス
の切断法には、スクライブ（けがき線）加工を施し、そ
の後、曲げ応力を加えて割断分断する方法（図１）があ
る。また、これらのうちのスクライブ加工する方法には、
レーザより発生した熱応力で表面き裂を成長させる方法
などがある。

一方、使用される脆性材料の板厚が薄くなるに従い、
切断した後の端面の切り欠きなどから割れやすいために
抗折強度を強くする必要性が高くなっている。そのため、
近年、切断面に欠陥が少なく抗折強度の強い、以下の方
法が注目されてきている1),2)。
(a) 表面き裂の成長によるレーザスクライブ後、機械
的な方法で分断1)

(b) レーザ熱による熱応
力分断法2)

がある。そのうちの(a)の
方法は、レーザで長楕円状
に加熱した直後を水ノズル
で急冷却し、材料の表面に
浅いき裂を発生させスクラ
イブする方法である。高速
高精度なクロススクライブ
が可能であるため、FPD(Flat Panel Display)用ガラス基
板の分断に活用されている。しかし、スクライブした後、
機械的な方法で分断する時に基板ガラスが破壊する、分
断機械に材料を移載する必要があるなどの課題がある。
また(b)の方法は、レーザで加熱しながら、き裂の成長方
向を誘導し分断する方法である。(a)の方法のように、機
械で分断する必要がないのでOne pathで分断できるとい
う特徴がある。しかし、割断速度が遅いなどの問題があ
る。図２に、この方法でクロスカットしたセラミックを、
図３に炭素膜を溶断したものと熱応力割断したものをそ
れぞれ示す。

【研究目的】
本研究の目的は、Kondratenkoらの特許に抵触しない

高速クロス分断が可能な、新しいスクライブ方法を検証
することである。具体的な研究目標を以下に示す。
ｉ）円熱源２点の新しい焦点形状で加熱した直後を水

冷却してスクライブする方法の検証
ii ）面取りなどを可能とする自由曲線スクライブの検
証
この２つの方法に関して、レーザ照射条件、冷却量
と位置、加工速度などのレーザ分断条件を実験によ
り探索し、あわせて熱応力解析を行い、この手法の
メカニズムを解明し、性能向上に必要な諸条件の知
見を得ることが本研究の目的である。

【進捗状況】
これまでに、上記ｉ）の２点加熱によるスクライブ

方法について加工実験とFEMによる応力解析を行って
いる。実験装置を図４に、スクライブ加工したガラス
の断面を図５に示す。定格出力40WのCO2レーザをビ
ームスプリッタにより分けられた、２点のレーザ光を
加工対象であるガラスに照射し、加熱点直後をノズル
から噴射した水により急冷し、加工テーブルに設置さ
れたガラスは、リニアモータによって移動できるよう
になっている。

現在までに、0.7mm厚
のソーダガラスのスクライ
ブ加工に成功し、熱源の２
点間距離とスクライブ速
度、スクライブ深さの関係
と、その条件における応力
解析を行い、最適加工条件
についての検証を行ってい
る。

今後は、レーザによる加
熱円直径と冷却条件の最適
化による高速化と加工終端
部の精度向上、また上記ii）
の自由曲線スクライブ加工
を行うための実験機改良等
を行う予定である。

【参考文献】
1)Kondratenko,V.S：Splitt ing of Non-Metal l ic
Materials,PCT WO93/20015(1993)
2)脆性材料の割断加工方法、特許番号：1651809 [平
4.3.30]
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レーザによる熱応力を利用した脆性材料の
新しいスクライブ加工

機械工学科

森田 英俊

図１ ガラス基板分断装置の
スクライブ

図４ 実験装置

図５ 本研究の方法による
ガラスの割断面

図２ 熱応力割断により
クロスカットしたセラミック

図３ 炭素膜断面

(a)レーザ溶断

(b)熱応力割断

研究紹介研究紹介・地域連携活動紹介



極低温下のプラズマプロセス
によるナノテクノロジー解明

電気電子工学科

川崎 仁晴

－ －

1769年、スコットランドの数学者“James Watt”
の蒸気機関の発明によって産声を上げた人類の「テク
ノロジー」は産業革命を引き起こし、その後の人類の機
能的な生活に大きな影響を与え続けている。その歴史
を“サイズ”という側面から切り取ってみると、初期
には巨大な船や汽車、航空機の開発といった重厚長大
な｢モノづくり｣がもてはやされたが、時代が下るにつ
れて、自動車、テレビ、電卓、マイクロコンピュータ、
携帯電話、iPodと軽薄短小化が進んできた。そして最
近、最も注目されているのが、10億分の１メートル
（ナノメートル）スケールの領域で進められるモノづく
り、「ナノテクノロジー」（通称「ナノテク」）である。
ナノの世界では物質の特性や機能が変化し、これまで
不可能と思われた現象が起こることが確認されており、
ナノテクによって生み出される技術は、情報通信やバ
イオ、エネルギー、医療などあらゆる産業分野に新し
いイノベーションを巻き起こす可能性を秘めている。

ナノテクの中でも特に盛んに研究されているのがカ
ーボンナノチューブ（CNT）を用いた新機能製材料の
作製で、日本でも年間５～6000件の特許が申請され
ている。このCNTはすでに、服や化粧品等の装飾品、
車のバンパー、釣具（リール等）、競技用自転車等々
に実用化され、かつ現在でも先端的なエレクトロニク
ス材料、ゲノミックス材料、医療材料等の分野で盛ん
に研究開発が行われている。ところがこれらの研究開
発は、そのほとんどがCNTの応用に関するものであり
作製機構の解明やその制御方法に関する研究は非常に

少ない。これは、現在CNT作製に用いられている大気
圧中の放電やレーザアブレーション法では、CNTの形
成速度が数ナノ秒程度と非常に速く、有効な分析およ
び制御方法が非常に少ないことに起因する。

そこで筆者は、電子制御工学科の重松准教授、およ
び物質工学科の城の講師と共同で、極低温（４K）の
超流動He溶液中で放電やレーザアブレーションを行
い、CNTの成長機構の解明を試みている。CNTとは、
炭素によって作られる六員環ネットワークが同軸管状
になった物質であるので、これが形成されるためには、
まずカーボン原子同志が反応し、結合する必要がある。
極低温（４K）下における炭素原子の凝集の様子を，
原子の質点をニュートンの運動方程式により追跡した
ものが図１である。結果から、グラフェンシートの元
となる6個の原子が結合するには、200～300ナノ秒
の時間を要し、上記の気相中の成長速度よりかなり遅
いことが判る。このことは、CNT成長機構が充分に解
明できる可能性を示唆している。また、実際に極低温
（４K）超流動He溶液中で液中放電を起こし、CNT作
製を試みた。我々が作製したナノチューブを透過型電
子顕微鏡で観測した写真を図２に示す。図から多層で
はあるがCNTが形成できていることが判る。このこと
から超流動He溶液中でも、CNTが作製できることが
明らかになった。現在は作製時の放電プラズマの様子
を詳細に調べることによって、CNTの成長機構を解明
している段階である。この研究が進めば、目的に合わ
せてCNTをデザインし、制御しながらデザイン通り作
製できる技術が確立できると期待している。

さて、最近は、人間界でも重厚長大より軽薄短小が
好まれる傾向にある。“IT革命”さえ昔の出来事であ
る本高専生にとって、今や“ワット”といえばミュー
ジシャンの“WaT”のことを示すらしい。彼らもデビ
ュー以来どんどん進化し人気もうなぎのぼりのよう
だ。しかしながら、彼等のヒット曲は未だ「５センチ。」
まだまだ「ナノ」テクとはいかないようである。
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図１ 極低温液体（4K）中の炭素の凝集速度 図2 極低温液体（4K）中の放電によって作製したナノチューブ
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１．まえがき
エレクトロクロミック材料は、電圧印加により可逆

的な酸化還元反応が起こり、色が変化する材料である。
エレクトロクロミック材料の中でも酸化タングステン
（WO3）は最も歴史が古く、調光ガラス材として一部
商品化が実現している。また近年では、エレクトロク
ロミックディスプレイとしての応用が期待され、研究
開発が盛んに行われている。このエレクトロクロミッ
クディスプレイは、自然光を吸収して着色するため目
に優しく、また低消費電力やメモリー性を有するとい
う特徴を持つ。しかしながら研究の多くはガラス基板
上へのWO3薄膜形成が行われており、破損や平面での
使用に限られるなどの問題がある。そこでフレキシブ
ルな基板上へWO3薄膜を作製することができれば、応
用がさらに広範囲に及びその波及効果は大きくなる。

本研究では、プラズマプロセスを利用した薄膜作製
法であるパルスレーザ堆積（PLD）法およびスパッタリ
ング法を用いた。これらは低温成膜が可能であるため、
ガラス転移温度の低いフレキシブル基板上へWO3薄膜
を作製する手法として有用である。作製したWO3薄膜
は結晶構造、表面形態、光透過率、組成比などの膜質を
評価し、さらにエレクトロクロミック特性や応力依存性
の有無について調べた。

２．実験方法
実験にはコーニングガラスとフレキシブル（ITO-

PET、ITO-PEN）基板を用い、全て室温で成膜を行っ
た。まずPLD法では、光源としてNd:YAGレーザ（波
長532nm）を用いた。またターゲットにはWO3（∮
30mm）、注入ガスにO2を使用しガス圧力を変化させ
た。次にスパッタリング法では、13.56MHzの高周
波電源を用い放電電力を変化させた。またターゲット
にはW（∮4in）、注入ガスにArとO2の混合ガスを使
用し、流量およびガス圧力を変化させた。

３．実験結果
図１にPLD法およびスパッタリング法により作製し

たWO3薄膜について、電圧印加時の着色の様子を示
す。図よりPLD法では、中心付近にのみ着色が見られ
たことより成膜面積が狭く膜厚が均一でないことを示
している。それに対しスパッタリング法では、色むら
が殆どなく全体的に均一に着色していることがわか
る。そこでスパッタリング法により作製したWO3薄
膜において、曲げ応力によるエレクトロクロミック特
性への影響を調べた。図２は波長550nmにおける光
透過率について、電圧印加後の応答速度を示す。図よ
りフラットな状態と湾曲させた状態では応答速度に殆
ど差は見られなかった。

４．まとめ
PLD法およびスパッタリング法によりフレキシブル

基板上へ作製したWO3薄膜は、エレクトロクロミッ
ク特性を示すことが確認された。特にスパッタリング
法では基板上へ均一に薄膜が堆積し、また応力依存性
がないエレクトロクロミックWO3薄膜の作製に成功
した。
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エレクトロクロミック
材料薄膜の作製

電気電子工学科

大島多美子

PLD法
（O2ガス10Pa）

図1 電圧印加後の着色の様子 図2 応力依存特性

スパッタリング法
（O2:Ar=5:5，圧力10Pa，放電電力100W）

研究紹介研究紹介・地域連携活動紹介



－ －

サーボ制御とは、工作機械や多関節ロボットなど

のようにサーボモータによってテーブル位置やアー

ム角を目標値に追従させるフィードバック制御のこ

とを指す。このサーボ制御を応用した新概念の計測

装置を開発してきたが、ここではサーボ制御をレー

ザ計測に応用した、レーザ透過光による非破壊検査

システムを紹介する。

図１に本システムの概要を示す。図のXYテーブル

は上下（Ｚ軸）左右（Ｘ軸）にサーボモータで精密

に位置決め制御を行う。その位置決め精度は、サー

ボモータの回転角に比例したパルス出力分解能に依

存する。本システムではモータ１回転でテーブルが

10mm直線運動するため、最高精度262144パル

ス／回転では0.038μmで位置を検出できる。この

パルス数をPCでカウントしソフトウェアで位置制

御を構成すると、10パルス（0.38μm）の位置決

め精度が実現できる。このテーブルに検査物を載せ、

次のように測定を行う。

レーザ光は検査物を通過すると、検査物の内部特

性（不純物や材質の不均一さ、厚さなど）によって

減衰され、その透過光を光量測定装置で電圧変換さ

れPCで計測し記録する。これをサーボ制御によっ

てμｍ単位で移動しながら計測すると、特性の分布

を詳細に知ることができる。

本システムの有用性を示すために、光学的に非線

形な特性をもつKTP結晶の特性測定を行った例を示

す。KTP結晶は、波長1064nmのレーザ光（赤外線）

を入力すると1/2波長の532nm（緑色）レーザ光

を出力するので、大出力YAGレーザ光源から緑色レ

ーザ光を得る場合に使われる。ただし、入力光の照

射位置によっては出力光のパワが弱く低効率の変換

が行われることがある。

そこで、本システムを用いてその特性分布を測定

したところ、図２の結果になった。青い色ほどレー

ザ光が弱い、すなわち低効率範囲であることを示す。

上図は10μmごとに1ｍm平方の範囲（100×100

点）で計測した結果である。さらに右上部に注目し

て倍精度の5μmで測定した結果が下図である。こ

のように顕微鏡などでは計測できない、微小範囲の

光学特性を詳細に測定することができる。

現在、この他の利用法を幅広く検討中である。
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サーボ制御を応用したレーザ透過
光による非破壊検査に関する研究

電子制御工学科

前田 貴信

図1 計測システムの概要 図 2．測定例（上：10μm、下：5μm間隔）
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近年、コンピュータ技術や通信技術が発達したた
め、オンラインでの高速な読み出し・書き込みがで
きたり，現在までの膨大な量の操業データを蓄えた
りすることが可能となった。このことにより、デー
タベースに基づいた制御系設計手法が注目を集めて
いる。これは、データベースに蓄えられているデー
タから、現在の状態（目標値や入出力値など）に近
いデータを抽出し、抽出されたデータをもとに制御

対象に与える入力値や制御側に含まれるパラメータ
などを算出する方法である。このように、新しい制
御手法が提案される一方、プロセス制御を扱う現場
の７割以上では、今なおＰＩＤ制御法が用いられて
いるのが現状である。これは、調整するパラメータ
の数が３つである事と、それらの物理的意味が明確
である事があげられる。そこで、実際の現場を考慮
した場合、ＰＩＤパラメータをデータベースに基づ
いて調整する方法が非常に有効的であると考えられ
る。この考え方に基づいて提案した手法をヘリコプ
ターモデルに適用した結果を図に示す。（Ａ）がヘ
リコプターモデルの概観図、（Ｂ）（Ｃ）は、それぞ
れ１回、３回ＰＩＤパラメータの学習を行なった後
の制御結果である。（１回の学習とは、400点のデ
ータを用いて学習を行ったことである。）なお、縦
軸が回転角度、横軸が時間を表している。この結果
より、学習を重ねると目標値への速応性が改善され
ていることが分かる。
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データベースに基づいた
制御系設計手法

電子制御工学科

坂口 彰浩
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本研究は、機能性脂質を生産する海洋微生物を、
焼酎蒸留廃液を栄養源として成育させ、付加価値の
高い物質を生産させると同時に廃液を分解処理する
というものである。

長崎県壱岐市は、麦焼酎の発祥の地とされ、平成
７年には、WTO（世界貿易機関）から「ぶどう酒
および蒸留酒の地理的表示」が認められ、「スコッ
チウイスキー」「ボルドーワイン」とともに「壱岐
焼酎」もその範疇に入れられている。焼酎製造業で
は、高濃度有機廃水である焼酎蒸留廃液の処理の問
題を抱えている。図１に焼酎蒸留廃液の写真を示し
た。焼酎蒸留廃液の大部分は、これまで海洋投棄、
農地還元などにより廃棄処分されてきたが、海洋投
棄が法的に規制され、農地還元も河川や地下水汚染、
悪臭の問題がある。そのため肥料化や飼料化などの
試みがなされてきたが、いまだ解決されていない。
焼酎蒸留廃液を未利用バイオマスとして有用物質の
生産が可能になれば、環境負荷の低減と有用物質の
生産を同時に行うことができる。

今回使用したSchizochytrium 属KH105株は、機
能性脂質であるDHAなどの高度不飽和脂肪酸を生産
する海洋微生物である。培養液は図２のように黄色
から赤色を呈していた。分析の結果、アスタキサン
チンなどのカロテノイドを生産するという特徴も有
していた。

さらに、この微生物は機能性脂質を生産するだけ
でなく、高い有機物分解能力を持つ特徴があった。
食品産業廃棄物である焼酎蒸留廃液には豊富な栄養

源が含まれており、微生物培養時の窒素源として利
用できることが期待されたので、KH105株の焼酎
蒸留廃液による培養条件の検討を行い、機能性脂質
の生産性について検討した。また、KH105株によ
る蒸留廃液の環境汚染の軽減を試みた。

まず、KH105株の焼酎蒸留廃液を用いる際の培
養条件の検討を行った。その結果をもとに最適化し
た条件でジャーファーメンターを用いた４日間の培
養でDHA生産量は約３g/Lに達した。また、アスタ
キサンチンは約８mg/L得られた。これまでKH105
株の培養には、窒素源やビタミン源としてポリペプ
トンや酵母エキスのような比較的価格の高いものを
利用していた。しかし、ただ同然で手に入る焼酎蒸
留廃液を窒素源としてもDHA生産量は同レベルであ
った。このことはKH105株培養のコストダウンに
直結する。また、培養時には表１に見られるように
廃液由来のCODが減少した。これと同時に、培養
上清中の粗タンパクが67%、全遊離アミノ酸が
85%減少した。これらのことから、産業廃棄物の
有効利用とその埋め立てや焼却に伴う環境汚染の軽
減を両立する機能性脂質生産系が構築できる可能性
が示唆された。

今回の研究は、麦焼酎だけでなく、他のアルコー
ル飲料の産業廃液などにも応用できる可能性があ
る。さらに、近年、バイオアルコール燃料の研究や
利用が進んでいるが、この時に発生する廃液処理に
も応用できるのではないかと期待される。

最後に本研究は、長崎県産業振興財団平成15年
度新技術商品化予備的研究助成事業、長崎県先端技
術開発協議会平成16～17年度研究開発助成金の助
成を受けて実施されたものである。
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焼酎蒸留廃液による機能性脂質の生産と
有機物処理法の開発に関する研究

物質工学科

山崎 隆志

図１ 焼酎蒸留廃液

表１ 焼酎蒸留廃液培地中の成分の経時変化

図２ Schizochytrium 属KH105株の顕微鏡写真と培養液
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地球温暖化や化石燃料の枯渇問題等、環境･エネ

ルギー問題は益々深刻になるばかりである。そうし

た中、熱電変換材料は安全で安定供給できる地球に

優しいエネルギー材料として注目される。熱電変換

とは、熱エネルギーと電気エネルギーを相互に直接

変換するもので、エネルギー変換の過程に中間要素

(稼働部等)がないのでその信頼性は高く、また変換

による生成物等もないのでクリーン･エネルギーと

して用いられる。

熱エネルギーの電気エネルギーへの変換(ゼーベ

ック効果)を熱電発電、逆の変換(ペルチェ効果)を熱

電加熱あるいは熱電冷却と呼ぶ。熱電発電は、その

熱源に依らないので廃熱を利用したリサイクル･エ

ネルギーや、天然の熱源(太陽光や地熱、海水を利

用した温度差等)を利用したクリーン･エネルギーと

して期待される。また、 前述の通りエネルギー変

換時に稼動要素がないので、メンテナンスが困難な

場所での電源として使用される(NASA惑星探査機ボ

イジャーⅠ、Ⅱの電源にも採用)。一方熱電加熱･冷

却は、直流電流の極性を変えることにより、加熱ま

たは冷却を容易に変えることができ、高温槽(ワイ

ンセラー)や冷温庫として実用化されている。また、

局所的な加熱や冷却が可能で、パソコンのCPUの冷

却にも用いられている。

このようにまさにこれからのエネルギー材料とし

て期待される熱電材料であるが、残念ながら他のエ

ネルギーに比べ変換効率が小さいという欠点がある

(例えば自動車エンジン：20～30%、風力発電：

30～40%、熱電変換：10%程度)。そのため、よ

り広範な実用化のためには性能改善と用途の工夫が

必要である。

本研究室では環境半導体としても知られるFeSi2

系半導体の合成法を改良することにより性能向上を

目指しており、これまでAgの添加によりその成果

を得ているが、今後更なる性能向上を目指すと共に、

地域産業と連携した、身近な応用製品の開発にも取

り組みたいと考えている。
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熱電変換材料とその応用製品の開発

物質工学科

渡辺 哲也

図１ 【左】デモ実験用熱電変換装置(中村理科工業)：熱電モジ
ュールを挟んだアルミ板を氷水とお湯につけ，モジュールに温
度差をつけて起電力を発生させる。写真は氷水側約0℃，お湯側
約74℃。【右】熱電モジュール(秋月電子)：p-n接合半導体素子
を直列に配列したものを薄い磁性板に固定。

図２ 熱電発電。【左】起電力0。【右】指一本の温度で起電力発
生(12.5mV)。

図３ 熱電加熱･冷却。乾電池の極性を逆につなぐと加熱(【左】
33.9℃)と冷却(【右】18.4℃)も逆になる。
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１．はじめに
南極―。1911年ノルウエー・アムンゼン隊と英

国スコット隊が極点初踏破を競ってからかれこれ
100年が経とうとしている。冒険とロマンの対象か
らオゾンホール観測、氷床の採取など地球環境変動
の観測最前線基地として、あるいは埋蔵資源の占有
を覗う領土権主張の舞台として、南極は人類喫緊の
諸問題の象徴として往時とはまた違った熱視下にあ
る。日本は1956年観測船「宗谷」による第一次観
測から50周年を迎えた。平成21年には老朽化した
現役砕氷艦「しらせ」に替わり新砕氷艦「２代目し
らせ（新しらせ）」が就航、51次からの観測隊輸送
を担当する。新しらせは地球環境時代にふさわしい
電気推進システムを採用したエコシップとしてデビ
ューする。冒頭スコット隊の帰途遭難による全滅の
悲劇はプロジェクト遂行における前車の轍として語
られることも多い。スコット隊は初の動力式雪上車
の採用・動力馬の多用など新機軸も打ち出したが、

結局雪上車は故障廃棄・馬は全滅、輸送ロジスティ
ックの崩壊によって本隊も壊滅した。輸送力の重要
性は古今を通じ揺らぐことはない。新しらせにおい
て輸送ロジスティックを担当するのは、２機の搭載
ヘリコプターと吊り能力15トンの４台のデッキク
レーンである。辻産業は現役しらせに引き続いて新
しらせにおけるデッキクレーンの設計・製造を担当
することとなり、2008年３月下旬完成、本艦に搭
載する予定で建造が進んでいる。

２．技術内容
本艦および搭載デッキクレーンの基本デザインコ

ンセプトは下記３点に集約される。
1)エコ低燃費
2)クリーンエネルギー、環境に優しい
3)極地環境におけるハイテク・高信頼性

１）エコシップ・ハイテクしらせの主推進装置には
電気推進が採用されるなど、本艦の動力系統はクリ
ーン電気エネルギーが主役である。クレーンの駆動
系にはエネルギー変換効率の高い最新のディジタル
トランジスタインバータ変換電気駆動を採用した。
これによって油空圧駆動に比して約40％のエコ低
燃費になる。また本艦のハイテク電子・電気環境に
悪影響を及ぼさない様、一定の電磁気的対応を施し
たハイテク品となっている。
２）外気温度-45℃ 使用時温度－25℃ の極寒環境
であるため構造・機械系を構成する金属材料は低温
脆性・切り欠き靭性に優れたものを採用すると同時
に低温における性能維持のため断熱設計・保温設計
に留意している。また、新しらせは大量の基地廃棄
物も持帰る。そのため艦内には廃棄物処理設備も保
有することになった。IN /OUTの双方向物流に対応
するため対基地輸送も時間短縮を考慮してクレーン
による20フィートコンテナ輸送が始めて採用され
その対応も行っている。

当社は今回、地球環境探査の今や最前線となった
南極観測に輸送ロジスティックという分野で参画す
る。砕氷艦の各構成機器が初期の性能を発揮し観測
の成果が実り多いものになることを目指し輸送品質
を確保すべく当社ヤードでは現在最終調整に余念が
ない。

なお新しらせの情報は国立極地研究所のホームペ
ージで閲覧が可能である。

参考：南極観測50年 JARE 国立極地研究所
http://polaris.nipr.ac.jp
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南極観測における輸送ロジステ
ィック技術（デッキクレーン）

辻産業株式会社
機械事業部長

豊永 雅史

企業紹介 研究紹介・地域連携活動紹介
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１．はじめに
当社は昭和42年に佐世保市に於いてタクシー用

無線機の保守を行う企業として創業いたしました。
翌年には、タクシー用無線機の製造を開始し、次第
に業務を拡大しながら、コンピュータや周辺機器の
保守を手がけるようになりました。その後、技術部
門を立上げ各種の無線機器の開発・製造に着手し、
平成元年にはソフトウェアの開発を開始するなど、
業務の拡大と生産工場の増強を行いました。

主に富士通グループとの関連で業務拡大を図って
まいりましたが、平成15年に商品計画室を設立し、
自社商品の設計開発および先端技術の研究・開発業
務を行っております。

現在、工場４ヶ所、営業所等54ヶ所の拠点を展
開し、設計・製造・工事・保守・リペアまでの一貫
したラインナップを構成しています。

２．当社製品紹介
当社はこれまでに公衆回線を通信インフラとした

遠隔監視装置「ＳＶ206」やメールにて監視状況を
通報する遠隔監視装置「ＳＶ306Ｄ」及び微弱無線
を使用したＲＦ－ＩＤアクティブ無線タグシステム
［タグステーション」を開発し販売を行っておりま
す。

当社の得意分野であるモバイル技術や無線技術を
活用し、商品開発を行ってまいりました。

３．通信アダプタ開発の背景
当社が得意とする移動体通信関連の市場において

は、人が持って会話やインターネットを行う目的以
外に機械や設備、各種メータ等を監視するマシンコ
ミュニケーション（マシンコム）市場への利用が拡
大されつつあり、マシンコムに使用するデータ端末
は数百万台規模の市場が期待されます。

当社は富士通殿のモバイル関連業務でＮＴＴドコ
モ殿へ提供する通信機器を製造しております。

そこで培ったノウハウを応用し、移動体通信ネッ
トワーク（FOMA及びDoPa網）を利用する通信機
器の開発を実施いたしました。

このネットワークへ接続するには、プロトコルと
ドコモ殿が提供する通信モジュールが必要となりま
す。
プロトコルとは通信網に接続する為の手順であ

り、ＰＰＰやＴＣＰ／ＩＰといったインターネット
プロトコルが採用されています。

サービスを利用するユーザーは、機器側に本プロ
トコルを実装する必要がありますが、本製品を使用
することでプロトコル変換が自動的に行われ、ユー
ザー機器を無手順通信にて、容易に移動体通信ネッ
トワークへ接続することが可能となります。

電力使用量遠隔監視、車両運行管理、テレメトリ
ングといった様々な分野のお客様にご利用いただい
ており、販売開始より約一万台の販売実績となって
おります。

４．今後の製品展開
移動体通信分野においてはスーパー３G、４Gへ

と進化し、また、ＷｉＭＡＸも実用化が目前となり、
今後更なる市場拡大が見込まれます。また、データ
伝送速度も数十メガＢＰＳの速度となり、近い将来
フルＩＰ化へ移行するものと予測されます。当社の
得意技術である無線とネットワーク技術を最大限に
活用し、また顧客ニーズを的確に捉え、移動体通信
分野への積極的な製品展開を実施してまいります。
当社が提供する各製品、サービスにより顧客のより
大きな満足と信頼を獲得し、社会への貢献を図るこ
とを目指し、全力を挙げて邁進してまいります。

＊「DoPa」及び「FOMA」はＮＴＴドコモの登録商標です。
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（株）九州テン
プロトコルフリー通信アダプタ
「ＵＭ・ＡＤＰ－ＰＲＯ」「ＦＯＭＡ・ＡＤＰ－ＰＲＯ」の開発

（株）九州テン商品計画室
室長代理

多比良明広

図１ ＳＶ３０６Ｄ 図２ タグステーション

製品紹介研究紹介・地域連携活動紹介

図４ ＵＭ・ＡＤＰ－ＰＲＯ

図６ 導入事例（サーバー監視システム）

図５ FOMA・ＡＤＰ－ＰＲＯ
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地域連携活動
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2007年7月29日、佐世保市天満町のカフェ「Esu

and Kei」にて「哲学カフェCafe′Philo」を開催しま

した。「哲学カフェ」とは、カフェで、お茶でも飲み

ながら、気楽に哲学的な対話を楽しもうという試み。

哲学的な専門用語を使うことなく、日常的な言葉で、

普段、当たり前すぎて考えてみることのないような

問題を改めて問い直してみようという試みです。今

回のテーマは「〈本当のこと〉って何？」。私たちの

日常生活は、もちろん、ウソやデタラメでできてい

るわけではありませんが、でも、本当だと信じてい

たことが、突然、真っ赤なウソだと発覚することが

多々あります。では、いったい、〈本当のこと〉って

本当は何なのでしょうか？ こんな答えの出ない問

いかけに10代から70代までの男女11人が集まり、

問いを深めてくれました。〈本当〉というのは多分に

主観的なものではないのか。でも、社会的正義とい

うものもある。ホンネとタテマエはいったいどっち

が〈本当〉なのか？ などなど、時々笑いも交えな

がら、和やかな雰囲気のなかで哲学的対話がなされ、

二時間があっという間にすぎました。「哲学カフェ」

は、およそ二ヶ月ごとに佐世保と長崎において交互

に開催しています。興味をお持ちの方は、一度、ホ

ームページを覗いてみてください。

http://www.sasebo.ac.jp/̃kawase/cafephilo

哲学 Café Philo
川瀬 雅也（一般科目 哲学科）

佐世保高専

一般教養講座
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物理学
親子おもしろ実験教室～ポンポン進む蒸気船を作ろう！～
森 保仁（一般科目 物理科）・原 久之（学生課）

平成19年８月７日（火）、佐世保高専の物理実験室で実施しました。

15家族33名（親15名、小学生18名）が参加し、大変にぎやかな実験

教室となりました。実験教室で、親子で協力して牛乳パックを用いた

蒸気船を作りました。そして、作った牛乳パック蒸気船を外に持ち出

して、特別に作った３ｍプールでポンポンと進ませて楽しく遊びまし

た。中には１回火を付けただけで９ｍも進む蒸気船を作った親子もい

ました。当日はテレビ佐世保の取材も受けました。

地理学
空中写真で見る立体的な街並み ～佐世保・長崎の今と昔～

牧野 一成（一般科目 地理科）

平成19年8月23日(木)，佐世保高専・視聴覚教室において実施しま

した。人間の目が２つあるのはなぜか？それは、ものを立体的に見る

ためです。この原理を応用したのが、空中写真の実体視。わずかに異

なる角度から撮影された２枚の空中写真を左右それぞれの目で見ると、

さてどうなるでしょう。裸眼では難しくても、実体鏡使ってみるとほ

ら簡単。平面に撮された写真が立体的に見えるという感動を体験しま

した。さらに、戦後間もない頃から、1970年代、および21世紀に入

ってからの長崎や佐世保の街並みを空から眺めて、自分が住んでいる

場所が、昔はどんな所だったか、自然災害に対して安全かどうかなど

について考えました。

主催：
総務課企画係・
総合技術教育研究センタ－
社会人教育部門長 真部広紀



■共同研究
（受入金額の単位：千円）

年度
区分

件 数

受入金額

11

2,500

平成15年度

12

7,450

平成16年度

8

7,215

平成17年度

9

7,010

平成18年度

10

5,650

平成19年度

■受託研究
（受入金額の単位：千円）

年度
区分

件 数

受入金額

0

0

平成15年度

1

150

平成16年度

3

3,375

平成17年度

1

2,000

平成18年度

4

2,800

平成19年度

■奨学寄附金
（受入金額の単位：千円）

年度
区分

件 数

受入金額

9

10,600

平成15年度

15

21,400

平成16年度

16

13,940

平成17年度

12

12,250

平成18年度

15

11,650

平成19年度

■科学研究費補助金
（採択金額の単位：千円）

（ ）は継続分で外数

年度
区分

採択件数

採択金額

３(４)

5,600

(11,520)

平成15年度

４(５)

5,800

(5,280)

平成16年度

６(６)

16,700

(4,900)

平成17年度

２(６)

3,100

(4,900)

平成18年度

５(５)

10,460

(3,770)

平成19年度

■平成19年度公開講座

おもしろ電気電子情報体験
おもしろ化学実験
コンピュータで動くロボットカーを作ろう
パソコンを使った電子工作

小学５・６年生及び中学生
小学５・６年生及び中学生
中学生
小学５・６年生及び中学生

53
30
36
44

講 座 名 対 象 者

平成19年7月25日、平成19年7月26日
平成19年7月25日
平成19年8月6日～平成19年8月7日
平成19年12月15日、平成20年2月16日

開 催 期 間 受講者数

■平成１９年度一般教養講座

哲学カフェ「〈本当のこと〉って何？」
親子おもしろ実験教室～ポンポン進
む蒸気船を作ろう！～

一般市民
小学生とその父母いずれか

12
36

講 座 名 対 象 者

平成19年7月29日
平成19年8月7日

開 催 期 間 受講者数

－ －

研究実績

地域交流
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■平成19年度一般教養講座

受講者数

8
7
4
9

対 象 者開 催 期 間講 座 名

一般市民
一般市民

小中学校等教職員
一般市民

平成19年8月23日
平成19年12月8日
平成20年1月26日
平成20年1月27日

空中写真で見る立体的な街並み ～佐世保・長崎の今と昔～
哲学カフェ「役割って何？」
ロケッティア入門講座Ⅰ
ロケッティア入門講座Ⅰ

■平成19年度地域との交流活動（出前授業、技術援助等）

担 当 者実 施 日形態 活 動 名 交 流 先

4月25日, 5月2
日, 5月9日, 5月
16日, 5月23日,
5月30日,6月6日,
6月13日, 6月
20日, 6月27日,
7月4日, 7月11
日, 7月18日, 9
月4日, 9月5日,
9月12日, 9月
19日, 9月26日,
10月3日, 10月
10日, 10月17日,
10月24日, 10
月31日, 11月7
日, 11月14日,
11月21日, 11
月28日, 12月5
日, 12月12日,
12月19日,
1月9日,1月16
日,1月23日,1月
30日,2月6日, 2
月13日, 2月20
日, 2月27日, 3
月5日, 3月12日,
3月19日
4月28日
6月17日, 6月
23日, 6月24日,
7月28日, 12月
16日
6月17日, 3月2
日
6月20日
7月1日
7月7日, 9月8日,
12月9日

7月31日

8月1日・2日

8月28日

9月4日

澤田、森（晴）、松尾（修）、熊井

三橋

川瀬

森（保）
森（晴）、熊井

澤田

山崎、渡辺、森(晴)

担当：外部講師／東郷伸也

須田、山北

牧野（一）、

坂口

参加，出展

技術援助

出前授業

出前授業
科学研究費

出前授業

技術援助

ＳＰＰ採択事業

出前授業

ＳＰＰ採択事業

同大会実行委員会

佐世保市児童科学館

哲学カフェ長崎事務局

新上五島町立今里小学校
松浦市立志佐小学校

佐世保市立日野小学校

佐世保市立小学校教育研究会・
理科部会員約20名
長崎県北地区の中学校理科
担当教諭
佐世保市内の小学校の教員
長崎県北地区の中学校理科
担当教諭

第30回「たびら春まつり」

ロボット教室

哲学カフェ

長崎県研究者等訪問授業
離島教室

おもしろ科学教室

理科実験講座

理科好きの子どもたちを育て
るための教員研修講座
おもしろ簡単理科実験
理科好きの子どもたちを育て
るための教員研修講座

出前授業 佐世保市立山澄中学校

レスキューロボットコンテス
トに取り組むことによって、
ものづくりの楽しさを学ばせ
る教育の実施

－ －

地域交流

43



担 当 者実 施 日形態 活 動 名 交 流 先

9月18日

9月19日

9月26日
9月28日
10月2日, 12月
4日
10月5日
10月13日

10月14日

10月19日

10月21日
10月22日
10月29日
11月3日

11月12日

11月13日
11月14日, 11
月28日
11月17日
11月19日
11月26日
11月29日

12月4日

12月6日・7日
12月9日
12月10日
12月16日
12月19日

12月25日

1月15日

1月18日

2月1日

2月3日

2月14日
2月16日3月15
日
2月20日
2月20日

森（晴）

牧野（一）

森（保）、原（久）
森(保)，原(久)
原(久)、澤田、森(晴)、熊井、大渕、
中原、茂木、松尾(修）
森（保）、原（久）
川瀬

澤田

牧野（一）

森（晴）
森（保）、原（久）
森（保）、原（久）
澤田、原（久）

森（保）、原（久）

澤田

渡辺

重松、前田、森（保）、原（久）
大屋
森（保）
森（晴）

須田（淳）、山北

澤田、原、中原、熊井
森（保）,兼田,原（久）
南部
重松、澤田
山崎／渡辺

森（晴）

須田（淳）、山北

南部、茂木

森（保）、原（久）
森(保)，原(久)，三橋，小野，前
田
南部

森（保）、原（久）

森（晴）
澤田

科学研究費

出前授業

出前授業
出前授業

ＳＰＰ採択事業

出前授業
出前授業

出前授業

ＳＰＰ採択事業

出前授業
出前授業
出前授業
出前授業

ＳＰＰ採択事業

出前授業

出前授業

出前授業
出前授業
出前授業
科学研究費

ＳＰＰ採択事業

出前授業
出前授業
出前授業
出前授業
出前授業

科学研究費

ＳＰＰ採択事業

出前授業

出前授業

技術援助

出前授業

技術援助

出前授業
出前授業

平戸市志々伎小学校早福分校

老人福祉センター「やすらぎ荘」

佐世保市船越小学校
西海市西海南中学校

世知原中学校

西海市大串小学校
哲学カフェ長崎事務局
佐世保市川下町佐世保市消
防局西消防署
長崎県北地区の中学校理科
担当教諭
波佐見町立南小学校
佐世保市祇園小学校
東彼杵町大楠小学校
佐世保市立相浦小学校
長崎県北地区の中学校理科
担当教諭
壱岐市立志原小学校

佐世保市立早岐小学校

諫早市真城小学校
佐世保市庵浦小学校
五島市盈進小学校
平戸市立根獅子小学校
長崎県北地区の中学校理科
担当教諭
佐世保市立相浦中学校
山澄児童センター
佐世保市立福石小学校
中里上公民館
佐世保市立白南風小学校
松浦市星鹿町青島住民セン
ター
長崎県北地区の中学校理科
担当教諭
佐世保市立黒島小学校理科
室
諫早市立真津山小学校
佐世保市博物館島瀬美術セ
ンター
長崎県立鹿町工業高校

佐世保市児童文化館

佐世保市立白南風小学校
長崎県立大学

離島教室
高齢社会と斜面都市佐世保の
まちづくり
長崎県研究者等訪問授業
長崎県研究者等訪問授業
中学生に環境問題へ関心を持っ
てもらうための実験・体験講座
長崎県研究者等訪問授業
哲学カフェ

あたご防火フェスティバル

理科好きの子どもたちを育て
るための教員研修講座
文教祭
親子レクリエーション
長崎県研究者等訪問授業
親子で楽しむおもしろ科学
理科好きの子どもたちを育て
るための教員研修講座
長崎県理科支援配置事業

ＰＴＡ出前授業

ＰＴＡ出前授業
長崎県研究者等訪問授業
長崎県研究者等訪問授業
出前授業
理科好きの子どもたちを育て
るための教員研修講座
出前授業
山澄児童センターまつり
出前授業
出前授業
出前授業

離島教室

理科好きの子どもたちを育て
るための教員研修講座

出前授業

長崎県研究者等訪問授業
科学行事「サイエンス広場で
遊ぼう」
産業教育民間講師招へい事業

親子おもしろ工作教室

出前授業
よさこい部研修会

－ －

地域交流
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１

２

３

特願2002-199940
2002.07.09
研削工具の砥粒突出量測定装置及び測定方法
研削工具における砥粒の突出量を短時間のうちに高精度に測定する。
砥石上の測定対象位置について、カメラ付き顕微鏡の焦点位置を砥面と垂直の方向にス
テップ的に可変しながら砥面を撮像する。そして、これにより得られた画像データを予め
記憶しておいた砥粒の先端部に対応する基本画像パターンＶＡ及び砥粒の底部に対応す
る基本画像パターンＶＣと比較して、この基本画像パターンＶＡ，ＶＣと最も近似する画
像データを抽出し、この抽出された画像データを撮像したときの焦点位置の差から砥粒
の突出量を算出する。
川下 智幸（100/100）

2005.07.09
2002.07.09
特許第3668777号
2005.04.22

米国
10/614,816
2003.07.09
APPARATUS AND METHOD FOR MEASURING AMOUNT OF PROJECTION OF
ABRASIVE GRAIN ON GRINDING TOOL
研削工具における砥粒の突出量を短時間のうちに高精度に測定する。
砥石上の測定対象位置について、カメラ付き顕微鏡の焦点位置を砥面と垂直の方向にス
テップ的に可変しながら砥面を撮像する。そして、これにより得られた画像データを予め
記憶しておいた砥粒の先端部に対応する基本画像パターンＶＡ及び砥粒の底部に対応す
る基本画像パターンＶＣと比較して、この基本画像パターンＶＡ，ＶＣと最も近似する画
像データを抽出し、この抽出された画像データを撮像したときの焦点位置の差から砥粒
の突出量を算出する。
川下 智幸（100/100）
特許番号：US7068378 B2
2006.6.27

特願2002-199941
2002.07.09
研削工具の砥面状態検査方法
研削工具の砥面の状態を複雑な画像処理技術を用いることなく正確に検査することを可
能にする。
砥石の砥面をカメラ付き顕微鏡により撮像してその画像データをもとに砥粒の状態を検
査する際に、事前に砥石の砥面全面をスプレーにより着色し、しかるのちこの砥面が着色
された砥面により疑似被加工物を一定時間研削加工することにより、実際に加工に関与
する砥粒の表面の着色を除去して地肌を露出させるようにしたものである。
川下 智幸（100/100）

2005.07.09
2002.07.09
特許第3793810号
2006.4.21

出願番号
出願日
発明の名称
発明の要約（課題）

（解決手段）

発明者（貢献割合）
共同出願人名称（持分）
審査請求期限
審査請求日
結論
確定日

備 考

外国出願国名
外国出願番号
外国出願日

発明の名称

発明の要約（課題）

（解決手段）

発明者（貢献割合）
結論
確定日

備 考

出願番号
出願日
発明の名称

発明の要約（課題）

（解決手段）

発明者（貢献割合）
共同出願人名称（持分）
審査請求期限
審査請求日
結論
確定日

備 考

国

内

特

許

米

国

特

許

国

内

特

許

－ －

知的財産
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４

５

６

米国
10/614,810
2003.07.09
GRINDING TOOL, AND METHOD AND APPARATUS FOR INSPECTION
CONDITIONS OF GRINDING SURFACE OF THE SAME
研削工具の砥面の状態を複雑な画像処理技術を用いることなく正確に検査することを可
能にする。
砥粒とそれを固着させる結合剤間に所要の色度差を持つことを特徴とする砥石構造を考
案している。これにより、画像処理を行う原画像において砥粒切れ刃とその他の部分の分
離が明瞭になり複雑な画像処理過程を必要としないで正確に短時間で研削に関与する砥
粒切れ刃の状態を計測できる。
川下 智幸（100/100）
特許番号 US6939201 B2
2005.09.06

特願2005-295237
2005.10.07
文字列の傾斜補正方法及び装置
文字列を構成する各文字の傾斜角度が異なる場合にも、各文字を正しく正立文字に補正
して、認識などの処理が行えるようにする。
入力された文字列画像に対して、所定のずらし角刻みで輪郭画像を形成し、輪郭画像の画
素に対して重みを付けて、垂直方向に投影して投影ヒストグラム画像を作成し、その投影
ヒストグラム画像から最適な尾根成分を抽出し、抽出した尾根成分から文字の傾斜角度
と範囲を求め、対応するずらし角度の傾斜画像から直立した文字画像を取り出して、傾斜
補正された文字画像列として配列させるようにした。
志久 修（100/100）

2008.10.07

特願2006-90495
2006.03.29
研削工具とその砥面検査方法
研削工具における砥粒切れ刃の分布や突出量を短時間で高精度に測定する。
研削砥石において、研削に関与する砥粒切れ刃の分布や突き出し量を２次元画像で計測
するために、構造として、砥粒以外にも、その計測を可能にするために所要の形状を持つ
添加物を構造として備えておくことを特徴とする研削砥石を考案した。これにより、２次
元画像（平面）でも、砥粒切れ刃の分布や突き出し量といった３次元の計測が可能になる。
【教員】川下智幸（20/100）、久留須 誠（20/100）、
【専攻科学生】岡本政章（20/100）、川井康寛（20/100）、山田弘幸（20/100）

2009.03.29
2006.03.29

共同発明者のうち専攻科学生３名については、本発明に係るロイヤリティ等の権利につ
いても高専機構に譲渡し、これら権利に関する一切の主張をしない旨の譲渡証書を提出
済みである。

外国出願国名
外国出願番号
外国出願日

発明の名称

発明の要約（課題）

（解決手段）

発明者（貢献割合）
結論
確定日

備 考

出願番号
出願日
発明の名称

発明の要約（課題）

（解決手段）

発明者（貢献割合）
共同出願人名称（持分）
審査請求期限
審査請求日
結論
確定日

備 考

出願番号
出願日
発明の名称
発明の要約（課題）

（解決手段）

発明者（貢献割合）

共同出願人名称（持分）
審査請求期限
審査請求日
結論
確定日

備 考

米

国

特

許

国

内

特

許

国

内

特

許

－ －

知的財産
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機械工学科

平成19年度 平成18年度

卒 業 研 究 題 目 一 覧

表面粗さと疲労強度の関係に関する研究

手すりの形状に関する研究

風レンズ風車ブレードの実動ひずみ計測

と疲労強度診断技術の開発

アルミニウム合金のねじり疲労強度に及

ぼす切欠きの影響

小型減速機用歯車ラッピング盤の開発

ラッピングによる内歯車の歯面仕上げに

関する研究

高濃度浸炭焼入れ歯車の負荷能力

電動パワーステアリング用ナイロンウォ

ームホイールの負荷能力に関する研究

プラスチックウォームの運転性能に関す

る研究

０度ホブに関する研究

バブルジェットエンジンのエジェクター

設計開発（ノズル長さの影響）

NHKロボコン競技用ロボットの設計につ

いて

船体振動における減衰に関する研究

タンクのスロッシングに関する研究

パターン形成現象に関する研究（動吸振器

による防止効果の実験的検証）

熱応力を利用した脆性材料の新しい高速

割断技術に関する研究

気液環状二相流の圧力損失に及ぼす表面

張力の影響

気液環状二相流の界面構造に及ぼす表面

張力の影響

スラグ流の流動パラメータに及ぼす管内

径の影響

福 田

福 田

小 田 原

小 田 原

中江・森川

中江・森川

森川・中江

森川・中江

小 原

小 原

小 野

小 野

原・森 田

原・森 田

森 田・原

森 田・原

古川・松山

古川・松山

松山・古川

指導教員 研 究 題 目

熱硬化性プラスティック”アキレスタフロン”

の疲労強度特性

生分解性ポリ乳酸PLAの疲労強度特性

小型減速機用歯車のラッピング加工

ラッピングによる内歯車の歯面仕上げ

心なしラッピングによる高能率歯面仕上

げ

電動パワステ用ナイロンウオ－ムホイ－

ルの負荷能力

表面処理が高硬度歯車の負荷能力に及ぼ

す影響

BJEのエジェクター設計に関する研究

ロボコンにおけるPro Engineerを用いた

ロボットの構造解析に関する研究

プラスチックウォームに関する研究

０度ホブに関する研究

船体の振動に関する研究

大型液体タンクのスロッシングに関する研究

摩耗を伴うパターン形成現象に対する遅延・

防止対策の検証

レーザによる脆性材料の熱割断条件設定

に関する基礎実験

気液環状二相流の液膜の流動特性に関する研究

気液環状二相流の界面性状に及ぼす表面

張力の影響

鉛直円管内を自由落下する粉体の数値解

析と実験による検証

離散要素法を応用したラグビーフットボ

ール戦略シミュレータの開発

小 田 原

小 田 原

中 江

森 川

中 江

森 川

中 江

森 川

森 川

中 江

森 川

中 江

小 野

小 野

小 原

小 原

原

原

森 田

森 田

古 川

古 川

中 島

中 島

指導教員 研 究 題 目

－ －

技術シーズ（卒業研究）
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電気電子工学科

平成19年度 平成18年度

卒 業 研 究 題 目 一 覧

電気自動車用燃料電池のプロトタイプの
開発―大容量化と効率向上の研究―
電気自動車用モータの制御装置の開発
ハイブリット型水中ロボットの開発に関
する研究
海洋調査用情報通信システムの開発
PLDを用いた水中ロボット用測距装置の
基礎研究
光および電気刺激がジャンボタニシの産
卵に与える影響
オゾンによる炭化水素化合物の改質に関
する研究
低圧酸素高周波プラズマを用いた滅菌及
びタンパク質分解除去特性
PLD法及びスパッタ法によるプラズマの
分光計測
フレキシブル基板上へのエレクトロクロ
ミック薄膜の作製

YAGレーザを用いたナノ構造体の作製

「顔認証による青少年保護のためのコンピ
ュータロックシステムに関する基礎研究」
より効率的な画像検索のための画像識別
法の検討
聴導機開発に関する研究－ポーダブルカ
メラ音の製作－
ステレオ画像からの三次元マップの生成
手法の検討
粒子法を用いた植物細胞内原形質の数値
モデルに関する研究
発光ダイオードを用いた簡易分光器の開発
力学的応答を利用した環境探査手法の研究
マインドストームを用いたプログラミン
グ学習教材の開発に関する研究
カオスビット系列の生成と評価
電気工学基礎教育のためのe-Learning教
材の開発 ～電磁気学版～
電気工学基礎教育のためのe-learning教
材の開発
電気工学基礎教育のためのe-Learning教
材開発（NI-ELVIS版）
太陽光・燃料電池ハイブリッド発電学習シ
ステムの開発
風力・太陽光ハイブリッド発電学習システ
ムの教材開発
雨・霧中の光伝播シミュレータの試作
環境マネジメントに関する教育用マルチ
メディア教材の開発に関する研究
ＩＴ倫理教育用メディア教材の開発に関
する研究

大 塚

大 塚

長嶋・下尾

長嶋・下尾

長嶋・下尾

柳生、川崎、
大島、須田
柳生、川崎、
大島、須田
須田、川崎、
大島、柳生
須田、川崎、
大島
須田、川崎、
大島
川崎、柳生、
大島、須田

高 比 良

高 比 良

高 比 良

高 比 良

三 橋

三 橋
三 橋

三 橋

品 川

品川、吉田

品川、吉田

吉田、品川

南 部

南 部

南 部

南 部

南 部

川 崎

南 部

品 川

品 川

吉 田

吉 田

品 川

吉 田

品 川

三 橋

三 橋

三 橋

川崎、須田

大島、柳生

重松(制御)

柳生、川崎

大島、須田

川 崎

須田、川崎

大島、柳生

柳生、川崎

大島、須田

大島、川崎

須田

大島、川崎

須田、柳生

南 部

高 比 良

南 部

大 塚

大 塚

大 塚

高 比 良

高 比 良

高 比 良

下 尾

長 嶋

長 嶋

長 嶋

下 尾

指導教員 研 究 題 目

学校紹介用多機能ウェブコンテンツの作成

暗号通信における公開鍵に関する研究

e-learningに関する研究 ～電気回路にお

ける学習支援システムの開発～

電気工学基礎教育のためのe-Learning教

材(NI-ELVIS版)の開発

e-learningに関する研究～電気磁気学に

おける学習支援システムの開発～

ロボットキットを用いたプログラミング

導入教材の開発に関する研究

神経難病患者用コミュニケーション支援

機器の開発

光ピンセット用光源の改良

放電プラズマを用いたナノ構造体の作製

に関する研究

工学的手法を用いたジャンボタニシの産

卵防止に関する研究

電気電子工学教材ビデオに関する研究

スパッタリングデポジション法による酸

化物薄膜の作製

オゾンを用いた内燃機関の燃焼性改善に

関する基礎的研究

PLD法による酸化物薄膜の作製に関する

研究

プラズマプルームの分光計測

IT倫理教育用メディア教材の開発に関す

る研究

自然エネルギーハイブリッド発電システ

ム学習用教材の開発

固体高分子型燃料電池(PEFC)の開発～セ

パレータの最適流路寸法の検討～

電気自動車の制御装置に関する研究

聴導機開発に関する研究

プログラミング技術の学習のための補助

的教材

仮想マイクログリッドの制御に関する研究

高機能デジタル回路に関する基礎的研究

海中ロボット用情報通信システムに関す

る研究

海中ロボットの実用化に関する研究

指導教員 研 究 題 目

－ －

技術シーズ（卒業研究）
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電子制御工学科

平成19年度 平成18年度

卒 業 研 究 題 目 一 覧

制御学習支援システムの機能拡張
モンゴル文字認識システムにおける認識
手法
入門用漢字学習支援システム
超音波センサーを用いた３次元位置の計
測システムの開発
文字認識のための射影ひずみ補正方法の
開発
ステレオカメラを用いた物体認識の基礎
研究
カメラ入力した低解像度文字の認識
レーザーセンサーを用いた移動車両の認
識法の研究
CT符号とSum-product復号法を用いた繰
り返し復号の研究
時系列ニューラルネットによるロボット
の制御
多関節ロボットによる精密加工システム
の開発
精密ＸＹテーブルとレーザによる非破壊
精密検査装置の開発
ソーラーボートの開発
腹囲自動計測装置の設計・開発
携帯音楽プレーヤｉ－Ｐｏｄシリーズ環
境評価
新幹線電車の制振・静音化の研究
高齢者用電動車の自律走行操舵の研究
船体構造物の弾性振動低減化の研究
サーボ制御と画像処理による砥粒切れ刃
解析システムの開発
携帯電話を用いた出席成績管理システム
に関する研究
電磁気学学習支援ソフトウェアの開発－
低電圧電磁石の製作－
実験成績入力支援システムの構築
腹位測定システムの開発－ソフトウェア
部の開発－
事務書類入力支援システムの開発
ＦＲＩＤを用いたパソコン室の利用状況
管理システム
次世代二次元コード「ステルスコード」の
開発
距離情報を用いた指文字認識に関する研究
中学生向け体験型画像処理アプリとｗｅ
ｂ教材の開発
３次元画像処理システムの開発
自由視点画像処理システムの開発
ＱＲコード認識システムの開発
音声、画像コンテンツ情報の配信に関する
研究

武 富

武 富

武 富

志 久

志 久

志 久

志 久

兼 田

兼 田

前 田

前 田

前 田

重 松
重 松

牧 野

牧 野
牧 野
牧 野
川 下 ・
久 留 須

嶋 田

嶋 田

嶋 田

嶋 田

坂 口

坂 口

滝 本

滝 本

滝 本

中 村
中 村
中 村

中 村

志 久
志 久
志 久

志 久

嶋 田

牧 野

牧 野

武 富

武 富

武 富
武 富
坂 口

坂 口

兼 田
兼 田
中 村
中 村
中 村
中 村
中 村

前 田

前 田

滝 本

滝 本

重 松

重 松
久 留 須
川 下

川 下

嶋 田

嶋 田
川 下
久 留 須

指導教員 研 究 題 目

印刷漢字の認識に関する研究
ナンバープレートの認識に関する研究
濃淡画像からの文字線抽出に関する研究
透視ひずみを受けた文字の形状補正に関
する研究
電磁気学学修支援ソフトウェアの開発－
電磁石教材の開発－
i Podのエコドライブ・環境NOWに関する
研究
次世代Shinkansenの制振・静音化に関する
研究－ハイパーエコボールG-Maxの開発－
制御学習支援システムの実証的研究－H8
マイコンインタフェース－
リハビリ支援用画像計測システムの実証
的研究に基づく機能改良
簡易３次元動作追跡システムの開発
モンゴル文字認識システムの基礎研究
ICタグを用いた高齢者支援システムの開発
ミニレスキューロボットコンテストを通
したものつくり教育の実践
距離センサによる車種判断システムの開発
LDPC符号の特性評価に関する研究
遠隔伝送システムの開発
医療用QRコード認識システムの開発
手書き図面の認識
自由視点画像生成に関する研究
立体画像生成に関する研究
超精密位置決めXYテーブル装置の開発と
レーザ測定への応用
ニューラルネットワークによる自動車の
横滑り予測と抑制制御
次世代顔アプリケーションに向けた３次
元顔モデルの生成
知的障害児の自立支援に向けたコミュニ
ケーション訓練システムの開発
「もの創り」を中心としたソーラーボート
開発
「もの創り」を中心とした魚ロボット開発
画像処理とサーボ制御による砥石作業面
の解析－次世代研削砥石の開発－
精密テーブルの運動性能に及ぼすサーボ
モータのセンサー特性－シュミュレーシ
ョンによる解析－
携帯電話によるポートフォリオアプリケ
ーションの開発
成績管理システムの個人認証部の開発
新概念研削加工機対応高精度砥面計測シ
ステムの開発

指導教員 研 究 題 目

－ －

技術シーズ（卒業研究）
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物質工学科

平成19年度 平成18年度

卒 業 研 究 題 目 一 覧

アルキルアクリジン誘導体の化学発光と
発光特性
ＤとＬ-酒石酸アンモニュウム塩の合成と
ＤＮＡのコンパクト化
椰子油由来のバイオヂーゼル燃料の添加物検索
電気泳動法で作製したSnO2薄膜センサの
ガス検出特性
市販ガスセンサのVOC成分検出特性とガ
ス濃縮法
SnO2系半導体ガスセンサのにおい成分検出特性
観葉植物によるVOC成分除去作用の市販
ガスセンサモニタリング
故紙の糖化
固定化光触媒反応の反応特性
酵素活性における負電荷負荷効果
植物による水の浄化
光触媒担持ゼオライト－オゾン併用によ
るVOCの処理技術の開発
石炭灰から合成したゼオライトの利用技
術の検討
物体表面塗膜発色法による水の流れ可視
化技術の開発
光触媒担持ゼオライト－オゾン併用によ
る有機廃水の処理技術の開発
無色透明性ポリイミド膜の作成と特性解析
ポリイミド－シリカ系ハイブリッド膜の
作成と特性解析
芳香族ジアミンから誘導されるベンゾオ
キサジンの熱機械的特性解析
高分子量ベンゾオキサジンの合成と特性解析
アルコール－塩化メタン混合系中で生成
するクラスターの質量分析
石英を原料とするMFI型シリカライトの合成
佐世保高専西雲寮におけるISO14001に
準拠した環境マニュアルの作成
スピロオキサジン誘導体の熱戻り反応に
関する研究
ヨードナフトールのニトロソ化条件検討
トリフルオロナフトールの合成研究
鉄シリサイド系半導体の熱電特性におけ
る第四元素の添加効果
鉄シリサイド系半導体の熱電特性に及ぼ
す酸素雰囲気処理の影響
焼酎粕を分解する微生物の探索
カロテノイドを生産する海洋微生物の培養
高度不飽和脂肪酸を生産する海洋微生物の培養
ゾル－ゲル法による高純度シリカ生成プ
ロセス検討および特性解析
固気流動層における付着性粉体の流動化特性
粒子充填層の圧力損失に及ぼす空気湿度の影響
バイオビーズを用いたバレイショプロト
プラストへの遺伝子導入
タバコ培養細胞およびバイオビーズを用
いた遺伝子導入

山 邊

山 邊

山 邊

和 田

和 田

和 田

和 田

宮 川
宮 川
宮 川
宮 川

下 野

下 野

下 野

下 野

古川（信）

古川（信）

古川（信）

古川（信）

長 田

長 田

長 田

平 山

平 山
平 山

渡 辺

渡 辺

山 崎
山 崎
山 崎

城 野

城 野
城 野

村 川

村 川

和 田

和 田

下 野

下 野
下 野

下 野

古 川

古 川

古 川

古 川

長 田

長 田

長 田

長 田

長 田

宮 川
宮 川
宮 川
宮 川
宮 川
村 川

村 川

平 山

平 山

渡 辺

渡 辺

山 崎
山 崎
山 崎
城 野
城 野

城 野

指導教員 研 究 題 目

市販ガスセンサーによるにおい成分の検
出と濃縮効果
金属酸化物半導体ガスセンサーのにおい
成分検出特性
液相処理用の光触媒－ゼオライト複合材
料の開発
光触媒による有機廃水の処理技術の開発
光触媒によるＶＯＣ処理技術の開発
気相処理用の光触媒－ゼオライト複合材
料の開発
ポリイミド生成過程におけるイミド化反
応の速度論的解析
ネットワークポリマーの特性解析－炭化
水素系スペーサーの効果
ネットワークポリマーの特性解析－電子
吸引性スペーサーの効果
ポリイミド膜の作製とその特性解析
石英を原料としたＭＦＩシリカライトの
合成
水ーオクタノールーエタノール系で生成
するクラスターの質量分析
焼酎カスの接触水熱酸化反応による分解
処理法の検討
焼酎カスの接触水蒸気改質反応による分
解処理法の検討
貴金属触媒によるパーフルオロカーボン
類の還元的分解
酵素活性における負電荷負荷の影響
植物組織培養と滅菌法について
光触媒反応器の特性について
水性植物による水の浄化
故紙の糖化
プロトプラスト生長における光の影響
バイオビーズを用いた植物プロトプラス
トへの遺伝子導入
トリフルオロメチルナフトールの合成研究
アントラセン誘導体の結晶構造と発光特
性に関する計算化学的研究
Ｃｏ添加鉄シリサイド系熱電半導体の第
四元素の影響
Ｙ系高温超伝導体のＡｇ添加によるピン
止め効果の制御
海洋微生物によるＤＨＡの生産
海洋微生物によるカロテノイドの生産
海洋微生物によるＤＨＡの生産
日宇川の水質現況調査
封止材用無機粒子の粒度調整に関する研究
熱処理プロセスによるポリイミド膜生成
過程の検討

指導教員 研 究 題 目

－ －

技術シーズ（卒業研究）
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平成19年度

熱応力を利用した脆性材料の新しい高速割断技術に関する研究
ショットピーニングが浸炭窒化歯車の負荷能力に及ぼす影響
垂直上昇気液環状流における界面せん断応力と圧力損失に与える液体の表面張力の影響
心なしラッピングによる歯面仕上げに関する研究
一定量の粉体郡が鉛直管内を自由落下する場合の流動特性
デモンストレーション用低電圧強電磁石の開発
医療用ＱＲコード認識の研究
ハイブリッド型海中ロボットに関する研究
ダイヤモンド砥粒の自動選別システムの開発
低温液体を駆動源としたMan Handling Vehicleの開発
顔画像情報技術を用いた楽音と騒音の音響評価に関する研究
低圧酸素高周波プラズマを用いた滅菌に関する研究
フレキシブル基板上へのエレクトロクロミック薄膜の作製
不飽和領域における水分子のMagnetic Momentの挙動
もの造り支援アプリケーションの開発
ジャンボタニシの電気的防除に関する研究
簡易３次元動作追跡システムの開発とその応用
分光法によるプラズマプルームの計測
オゾンを用いたガソリンの改質に関する基礎特性
TiO2－ゼオライト複合材料とオゾン併用によるＶＯＣ処理
TiO2－ヒドロキシアパタイト複合材料の検討
鉄シリサイド系半導体の熱電特性に及ぼす添加物の影響
鉄シリサイド系熱電半導体のミクロ構造と熱電特性
新規フォトクロミック化合物の合成研究
海洋微生物による機能性脂質の生産
ラッピングによる歯車の歯面仕上げ
疲労強度に及ぼす表面粗さの影響
風レンズ風車の実働ひずみ計測と疲労強度診断技術
アルミニウム合金のねじり疲労強度特性
表面処理が高硬度歯車の負荷能力に及ぼす影響
摩耗によるパターン形成現象に対する遅延・防止対策の検証
BJEのエジェクター設計に関する研究
鉛直円管内を自由落下する粉体の数値解析と実験による検証
気液環状二相流の界面性状に及ぼす表面張力の影響
レーザアブレーションプルームの分光計測に関する研究
電気的手法を用いた環境浄化に関する基礎的研究
人間の年齢知覚に基づく顔画像からの外観年齢特徴抽出に関する研究
サーボ制御と画像処理による砥石作業面の３次元計測システムの開発
プラズマプロセスによる機能性薄膜の作製に関する研究
超微粒子ボールを用いた新幹線電車の制振・静音化に関する研究
高速走行用ライントレース車の横滑り抑制姿勢制御に関する研究
携帯電話を用いた学習支援アプリケーションの開発
Vibrating Reed法による磁束ピン止めの研究
ボールネジ機構精密テーブルの高精度速度制御に関する研究
高齢者用電動車の走行操舵特性と操作性能向上に関する研究
Vibrating Reed法による物質硬さの温度依存特性に関する研究
膜結合タンパク質のモジュールとイントロン
電気泳動法で作製した多層膜金属酸化物ガスセンサのガス検出特性
輸送タンパク質のモジュール構造
フッ化アルキル置換スピロオキサジン誘導体の合成と性質
ホッパー排出流動における粉体の閉塞条件の検討
多環芳香族アシル化合物の化学発光に関する研究
スピロオキサジン誘導体の合成と計算化学的研究

森田 英俊
森川 浩次
古川 徹
中江 道彦
中島 賢治
嶋田 英樹
中村 嘉男
長嶋 豊
川下 智幸
重松 利信
牧野 俊昭
柳生 義人
須田 義昭
重松 利信
坂口 彰浩
柳生 義人
武富 敬
大島多美子
柳生 義人
下野 次男
下野 次男
渡辺 哲也
渡辺 哲也
平山 俊一
山崎 隆志
中江 道彦
福田 孝之
小田原 悟
小田原 悟
森川 浩次
森田 英俊
小野 文慈
中島 賢治
古川 徹
大島多美子
須田 義昭
滝本 裕則
川下 智幸
須田 義昭
牧野 俊昭
牧野 俊昭
嶋田 英樹
重松 利信
川下 智幸
牧野 俊昭
重松 利信
山崎 隆志
和田 憲治
宮川 洋光
平山 俊一
城野 祐生
山邉 國昭
平山 俊一

指導教員 テ ー マ専攻学年
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技術シーズ（専攻科 特別研究）
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平成18年度

ラッピングによる内歯車の歯面仕上げ

疲労強度に及ぼす表面粗さの影響

風レンズ風車の実働ひずみ計測と疲労強度診断技術

生分解性ポリ乳酸PLAの疲労強度特性

表面処理が高硬度歯車の負荷能力に及ぼす影響

摩耗によるパターン形成現象に対する遅延・防止対策の検証

BJEのエジェクター設計に関する研究

鉛直円管内を自由落下する粉体の数値解析と実験による検証

気液環状二相流の界面性状に及ぼす表面張力の影響

レーザアブレーションプルームの分光計測に関する研究

電気的手法を用いた環境浄化に関する基礎的研究

画像処理による砥石作業面の３次元解析ソフトウエアの開発

砥石作業面解析機能付き新概念加工システムの開発

プラズマプロセスによるナノ構造体生成に関する研究

超微粒子ボールを用いた新幹線電車の制振・静音化に関する研究

高速走行用ライントレース車の横滑り抑制姿勢制御に関する研究

携帯電話を用いた学習支援アプリケーションの開発

Vibrating Reed法による磁束ピン止めの研究

ボールネジ機構精密テーブルの高精度速度制御に関する研究

高齢者用電動車の走行操舵特性と操作性能向上に関する研究

低温下でのナノ物質生成研究

膜結合タンパク質のモジュールとイントロン

電気泳動法で作製した多層膜金属酸化物ガスセンサのガス検出特性

輸送タンパク質のモジュール構造

トリフルオロメチル置換有機フォトクロミック化合物の合成研究

ホッパー排出流動における粉体の閉塞条件の検討

縮合多環芳香族の化学発光

有機フォトクロミック反応に関する計算化学的研究

ハイパ－エコボ－ルの新幹線車両や船体構造物などに及ぼす制振効果に関する研究

バブルジェットエンジンの開発

ラッピングによる内歯車の歯面仕上げ

気泡流の相分布特性に関する研究

PLD法による機能性酸化物薄膜の作製プロセスの開発

３輪式移動ロボットの自立高速走行と操舵制御に関する研究

難病患者用意思伝達装置に関する研究

３次元環境内の文字認識に関する研究

長い干渉通信路に対する符号化システムに関する研究

低品質文字の高精度認識に関する研究

重度四肢障害者用入力デバイスのためのセンサー技術に関する研究

Demonstrable Ｌinear-Ｍotorcarの開発

光触媒による揮発性有機化合物の分解処理の研究

石炭灰からのゼオライトの合成とその応用に関する研究

担持貴金属触媒を用いたパーフルオロカーボン類の水素化脱フッ素化反応

多層膜金属酸化物ガスセンサのNOｘ検出特性

新規フォトクロミック化合物の合成研究～パーフルオロアルキル基の効果 ～

トロポノイドフォトクロミック化合物の合成研究

アルミナ－ジルコニア系触媒を用いたパーフルオロカーボン類の加水分解

SnO2系ガスセンサのにおい成分識別

バイオビーズおよびプロトプラストを用いた植物形質転換法の開発

中 江

小田原

小田原

小田原

森 川

森 田

小 野

中 島

古川（徹）

大 島

須 田

川 下

川 下

須 田

牧 野

牧 野

嶋 田

重 松

川 下

牧 野

重 松

城 野

和 田

宮 川

平 山

城 野

山 邉

平 山

小 野

中 島

中 江

古川（徹）

須 田

牧 野

三 橋

志 久

兼 田

志 久

三 橋

重 松

下 野

下 野

長 田

和 田

平 山

平 山

長 田

和 田

宮 川

指導教員専攻学年

１

年

機

械

電
気
電
子

物

質

機

械

電
気
電
子

物

質

２

年

テ ー マ

－ －

技術シーズ（専攻科 特別研究）

52



－ －

共同研究／受託研究／奨学寄附金／技術相談の申込要領

（１）共同研究申込要領

ア．共同研究の申込みをしようとする企業等は、「共同研究申請書」（54ページ）に所要事項をご記入のうえ、

本校の研究担当者を通じて下記の申請書提出先に提出してください。

イ．共同研究申請書受理後、内容を審査し、共同研究の受入について承認を得たときは、「共同研究承諾書」を、

当該企業等に通知します。

ウ．イの通知に基づき、速やかに当該企業等と共同研究契約を締結します。

（２）受託研究申込要領

ア．受託研究の申込みをしようとする企業は、「受託研究申込書」（55ページ）に所要事項をご記入の上、下記

の申請書提出先に提出してください。

イ．受託研究申込書受理後、内容を審査し、受託研究の受入れについて決定したときは、「受託研究受入決定通

知書」を、当該企業等に通知します。

ウ．イの通知に基づき、速やかに当該企業等と受託研究契約を締結します。

（３）奨学寄附金の申込方法

ア．奨学寄附金のお申込みは、「寄附金申込書」（56ページ）をご利用ください。

（４）技術相談申込要領

ア．具体的な相談分野は、「佐世保高専 技術シーズ集」をご参照ください。

イ．技術相談の申込みは、文書によることを原則とします。「技術相談申込書」（57ページ）に、相談内容をで

きるだけ具体的にご記入のうえ、下記の申込書提出先にお送りください。

ウ．技術相談申込書受理後、相談内容に最も適切と思われる相談員を選定したうえで、相談日時等をご連絡い

たします。

なお、申し込まれた相談の内容について、お答えできる相談員が本校にいない場合は相談に応じられませ

んのでご了承ください。

※産学連携制度等については、佐世保工業高等専門学校ホームページに掲載しております。

●産学連携制度の紹介〔 http://www.sasebo.ac.jp/renkei/seido/index.html 〕●

※ ご不明な点がございましたら、お気軽に下記までお問合せください。

産学官連携制度
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お問い合わせ先及び申請書提出先

〒857－1193 佐世保市沖新町１－１

佐世保工業高等専門学校 総務課企画係

TEL ０９５６－３４－８４１５

FAX ０９５６－３４－８４０９

E-mail：kikaku@post.cc.sasebo.ac.jp
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別記様式第１号
共 同 研 究 申 請 書

平成 年 月 日

佐世保工業高等専門学校長 殿

申請者

住所

民間機関等の名称

代表者氏名 印

下記のとおり、共同研究の申請をします。

記

研究題目

研究目的

研究内容

研究期間 研究経費を納入した日から平成 年 月 日まで

研究実施
場 所

研究に要
する経費

申 請 者 が 負 担
す る 直 接 経 費

受 入 れ を 希 望 す る 共 同 研
究 員 の 所 属 ・ 職 ・ 氏 名

研究担当希望教員所属学科・氏名

そ の 他

佐世保工業高等専門学
校が負担する直接経費

研 究 料

合 計

円
（消費税額及び地方消費税額を含む）

（420,000円× 人）
円

（消費税額及び地方消費税額を含む）

円

円

様 式



－ －

別記様式第１号
受 託 研 究 申 込 書

平成 年 月 日

佐世保工業高等専門学校長 殿

受託者 住 所

名 称

代表者氏名 印

佐世保工業高等専門学校受託研究実施規則を遵守のうえ、下記のとおり受託研究を申込み

ます。

記

１．研究題目

２．研究目的

３．研究内容

４．研究経費 円（消費税額及び地方消費税額を含む）

（うち直接経費 円）

（うち間接経費 円）

５．希望する研究完了期限 平成 年 月 日

６．希望する研究担当者

７．研究用資材、器具等の提供の有無（品名、数量、提供の時期を記入のこと）

８．その他
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様 式
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別記様式第１号

平成 年 月 日

佐世保工業高等専門学校長 殿

（寄附者）

住 所

氏 名 印

寄 附 金 申 込 書

このことについて、下記のとおり寄附します。

記

１ 寄 附 金 額 円

２ 寄附の目的

３ 寄附の条件

４ 使 用 内 訳

５ 使 用 時 期

６ 研究担当者等

７ そ の 他

連絡先：

研究担当者が、佐世保工業高等専門学校から異動した場合は、その異動に伴う寄附

金の移動について同意する。（同意いただける場合にはご記入下さい。）

様 式



－ －

様 式
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（別記様式４）

平成 年 月 日

技 術 相 談 申 込 書

相談分野

相談希望教員名（できるだけご記入ください。）

［学科名］ ［氏名］

相談内容（具体的にご記入ください。）

申

込

書

企 業 名 等

所属・役職

連 絡 先

T E L

F A X

（ ） －

（ ） －

フリガナ

氏 名

〒857-1193 佐世保市沖新町１－１

佐世保工業高等専門学校 総務課企画係

Tel 0956-34-8145 Fax 0956-34-8409

※記入不要

受付月日 Ｈ ． ．

受付番号

申込書送付先
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所在地

58

体育館

正 門

バイオ棟

総合運動場

情報処理センター

図書館
（1階にNTC事務局）

総務課企画係

多目的教室

ＣＡＤ室

実習工場

海洋環境実験室

学校位置図

学内配置図

ガード

国道35号線

高専グラウンド前
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アメリカ航空宇宙局（ＮＡＳＡ）
安全性の高い教材
位置決め計測

移動体通信ネットワ－ク
一泊研修旅行
一般教養講座

イベント用ロボット
インタ－ネット上の気象観測デ－タ

インタ－ンシップ
液中放電
エジェクタ

エレクトロクロミック材料
大型無響水槽

小値賀プロジェクト/小値賀町教育委員会
おもしろ化学実験
おもしろ実験大公開
おもしろ理科実験

親子おもしろ実験教室
海底探査
改善指向型

海洋環境実験室/海洋生物利用技術
科学イベント

科学技術振興機構（ＪＳＴ）
科学教育振興
学生スタッフ

加工
家族連れ

カ－ボンナノチュ－ブ（ＣＮＴ）
かもめ広場

環境コンサルタント技術
環境対応型技術
環境半導体

環境負荷の低減
企業から11の候補テ－マ

企業説明/企業パネル展示見学
技術援助

技術者総合ゼミ
技術振興/基盤整備

機能材料
機能性脂質
キャリア教育

キャリア教育支援室/キャリアポイント
キャリア支援/キャリアデザイン

牛乳パック蒸気船
教育研究活動の取組の紹介

教育を臨床する場
教員研修講座
共同教育
教務主事室
極寒環境

気楽に哲学的な対話を楽しもう
近傍デ－タの抽出

空中写真
グル－プワ－ク
ケネディ大統領

研修事業
県教育機関

県内産業が求める人材
現場を体験する
公開イベント
公開講座

工業高校からの推薦入学制度
高周波スパッタリング装置
工場見学旅行/工場実習

高専機構特別教育研究経費事業

14
14
34
39
6
29
12
20
6
32
30
33
27
29
27
21
9
40
30
16
27
18
17,19,20
28
21
28
21
32
18
28
27
37
36
2
3,7
10,29
4
22
27
36
3,7,8,10
10
5
40
18
9
10,20
2
10
38
40
35
41
5
14
29
29
8
6
10
10,29
3
27
6
11

……
……
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……
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……
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……
……
……
……
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……
……
……
……
……
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……
……
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……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

高専ロボコン
高専ロボットコンテスト

航走体
高電圧衝撃電圧発生装置

極低温
子どもたちの学びに迫る

個別相談
コミュニケ－ション能力

サイエンス・パ－トナ－シップ・プロジェクト（ＳＰＰ）
材料技術
逆さコップ
佐々川

佐世保市教育センタ－
佐世保市中学校教育研究会理科部会

佐世保市立児童文化館
サ－ボ制御
様々な視点

実験・観察・ものづくり・体験/実験ブ－ス
実験・体験教室
実験体験コ－ナ－

自作回路
自然災害に対して安全か

自然利用技術
実践的な学生教育の場

実体視
市町村教育機関
自動制御技術

ジャンボタニシの防除技術開発
就業能力

奨学金返済補助制度
小中学生

焼酎蒸留廃液
焦点形状

情報ネットワ－ク技術
情報発信

情報収集能力
職業人意識

食品のｐＨ測定法
人材育成

人材育成活動
人材育成事業

振動
水質浄化技術
推薦編入学制度
水中音響伝送機器

水中考古学
水中ロボット

水中ロボットコンベンション
スクライブ加工
スパッタリング法
スプ－トニク１号

青少年のロケット実験
成長機構

静電気の実験
静電気モ－タ-
精密計測技術

全国規模の教育イベント
全国大会でベスト４入り

ゼ－ベック効果
センタ－組織図
前提を問い直す
造船関連産業
操業デ－タ

総合的な技術教育
造船関連技術

10,21
12
30
27
32
9
3,7
4,5
17,20
27,28
20
17
20
20
16
34
10
21
17
18
19
41
27
16
41
29
28
27
8
3,8
16
36
31
28
22
5
4
20
22
8
1
28
27
8
27
29
27
29
31
33
14
14
32
17
20
28
12
13
37
26
10
23
35
10
28
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キーワード索引
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ソナ－実験/ソ－ラ－ボ－ト実験
他高専との連携

体験型プログラミングの導入教材
知識活用能力

地域科学技術理解増進活動推進事業
地域交流

地域連携キャリア教育
地元企業と連携した研究テ－マ

通信インフラ
中小企業人材育成事業

超流動Ｈｅ溶液
低温計測技術
低温成膜

低学年からの人生設計
デッキクレ－ン
手先の不器用さ
デ－タベ－ス
哲学カフェ
出前イベント
出前授業

出前授業と卒業研究をリンク
天気図を描くトレ－ニング
電池のいらない懐中電灯
導入用プラットフォ－ム

ドラム缶つぶし
長崎県理科支援員等配置事業

長崎市内
ナノテクノロジ－

南極観測
西九州テクノコンソ－シアム（ＮＴＣ）

日常的な言葉
熱電加熱/熱電冷却

熱電発電/熱電変換材料
熱

熱応力解析
ノズル

薄膜作製法
パソコンを使ったものづくり教育
バブルジェットエンジン（ＢＪＥ）
パルスレ－ザ堆積（ＰＬＤ）法
パルスレ－ザデポジション装置

ビジネスマナ－
微小範囲の光学特性

ビジョン
人を優しく救助するロボット

非破壊検査システム
フィ－ドバック制御

風林火山
複眼的・融合的な視野
複合型ものつくり工学
複合型生産技術者
フレキシブル基板

プレゼンの発表会＆協議会
プロセス制御
分野横断

ヘリコプタ－モデル
ペルチェ効果
ポンポン進む

マグデブルグ半球
マシンコミュニケ－ション市場

未来の技術大公開
未利用バイオマス
魅力ある学び
昔はどんな所

無線技術/無手順通信

27
29
16
5
19
10
4
2
39
23
32
28
33
5
38
9
35
40
10
9,10,17,27,29
16
20
17
16
21
17
18
32
38
4,22,23
40
37
37
28
31
30
33
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30
33
27
4
34
22
17
34
34
13
10
29
23
33
17
35
10
35
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41
20
39
28
36
9
41
39
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メカトロニクス
目標値への速応性

モ－タ－ドライブ回路の小型モジュ－ル
モデルロケット
ものづくり教育
ものづくり力
もの作り力低下
モバイル技術
問題解決能力
有機分解能力

輸送ロジスティック
ラジオの気象通報
理科・科学離れ

理科好きの子供達/理工系ブ－ム
理科支援/理科離れ・もの創り離れ

理科離れ
リサイクルおもちゃ製作
リサ－チワ－ク（ＲＷ）

流体
レ－ザアブレ－ション

レ－ザ計測
レ－ザ照射/レ－ザ分断条件

ロケット
ロケットを支える周辺分野

ロボコン部
ロボット

ロボットで環境探査をしよう！
ロボットの展示

ワイングラスハ－モニカ
若手技術者教育事業
ワンダ－ズ－ム万華鏡

ＣＡＤ
ＤＨＡ

ＪＡＢＥＥ
ＫＴＰ結晶
ＮＣ加工機

ＮＰＯ法人アジア水中考古学研究所（ＡＲＩＵＡ）
ＮＰＯ法人長崎県科学・産業技術推進機構

ＰＢＬ（ProblemBasedLearning）
ＰＤＣＡ（＝PlanDoCheckAction）

ＰＩＤ
ＶＯＣ処理技術

28
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2,9,10
1
28
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4
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20
15
1
17
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5
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10
15
12
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