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実行委員長挨拶 

 

 第 11回高専技術教育研究発表 in福井 

実行委員長 白﨑 恭子 

 

この度は，第 11回高専技術教育研究発表会 in福井にご参加頂きどうもありがとうございます．

高専技術教育研究発表会は，平成 22 年に木更津高専教育研究支援センター主催で“高専技術教育

発表会”として立ち上がり，第 4回発表会で現在の“高専技術教育研究発表会”へ改称されました．

その後，全国各地の高専から技術職員を中心とした高専教職員が一堂に集まる貴重な場として発展

するとともに，一定の割合の方が継続して参加するなど発表の場・情報交換の場として定着してき

ました．かくいう私も，採用初年度から毎年参加させて頂いており，リピーターの１人です．さら

に平成 30 年の第 9 回発表会は初めて木更津高専を離れ舞鶴高専教育研究支援センター主催で開催

され，発表会参加者だけでなく開催地の全国展開の第１歩となりました． 

 今回の発表会を本校教育研究支援センター主催で開催することが決まったのも，この第 9回発表

会の場でした．毎年参加させていただいていた発表会を主催するということで，どういった発表会

にしようか期待が膨らむ一方で，今まで木更津高専，舞鶴高専で続いてきた発表会を台無しにでき

ないという不安もありました．学会等とは異なり，普段の業務等身近な内容についても高専の技術

職員同士が自身の専門分野や所属の垣根を超え情報交換を行ったり交流したりできるという当発

表会の利点を意識しつつ，全国から技術職員が集まる貴重な機会として何かできることはないか，

今回の発表会ならではの特色が出せないかと，時には一度練った計画を白紙に戻し，時には数時間

にも及ぶ話し合いを積み重ねながら，２年間実行委員で試行錯誤して参りました．こうして企画さ

れたのが，水月湖年縞に関する招待講演と，安全衛生パネルディスカッションです．また，今回の

発表会では発表会の一般公開ということで，高専教職員以外の方にも聴講いただけるように致しま

した．参加申込数，発表申込数，参加申込機関数全てが過去最多となっており，今まで参加の無か

った高専や，企業，大学の方からも申込を頂いております．今回の発表会が，参加者の皆様の幅広

い交流と情報交換の場となるとともに，各所属校，ひいては全国高専全体での技術教育の発展につ

ながることを期待しております． 

最後になりますが，第 11 回高専技術教育研究発表会の開催にあたり，ご協力いただきました関

係者の皆様に深く感謝申し上げます． 

 

第 11回高専技術教育研究発表会 in福井 実行委員会 

実行委員長 白﨑 恭子  

内藤 岳史  

廣部 まどか 

久保 杏奈  

藤田 祐介  

片岡 裕一  
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開催概要 

 

開催日  令和 2年 3月 12日(木)～13日(金) 

 

会場  サバエ・シティーホテルおよび福井工業高等専門学校 

 

主催  福井工業高等専門学校 教育研究支援センター 

 

開催スケジュール 

会の進行によっては、時間が前後する可能性があります。予めご了承ください。 

 

3月 12日（木） 

 

13:00～13:20 開会式       会場：2階ブライトン A 

 

13:20～14:20 招待講演       会場：2階ブライトン A 

「’Lake Suigetsu’を支える技術」 

講演者 山田 圭太郎 専門研究員  

立命館大学 総合科学技術研究機構 古気候学研究センター 福井研究所 

 

14:20～14:30 写真撮影                     会場：2階ブライトン A 

 

14:30～15:50 パネルディスカッション     会場：2階ブライトン A 

「高等専門学校の環境安全を推進するには 

～安全衛生と化学物質管理の両面から～」 

 

16:00～17:00 ポスター発表        会場：2階ロビー・3階王山 

  

18:00～20:00 情報交換会       会場：2階ブライトン B・C 

 

3月 13日（金） 

 

8:45～11:45 口頭発表    会場：1階アザレア・2階ブライトン A・3階つつじ 

 

11:45～12:00 閉会式               会場：2階ブライトン A 

 

13:00～14:00頃 教育研究施設見学       会場：福井工業高等専門学校 
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発表会に関する各種お願い 

 

 

【開催に関するお願い】 

・ １日目の開会式の会場であるブライトン A（２階）には受付後 12：00から入場することが可

能です．２日目の各発表会場（３か所）は 8：30の開場を予定しております．開場時間までは

入場できません． 

・ 受付でお渡しした名札ケースは必ずご返却ください． 

・ お手元の資料の中に２種類のアンケートを同封させていただいております．それぞれ１日目

および２日目の終了時に回収させていただきますのでご協力ください． 

・ 招待講演中の映像や音声の記録は禁止とさせていただきます． 

・ ホームページや活動報告等の広報用に本校スタッフによる写真撮影や録画等の記録を行いま

す．支障のある方は受付スタッフにお申し付けください． 

・ 口頭発表で使用する電子データの移動は１日目のポスター発表中（16：00～17：00）に行って

ください．１階ロビーに各会場用のパソコンを用意するので動作確認までお済ませください． 

・ 会の期間中は携帯電話の電源を切るかマナーモードでの使用をお願いします． 

 

【使用会場に関するお願い】 

・ サバエ・シティーホテルの各会場内やロビーでのお食事は禁止とさせていただきます．水分補

給は構いません．飲料が必要な場合は４階の自動販売機をご利用ください． 

・ 喫煙は１階の喫煙スペースをご利用ください． 

 

【サバエ・シティーホテルご宿泊の方へのお願い】 

・ 開会式の前にホテルにチェックインすることはできません．ポスター発表終了後にホテルフ

ロントにてチェックインの手続きをお願いします． 

・ ホテルのチェックアウトは 11：00までとなっております．時間に余裕をもって手続きを行っ

てください． 

 

【施設見学に参加する方へのお願い】 

・ 閉会式終了後にホテルから福井高専に向かうのバスを２便運行します．指定されたバスにお

乗りください． 

・ それぞれのバスで高専に到着した後に昼食の時間を設けてありますので，ホテルの会場内お

よびロビーでのご食事はご遠慮ください． 

・ 福井高専内の食堂は営業していないため，事前に食事の準備をお願いします． 

 

 

発表会の円滑な運営のため，ご協力をお願い致します． 
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会場図 

1階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※16:00～17:00 

中央階段横のスライド回収場所に， 

各口頭発表会場毎の PCを用意します． 
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3階 ※移動はエレベーターをご利用ください 
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安全衛生パネルディスカッション 

「高等専門学校の環境安全を推進するには  

～安全衛生と化学物質管理の両面から～」 

 

 

 

「高等専門学校の環境安全を推進するには ～安全衛生と化学物質管理の両面から～」と題し，

安全衛生・化学物質管理や有害廃棄物処理に関するパネルディスカッションを開催します． 

現在，機構本部が定める安全衛生や化学物質管理に関するガイドラインや指針が存在しないた

め，各校が独自に環境安全への対応を進めています．また，環境安全関連業務は各校が組織的に

行っているとはいえ，技術職員個人の判断に委ねられている部分が存在するのが実状です．こう

した状況を改善するため，担当者が一堂に会し，各校での安全衛生や化学物質管理に関する取り

組み等の事例報告を通して情報共有をするとともに，それぞれが抱える問題等を直接話し合うこ

とのできる機会とネットワークの創出を目的として，このパネルディスカッションを開催します．   

また，今回の発表会 in福井開催を契機として，東日本地域において安全衛生活動を積極的に行

っている高専機構内の技術職員に声掛けを行い，平成 30年 4月「高等専門学校機構所属校におけ

る環境安全活動実施状況調査プロジェクト」を立ち上げ，活動中です．本プロジェクト活動の目

的は，各自の近隣高専などの視察やアンケート調査を実施するとともに，各校それぞれの優れた

取り組み事例や現在の問題点を浮き彫りにすることにあります．プロジェクト活動結果の一部に

ついて，今回のパネルディスカッションで報告します． 

今回の安全衛生パネルディスカッションを通して安全衛生と化学物質管理に対する理解度を高

め，参加者それぞれの立場で発言・行動することにより高等専門学校機構，ひいては全国国公私

立高等専門学校全体の環境安全をより推進することができると考えています． 

 

 

表 安全衛生パネルディスカッションパネラー 

所属校 主たる担当分野 氏名 

石川工業高等専門学校 安全衛生 能澤 真周 

明石工業高等専門学校 安全衛生 西村 厳生 

群馬工業高等専門学校 化学物質管理 荻野 和夫 

長岡工業高等専門学校 化学物質管理 星井 進介 

福井工業高等専門学校 

福井工業高等専門学校 

 

 

片岡 裕一 

 廣部 まどか 
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発表プログラム 

 

ポスター発表 3月 12日（木）16：00～17：00 

 

第 1会場 2階ロビー 

 

P-01 主体性を育む電子回路系実験方法への教材支援       pp.16 

太田 隆（仙台高等専門学校 広瀬キャンパス） 

P-02 舞鶴高専におけるメールサービス等の見直しと更新について                                 pp.18 

      能勢 嘉朗（舞鶴工業高等専門学校） 

P-03 鋳造実習で学生個々がばく露する粉じん濃度の測定                                         pp.20 

佐藤 孝幸（長野工業高等専門学校） 

P-04 ＣＮＣ旋盤を用いた研削加工の取り組み                                                   pp.22 

井上 智弘（奈良工業高等専門学校） 

P-05 工作実習レポート指導の紹介と学習効果測定                                               pp.24 

池戸 さくら（豊田工業高等専門学校） 

P-06 公開講座「和歌山高専サイエンス＆インダストリーウィーク」の実施                         pp.26 

天野 椋也，富山 太誠（和歌山工業高等専門学校） 

P-07 サイバー攻撃を防げるか体験して学ぶ情報セキュリティ教育教材の開発                       pp.28 

井手尾 光臣（小山工業高等専門学校） 

P-08 コーヒー製造プロセス副生物の再資源化についての創造工学における取り組み                 pp.30 

中川 元斗（鈴鹿工業高等専門学校） 

P-09 地域産業創生事業の支援について                                                         pp.32 

立石 清（阿南工業高等専門学校） 

P-10 公開講座「オリジナルランタンをつくろう」の開発と実施                                   pp.34 

神田 尚弘（津山工業高等専門学校） 

P-11 新たな実習テーマの検討                                                                 pp.36 

畑 亮次（舞鶴工業高等専門学校） 

P-12 高等教育機関での環境安全取り組み事例紹介                                               pp.38 

荻野 和夫（群馬工業高等専門学校） 

P-13 表面 Si-OH 基がコンクリート等の塩害劣化プロセスに与える影響                             pp.40 

      堀井 直宏（福井工業高等専門学校） 
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第 2会場 3階王山 

 

P-14 振動解析による切削加工条件の評価                                                       pp.42 

早川 幸弘（富山高等専門学校 射水キャンパス） 

P-15 図書館棟 1 階改修工事に伴う計画立案と学生ワークショップ                                 pp.44 

髙本 優也（舞鶴工業高等専門学校） 

P-16 海外の大学とのグローバル化に向けた連携教育支援                                         pp.46 

栗原 礼乃（群馬工業高等専門学校） 

P-17 サイエンス・ピクニック ～粘土で置物を作ろう～                                          pp.48 

福田 靖（徳山工業高等専門学校） 

P-18 物理学実験におけるマイコンを使ったテーマの開発と実施                                   pp.50 

中尾 三徳（津山工業高等専門学校） 

P-19 農水系研究費の獲得成果報告                                                             pp.52 

髙倉 慎（大分工業高等専門学校） 

P-20 時間外開館アルバイト業務の電子化                                                       pp.54 

三浦 翔平（秋田工業高等専門学校） 

P-21 機械工学科 1・2 年生に向けた工作機械実習の事例紹介                                      pp.56 

中川 朋彦（鈴鹿工業高等専門学校） 

P-22 機械加工におけるヘリカル加工中の工具振動と表面粗さの関係について                       pp.58 

小吹 健志（松江工業高等専門学校） 

P-23 機械工作実習におけるヒヤリ・ハット事例の収集活動                                       pp.60 

藤田 祐介（福井工業高等専門学校） 

P-24 マイクロ・クレデンシャル・ツールとしてのデジタルバッジの試行                           pp.62 

鈴木 徹（鶴岡工業高等専門学校） 

P-25 JR 土山駅におけるイルミネーション点灯事業                                              pp.64 

柿本 裕貴（明石工業高等専門学校） 
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口頭発表 3月 13日（金）8：45～11：45 

（発表時間 10分、質疑応答 4分） 

 

第 1会場 1階アザレア 

 

 

第 1セッション 8：45～10：00             座長：二谷 聡志（釧路工業高等専門学校）

   

学生から得られたアクティブラーニング型実習への評価について                                       pp.66 

中尾 卓嗣（豊田工業高等専門学校） 

ICT 測量による日本初の市街地カートレース開催への取り組み                                         pp.68 

表 真也（松江工業高等専門学校） 

自作品・既製品・既存品を組み合わせた物品管理体制の整備（3S活動）                                  pp.70 

川上 良平（明石工業高等専門学校） 

「教育関連プロジェクト」～はんだ付け講座～の実施報告                                              pp.72 

佐々木 匠（仙台高等専門学校 広瀬キャンパス） 

学生実験の理解度向上を目的 とした継続的改善の試み                                                pp.74 

泉野 浩嗣（石川工業高等専門学校） 

 

 

第 2セッション 10：10～11：25              座長：堀田 孝之（有明工業高等専門校） 

 

富山高専における NMRの管理体制について                                                           pp.76 

福安 崇宏 （富山高等専門学校 本郷キャンパス） 

釧路高専教育研究支援センター学内研修 

「WAF(Web Application Framework)を使った Webアプリケーション開発の基礎」実施報告                 pp.78 

二谷 聡志（釧路工業高等専門学校） 

金属探知機を題材とした公開講座の実施                                                             pp.80 

櫻井 一樹（舞鶴工業高等専門学校） 

簡単可愛い DNA模型作製教材の開発                                                                 pp.82 

宇野 修子（一関工業高等専門学校） 

アルミフレームを用いた階段昇降装置製作による実習教材の開発                                       pp.84 

澤田 直人（旭川工業高等専門学校） 
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第 2会場 2階ブライトン A 

 

 

第 1セッション 8：45～10：00        座長：嶋野 慶次（木更津工業高等専門学校） 

 

ナイロン製人工筋肉の実用化に向けた取り組み                                                       pp.86 

久保 杏奈（福井工業高等専門学校） 

地域鉄道における衝突防止補助装置の開発                                                           pp.88 

古林 達哉（明石工業高等専門学校） 

工業高等専門学校における消費者視点を取り入れた技術者倫理教育 

～カセットこんろ事故を題材にした能動的な技術者教育～                                             pp.90 

後藤 武志（近畿大学工業高等専門学校） 

舞鶴高専におけるドローンの活用事例                                                               pp.92 

西村 良平（舞鶴工業高等専門学校） 

土壌中の重金属類を簡便・迅速に可視化する検出材の開発                                             pp.94 

岸本 亮太（苫小牧工業高等専門学校） 

 

 

第 2セッション 10：10～11：25          座長：古林 達哉（明石工業高等専門学校） 

 

ＭＣＣ「工学基礎」に対応した安全教育動画教材の開発                                               pp.96 

加藤 康弘（小山工業高等専門学校） 

鋳造による筋力トレーニング用の鋳鉄製ウェイトの製作                                               pp.98 

吉武 靖生（久留米工業高等専門学校） 

ミニチュア建設機械を使った教育教材の活用について                                                pp.100 

込山 晃市（長岡工業高等専門学校） 

明石高専の「加工復習イベント」および新規「塑性加工実習」                                       pp.102 

西村 厳生（明石工業高等専門学校） 

高専技術教育研究発表会が高専教育に関わる重要性について                                          pp.104 

嶋野 慶次（木更津工業高等専門学校） 

 

 

第 3セッション 11：30～11：45          座長：片岡 裕一（福井工業高等専門学校） 

 

第 11回高専技術教育研究発表会 in福井の開催                                                     pp.106 

白﨑 恭子（福井工業高等専門学校） 
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第 3会場 3階つつじ 

 

 

第 1セッション 8：45～10：00               座長：東 和之（阿南工業高等専門学校）

  

企業-教員-技術職員-学生の協働によるプレラボ活動と低温乾燥杉を対象とした研究の実践                pp.108 

星井 進介（長岡工業高等専門学校） 

久留米高専の自由鍛造実習                                                                        pp.110 

今泉 宏啓（久留米工業高等専門学校） 

SharePoint を用いた業務の効率化の取り組みについて                                                 pp.112 

島野 竜成（函館工業高等専門学校） 

部門内研修 CO2レーザー加工機                                                                   pp.114 

小林 裕一郎（木更津工業高等専門学校） 

IC カード型学生証による学生出席確認システムの開発                                               pp.116 

川見 昌春（松江工業高等専門学校） 

 

 

第 2セッション 10：10～11：25             座長：星井 進介（長岡工業高等専門学校）

  

地域イノベーションコンソーシアム会員銘板の製作                                                  pp.118 

谷本 奈月（奈良工業高等専門学校） 

産学官連携による i-Construction に対応した技術者教育                                               pp.120 

安食 正太（松江工業高等専門学校） 

社会人向け情報セキュリティ基礎講座・管理講座の開講                                             pp.122 

淀 優介（長野工業高等専門学校） 

阿南高専と阿南市における連携事業 7 年の歩み～生物多様性先進地域を目指して～                     pp.124 

東 和之（阿南工業高等専門学校） 

豊田高専におけるロボコンを利用した創造性教育（NHK ロボコン編）                                pp.126 

渡辺 正人（豊田工業高等専門学校） 
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─────────────────────────────────────────── 
*仙台高等専門学校 広瀬キャンパス 教育研究技術支援室  **仙台高等専門学校 広瀬キャンパス 総合工学科 

主体性を育む電子回路系実験方法への教材支援 

 

太田 隆*  矢島 邦昭**  早川 吉弘**  白根 崇** 

 

要旨 

仙台高専広瀬キャンパスの 3年次の基礎実験（電子回路系）において，複数のテーマをあらかじめ BB（Blackboard）

で提示したうえで，定めた数時限に実験を行う方法で行っている．これは 1 テーマを 1 時限で行う一般的な実験

方法に比べ実験のスケジューリング，予習による実験時間の効率化，グループ内の進捗の管理など学生の主体性

を育む実験方法と考えられる．この実験の進め方や進捗管理のためのツールの試行，実験教材の改善などを報告

する． 

 

キーワード：主体的実験，電子回路実験用ボード教材，回路図，実態配線図 

     

１． ユニークな実験授業 

 

１・１ 時間配分 

一般的に実験の授業は 1 テーマの実験を 1 時限で行

い，毎回レポートの提出を繰り返し行っている．今回，

筆者らは複数テーマの実験を複数時限提供し行う従来

とは違った実験の取り組みを行った．（図１，図 2参照） 

 

１・２ 実験の進め方 

学生は授業開始までに BB によりテーマの概要を予習

し，資料のダウンロードや実験結果をすぐに記入プロッ

トできるように表やグラフを用意しておく．実験は各人

それぞれが与えられたテーマすべて行い結果をノート

に記入する．グループ内（3名）の実験結果も集計し各

自のノートの表とグラフに記入し，それぞれのデータの

妥当性をグループ内で検討する．グループ内の進捗は

「進捗状況シート」（図 3 参照）で管理し，他のメンバ

ーの進度を確認しながらデータを共有し，トラブル等は

協力し合って進める．教員側に質問があった場合には，

内容に応じ個人に回答するか，または全体講義で対応し

ている． 

レポートは与えられた複数テーマからグループ内で

選択し一人が１テーマを提出する．提出するレポート項

目を減らしてじっくり取り組めるよう配慮している． 

図 1 従来の実験イメージ 

図２ 行った実験イメージ 

図３ 進捗状況シート 

図４ 貸し出し部品ケース 
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１・３ 部品の個人管理 

実験が進むと部品の紛失や損傷が発生したため，部品

をセットにしたケース（図４参照）を全員分用意し個人

に貸し出し責任所在を明らかにした． 

 

２． 実験教材 E-Stationの改善 

 

２・１ 実験教材 E-Station 

 実験教材にオールインワンの E-Station（図５参照）を

用いている．これは A4版程のボード上に回路作成のブ

レッドボード，電源ｘ２，電圧計ｘ２，電流計，オシロ

スコープｘ２，信号発生器ｘ２が配置された電子回路実

験教材である． 

 

２・２ 部品間隔を広くとる改善提案 

学生は E-Station 上のブレッドボードに回路を作成し

実験を進めるが，ブレッドボードは部品点数の少ない回

路実験には不向きと考え，部品間隔を大きく開けて配線

することができるように，マグネット付きのキューブ状

の端子を考案・作成し，ホワイトボード上に自由に配置

し配線可能にした（図６参照）．また小サイズのブレッ

ドボード裏面にマグネットシートを張り付けたものを

作成し部品に合わせてブレッドボードとキューブ状端

子のどちらも利用可能にした．ホワイトボード上に回路

図を書き，その上に部品を配置し配線可能であり，回路

図から実態配線への思考をスムーズに行う一助になる

と考えられる． 

 

３． まとめと今後の展望 

 

 学生が主体性をもって実験を行えるように，複数の実

験テーマを複数時限で行う方法について，授業の方式と

教材の改善について報告した．個人個人のスキルを活か

しながら，グループ内の協力も必要であり，おおむね良

好である． 

今後もテーマ毎のポイントの提示の仕方を工夫し授

業方法の充実を図るとともに，IC を利用したテーマに

も対応できるような教材を提供し充実させたい． 

図５ E-Station 

図６ 改善後の E-Station 

図７ 実験の様子１ 

図８ 実験の様子２ 
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─────────────────────────────────────────── 
*舞鶴工業高等専門学校 教育研究支援センター 

舞鶴高専におけるメールサービス等の見直しと更新について 

 

能勢 嘉朗* 

 

要旨 

オンプレで運用してきた各種サービスについて，可用性とセキュリティレベル向上の観点から外部サービスへ移

行することを進めている．メールサービスは Office 365 A1，外向け DNS は Azure へ移行した．また，公式 web サ

ーバも外部サービスへ移行することを進めている．本稿では，主にメールサービスの移行について報告する． 

 

キーワード：メールサービス，クラウド，Office 365 

 

１． はじめに 

 

SNS 等のさまざまなコミュニケーションツールが利

活用されている中で，メールサービスも未だに重要なツ

ールとして利用されている．メールサービスの高可用性

化とセキュリティレベル向上のため，これまでオンプレ

で運用してきたメールサーバを外部サービスへ移行し

た．多くの外部サービスがある中，国内データセンター

使用が保証されていること，他高専での利用実績がある

こと，教育機関向けは無償であること，大手であること，

多要素認証に対応していることなどの理由から，

Microsoft Office 365 A1 を導入することとなった． 

 

２． 切り替えとセキュリティ対策 

 

２・１ テストと切り替え 

移行テストのため予め Office 365 A1 を契約し，

maizuru-ct.ac.jp ドメインの追加までを行っておいた． 

本校では大半の教職員が POP アクセスにてメールを

利用しているため，利用者の環境変化が少なくて済むよ

う，POP 利用を主軸に学内へ展開することとした． 

Thunderbird や Outlook，Apple Mail などの著名なメーラ

ーでのテストを行った． 

Office 365 には様々なサービスがあり，無償版の A1 に

おいてもメール以外に多くのサービスを利用すること

ができる．しかしながら，高専機構 Office 365 A3の利用

も可能でありすでに多くの利用者もいることから，本校

Office 365 では Exchange Online（メールサービス）を中

心に利用できるサービスを限定した． 

切り替え時は MX レコードを書き換えることになる

が，旧メールサーバの撤去日から逆算し，旧サーバから

POP 取得できる期間を設けながら各自メーラーに新サ

ーバ用設定をする必要があった．MXレコード更新前で

あっても，Office 365 から maizuru-ct.ac.jp ドメイン宛に

メールを送信すると Office 365 内に送信され旧メールサ

ーバには届かないこともあり，手順書やアナウンス文の

作成に苦労した． 

 

２・２ メーリングリストとエイリアス 

オンプレの旧メールサーバでは，メーリングリストを

fml にて，エイアリアスを Postfix の aliasesファイルにて

運用してきた．それぞれの機能を，Office 365 の配布グ

ループ（配布リスト）やルール，エイリアスといった機

能を利用することにより移植した． 

 

２・３ セキュリティ対策 

 大学等教育機関においても，Office 365 のアカウント

乗っ取りや不正アクセスによるインシデントが発生し

ている．このようなインシデントを少しでも防ぐため，

多要素認証を必須化することとした．認証作業が少し煩

雑になり，POP 運用であるが故メーラーでの設定も若干

煩雑であった．多要素認証非対応のメーラーの場合，サ
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インインパスワードとは別途「アプリパスワード」と呼

ばれるパスワードを取得し，メーラーに設定しなければ

ならない．利用者の利便性を損ねることになるので悩ま

しい選択であったが，本校ドメインを用いる重要な基幹

サービスの一つであることから，また，他の一般向けサ

ービスでも多要素認証が広まってきていることなどか

ら，導入に踏み切った． 

 

３． その他の技術的な設定等 

 

３・１ 事務部メールアドレスの見直し 

 本校事務部では，係名の付与されたユニークなアドレ

スを事務職員個人が使用してきた．人事異動の際に前任

者のメールデータを簡単に引き継げるといったメリッ

トがある一方で，係内で情報が共有されにくい，係名ア

ドレスのアカウント管理が煩雑である，などのデメリッ

トがあった．そこで，他高専でも取り入れられているこ

との多い，個人アドレスと係共通アドレスを併用する運

用に切り替えた．係共通アドレスは転送設定ではなく，

このような場面でよく利用される「共有メールボックス」

という機能を用いて発行し，事務職員各個人のメーラー

に設定してもらった．旧メールアドレスは個人宛へのエ

イリアスとして１年程度残すこととした． 

 

３・２ メール転送の禁止と学外からの利用 

個人の設定によるメールの学外転送を禁止とし，学外

からの利用についてはブラウザ上で動作する Outlook on 

the web や，スマホ用アプリケーションを利用してもら

うようにした．従来の webメールと比べ，使い勝手や安

定性，安全性は格段に向上している． 

 

３・３ POP運用による弊害 

 Office 365 の Exchange 上では，迷惑メールと判定さ

れたメールは web メール上の迷惑メールフォルダーに

振り分けられる．これは POPで取得することができず，

誤判定メールを見逃す恐れがある．そこで，Exchangeの

設定でスパムメールには件名の頭に[Spam]をつけるこ

ととし，さらに PowerShellにより「迷惑メールフォルダ

ーに移動しない」設定を行った．その他，誤判定を減ら

すため，受信許可送信者や受信許可ドメインの追加，接

続フィルターによるセーフリストの有効化等を行った． 

また，アプリパスワードについても，多要素認証で向

上したセキュリティレベルを落とすことになり得るの

で，今後検討が必要であると考える． 

 

３・４ サーバ等管理用アラートメール 

各種システムによる通知メールやサーバ等死活監視

のメールについては，すべて統一ネットワークの内部

SMTP サーバに向けた上で，Exchangeの「コネクタ」と

呼ばれる仕組みを利用し，組織外アドレスを含む受信者

に届くよう設定を行った． 

 

４． おわりに 

 

移行してみて，学内外を問わず以前より安全にメール

を利用できる，メールボックス容量が大幅に増加した，

稀に障害も発生するもののサービスが安定している，無

償版にも関わらずヘルプやサポートが手厚い，GUI や

PowerShell による細かい制御や設定が可能，定例の電気

点検等停電時にも利用可能である，スパムフィルタやマ

ルウェア除去の機能がしっかり働いている，などのメリ

ットを感じている． 

一方で，無償版の A1 では Azure AD で利用できる機

能に制限がある，利用者が管理しなければならないアカ

ウントが増えた，最初だけであるが多要素認証やメーラ

ーの初期設定が若干煩雑である，1年分のログの取得に

は工夫が必要，高専機構 Office 365 のアカウントと混同

する，などのデメリットもあった． 

 メールサービスを移行して 1 年が経とうとしている

が，引き続き，利便性とセキュリティレベルの向上を目

指し，メンテナンスしていきたい． 

同時に，外向け DNS も Azure DNS へと移行した．ま

た，公式 web サーバについても，外部サービスへの移行

を進めている．停電や障害により学内サーバが停止する

ような場合でも，メールの利用と情報公開ができる体制

がようやく整備されつつある． 

複数の高専の情報担当者の方にご助言をいただきま

した．この場を借りて御礼申し上げます． 
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鋳造実習で学生個々がばく露する粉じん濃度の測定 

 

佐藤 孝幸* 

 

要旨 

鋳造実習で発生する粉じんは，大気汚染による PM2.5問題と同様であり，学生が将来的に完治不能な「じん肺」を

発症する健康リスクの原因となっている．したがって，長野高専（以下本校）では労働安全衛生法に基づいて定め

られた「粉じん障害防止規則（以下粉じん則）」1)に批准するため，専門業者に依頼して粉じん濃度を定点測定し

ている．しかし，各学生が常に粉じん計の周囲で作業していないことから誤差があると考え，作業者装着型粉じん

計を用いて学生個々がばく露する粉じん濃度の測定を実施した．その研究成果をここに報告する． 

 

キーワード：鋳造実習，浮遊粒子性物質（粉じん），作業者装着型粉じん計 

 

１． 粉じんとじん肺 

 

１・１ 粉じんとは 

 粉じんは，大気汚染で問題となっている PM2.5と同

様で，粒径が 10μm以下の浮遊粒子状物質（以下 SPM：

Suspended Particulate Matter）である．図 1に，SPM

の大きさを毎年花粉症で話題となるスギ花粉との比較

で示す． 
 

 
 

図 1 粒径の比較 
 

 SPM は，大気中に飛散するとしばらく降下せず，粒

径が小さいほど長く空中に留まる．また，吸入すると

肺の奥まで侵入し，高濃度のものを長期間ばく露する

と完治不能な「じん肺」を発症する． 

 

１・２ じん肺患者数の推移 

 日本では，昭和 54 年に労働安全衛生法に基づいて

実施するために粉じん則が定められ，職場の環境改善

が進められた．表１にじん肺健康診断の統計を示すが， 

 

表 1 じん肺健康診断の統計（在職者のみ）1)，2) 
 

年度 
粉じん作業 

従事労働者数 

じん肺 

有所見者数 

じん肺 

新規所見者数 

昭和 55年 572,086 42,387 2,108 

昭和 60年 589,758 39,376 1,353 

平成元年 525,135 29,294 1,238 

平成 4年 403,378 22,083 1,060 

平成 10年 377,556 15,530 1,424 

平成 15年 351,731 7,304 1,243 

平成 20年 456,936 4,752 244 

平成 25年 492,788 2,493 227 

平成 26年 515,015 2,225 107 

平成 27年 515,187 1,935 106 

平成 28年 555,060 1,807 122 

（厚生労働省 HPおよび労災疾病等研究普及サイト HPより） 

 

粉じん則の施行によって有所見者数は大幅に減少した．

新規所見者数も減少し，ここ数年は横ばいとなってい

るが，ここには退職者や離職者には含まれておらず，

結核などの合併症の患者数でカウントされている可能

性もあるため，潜在的な患者数はうかがい知れない． 

 

１・３ 作業環境測定 

 各事業所には，有資格者による作業環境測定が義務

付けられており，本校においても専門業者に依頼して

定点測定で実習中の粉じん濃度の測定を行っている．

しかし，実習の場合は各学生が終始動き回るため，定

点測定が適切であるか不明であった．また，休憩場所

が作業場所とは別部屋であるため，現状では休憩時間

中の粉じん濃度の測定は実施されていない． 

*独立行政法人国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校 技術支援部 
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２． 実施概要 

 

２・１ 作業者装着型粉じん計による測定 

 学生に，図 2の作業者装着型粉じん計の装着を依頼

し，休憩を含む 2.5時間の粉じん濃度を測定した． 

 

 
 

図 2 作業者装着型粉じん計 

 

今回使用した粉じん計は，相対濃度[cpm：count per 

minute]で計測されるため，粉じん濃度（質量濃度）

[mg/m3]は質量濃度換算係数K（以下K値）[(mg/m3)/cpm]

を用いて式 1で算出した．今回は専門業者による環境

測定時に得られた K値＝0006[(mg/m3)/cpm]とした． 
 

質量濃度[mg/m3]＝K値×相対濃度 ・・・(1) 

 

２・２ 管理濃度 

 粉じん則では，作業者を保護するために各種粉じん

の管理濃度や許容濃度が定められており，鋳物砂など

の場合は，遊離けい酸含有率 Q（以下含有率 Q）[%]か

ら式 2で算出する管理濃度 E[mg/m3] 1)が用いられる． 
 

管理濃度 E[mg/m3]＝ 
3.0 

 ・・・(2） 
1.19Q＋1 

 

含有率 Q は，PM4 分粒装置と X 線分光回折装置を用

いて測定するが，今回は専門業者による作業環境測定

時に得られた値 Q＝12.7[%]を用いて算出した．結果，

管理濃度 E＝0.19[mg/m3]であった． 

 

３． 実験結果と考察 

 

 図 3に 2019年 12月 9日に実施した測定のデータを

片対数グラフで示すが，管理濃度 Eを常時上回ってお

り，休憩時間中にマスクを外すことは健康リスクがゼ

ロとは言えないことが確認できた．休憩時間中に粉じ

ん濃度が管理濃度 Eを下回らない原因としては，作業

中に衣服や体表面へ付着した粉じんが，再度飛散して

いることが考えられる．また，最大で約 275 倍の

52.28mg/m3 に達することもあり，2.5 時間の平均濃度

は 5.40mg/m3 であったことから，管理濃度よりも高濃

度の環境下にさらされていることが分かる． 

 

 

 

 

 

 

 
 

      時間 [h] 
 

  図 3 粉じん濃度の時間推移（2019年 12月 9日） 

 

４． まとめ 

 

本研究では，作業者装着型粉じん計で学生個々がば

く露する粉じん濃度を測定し，管理濃度との比較を行

った．その結果，実習時間中は管理濃度を常時上回っ

ており，現状の作業環境測定が実習においては最適で

ないことや，休憩中であっても防じんマスク外すこと

の健康リスクも確認できた．したがって，今後は休憩

の前に衣服や体表面に付着した粉じんの強制除去を検

討している．また，K 値や含有率 Q は別の日の値であ

ることから，測定時との誤差を検証する必要がある． 

本研究は，日本学術研究会より「平成 31年度 科学

研究費補助金（奨励研究）19H00509」の助成を受け遂

行されたことをここに報告し，深謝いたします． 
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1)厚生労働省（粉じん則，じん肺健康管理状況，管理

濃度・許容濃度一覧），https://www.mhlw.go.jp/． 

2)労災疾病等研究普及サイト，職業性呼吸器疾患，

https://www.research.johas.go.jp/． 
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─────────────────────────────────────────── 
*奈良工業高等専門学校 教育研究支援室  **奈良工業高等専門学校 機械工学科  ***日本ボールバルブ株式会社 

ＣＮＣ旋盤を用いた研削加工の取り組み 

 

井上 智弘*  和田 任弘**  楯野 誠夫*** 

 

要旨 

表面処理を施した製品に研削を行うことで寸法精度・表面粗さを得るが，カップ砥石では加工時間が長くなるこ

とから加工効率の向上が課題となっている．これまでの研究よりセグメント砥石の効果が確認できたため，実際

の製造工程を想定した加工を行うことになった．そこで，研究への支援業務として，CNC 旋盤を用いた旋削・研

削加工を行った．加工の準備および NC プログラムの作成，旋盤の研削加工への対策などを行ったので，その取り

組みについて紹介する．取り組みの成果として，CNC 旋盤を用いた旋削・研削加工を行うことはできたが，研削

加工での切りくずの処理（研削液のろ過），研削加工の精度に関する課題が明確になった． 

 

キーワード：CNC 旋盤，研削加工，セグメント砥石，カップ砥石，ペーパーフィルタ，ろ過 

 

１． はじめに 

 

奈良工業高等専門学校ものづくり実験・実習棟実習

工場には株式会社森精機製作所（現在は DMG 森精機

株式会社）より寄贈された CNC 旋盤があり，今回この

CNC 旋盤を用いて旋削・研削加工を行ったので，その

取り組みについて紹介する．なお，CNC 旋盤の仕様は

表 1 のとおりである． 

 

表 1 CNC旋盤の仕様 

機種 DuraTurn 2050MC 

ベッド上の振り 610 mm 

最大加工径 φ340 mm 

最大加工長さ 436 mm 

主軸回転速度 4,000 min-1 

刃物台工具取付本数 
12本 

(ミーリング機能付) 

刃物台回転工具主軸回転速度 6,000 min-1 

 

２． 研究への加工支援 

 

本校と日本ボールバルブ株式会社（以下，NBV とす

る）との共同研究におけるボールバルブの加工効率向

上の取り組みとして，表面処理に適した研削条件を選

定する目的で加工支援を行った． 

NBV では，ボールバルブのボールの研削には専用の

研削機を用い，カップ砥石を使用している． 

この加工方法に対して本校では，CNC 旋盤を用いて

ボールを旋削し，NBV へボールを送付して表面処理を

行ってもらい，旋削を行った CNC 旋盤で研削する．な

お，研削には先行研究の結果からセグメント砥石を用

いた． 

 

３． 旋削・研削加工 

 

３・１ 加工の概要・準備 

本校で行った加工は以下の 2 工程である． 

・ボール球体部の旋削加工 

・表面処理後のボール球体部の研削加工 

なお，加工時間の短縮化・加工速度の高速化をねらい

としているため，主軸と回転工具主軸を同時に回転さ

せて研削加工を行った． 

加工の準備としてボールの取付方法について検討し

た．CNC 旋盤のチャックには生爪が取り付けられてい

るが，標準爪（全高 38 mm）のためボールの位置決め

と把持の両立に不安を感じたため，生爪を活用してボ
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ールを把持する治具の設計・製作を行った．NBV より

提供されたボールおよび製作した治具を図 1, 2 に示す． 

 

図 1 ボール 

図 2 製作した治具 

 

３・２ ボールの旋削加工 

製作した治具を用いてボール球体部の位置決めを行

い所定の寸法に旋削加工を行った．表面処理の種類に

よってボール球体部の寸法を 2 通りに仕上げる必要が

あるため，NC プログラムを 2 種類作成した． 

 

３・３ ボールの研削加工 

図 3 に示すセグメント砥石を用いて表面処理された

ボールの研削加工を行った．設定した主軸（ボール）

および回転工具主軸（砥石）の回転速度を表 2 に示す． 

 

 

図 3 セグメント砥石 

 

表 2 研削加工での主軸・回転工具主軸の回転速度 

主軸（ボール） 10 ～ 60 min-1 

回転工具主軸（砥石） 1,500 ～ 4,500 min-1 

 

なお，湿式研削で行うため，研削液が流れ込むチッ

プバケットにパンチングメタルとペーパーフィルタを

設置して切りくずをろ過する対策を行った．また，刃

物台や心押台の摺動部カバーにもペーパーフィルタを

設置し，送り機構への対策も行った． 

加工は研削面を確認しながらの作業になるため，一

定時間研削して表面を確認した後，その度 NC 文を直

接修正して切込量を調整するプログラムの構成とした． 

 

４． 研削加工後の CNC旋盤 

 

加工終了後の CNC 旋盤各部の様子を図 4 に示す．

図 4 (a)のフィルタに黒い粉が付着しており対策の効果

を確認することができた．しかし，図 4 (b)の CNC 旋

盤下部にあるクーラントタンクの底にも黒い粉が堆積

していたことから，フィルタのろ過性能が不足してい

たと思われる． 

 

  

図 4 研削後の CNC旋盤各部 

 

５． おわりに 

 

旋盤の研削対策が十分ではなかったが，CNC 旋盤を

用いて研削加工を行うことができた．なお，研究成果

が有用であったため今後も継続する可能性があること

から，旋盤の研削対策を改善する必要がある．現状，

カップ砥石での研削と比較して加工精度が低いため，

研削精度の向上も必要である． 

また，この経験を活かして CNC 旋盤を他の業務で

積極的に使用していきたい． 

(b)クーラントタンク底 (a)ペーパーフィルタ 
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─────────────────────────────────────────── 
*豊田工業高等専門学校 ものづくりセンター 

工作実習レポート指導の紹介と学習効果測定 

 

池戸 さくら* 

 

要旨 

本校の機械工学科では工作実習後にレポート提出を課題としている.学生が読みやすくわかりやすいレポートを書

けるようになるために,プリント（レポート見本,悪い例,レポートのヒント）の配布などを含めたレポート指導を行

っている.今回,レポートの形式と内容についてチェックリストを作成し,レポート指導プリント配布による学習効

果の有無を調査した.その結果,チェックリストによる評価が配布前より配布後の方が僅かに（4%）増加していた.

誤差のような微増のため今後指導方法を改善したい.また,評価方法に関して多くの課題が見つかったため,評価方

法に関しても検討していきたい. 

 

キーワード：工作実習，機械工学，レポート指導，効果測定 

 

１． レポート指導の紹介 

 

１・１ レポート指導プリント 

 「レポートの注意」 

初めてレポートを書く 1 年生に向けて,最低限気を付

けて欲しいことをまとめてある.内容は「教科書の丸写

しはやめましょう」「実習で学んだこと,注意することを

書きましょう」「漢字で書きましょう」など. 

 「レポートの良い例」 

 実習レポートの書式で,実習では行っていない仮想の

テーマで作成してある.良い例として示しているが,こ

の書き方に沿って書かなければいけないのではなく,あ

くまで例のひとつであることも伝えている. 

 

 

図 1 レポートの良い例 

 

 「レポートの悪い例」 

 書き込み量が少なく,目的語や切削条件,単位の記述

が足りない悪い例 Aと,書き込み量はあるが改行や字下

げ,見出しが一切ないために非常に見づらくなっている

悪い例 Bがある. 

 「レポートのヒント」 

 1,2年生のときは教わったことをまとめて書くだけだ

ったが,3 年生では PBL 実習を行っているため,自分が

行った作業を説明する必要がある.その際に自分がその

日に行った作業だけでなく,班全体の作業や問題点,こ

れから行う作業等にも目を向けるように作成した. 

 昨年度までは,1年生の頭に「レポートの注意」と「レ

ポートの悪い例」,2年生の頭に「レポートの良い例」,3

年生の頭に「レポートのヒント」を配布していた. 

今年度は,レポート指導プリントの特に「レポートの

良い例」と「レポートの悪い例」による学習効果の測定

のために,1 年生の 9 回分実習が終わった後に「レポー

トの良い例」と「レポートの悪い例」を配布した. 

 

１・２ レポートコメント 

各実習の指導者がレポートにコメントを付けて返却

しているが,コメントを読まずに何度も同じ注意を受け

る学生もいる.実習は持ち回りで行っているため,レポ
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ートをチェックした後,口頭で学生に注意することが難

しい.1 年生に対してのみ,実習の最初 5 分を使い,班全

体に対してコメントを伝えている.レポートの書き方に

ついてだけでなく,実習内容に関して間違った理解をし

ている場合もその場で伝えている. 

 

２． 学習効果測定方法 

 

レポートの形式と内容について,定量的に評価するた

めに,チェックリストを作成した.レポート例の配布前 8

回（オリエンテーション除く）と,配布後 8 回の実習レ

ポートをチェックリストに基づき点数化した. 

 形式についてのチェックリストは表 1のように 10点,

内容についてのチェックリストは実習 1回に対して 5点

挙げた.内容についてのチェックリストの例を表 2 に示

す. 

  

表 1 レポートチェックリスト（形式） 

✓ 作業内容等の欄が全て埋まっている 

✓ 切削速度,回転数などの 

工作条件が記入されている 

✓ 具体的に書かれている 

✓ 空き行が 4行未満である 

✓ 考察,または感想が書かれている 

✓ 直線を引く際に定規を使っている 

✓ 段落分けが行われている 

✓ 図番号と図名称が書かれている 

✓ 安全上の注意が書かれている 

✓ 冗長な文でない（1文は 3行以下） 

 

表 2 レポートチェックリスト例（内容・旋盤の中ぐり） 

✓ 寸法公差の説明をしている 

✓ 切削後の内径が寸法公差に入ったか書いてある 

✓ ヤトイの説明をしている 

✓ 中ぐりバイト使用時の注意が書いてある 

✓ 内径測定器の説明をしている 

 

３． 測定結果 

 形式に関してのチェックリストの平均点が,プリント

配布前 7.1 点（10 点満点）から,配布後 7.5 点に増加し

た.内容に関してのチェックリストの平均点がプリント

配布前 3.3点（5点満点）から 3.5点に増加した. 

 

４． 考察 

 

 測定により形式,内容共にチェックリストによる評価

が僅かに（4%）増加した.プリント配布前後で数人の学

生の図番号と図名称の書き方が改善されていたこと以

外は,チェックの過程でも劇的な変化はなかった. 

チェック最中に感じたチェックリストに対する問題

点として以下のレポートが挙げられる. 

・「切削速度,回転数などの工作条件が記入されている」

という項目において,回転数は書かれているが切削速度

が書かれていないレポート 

・図番号は書かれていないが,「図→図→図」のように,

分かりやすく作業手順を説明しているレポート 

・1 文 3 行以上あるが,文章構成能力が高く冗長に感じ

ない文章が書いてあるレポート 

・使用した工具に関して説明をしているが,説明が不十

分なレポート 

また,本校の機械工学科の実習では,学生が 4 班に分

かれ 2回ずつ 4テーマの実習を受け,その後 5班に分か

れ 4 回ずつ 5 テーマの実習を受ける形式である.そのた

め,この調査方法だとプリント配布後の 8 回の実習のテ

ーマが班ごとに異なってしまう.同じ実習に対して比較

するためには,実習が 4 回終わった段階でプリントを配

布し,その後 4回と比べるべきであった. 

 

５． 今後の課題 

 

 レポート指導プリントを配布しても,レポートにコメ

ントを書いても,改善が見られない学生もいる.そのよ

うな学生に対して,どのようなアプローチをしていくか

今後も考えていきたい.判断に悩むようなレポートが出

ないように,どのようなレポートが「分かりやすい」「良

い」レポートなのか,明確な基準を探し,チェックリスト

に落とし込んでいきたい. 
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─────────────────────────────────────────── 
*和歌山工業高等専門学校 技術支援室 

公開講座「和歌山高専サイエンス＆インダストリーウィーク」の実施 

 

天野 椋也*  櫻井 祥之*  岸川 史歩*  下村 樹*  谷 皓仁*  富山 太誠* 

 

要旨 

今までの公開講座では各講座に既に興味のある小・中学生が参加することがほとんどであり，自分が興味ある事

を再認識するだけで新しい発見につながりにくいのではないか？子供たちに新しい興味を持ってもらうためにい

ろんな分野の講座を体験してもらう機会を作りたい．その中から本当に興味のあることを子どもたちに探しても

らいたい．体験して楽しむ場から，体験して楽しんで探す場になることを目的として行う． 

 

キーワード：公開講座，地域貢献 

 

１． 和歌山高専サイエンス＆ 

   インダストリーウィークとは 

 

１・１ 概要 

和歌山高専の技術支援室の各グループで実施してい

た公開講座を集結．連続した 3日間（8月 19日～21日）

で機械，電気，情報，化学，環境の 5つの分野の公開講

座を実施．すべてのテーマに参加できる人を優先した． 

 

表１ サイエンス＆インダストリーウィークのテーマ 

 

１・２ 【機械系】３Dウッドパズル 

生産加工グループが設計し工場内のレーザー加工機

にて MDF版を加工した木製のパズル．完全なオリジナル

作品．制作難易度は高め． 

 

 

図１ ３Dウッドパズル「バイク」 

 

１・３ 【電気系】電子ホタルをつくろう 

光の明るさに反応して LED を光らせ，音楽を流す回

路を作成する．始めにブレッドボード上で試作を行い，

ユニバーサル基盤にはんだ付けを行っていく．半田ごて

を初めて使う参加者もいるため使用方法をレクチャー

した． 

   

図２ 電子ホタル作成中 

 

テーマ 
主担当 

グループ 

3Dウッドパズル 生産加工 

電子ホタルをつくろう 電気情報 

プログラミング入門 電気情報 

目で見る科学 

～感光性基盤と分子模型～ 
化学環境 

「ペーパークラフト」でまちづくり 化学環境 
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１・４ 【情報系】プログラミング入門 

プログラミング用サイトの「プログラミン」を使って

レースゲームを作成する．ブロックプログラミングなの

で入門編にはぴったりである．また，「デッドロック」な

どのプログラミングをする上で注意しないといけない

こと「みかんゲーム」で体感的に学んでもらった． 

    

図４ プログラミン 

 

１・５ 【化学系】目で見る科学  

～感光基盤と分子模型～ 

感光基盤に好きな絵を描いて光を当てることにより

化学反応が起こり描いた絵だけが残るという実験．また

水をかけると引っ付くビーズを使って分子模型を作っ

てもらい，目で見て化学を感じてもらった． 

  

図５ 感光基盤 反応後 

 

１・６ 【環境系】ペーパークラフトでまちづくり 

5 人＋講師でチームを作り自分たちできめたテーマに

沿ってまちを作っていく．最後に自分たちが作ったまち

のアピールポイントを発表してもらった． 

     

図６ まちづくり中 

 

２． アンケート結果 

 

5 テーマ全ての講座に参加した 10 名に対してアンケ

ート実施し以下のような結果になった． 

・和高専の受験を考えている 

  受験したい：6 名 受験したくない 2 名  

  まだわからない 2 名 

 

・受験する学科が変わった？ 

（受験したいと回答した 6 名に対して） 

変わった：1 名 変わらない：5 名 

 

・今回の講座で受験に対する気持ちの変化は？ 

   （まだわからないと回答した 2 名に対して） 

   受験したくなった：2 名 

 

・今回の講座で，将来自分が勉強したいと 

思うことが見つかった？ 

見つかった：8 名 まだわからない 2 名 

 

その他にも，後日保護者の方から親子共々高専に行き

たい気持ちが高まりましたと感謝状をいただきました． 

 

３． まとめ 

 

よかった点 

・目的としていた，子どもたちが本当に興味のある分

野さがしの手伝いができた 

改善が必要な点 

・午前開催の講座で時間オーバーが発生して，昼食時

間が短くなった．講座の時間設定の検討が必要であ

る． 

今後の予定 

・講座の数・内容・時間・開催日数について話し合い，

来年度以降も続けていく予定． 

 

当公開講座は文具財団の助成を受け開催しました． 

基材

銅箔面
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─────────────────────────────────────────── 
*小山工業高等専門学校 教育研究技術支援部技術室 

サイバー攻撃を防げるか体験して学ぶ情報セキュリティ教育教材の開発 

 

井手尾 光臣*  

 

要旨 

近年，インターネットの普及に伴い，誰でも簡単にソフトウェアを利用することができる．しかし，ソフトウェ

アの使い方によって，システムやネットワークに影響を与えてしまう．例えば，ネットワークツールの誤った使

い方は，サイバー攻撃になる危険性がある．本研究では，ネットワークツールの誤った使い方がサイバー攻撃に

なる危険性を学生に疑似体験させることを目的とした情報セキュリティ教育教材の開発を行った． 

 

キーワード：サイバー攻撃，ネットワークツール，ファイアウォール，情報セキュリティ教育，教材開発 

 

１． はじめに 

 

近年，インターネットの普及に伴い，誰でも簡単にソ

フトウェアを利用することができる．しかし，ソフトウ

ェアの種類によっては，使い方を誤るとシステムやネッ

トワークに影響を与えてしまう．例えば，ネットワーク

ツールを学生が興味本位や故意に第三者の管理するサ

ーバに使用することは，サイバー攻撃になる危険性があ

る．本研究では，サイバー攻撃の加害者になるような危

険性について，実験を通して学生に疑似体験させること

によって，ネットワークツールの正しい使い方及びサイ

バー攻撃を防ぐための基本的なセキュリティ対策を理

解させることを目的として，危険性疑似体験型の情報セ

キュリティ教育教材の開発を行った．本稿では，開発し

た情報セキュリティ教育教材の概要及び実験内容につ

いて報告する． 

 

２． 教材開発の概要 

 

本教材は，ネットワークツールの外部サーバに対する

使用が攻撃になる危険性やファイアウォール 1)を用い

て攻撃を防ぐことができるのかを確認するため，図 1

に示す実験ネットワークを構築した．実験ネットワーク

は，ハードウェア型ファイアウォール 1台，管理・設定

用 PC（Windows 10 搭載）1台，クライアント PC及び

ネットワークサーバ各 1台を接続して構成している． 

ネットワークサーバ及びクライアント PC は，小型の

シングルボードコンピュータであるRaspberry Piを用い

て構築し，OS は Linux ディストリビューションの Kali 

Linux を使用した．構築したネットワークサーバは，

HTTP サーバや SSH サーバ等のネットワークサービス

を動作させた．クライアント PC は，Linux で動作する

ネットワークツールをインストールして使用した． 

ファイアウォールは，小中規模ネットワーク向けの

YAMAHA FWX120 を使用し，実験ネットワークの LAN

と WANの通信を行うため，ルータモードとして動作さ

せた．ファイアウォールの設定は，管理・設定用 PCの

Web ブラウザを使用し，設定ページからセキュリティ

機能の設定や通信記録の確認等を行うことができる． 

 

 

図１ 実験ネットワークの構成図 
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３． 実験内容 

 

開発した教材は，小山高専電気電子創造工学科 3 年

生または 4 年生を対象とした学生実験の実験テーマと

して導入することを想定している．実験人数は，1つの

実験ネットワークにおいて 3人程度を考えている． 

実験方法は，図 1の実験ネットワークを構成し，ファ

イアウォールの使用方法及びネットワークの通信確認

を行う．次に，クライアント PCから表 1に示すネット

ワークツールを実行し，ネットワークサーバにアクセス

する．この時の通信をファイアウォールのダッシュボー

ド機能を使用し，不正アクセス検知履歴やトラフィック

情報をリアルタイムに監視する．また，サーバの動作状

態を確認し，ネットワークツールの誤った使用がどのよ

うな攻撃になるのか，ファイアウォールのセキュリティ

機能を使用して攻撃を防ぐことができるのかを確認す

る実験を行う．以下に，実験内容の一部を紹介する． 

 

 ３・１ ネットワーク調査ツール 

Pingコマンドを使用し，管理者ユーザのみ使用可能

なオプション［-f：短時間に送信］，［-l：指定した回数

を高速に送信］を付けてサーバに実行する．この通信は，

大量の ICMP パケットを送信してネットワークに負荷

をかける「ICMP Flood 攻撃」になる． 

 

３・２ ポートスキャンツール 

Nmap コマンドを使用し，サーバにポートスキャンを

実行する．この通信は，「TCP SYN and FIN」等の不正

な TCP パケットの送信，稼働サービス及びバージョン

等の情報を収集する「ポートスキャン攻撃」になる． 

 

３・３ Webサイト負荷テストツール 

Apache Bench（ab コマンド）を使用し，オプションの

［-n：総リクエスト数］，［-c：同時接続数］の数値を上

げて対象の URLに負荷テストを実行する．この通信は，

大量の HTTP リクエストを送信し，サーバに負荷をかけ

る「DoS（Denial of Service）攻撃」になる． 

 

 

表 1 使用ネットワークツール 

種類 ソフトウェア名 

ネットワーク調査 Ping，Hping3 

ポートスキャン Nmap，Zenmap，Hping3 

ファイルダウンロード Wget，Curl 

Webサイト負荷テスト Apache Bench 

パスワードクラック Hydra，Sparta 

パケットキャプチャ Wireshark 

 

 ３・４ ファイアウォールによるサイバー攻撃の防御 

ファイアウォールでは，不正アクセス検知履歴から送

信元アドレスを特定し，入力遮断フィルターを設定する

ことにより，不正なパケットを破棄して攻撃を防ぐ． 

このファイアウォールの基本的なセキュリティ対策

を使用し，ネットワークツールによる LAN から WAN

に対する攻撃を防ぐことができるのかを確認する． 

 

４． おわりに 

 

ネットワークツールの誤った使用がサイバー攻撃に

なる危険性及び攻撃を防ぐための基本的なセキュリテ

ィ対策について，実験を通して学生に疑似体験させる教

材の開発を行った．開発した教材は，安価なファイアウ

ォール製品とRaspberry Piを利用していることから学生

実験に十分利用可能である．ただし，ネットワークツー

ルは実際のサイバー攻撃に使うことができるため，学生

に使用させる場合は注意する必要がある． 

今後，実験内容及び実験書の改善を図り，学生実験の

実験テーマとして導入を目指したいと考えている． 

 

５． 謝辞 

 

本研究は，JSPS科研費19H00176の助成を受けたもの

です． 

 

参 考 文 献 

 

1) 三輪賢一，プロのための図解ネットワーク機器入門，技術

評論社，（2013），pp.284-362． 
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─────────────────────────────────────────── 
*鈴鹿工業高等専門学校 教育研究支援センター  **鈴鹿工業高等専門学校 生物応用化学科 

コーヒー製造プロセス副生物の再資源化についての 

創造工学における取り組み 

 

中川 元斗*  平井 信充** 

 

要旨 

創造工学にて「副生物の再資源化」を目標に様々な取り組みを行っている中でコーヒー製造プロセスから発生す

る副生物であるボイラー燃料集塵灰（以下，集塵灰）を用いて陶磁器用釉薬の作製を試みた．X 線回折および SEM-

EDX 解析の結果，集塵灰には複数の塩類が含まれており，釉薬に利用する場合には灰汁抜きが必要であることが

分かった．そして集塵灰など成分の混合比を変化させた釉薬を塗布したテストピースを作製し，高専祭での人気

投票を実施した．その結果が上位の混合比のものについて，コーヒーカップに塗布し本焼成を行い，集塵灰の陶磁

器用釉薬へ利用が可能であることを確認した． 

 

キーワード：副生物，再資源化，集塵灰，釉薬，創造工学 

 

１． テーマ概要 

 

 １・１ まえがき 

 鈴鹿工業高等専門学校（以下，本校）では全学科でエ

ンジニアリングデザイン教育の一環として，4年次にお

いて「創造工学」を必修科目として開講しており，その

なかで生物応用化学科は現在，1 テーマ当たり 3～5 人

の学生が教員の設定したテーマについて課題を見つけ，

その解決に向けて取り組んでいる． 

平成 28年度には「AGF 鈴鹿で生じたコーヒー製造プ

ロセスにおける副生物の再資源化」というテーマを開講

し，その後数年にわたり，本校の近郊にある AGF 鈴鹿

株式会社の協力を得て，工場内でコーヒー製品を製造す

る際に発生する副生物の再資源化を目的とした創造工

学を行っているところで，筆者はこのテーマを本校生物

応用化学科の平井教授とともに担当している． 

 

１・２ 背景と目的 

 AGF 鈴鹿工場では生産地から届いた生豆を焙煎し，

配合や粉砕，抽出，濃縮等の過程を経て様々なタイプの

製品を作っている．テーマ開講当初は，製造プロセスか

らコーヒー抽出かすなどが副生物として大量に排出さ

れると予想していたが，実際に AGF 鈴鹿工場を訪問し，

抽出かすは，ボイラー燃料などとしてサーマルリサイク

ルされており，工場内で発生する副生物の再資源化率が

100％であるということを教えて頂いた．しかし一方で，

サーマルリサイクル後の集塵灰など，より付加価値を高

めて再資源化できそうな副生物も存在していることが

分かった． 

また，本校が位置する三重県は伊賀焼や萬古焼などの

窯業が古くから盛んであり，釉薬と呼ばれる陶磁器の表

面を覆うガラス質の膜には植物灰を用いるものもある．

そこで具体的な集塵灰の利用方法の一つとして，陶磁器

用釉薬への利用が可能かどうかを調査することにした． 

 

２． 実験方法 

 

２・１ 集塵灰の成分分析 

集塵灰の X 線回折および SEM-EDX 解析を行った． 

X線回析に用いた装置はRigaku製X-RAY DIFFRACTIO-

METER (RINT 2100)，回折条件は，分析範囲 10～90°，

スキャン速度 4°/min ，刻み幅 0.02°，電圧 40kV，電流
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20mA である．SEM による集塵灰の形態観察および

EDX 分析に用いた装置は TM-1000 Miniscope (HITACHI

製)である． 

 

２・２ 釉薬の製作 

 集塵灰を釉薬として利用する場合には灰汁抜きと呼

ばれる，悪影響を及ぼす可溶性化合物を除去する操作が

必要である 1）．今回は純水での水洗およびろ紙を用いて

のろ過を複数回繰り返すことにより，pH 9 以下になる

ように実験を行った 2)．その後，灰汁抜きを行った集塵

灰，長石，粘土を重量比(20-x):x:1で磁製乳鉢を用いて混

合し，素焼きテストピース上に塗布して，酸化雰囲気お

よび還元雰囲気の 2種類の条件で本焼成を行った．  

 

３． 結果 

 

 ３・１ 集塵灰の成分分析 

集塵灰の X 線回折結果より集塵灰には主に K2CO3，

CaCO3，K2SO4 等が含まれていることがわかった．図 1

に集塵灰の SEM-EDX 分析結果を示す．図より S, K, Ca

などの他にも Na, Mg, Si, P, Fe なども含まれていること

がわかる．また，集塵灰 10g に純水 10ml を加えて混合

したのち静置した上澄み液の pHは 12.7であった． 

 wt% 

Na 11.4 

Mg 4.8 

Si 3.4 

P 2.0 

S 22.7 

K 24.7 

Ca 19.0 

Fe 微量 

図１ 集塵灰の SEM観察と EDX分析結果 

 

３・２ 釉薬の作製 

図 2にテストピースの本焼成の結果を示す．集塵灰と

長石の混合比も図中に示している．中間の比率の釉薬は

透明釉に近く発色する物質がほぼ含まれていないこと

が分かった．また集塵灰の比率が増えるにつれ，焼成後

の色が白から茶色になるとともに，表面の凹凸が激しく

なり，絵付けチェック用の線がにじむといった傾向が見

られた．  

 

 

 

 

図２ 本焼成後のテストピース写真 

 

これらのテストピースについて鈴鹿高専祭学科展示

来訪者による人気投票を行った結果，酸化雰囲気中で焼

成し，混合比が 8:12:1 のものが最も人気が高かった． 

その結果をもとに，萬古焼技術者育成研修の研修生が

ろくろ成型した素焼きのコーヒーカップを御提供頂き，

酸化雰囲気中で焼成し，集塵灰，長石，粘土の混合比が

8:12:1および 16:4:1 の釉薬について，実際にコーヒーカ

ップ用釉薬としての応用実験を行った．図 3に完成した

コーヒーカップの外観写真を示す．  

 

 

 

 

 

(a) 混合比 8:12:1         (b) 混合比 16:4:1 

図３ 完成したコーヒーカップの外観写真 

 

 ４． まとめ 

 

コーヒー製造プロセスから発生する副生物である集

塵灰について創造工学の授業を通して再資源化に取り

組み，成分分析を行うとともにコーヒーカップ用釉薬へ

の利用が可能であることを確認した． 

 

参 考 文 献 

 

1) 陶磁器試験場・セラテクノ土岐：陶磁器の欠陥（原

因と対策），WEBページ，https://www.city.toki.lg.jp/fs/ 

4746/toujiki.pdf，参照日：2019-12-12 

2)三重県工業研究所：欠点の分類（陶磁器製品欠点防

止法の科学），WEBページ，http://www.pref.mie.lg.jp/ 

kougi/hp/38550032781.htm，参照日：2019-12-12 
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─────────────────────────────────────────── 
*阿南工業高等専門学校 技術部第二グループ 

地域産業創生事業の支援について 

 

立石 清* 

 

要旨 

徳島県は平成 30 年度内閣府が公募していた地方大学・地域産業創生交付金に採択され，本校はリカレント教育関

連で連携を行うことになった．本事業を実施する上で，新規にいくつかの電子基板作製関連の装置を導入するこ

とができ，講座のテーマや装置の管理を技術職員が支援することになった．今年度私が対応したチップマウンタ

ー装置やリフロー炉についての導入事例について紹介する． 

 

キーワード：チップマウンター装置，リフロー炉，KiCAD 

 

１． はじめに 

 

本事業は「次世代“光”創出・応用による産業振興・

若者雇用創出」をテーマとしており，本校は平成 19 年

度から実施している LED 関連の基礎から最先端技術ま

で学習できる講座を受講し，LED応用製品を設計・製作

できる技術者を養成するための LED 技術者養成講座の

実践的な教育が評価され，そのノウハウを基に外部講師

や地域企業と協力して学生を対象とした LED 関連教育

の実施及び LED 関連課題解決型の実践教育の導入を予

定している．また，一般・企業人を対象とした光関係の

応用技術セミナーの開催など，若手技術者への更なる学

びの場の提供としてのリカレント教育など，専門的な人

材育成を実施することで貢献していくことになった．今

年度は第一フェーズとして，基礎技術講座を令和元年 10

月から令和 2 年 3 月までの期間毎週土曜日の午前に全

17 回の講座を実施している． 

 

２． 概要と支援内容 

 

 本校の電子基板作製装置は，切削加工による基板加工

機しかなく，両面基板作製に必需なスルーホール加工は

手作業により行っているため，導通不具合が多く不良箇

所の特定に時間を要していた．このため両面基板の利用

は極めて少なくその殆どが外注に頼っており，開発に時

間やコストを要していた．また，半田作業の困難さから

表面実装型の電子部品を使用することはあまり無く，基

板の省スペース化は求めていなかった．しかし，今後リ

カレント教育において LED を用いた独創的な装置の開

発をトライアル的に行うことが予想され，様々なニーズ

に素早く対応できる設備を構築する必要が出てきた． 

 そこで，基板の小型化や高密度化が可能となる機器の

選定から導入・管理まで支援を行うことになり，新規導

入する装置の講座も主担当で実施することになった． 

 

３． 導入装置 

 

３・１ チップマウンター 

奥原電気（株）：SMT-64RH（図 1） 

超小型チップ 0201 を高精度狭隣接（ギャップ 95um）

で搭載が可能で，クリームハンダなどの塗布機能も有し

ている試作・少量生産多機能卓上マウンターである． 

オプション機能の画像処理により基板のアライメン

トやチップ部品の搭載補正などが可能となっている． 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 チップマウンター 
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３・２ リフロー炉・ポイントリフロー 

奥原電気（株）：リフロー炉 VR-350（図 2） 

奥原電気（株）：ポイントリフロー APR-20A（図 3） 

リフロー炉のプロファイル設定は，加熱温度・時間を

最大 10 ステップ設定することができ，100 データ保存

可能となっている．ポイントリフローは，0402チップな

どの微細部品でも最小限の加熱量で半田付け可能で，電

子部品のリワークに最適な装置である． 

 

３・３ 未導入装置 

本校の実習工場は，今年度改修工事を行っており 3月

の上旬に完成予定である．以下に示す装置は全て完成し

た実習工場に設置するため納品が 3月となっている．こ

のため装置を利用した講座は，来年度実施予定である． 

・UVダイレクトプリンタ：MDP-10 サンハヤト(図 4) 

・エッチング装置：ES-850M サンハヤト(図 5) 

・スルーホールめっき機：THP-300P ePRONICS(図 6) 

・半田付けロボット：DF404S JAPNUNIX(図 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 担当した講座内容 

 

 チップマウンターとリフローを使って，プリント基板

へのチップ部品の実装を行う講座を担当した．実習時間

は 3時間で，内容は ArduinoUNO を小型化したものの製

作である．受講人数は 10名程度となっている． 

 

４・１ PCB設計ソフトウェア KiCAD 

KiCAD は商用/非商用を問わず無償で使用できるオ

ープンソースであり，回路図エディター，SPICE，PCB 

レイアウトエディター，自動配線機能，Gerberデータ出

力に対応している．また Digi-key や RS コンポーネン

ツから数万点を超える KiCAD 用の回路図シンボルや

フットプリントが提供されている．以上の事から電子基

板作製ソフトは KiCAD を採用した．回路図や実装配置

図の作成方法は別の講座で実施しているため，ガーバー

データについてのみの説明とした． 

 

４・２ 製作品について 

製作する基板は，TQFP-32のマイコン ATMEGA328P-

AU と SSOP-28 の USB・232 変換チップ FT232RL を使

用し，マイコンの各ポートをピンヘッダーに接続した

ArduinoUNO擬きの基板である．図 8 に PCBレイアウト

と完成図を示す． 

 

５． まとめ 

 

今回初めてチップマウンターを使用したが，細かな電

子部品の実装が非常に簡単にできることが分かったが，

クリーム半田の状態などにより塗布量や部品搭載保持

時間，搭載送り込み量など環境に応じて細かな設定をし

なければ，半田ブリッジになったり，半田不良となるこ

とがあり経験を積む必要があると実感した．要望に的確

に応えれるように今後も努めていきたい． 

図２ リフロー炉 図３ ポイントリフロー 

図５ エッチング装置 

図６ スルーホールめっき機 

図４ UVダイレクトプリンタ 

図７ 卓上はんだ付ロボット 

ａ） ＰＣＢレイアウト       ｂ）完成図 

図８ 自作 ArduinoUNO 
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─────────────────────────────────────────── 
*津山工業高等専門学校 技術部 

公開講座「オリジナルランタンをつくろう」の開発と実施 

 

神田 尚弘*  中尾 三徳*  

 

要旨 

津山工業高等専門学校技術部では平成 24 年より年 1 回，小中学生を対象とした公開講座を開催している．これま

では学内で行っているが，これとは別に今回初めて学外で講座を行った．テーマは過去に行っていたキャンドル

IC を使用した LED ランタンを学外向けに時間や場所の制約に合わせ，改良したものである． 

 

キーワード：公開講座，LED ランタン 

 

１． 講座開催の依頼 

 

 つやま産業支援センターや商工会議所などが連携し

て運営している「津山まちなかカレッジ」から本校地域

共同テクノセンターへ講座開催の依頼があり，テクノセ

ンターから著者へ開催の打診があった．検討の結果，過

去に学内で行った「ユラユラ光る！LED ランタンをつ

くろう」に改良を加えて実施することとした． 

 

２． 過去の講座内容 

 

平成 24～26 年に行った「ユラユラ光る！LEDランタ

ンをつくろう」はペットボトル内で，LED をプログラ

ム制御してゆらゆら光らせた．プリント基板に LED・

キャンドル IC・トランジスタなどをハンダ付けして回

路を作成し，ペットボトル外周に巻くペーパーを PC 上

でデザインし，A4 用紙に印刷した．時間は４時間程度

であった．（図 1） 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 従来の LEDランタン 

 

３． 製作内容の改良 

 

今回の講座は当初，1 時間程度との話であった．そこ

で，ブレッドボードに素子を差し込む形式にするよう考

えた．（図 2） 

 

 

 

 

 

 

図 2 今回のランタン 

 

表 1 使用部品 

 

 

 

 

 

 

また，ペーパーは事前に用意した図や写真の中から選

んでもらって印刷するように考えた．用紙は普通紙より

光を透過しやすい習字の半紙をA4サイズに裁断し使用

することとした．その後，計画が具体化していく中で，

時間が 2時間に決定したため，検討の結果，製作物を難

しくしたり増やしたりするのではなく，簡単な電気回路

部　品　名 数量 部　品　名 数量

超高輝度白LED 4 トランジスタ 1
LED拡散キャップ白 4 カーボン抵抗　510Ω 1
ブレッドボード 1 カーボン抵抗  100kΩ 1
LEDキャンドルIC 4 ジャンプワイヤ　25.4mm 2
スイッチ付き電池ボックス 1 ジャンプワイヤ　10.16mm 12
単３乾電池 3 ジャンプワイヤ　 7.62mm 6
CDSセル 1
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の勉強をしてもらう時間を設けることおよび，ペーパー

作成の時間を少し増やすこととした． 

 

４． 公開講座への準備 

 

講座は先方と相談の上，13:30～15:30 の 2 時間で，定

員 15 名となった．補助員として，学生 3 名を学科に依

頼した．前述の通り少し回路の勉強をしてもらうため，

わかりやすさを心掛けたテキストを作成した．（図 3） 

 

 

 

 

 

 

図 3 講座配布用テキスト 

 

部品の役割の説明と回路の勉強を兼ねて，以下の手順

で回路を製作してみてもらうことにした． 

1. LED を点灯させる． 

2. CDS セルを加え，明るさを可変できるようにする． 

3. さらに，トランジスタを加え，暗くなったら点灯す

るようにする． 

4. LED とキャンドル IC で，ゆらゆら光らせる． 

回路図は Autodesk の Tinkercad Circuit を使用して，

見やすいものとした．また配線図は，小学生にもわかり

やすいようになるべく回路図に近い配線になるように

した．（図 4） 

 

 

 

 

 

図 4 回路図と配線図 

 

以上を行った後，実際の回路を製作させることにした．

また，勉強に使用する配線や素子はランタン製作用のも

ので賄うように考え，余分な経費や準備の手間を削減し

た．会場は，開始時刻の 1時間前からの借用になってお

り，短時間で準備できるよう，部品等は事前に各個人ご

とのキットにしておいた．（図 5） 

 

 

 

 

 

 

図 5 回路部品キット 

 

５． 講座の開催 

 

講座は 1/11(土)という冬休み明け最初の週末のため

か希望者が 7 名であり，さらにキャンセルがあり最終的

には 4 名となった．当方も補助学生を 2 名に減員した．

計画よりかなり少人数となってしまったが，その分手厚

く対応ができた．特に，ペーパーの作成では，インター

ネット上のフリーイラストを WORD に張り付けて印刷

する作業を時間をかけて行ってもらうことができた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 講座風景 

 

６． 反省と今後 

 

初めての学外の講座開催であったが，講座後のアンケ

ート結果は概ね好評であった．しかし，補助学生から今

回の内容では受講生が 15 名では対応は難しいとの意見

もあり，来年度ももし依頼があるようであれば，内容・

時間配分などを再検討する必要がある． 

今回，学外で講座を行うため，外部の方と連絡を取り

ながら準備・開催したことなど，大変良い経験となった． 
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─────────────────────────────────────────── 
*舞鶴工業高等専門学校 教育研究支援センター 

新たな実習テーマの検討 

 

畑 亮次* 

 

要旨 

電子制御工学科では，アクティブ・ラーニングを通じて， 機械設計・回路設計・制御系設計・プログラミングな

どの技術を楽しく学ぶことができるよう工夫している．近年，プログラミング教育の需要が高まってきているな

か，現状の実習テーマとプログラミングを用いた実習テーマの導入を検討した． 

 

キーワード：メカトロニクス，アクティブ・ラーニング，授業支援，教材開発 

 

１． はじめに 

 

１・１ アクティブ・ラーニングの実践 

 電子制御工学科では，各学年にプロジェクト型学習の

科目を配置し，ロボット製作やコンテストを通じて， 機

械設計・回路設計・制御系設計・プログラミングなどの

技術を楽しく学ぶことができるよう工夫している． こ

れら科目では，学生は自らが考え，アクティブ・ラーニ

ングを実践している． 

 

１・２ LEGO MINDSTORMSを利用したトレースカー製

作 

 1 年次では，LEGO MINDSTORMS を用いて，二人一

組で，白いラインをたどって進むトレースカーを製作す

る．完走させるには，ラインをたどるプログラムを作成

するだけでなく，マシンバランス，ギア比，ステアリン

グ等といったことを考慮して筐体を製作する必要があ

り，この学習を通じ，製作には複合的な知識が必要であ

ることを学ぶ． 

１・３ 回路／機械工作によるトレースカー製作 

2 年次では，トレースカー製作を通じた PBL 教育を

実践している．そこでは，床面の明るさを判断する回路

製作だけでなく，筐体の機械工作も自らが行い，各々が

オリジナルのトレースカーを製作する． 

 

１・４ LEGO MINDSTORMS EV3 を利用したロボットコ

ンテスト 

3 年次では，グループワークを伴う PBL 教育を実践

し，ロボットコンテストを実施する． 

 フィールド内に配置されたペットボトルをフィール

ドの外に出す自律型移動ロボットを各班（1 班 2 名）が

開発する．筐体は LEGO MINDSTORMS EV3 を用いて

製作し，プログラミングには C言語に準拠したテキスト

記述型プログラミング言語を用いる． 

 

１・５ 創造設計プロジェクトにおけるロボット開発 

4 年次の「創造設計プロジェクト」では，これまでに

修得したメカトロニクス関連科目の知識を集約し，各班

図 1 競技の様子 
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でオリジナルのロボットを開発する（15 週）．競技は対

戦形式であり，相手のフィールドに自分のフィールド内

のピンポン球をできるだけ多く送り込むというもので

ある． 

 各班（1 班 4 名）は「リーダー」，「機構設計製作」，「組

み込みマイコン開発」，「戦略構築」という役割を分担し，

互いに協力しながら開発を行う． 

 最終日のコンテストでは，各班の戦略がどのように発

揮されるのかを実体験する． 

 

２． プログラミングの導入 

 

２・１ 実習・実験におけるプログラミングの現状 

1 年次の LEGO MINDSTORMS を用いたトレースカー

の製作および 3 年次のロボットコンテストでは，1 年次

の前半には，初学者にとって使いやすいビジュアルプロ

グラミング言語を，1 年次の後半と 3 年次には，C 言語

に準拠したテキスト記述型プログラミング言語を用い

てプログラミングを行っている．また，4 年次の創造設

計プロジェクトにおけるロボット開発では，「組み込み

マイコン開発」の担当者は，AVR マイコンを用いて C

言語でプログラミングを行っている． 

プログラミングの演習時間が十分確保できていない

現状もあり，2 年次のトレースカーの製作では，プログ

ラミングを行っていなで，少しでもプログラミングに触

れる機会が増えればと，プログラミングの導入を検証す

ことになった． 

 

２・２ 2年次のトレースカーの製作の現状 

2 年次の実習では，機械加工（旋盤，NC，溶接，仕上

げ）の実習を行い工作技術の習得および電子回路／機械

工作に主眼をおいたトレースカーの製作を行いメカト

ロニクス技術の基礎知識の習得を目的としている． 

床面の明るさを判断する回路の製作を通して，はんだ

付けと配線設計ができること，機械工作を通して独自性

のある筐体の製作ができることを目的としている． 

 

２・３ 導入に関しての問題点 

プログラミングを行うには，マイコンの導入が必要

になり，センサーやアクチュエーターをマイコンに接

続するには，指定したポートに接続する必要があり，

配線の工夫があまりできなくなる． 

回路製作，筐体製作に加えて，プログラミングの時

間が必要になり，現状にスケジュールでは，余裕がな

いと思われる． 

実習時間が十分確保できないため，Arduino 言語を選

択することになるが，4 年次の創造設計プロジェクト

における「組み込みマイコン開発」につながる C言語

を導入したいところである． 

 

２・４ 導入に関しての優位性 

 Arduino 言語を選択したことにより，開発時間の短縮

ができる．また，Arduino は様々なプラットフォームに

対応しているため，Wi-Fi や Bluetooth を搭載した安価な

マイコン（ESP32）を採用できる．また，IoTデバイスと

して利用できるため．学生への関心を持たせることがで

きる． 

 

３． おわりに 

 

 導入に関する問題点以外にも，費用の問題もあるが，

ESP32 を用いた新たな教材を製作中であり，学生の興

味を惹くものにしていきたいと考えている． 

 

図 2 配線例 
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─────────────────────────────────────────── 
*群馬工業高等専門学校 教育研究支援センター **福井工業高等専門学校 教育研究支援センター   

高等教育機関での環境安全取り組み事例紹介 

 

荻野 和夫*  片岡 裕一**   廣部  まどか** 

 

要旨 

「環境問題」に興味のない人はいないと思います.また,「化学薬品を使用していないから関係ない」と思っている

人もいないかと思います.環境問題は,ストレートに化学物質を扱う場所での管理から使用中はもちろん,廃棄に

至るまですべての場面で発生します.また,PCB や水銀は保管管理状況まで,さらに昨今ではビニール製品（レジ袋

やストローなど）まで,様々な面で社会を賑わす存在となっています.この問題について,一言で片づけることはで

きませんし,当然ほっておくわけにもいかないご時世です.問題解決の糸口として高等教育機関では,その取り組

みを記した環境報告書の提出がなされ,検討が行われています.今回の第 11 回高専技術教育研究発表会で,「安全

衛生」と「化学物質管理」のパネルディスカッションが行われ有意義な議論がなされると思います.さらなる議論

のため,環境問題及び私が所属する大学等環境安全協議会での環境安全への取り組みについて事例発表します. 

 

キーワード：環境問題,安全衛生,化学物質管理,プラスチック問題 

 

１．   はじめに 

 

１・１ 取り組みのきっかけ 

昨年の高専技術教育研究発表会 in 木更津において福

井高専の片岡等は「国⽴⾼等専⾨学校技術職員組織に対

する安全衛⽣および化学物質関連アンケート 実施報告

(実施の経緯と化学物質管理状況について)」の発表 1）が,

また,廣部等により「国⽴⾼等専⾨学校技術職員組織に

対する安全衛⽣および化学物質関連 アンケート実施報

告ⅱ (安全衛⽣活動実施状況について)」の発表２）が行

われた.全国の高等専門学校へのアンケート調査及び近

隣高専への視察,機構本部への訪問により,各高専で「環

境問題」「安全衛生問題」がどのように取り組まれてい

るか,どのような活動がなされているかについて検討を

行ってきた.その結果さまざまの問題点等が浮き彫りに

なり,今回「パネルディスカッション」という形を採用

し,来場された方々から多方面の意見を聞き,問題点の

洗いだし及び解決への糸口を行うこととなった. 

表 1   大学等環境安全協議会関連行事における近年の話題

開催期日 大環協行事 検討内容 見学施設 開催場所

2020年3月 技術研修会 作業環境測定用個人サンプラー サンプラーの実習 九州工業大学

2009年11月 技術分科会 化学物質RAの現状 工場見学 静岡大学

2009年7月 総会発表会 ガスセンサ研修会 ”京”見学 理化学研究所

2018年11月 総会発表会 国際学会と並行開催 処理場見学 沖縄科学技術大学院大学

2018年8月 技術研修会 水銀処理の現状 水銀処理場見学 北海道

2018年7月 総会発表会 処理場見学 愛媛大学

大環協：大学等環境安全協議会の略称       PA:リスクアセスメント  

１・２ 大学等環境安全協議会 

 著者らが所属する協議会に「大学等環境安全協議会」

がある.この会は全国の大学等（国公立大学や国立高専

さらに国立機関研究所）の教職員で組織されている.発

足当初は「大学等廃棄物処理協議会」で,廃液廃棄物の

処理を行う教職員で組織され,処理で発生する諸問題の

協議や技術・研究の報告会を行っていたが,処理を行う

大学等の減少に加え,環境安全衛生面の色々な問題の発

生により今ではそのほとんどが環境問題について検討

する協議会となっている.また同時に,大学等の独立法

人化も重なり,作業環境測定や施設・装備の点検方法等

が必然的に協議され,効率的に行う方法や労働基準法の

解釈など様々な話題が協議されている.協議会の中に

「実務者協議会」がある.これは現場で活動する人たち

のグループで,技術職員や施設系事務職員,教授以外の

教員で構成されている.実際に現場で働く人たちの集ま

りであり,それぞれ抱える問題点等を年に 3 回ほどの集

会と SNS を利用し検討を行っている.ここ数年の話題に

ついて表１に示す.尚,今回の企画はこの会のプロジェ

クトに応募し,採択され資金をいただいて実施している. 
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２．  大学等の取り組み 

 

２・１ ゴミ問題 

 最近世の中を賑わさせている話題の一つにプラスチ

ック問題がある.マイクロプラスチック,海洋プラスチ

ック等のキーワードは最近のニュースでよく耳にする.

数年前にゴミの分別等も話題になり ISO14001 認証取得

を行った大学等もあったが,ISO 自体の維持に苦労をし

ている話はよく聞いている.また,分別を的確に行った

ところで,処理がどう行われているかなど問題点はたく

さんあり,ゴミを出さない環境つくりに話題が集中しつ

つあるのが現状である.東北大学や京都大学ではすでに

取り組みがなされていると報告があった 3).ゴミ問題に

も直結するが,ゴミの減量化対策同様,プラスチック系

ゴミの減量化はもちろん,資源循環システムの見直しや

学生を交えての実践行動が必要になってきている. 

 

２・２ 化学物質問題 

 多くの大学が化学物質管理システム（市販品）を導入

して管理を行っている.化学物質の主な規則として,毒

劇物取締法,リスクアセスメント,PRTR（環境汚染物質排

出移動登録）等がある.PRTRの該当高専はないと高専機

構の環境報告書には掲載されているが,各種の法規に従

うために化学物質管理システムの導入は必要だと思わ

れる.昨年までのアンケートの結果数校がシステムを導

入していた.また各学校で一元化管理を行っているのは

27校と報告されている.これを全高専に一元化すると有

意義だと思われる.現在利用されている会計や旅費シス

テム同様オンラインでできないものかと考える. 

 

３．   群馬高専の取り組み 

 

３・１ ゴミ問題ついて 

 ゴミの分別は地域の自治体に準じて行っている（結構

厳しい）.プラスチックごみの分別は特に行っていない

が,実験系ゴミと生活系ゴミの分別は厳しく行っている.

実験室や研究室から出るゴミは可燃ゴミでも係（廃液廃

棄物処理実務者）を通してから分別廃棄される. 

 

３・２ 廃液・廃棄薬品について 

群馬高専の令和元年度に業者委託した廃液・廃棄物の

総量を表２に示す. 

表 ２ 2018年 12月～2019年 11月 搬入件数 

 

廃液・廃棄薬品というと化学系学科が主であると思わ

れるが,土木環境系,機械系及び電気系の学科などほぼ

全ての学科から搬入されていることがわかる.工学をや

るのだから当然出る.また,不用廃棄薬品は,退職教員

（物質系・電気系）から多く搬入された. 

 

４．   まとめ 

 

 群馬高専及び大学の現状を事例報告してみたが大学

に対し,高専は環境問題への取り組みは遅れているよう

に感じる.環境報告書は,機構本部が統括して発行して

いるが,日々刻々と変わる環境問題への対処が遅れてい

ることは事実である.遅れないためには何をすべきか？

情報共有はもちろん重要だが,最新の情報をいかに仕入

れるか,積極的に色々な場で議論ができるか,そしてそ

れを実践できるかが重要になっている.一個人でそれら

を行うには限界があり,また,同じキャンパス内に同種

の人は多くないと思う.高専機構の一員として横のつな

がりをもって活動を行わなければ,大学同様のシステム

は成り立たないと痛感させられた.今回のパネルディス

カッションがそのスタートとなれば喜ばしい. 

 

参 考 文 献 

 

1)片岡ら,第 10回高専技術教育研究発表会 in木更津(2019)P29 

2)廣部ら,第 10回高専技術教育研究発表会 in木更津(2019)P57 

3)吉岡敏明,第 35回大環境技術分科会資料集（2019）P22 

4)環境報告書 2019 独立行政法人国立高専機構発行 

廃液 廃試薬 試薬瓶 ﾊﾞｯﾃﾘｰ ゴミ

単位 ＠18L 件数 Kg 件数 件数

機械工学 21 2 0 2 3

電子メディ 2 63 0 0 3

電子情報 0 0 0 3 0

物質工学 82 105 64 0 22

環境都市 14 7 0 0 6

一般 4 0 0 2 2

事務 6 0 0 31 2

計 129 177 64 38 38

組

織
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─────────────────────────────────────────── 
*福井工業高等専門学校 教育研究支援センター  

表面 Si-OH 基がコンクリート等の塩害劣化プロセスに与える影響 

 

堀井 直宏＊ 

 

要旨 

コンクリートの劣化現象であるアルカリシリケート反応は，コンクリートに含まれる反応性シリカ鉱物とアルカ

リ成分が反応してゲル状の生成物が生じ，これが吸水膨張して生じると考えられている．シリカガラスと NaCl を

反応させた際には，失透と呼ばれる結晶化に起因する劣化現象を生じる．この SiO2 の結晶化は，塩（NaCl）がア

ルカリ性の NaOH に変化することで進行することが明らかになった．NaOH の生成は，表面に生じた Si-OH 結合

の有無に起因することが判明した．得られたデータから，室温付近で生じるアルカリシリケート反応においても，

水蒸気によって取り込まれる活性な表面 Si-OH の影響が存在している可能性を見出した． 

 

キーワード：コンクリート，塩害劣化，SiO2，結晶化，失透，アルカリシリケート反応，Si-OH 基 

 

１． はじめに 

 

 コンクリートの劣化現象であるアルカリシリケート

反応は，含まれるシリカ鉱物とアルカリ成分が反応して

ゲル状の生成物が生じ，これが吸水膨張して生じると考

えられている．しかし，反応メカニズムについては，採

取地による骨材成分だけでなく，温度や湿度，日照条件

の差による影響，反応するアルカリ金属塩の種類などの

複雑な要因が絡むことから，その進行および抑制のメカ

ニズムについては未解明の部分が多く残されている．最

近，著者等が行ってきた高温（800〜1100℃）でのシリカ

ガラスの結晶化の研究における知見の中で，アルカリ不

純物と接触した際の SiO2 の結晶化の進行が，表面に生

じた Si-OH 結合の有無によって著しく影響を受けるこ

とが明らかになった．この研究の過程において得られた

データから，室温付近で生じるアルカリシリケート反応

においても，水蒸気によって取り込まれる活性な表面

Si-OH の影響が存在している可能性を見出した． 

 本研究は，温度や雰囲気気体の条件を変化させて生じ

させた Si-OH 結合が，SiO2と NaCl との反応生成物に与

える影響について調査し，コンクリート等で生じるアル

カリシリケート反応に代表される「低温でのシリカとア

ルカリ金属塩との反応メカニズム」について考察する． 

１・１ 先行研究と技術的背景 

 著者は，コンクリートの専門家ではなく，シリカガラ

ス（石英ガラス）とアルカリ金属化合物（NaCl，NaOH

等）を反応させた際に生じる失透（結晶化）メカニズム

について研究を行ってきた．その中で，含有する OH 基

濃度や製造方法が異なるシリカガラス基板と NaCl 結晶

を直接接触させて，反応雰囲気（大気中，真空中，O2中，

N2 中）を変えて熱処理を行った結果，NaCl がシリカガ

ラス界面での溶融直後に，アルカリ性の NaOH に変化す

ることを明らかにした 1)．シリカ（SiO2）ネットワーク

は，アルカリ性の条件では容易に切断されることが知ら

れているが，NaCl との反応において，表面での NaOH の

生成がバルク表面から内部に結晶化を進行させる鍵と

なっていることを明らかにした． 

 加えて，NaOH の生成度合いは，(1)式のように反応雰

囲気中の水蒸気から SiO2 に取り込まれる表面 Si-OH の

有無に依存しており，特に水蒸気の影響は，ガラス内部

への Na 輸送においても重要な役割を果たしていること

が明らかとなった．(1)の反応は可逆性であるため，Si-

OH 同士の脱水縮合反応によって水の影響は内部にも進

行する．図 1 に反応の模式図を示した． 

º Si-O-Siº + H2O  «  º Si-OH + HO-Siº (1) 
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２． 実験結果と考察 

 

 表面を研磨したシリカガラス基板上に秤量した NaCl 

結晶粒（約 0.1 mg）または，潮解作用によって飽和水溶

液になった NaOH を基板中心に配置し，電気炉で 

800~1100°C の条件で熱処理を行った.サンプルには，製

造方法と OH 濃度が異なるシリカガラス基板 （東ソー

製，HRP，ED-B：20×20×1 mm）を用いた． 

 シリカガラスに NaCl 結晶粒を置き，800℃で 2 時間加

熱して失透させたサンプル写真を図 1 に示した．左が失

透表面，右側がフェノールフタレイン溶液を基板に滴下

した結果である．NaCl 粒が置かれた箇所を中心として，

同心円の失透領域が観測される．結晶相は，クリストバ

ライトである．フェノールフタレイン試験の結果では，

失透領域が強いアルカリ性になったことを示した．この

結果は，Si-O-Si と H2O の反応により，シリカガラス表

面が Si-OH 基で覆われることにより，NaCl とシリカ表

面の Si-OH 構造との反応によってアルカリ性である

NaOH が生成されることを示唆している． 

 図 2 に，NaOH 溶液との接触によって形成された失透

領域の XRD パターンを示した．200~700℃では，NaOH

と空気中の CO2 の反応により表面で Na2CO3（炭酸ナト

リウム）が検出された．500~700℃では，Na2SiO3，Na2Si2O5

（ナトリウムシリケート）が観測された．700℃以上で

純粋な SiO2 結晶であるクリストバライトが観測され，

900℃以上で完全にSiO2の結晶のみが観測された．NaOH

と SiO2 との反応により，結晶化および前駆体となるナ

トリウムシリケートが生じることがわかった．NaCl と

の反応過程においても，結晶化の前段階でナトリウムシ

リケートが生成されていると予想される. 

 

図 2 NaOH 飽和水溶液 (4.8±0.5 mg)とシリカガラスの反応

箇所の XRD分析結果，HRP，熱処理時間 2時間 1） 

 

３． まとめ 
 

 アルカリ不純物と接触した際の SiO2 の失透劣化の進

行が，表面に生じた表面 Si-OH 基の有無によって著しく

影響を受けることを明らかにした 2, 3). 

 結晶化は温度だけではなく，時間経過によっても進展

することから，室温付近で長期間かけて生じるコンクリ

ートの塩害劣化の一つであるアルカリシリケート反応

においても，水蒸気から取り込まれる活性な表面 Si-OH

が影響している可能性が高い．反応の進行は NaOH 生成

に必要な SiO2 表面およびバルク内部での Si-OH 基の連

続的な生成が鍵になると予想される． 

 
参 考 文 献 

 

1) Naohiro Horii, Nobu Kuzuu, Hideharu Horikoshi, Silica 

Glass Devitrification Enhancement by a Drop of Sodium 

Hydroxide Saturated Solution, Jpn. J. of Appl. Phys. 59, 

SCCB03-1-5(2020). 

2) 堀井直宏，葛生伸，堀越秀春，第 66 回応用物理学

会春季学術講演会，10p-W833-3，(2019). 

3) 葛生伸，堀井直宏，堀越秀春，第 66 回応用物理学

会春季学術講演会，10p-W833-4，(2019). 

20 30 40
0

200

400

600

2 q (deg)
In

te
ns

ity
 (c

ps
)

200 °C

300 °C

400 °C

500 °C

600 °C

700 °C

1000 °C

Q

T
T,C

T,C

SC : Na2CO3
SCH : Na2CO3×H2O
SS1 : Na2SiO3
SS2 : Na2Si2O5

SS1
SS1 SS1

SC

C : Cristobalite
T : Tridymite
Q : Quartz

C

SC
SC

SS1

800 °C

T

SS2
SS2

SS2

C

900 °C CT

SC

SCH

 
図 1 失透したシリカガラスの写真，800℃，2 時間,（左）

失透表面写真,（右）フェノールフタレイン溶液を滴下し

た直後の表面写真. 
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─────────────────────────────────────────── 
*富山高等専門学校 技術室 

振動解析による切削加工条件の評価 

 

早川 幸弘* 

 

要旨 

旋盤加工における切削条件は複数のパラメータで総合的に決めることから，どのパラメータが加工状態に大きく

影響しているかを見出すには経験が必要になる．さらに，最適な加工条件を見出すには多くの経験を必要とする．

熟練者は，切りくずの形態，構成刃先の状況，切削音，機械振動などの情報から切削状況の良否を判断している．

そこで，本研究では切削時の機械振動から切削状態の評価方法を検討した． 

 

キーワード：旋盤，切削加工，加工条件  

 

１． はじめに 

 

旋盤加工では，切削回転数，送り速度，及び切込み量

など様々なパラメータの組み合わせにより加工条件が

定まる．これらの組み合わせは，被削材の材質及び直径

により異なる．通常は加工理論と作業者の経験に基づき，

最適と思われる組み合わせで加工条件を決めている．さ

らに，熟練の作業者は加工中に切りくずの形態，構成刃

先の状況，切削音，機械振動などの情報から切削状況の

良否を総合的に判断している．その中から今回の研究で

は刃先振動に着目することにした．切削加工中にバイト

の振動を計測し，表面粗さとの関係から切削状況の良否

について判断する方法について検討した．また，どの項

目が切削状況に大きく影響しているかを見出すことに

より，経験の浅い作業者にも加工状況の改善に対応する

ことが可能となる． 

 

２． 実験方法 

 

２・１ 実験装置 

今回の実験に使用した旋盤は，(株)滝澤鉄工所 TSL-

550 で外観を図 1に，主な仕様を表 1に示す．振動計測

はリオン(株)VM-82A を用いてバイトホルダの振動を計

測し，アナログ出力をサンプリング 1msでグラフテック

(株)GL2000 に記録した．振動子は図 2に示すように，バ

イトホルダに振動子付属のマグネットで取り付けた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

形式 TSL-550

ベッド上のスイング 360mm

中心の高さ 180mm

両心間の最大距離 550mm

主軸変換数 6種

主軸速度 83～1800rpm

送り変換数 36種

送り速度 0.041～2.22mm/rev

電動機 2.2kW4P

機械の全長 1622mm

機械の全幅 725mm

機械の重量 950kg

表 1 旋盤の仕様 

図 2 振動子の取付け 

図 1 使用した旋盤の外観 
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２・２ 実験方法 

今回の実験ではφ25mmの SS400 材を使用し，外形を

φ24mmに仕上げた後，各加工条件で加工を行った． 

実験 1の加工条件は，現行の加工条件を基準に時間当

たりの切削除去量を同程度として，回転数，切込み量，

送り速度を変更した加工条件を表 2に示す． 

 

 

 

 

 

実験 2 は実験 1 の加工条件 2 を基準として，回転数，

送り速度，切込み量を単独に変更する加工条件を設定し

て加工を行った．各実験の加工条件を表 3に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 実験結果 

 

実験 1 において，切削加工中のバイトの振動(加速度)

と表面粗さ(断面曲線)の関係を図 3 に示す．図 3 より振

動の振幅及び表面粗さは条件 1，条件 2，条件 3 の順に

小さくなっている． 

振動が小さくなると表面粗さも小さくなっているこ

とから，振動と表面粗さは関係していると考えられる．

表 2 に示す条件を見ると，回転数は条件 1，条件 2，条

件 3 の順に増加し，切込み量は条件 1，条件 2，条件 3

の順に減少しているので振動の大小に関係がある可能

性があると考えた．加工条件の各項目を単独に変更した

実験 3の結果は発表にて報告する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 終わりに 

 

本研究は，独立行政法人日本学術振興会の令和元年度

科学研究費助成事業[奨励研究](課題番号:19H00077)の

助成により実施した．ここに謝意を表する． 
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切削除去量

[mm3/min]

回転数

[rpm]

切込み量

[mm]

送り速度

[mm/rev]

加工条件1 1012.5 155 0.4 0.23

加工条件2 962.7 560 0.2 0.12

加工条件3 1037.4 1030 0.1 0.14

表 2 実験 1の加工条件 

回転数

[rpm]

切込み量

[mm]

送り速度

[mm/rev]

切削除去量

[mm3/min]

加工条件4 155 0.2 0.12 266.5

加工条件2 560 0.2 0.12 962.7

加工条件5 1030 0.2 0.12 1770.7

表 3 実験 2の各加工条件 

(a) 回転数を変更した加工条件 

送り速度

[mm/rev]

回転数

[rpm]

切込み量

[mm]

切削除去量

[mm3/min]

加工条件2 0.12 560 0.2 962.7

加工条件6 0.14 560 0.2 1123.1

加工条件7 0.23 560 0.2 1845.1

(b) 送り速度を変更した加工条件 

切込み量

[mm]

回転数

[rpm]

送り速度

[mm/rev]

切削除去量

[mm3/min]

加工条件8 0.1 560 0.12 483.5

加工条件2 0.2 560 0.12 962.7

加工条件9 0.4 560 0.12 1908.5

(c) 切込み量を変更した加工条件 
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(b) 加工条件 2 
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(c) 加工条件 3 

図 3 加工中のバイト振動と加工後の表面粗さ 
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─────────────────────────────────────────── 
*舞鶴工業高等専門学校 教育研究支援センター 

図書館棟1階改修工事に伴う計画立案と学生ワークショップ 

 

髙本  優也* 

 

要旨 

平成30年度「学生教育研究支援基金」事業に伴って，本校図書館棟1階において長年使用されてこなかったスペー

ス約144㎡について，アクティブラーニングや地域防災教育を行うスペースとして改修事業が採択された． 

本事業は，本校創立50周年記念事業寄附金を原資とし事業方針の区分（3） ：教育研究環境整備事業として実施さ

れたものである． 

 

キーワード：図書館，改修，リノベーション，アクティブラーニング，ワークショップ 

 

１．  計画の立案 

 

本事業の整備案は，建設システム工学科の尾上教授と

今村助教と著者の3名を中心として考案した．事務部長

をはじめ，総務係，施設係と綿密なコミュニケーション

を取り，計画を行った． 

留意点として，「授業が行える」「実習が行える」「自習

が行える」「会議が行える」等，学校業務が多目的に利用

できるスペースとして提案した． 

以下，空間計画で工夫した点を述べる． 

「授業が行える」点では，アクティブラーニングの授

業がカリキュラムに導入され，学生が主体的に学習に励

めるようホワイトボード仕様の造作壁を2面設け，自由

に書いて学べるよう工夫した． 

「実習が行える」点では，実習科目を行う上で，制作

を行う授業も多く設定されているため，床を低度のコン

クリート鏡面仕上げにし，床を作業スペースに出来るよ

う工夫した． 

「自習が行える」点では，学生が自由に開放的に利用

できるよう開口部を拡張し，南側の光が入り明るい空間

になるよう工夫した． 

「会議が行える」点では，会議室といったかしこまっ

た空間ではなく，自由に活発な意見交換が出来るよう，

カラフルな造作壁面や造作テーブルをつくり，賑わいの

ある空間となるよう工夫した． 

  

     

写真1  改修前の様子 

 
    図1  PLAN平面図 

 
    図2  展開図 
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２．  図面の作成 

 

  図面作成は，既存平面図，PLAN平面図，展開図6面，

電気図及び仕様書を著者が作成した．5回ほどの図面修

正（計画の修正）を行い，本工事の承認図面として採用

された．前項，写真1に改修前の様子と図1～2でPLAN平

面図と展開図を示す． 

 

３．  学生ワークショップ 

 

学生ワークショップは，「造作照明」「造作家具」「造

作壁面」について，各項目 1 週間程の作業を行った． 

「造作照明」は，建設工学コースの専攻科生が中心と

なり，照明メーカーの既製品ではなく，パンチングメタ

ルを使用し，オリジナル照明器具を学生が制作した． 

「造作家具」は，尾上教授設計のもと，テーブル16台，

椅子50個を制作した．実際に現場で使用する道具，イン

パクトドライバーやサンダー等を学生に体験してもら

い，難しさや制作の楽しさを学んでもらった． 

「造作壁面」は，木製タイル（構造用合板）300mm×

300mmが均等に壁一面に貼れるよう割付し，パネル加工

を業者に依頼した．著者は，学生のワークショップにあ

たり，目地を含んだタイルの墨出しを行い，現場での経

験を活かし学生の作業が円滑に進むよう段取りをした． 

また，作業ではフィニッシュネイルを使用した固定方法

を学生に経験してもらい，コンプレッサーを併用して工

具を使用することを学んでもらった．これらの様子を写

真2～5に示す． 

 

４．  まとめ 

 

今回著者は，総合計画と図面作成，ワークショップを

行う上での現場段取りを行った．着任 1 年目から大きな

プロジェクトに参加させて頂いた．学生たちも本当に良

い経験が出来たと思う． 

最後に，私を今回のプロジェクトに加えてくださった

建設システム工学科の尾上教授，今村助教，そして，事

務部長をはじめ，たくさんの職員さんに助けて頂きまし

た．この場をお借りして，お礼申し上げます． 

 

写真2  「造作家具」ワークショップの様子 

 

 

写真3  「造作家具」の椅子 

 

 

写真4  完成現場1 

 

 

写真5  完成現場2 
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─────────────────────────────────────────── 
*群馬工業高等専門学校 教育研究支援センター  **群馬工業高等専門学校 機械工学科  ***群馬工業高等専門学校   

物質工学科 

海外の大学とのグローバル化に向けた連携教育支援 

 

栗原 礼乃*  櫻井 文仁**  太田 道也*** 

 

要旨 

企業活動にグローバル化は不可欠な時代であるが，科学技術者を輩出する高専教育と企業との間に温度差を感じ

る．技術職員に課せられる支援体制への期待は難題である．発表者は 2016 年にマレーシアグローバル SD 研修，

2017 年にニューヨーク短期英語研修に参加してグローバル教育を学び，８月にはワシントン DC で開催された

ACS 254th National Meeting で学生の発表を支援した．また，10 月にはフランス リヨンで開催された国際会議にお

いて発表学生の研究支援や Proceedings の作成にかかわった．これらの経験を活かし，2019 年１月にはマレーシア

の２大学および日系企業２社を訪問して，教員と学生の相互訪問をかねた連携教育と企業のグローバル化につい

て情報交換を行ってきた．そこで，学生の自主性が高い学生実験，卒業研究・特別研究に着目して，専門分野の中

でより実践的に英語を活用する教育支援の枠作りから始めることにした． 

 

キーワード：グローバル教育，海外インターンシップ，海外大学での研究滞在 

 

１． 大学と専攻科学生の連携教育 

 

 高専機構が掲げる目標の一つにグローバル化に向け

た取り組みがある．他高専の独自の取り組みがある中で，

群馬高専においても新たな取り組みに向けた準備を展

開してきた．本校では，平成 30 年度より長岡技術科学

大学との間でローカルかつグローバルな視点を持つ人

材を育成する『グローカル人材育成に向けた連携教育プ

ログラム』を立ち上げた．連携教育プログラム概要を図

1 に示す（令和 2年度より実施）． 

２． 取り組みの事例紹介 

 

 連携教育プログラムの実施においてグローバル教育

の提供は必須である．本校ではオーストラリアの The 

University of Newcastleで約４週間の語学研修を実施し

ており，毎年 20～30名の本科 4 年生と専攻科生が参加

している．しかし，英語で考えて対応する研究室レベ

ルの実践性の高い経験の提供を目指し，海外の大学と

の共同研究型連携システムの構築に向けて取り組みを

開始した． 

図 1  連携教育プログラム概要（令和 2年度より実施） 
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 ２・１ 海外の教育機関との連携システムの構築 

 平成 31 年１月にマレーシアにある University of 

Malaya（以下 UM)および Universiti Tunku Abdul Rahman

（以下 UTAR)を訪問し，連携教育に向けた専攻科生の海

外インターンシップや教員の共同研究の可能性につい

て打ち合わせを行った．また，現地の日系企業２社を訪

問し，学生が滞在中の企業見学や研修先として受け入れ

て頂くことを依頼した．UM 訪問時の様子を図２に示す． 

 

 ２・２ 得られた成果 

 UM との間で協議を行い，協定締結の打ち合わせ段階

まで進展した．本校に留学していた卒業生が現在母国で

大学教員や企業経営者として活躍している．こうした卒

業生との交流から，国際協力連携ネットワークの構築に

向けた取り組みの布石を打つことができた．さらに，令

和２年３月には，実際に協定締結のため UM を再訪する

予定である． 

 

２・３ 今後の展開 

 ○本校教員と専門性が近い UM 教員とで協働ならび

に共同研究を行い，指導学生を交えてお互いの研究室を

往来しながら研究を進める．研究セミナーを開催しなが

ら相互に研究貢献し，学生の教育に関わる． 

 ○教員が互いに訪問し合い専門分野の紹介を兼ねた

セミナーや講演会を開催し，共同で外部資金を獲得する． 

 ○本校卒業生と国際協力連携ネットワークを密にし，

マレーシアでのインターンシップの受け入れ先を開拓

する（令和２年３月企業訪問予定）． 

３． その他の取り組み事例紹介 

 

 ３・１ 長岡技科大院生（留学生）のインターンシッ

プ受け入れ 

 平成 30年 10 月１日～12 月 12 日までの３ヶ月間，タ

イから留学している長岡技科大大学院修士課程２年生

１名をインターンシップ学生として研究室に受け入れ

て研究指導を行った．さらに，文化交流の一環として本

科４年生を対象に留学生の母国紹介を英語で行ってい

ただいた． 

 

 ３・２ 英語での専門授業等 

 ○徳島大学大学院で国際的に著名な研究活動を展開

され，一昨年度定年退職された橋本 修一氏を専攻科特

命教授に迎え，令和元年後期より英語を用いた専門科目

の授業を実施していただいている． 

 ○本科物質工学科４年生材料コースでのプレゼンテ

ーション発表で一部英語を導入した． 

 ○マレーシア科学大学 (USM)で開催されている

Summer Program(約 2 週間)へ本科５年生および専攻科生

が参加した． 

 ○『英語で専門分野の授業を聴く！！』と題し，日本

の大学・研究所で研究に従事している外国人研究者によ

る英語での講演会の開催した．開催内容を表１に示す． 

 

 

４． 謝辞 

 

 本プログラムの遂行にあたり，群馬高専 校長裁量経

費 教育支援経費から支援を受けた．学校長ならびに物

質工学科，機械工学科，教育研究支援センターならびに

関係職員から貴重な助言を頂いた．このような機会を与

えてくださった皆様に感謝申し上げます． 

図２  UMにて 
Ashraf Wahab（左 1番目，発表者の同窓生） 

Dr． Yose Fachmi Buys（右 1番目） 
共に群馬高専卒業生 

表１ 『英語で専門分野の授業を聴く！！』開催内容 

 開催日 講演タイトル 授業（講演）者

2019/1/29
Development of Biomaterials for
Medical and Biological Applications

長岡技術科学大学
工学部
Siriporn Taokaew氏

2019/11/15
Bacterial Cellulose:
The biosynthesized nanocellulose
polymer by bacteria

長岡技術科学大学
工学部
Siriporn Taokaew氏

2019/12/20
From three-way catalysts to
electric vehicles. Environmental
catalysis and story of adaptation

芝浦工業大学
大学院理工学研究科
Izabela Rzeznicka氏

2020/1/31 NANOTECH: The Future of Technology

埼玉大学
大学院理工学研究科
Alexandre Loukanov氏
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───────────────────────────────────────────
*徳山工業高等専門学校 教育研究支援センター 

サイエンス・ピクニック ～粘土で置物を作ろう～ 

福田 靖*
 

要旨

徳山工業高等専門学校では，「見て，触れて，体験できる，小中学生のための徳山高専」と題して，いろいろな

講座や教室，イベントが夏休を中心に実施されている．そのイベントの一つとして，『サイエンス・ピクニック

～小学生のための「やってみたい」がいっぱい』がある．初めての技術や機械に挑戦して，ものづくりの楽しさ

や，科学技術に興味を持ってもらうための体験講座である． マグネシウム粘土による置物づくりを行ったので，

実施状況について報告する．

キーワード：ものづくり，再利用，マグネシウム，速乾セメント

１． サイエンス・ピクニック 

マツダ財団の事業助成を受けたもので，表-1 に示す

様に 4コース 6講座あり， Cおよび Dコースを技術職

員が担当し，120分で 2つの講座を体験してもらう． 

２． 担当講座概要 

２・１ 試料 

 土とマグネシウムを混合したマグネシウム粘土を使

用する．また，市販の止水用速乾セメントを用いて，マ

グネシウムと比較する．使用した土は，研究で使用した 

  表-1 コース・講座一覧

コース 講座名 内容 参加人数 

A 超簡単モータを作ってみよう 

ホームセンター等で購入可能な材料を使って，“動くおも

ちゃ“でよく使われている直流モータを作り，パラパラ漫

画を動かしてみよう． 

20 

B ひみつ基地づくり 
新聞紙などを使って本格的なエアドーム（ひみつ基地）を

作ります．最後の片付けまで一緒に楽しみましょう！ 
19 

C 

なんでも切ります，削ります！ 

工作機械が，回転するかたい工具で金属をけずるところ

や，レーザービームでいろいろなものをあっという間に切

るところを見てみよう． 

18 

空気圧と油圧のふしぎ 
空気圧と油圧について，どこに，どのように使われている

か考え，もけいをつくって体験してみよう！ 
18 

D 

粘土で置物を作ろう 
マグネシウムを混ぜた粘土で置物を作って，色をつけま

す．どんな置物をつくるか考えましょう． 
12 

３Dプリンタでネームプレートを作ろう 

手のひらサイズのネームプレートを，パソコンで形を描い

て，3Dプリンタで作ります．オリジナルの形を考えてみ

よう！ 

12 
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供試体（改良土）を破砕し，再利用したものである． 

 

２・２ 型枠 

型枠はお菓子作りや製氷に用いられるシリコン型を

使用する．今回用いたシリコン型を写真-1に示す． 

 

２・３ 実施方法 

マグネシウムと土を混合したものと水を練り混ぜ，シ

リコン型に流し込んで置物をつくる．見本用として，あ

らかじめ1つ作っておく．マグネシウムは硬化に時間を

要するため，シリコン型に入れたまま持ち帰ってもらう．

また比較として，止水用の速乾セメントを用いて同様に

作製する．このとき固化時の反応熱を体験してもらう．硬化

後シリコン型から取り出して色付けを行う． 

 

３． 実施状況 

 

参加者は 1年生から 6年生までの 12名で，その様子

を写真-2，写真-3に示す．マグネシウム粘土と水を練り

混ぜるとき，粘りが有り，低学年では少し大変であった．

また，速乾セメントを使用した場合，練り混ぜの途中で

固化が始まってしまい，保護者の方に手伝ってもらいな

がらの作業であった．練り混ぜに時間を要したため，色

付けは行わず，マグネットを取り付け，完成とした．完

成品を写真-4に示す． 

 

４． おわりに 

 

実施にあたっては，教育研究支援センター第二技術室

のメンバーにお手伝いいただいた．今回の講座は，昨年

参加した地域のイベント「誓教寺ワクワクはなまつり」

での反省を踏まえて行ったが，まだまだ課題があるため，

問題点を改善し，内容を充実させ，今後も実施していき

たい． 

 

写真-1 使用したシリコン型         写真-2 講座内容の説明 

 

写真-3 実施状況 

 

写真-4 完成品 
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─────────────────────────────────────────── *津山工業高等専門学校 技術部 

物理学実験におけるマイコンを使ったテーマの開発と実施物理学実験におけるマイコンを使ったテーマの開発と実施物理学実験におけるマイコンを使ったテーマの開発と実施物理学実験におけるマイコンを使ったテーマの開発と実施    
 中尾 三徳*  

 要旨 令和元年度津山高専では，学科改組が進行しており，令和 2 年度で改組が完了（5 年間）する．改組が開始されて，
1 年毎に低学年から新たな実験が開始されていった．今回の報告は，私が担当した理学（化学・生物・物理・数学）の先進科学系の新 4 年生に対する物理学実験の 11 テーマ中の 2 テーマ（マイコン実験）の内容について報告する． 

 キーワード：マイコン実験，Raspberry Pi，物理学実験 

 １． はじめに  実験指導教員と実験内容についての打ち合わせ中に，最新マイコンにさまざまなセンサーやアクチュエータを取り付けプログラミングできる実験の必要性が感じられた．そんな時，教員からラズベリーパイ（Raspberry 

Pi）マイコンを使ってみたらと推奨された．私の専門が制御用コンピュータ関連で，ちょうどラズベリーパイ（Raspberry Pi）について実験教材を開発中であったので，これ幸いとテーマ開発を進めることにした．この開発には，約 1 年程度かかった．まず，物理学実験のテーマ（11テーマ）は，図 1 のようになっている．実験実施日数は，実験
11 週+ガイダンス 1週＋実験予備 3 週となっている．割り振り時間は 2 時限（ 90 分間）になっており，高学年の実験での実験時間 2 時限では，時間不足で，厳しいタイムスケジュールを余儀なく実施しなければならなくなっている． 

  ２． Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ Ｐｉ計測実験 

  Raspberry Pi 計測実験 1【マイコンを使った物理量の能動的制御・計測】では，能動的な制御を LED やスピーカーなどについて扱い，Raspberry Pi 計測実験 2【マイコ

ンを使った物理量の受動的制御・計測】では，各種センサー（超音波，光，音，温度，湿度等）を受動的に計測し，物理量をデジタル化する方法を習得する．まず，計測実験で は ， 最 初 に
Raspberry Pi の
OS （ Operating 

System）である
Linux の使い方について実習する．Linux は Windows の
GUI（Graphical User Interface）マウスカーソルによる視覚的操作と違い，CUI（Character User Interface）キーボ

 図３．Grove Pi拡張ボード 

 図２．ラズベリーパイのデスクトップ使用環境 
  図１．物理学実験のテーマリスト 
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ードからコマンドを入力することによって操作する使用環境(User Interface)となっている．  その後実験は，ラズベリーパイから図 3 の拡張装置
Grove Pi ボードのポート（D2 から D7，A0 から A3）を通じて，周辺の電子機器を能動的に制御することが中心となる．開発環境の取扱については机上の補足資料を参考に指示に従って実験を進めてゆく．実験の概要は，以下の通りである．Raspberry Pi の Thonny Python IDE 開発環境を使用して，Python 言語を使って，外部機器（セン

サー，アクチュエータ）を扱う．Thonny Python IDE は，
Python プログラム（拡張子が .py のもの）をダブルクリックすると起動される．計測実験は，Grove Pi インターフェイスにそれぞれのセンサー，アクチュエータを取り付け，虫食いになっている Python ソースプログラムでコメントを参考に入力修正して実行する．実行は，図４の Thonny Python IDE 開発環境を使用して行う．実験結果の実行状況は，各自のスマートフォンで名前ラベルと一緒に写真撮影してレポートに貼り付ける．修正した
Python のプログラムは，各自が用意している USB メモリにプログラムを移動（コピー）して，その内容を使う．

各実験に対しての考察も記述する．プログラムのソースには，報告時に 1 行ごとに説明コメントを忘れずに記入する．各実験完了を実験担当者が確認後，次の実験に進む．使用器具としては， Raspberry Pi（Linux マイコンボード），Grove Pi (Seed Studio システム Interface Board)，
7 インチ TFT LCD モニター，USB キーボード・マウス（図 5）となっている． 

 ２・１ Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ Ｐｉ計測実験１ 

1 週目の計測実験 1 は，5 つの基本実験からなっている．①Linux の使い方について GUI と CUI を扱う．②3つの LED の点灯を制御する．③スイッチで LED の点灯を制御する．④ボリューム（可変抵抗）で回転角度を検出する．⑤超音波で距離を測定する． 

 ２・２ Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ Ｐｉ計測実験２  2 週目の計測実験 2 は，5 つの基本実験からなっており，①温度，湿度を測定する．②騒音を測定する．③明るさを測定する．④LCD ディスプレイに文字列を表示する．⑤LCD ディスプレイに現在の温度と湿度を表示する． 

 ３． まとめ   4 学年の後期で，初めて Python 言語を使用したにも関わらず，学生がこの計測実験を実施した結果，こちらが意図した内容で学生レポートを提出してくれた．
実施方法と各実験の時間配分は，調整する必要があるが，実施結果，学生レポート内容（図 6）を考慮に入れながら，次年度からの継続実施に向けて内容を調整していきたい． 

 図４．Thonny Python IDE開発環境 

 図６．学生レポート（報告一部） 
図５．Raspberry Pi 計測実験 機器構成 
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─────────────────────────────────────────── 
*大分工業高等専門学校 技術部

農水系研究費の獲得成果報告

髙倉 慎* 

要旨 

国立高等専門学校機構では近年の文科省予算配分減による収入減を研究費補助金，寄付金など外部資金を獲得す

ることによって補おうとしている．その方針の基に大分工業高等専門学校（以下大分高専）においても外部資金の

獲得を積極的に推進している．そうした状況のなか，私たちは農林水産省系（以下農水省）の農研機構 令和元年

度 イノベーション創出強化研究推進事業 応用研究ステージに「キク生産における芽摘み作業の省力化技術の開

発」という題目で採択されたので，その経緯・過程などについてここに紹介する． 

キーワード：外部資金，農研機構，キク生産，地域貢献，AI，GNSS 

１． 研究応募 

１・１ 研究応募の経緯 

大分県のキク農家である有限会社お花屋さんぶんご

清川（以下ぶんご清川）と日本政策金融公庫大分支店営

業担当者とのなにげない菊農業の問題共有の会話より

始まり，平成 30 年 1 月に大分高専に技術相談が寄せら

れる．4 月にコンソーシアムが立ち上がり，大分県農林

水産研究指導センター農業研究部花きグループやイノ

チオアグリ株式会社，農業・食品産業技術総合研究機構，

株式会社リアルカ，大分高専などの面々が集まる．大分

高専からは電気電子工学科教授 1 名，機械工学科教授 1

名，情報工学科講師 1 名，技術職員（私）の計 4 名が参

加した．平成 30 年 6 月に研究開発プラットフォーム「芽

つみ省力化研究開発プラットフォーム」を立ち上げ，輪

キクの芽つみを省力化するために必要なロボット開発，

薬剤散布について，研究開発を本格的にスタートする．

同年 12 月コンソーシアムを結成してイノベーション創

出強化研究推進事業に応募することとなる．平成 31 年

2 月に平成 31 年度「イノベーション創出強化研究推進

事業」に応募する．一次審査，二次審査を経て同年 4 月

採択． 

現在 3 ヵ年研究の 1 年目である． 

１・２ 農水系研究応募の紹介 

 農水省系の研究助成も様々あるが，今回応募したのは

農研機構・生物系特定産業技術研究支援センターの所管

するイノベーション創出強化研究推進事業である．この

研究事業は基礎研究ステージ，応用研究ステージ，開発

研究ステージの 3 つのステージがあり，研究機関 3 年以

内，研究費上限 5000 万円/年，それぞれのステージにお

いて 10 程度の研究が採択される．今回私たちは応用研

究ステージに 3年間 15000万円（内大分高専 9000万円）

を申請した． 

１・３ まとめ 

今回の研究助成に申請するにあたって様々な困難が

あった．まずは文部科学省の科学研究費助成金との違い

である．なにより提出する書類が多い事，予算などを細

かく何度も記述させられることである．次にはコンソー

シアムのメンバーが様々な所から集まったということ

である．大分県内の大分高専とぶんご清川ですら車で 1

時間以上の距離があるのだが，愛知県や東京都の参加者

もいるので会議を開催するにも一苦労である．情報イン

フラの未発達であった四半世紀程昔であったならば研

究遂行は不可能であっただろう． 

最後に，この研究における私の現在担当中の作業はロ

ボットの自己位置計測を行うためのオープン RTK 基準
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局の設置を行うことである．RTK 基準局とは GPS など

GNSS（全地球航法衛星システム）の測位精度を 1cm レ

ベルまで高めることが出来る施設で，地域貢献の一環と

しても，なるべく早くフリー基準局を立ち上げたい． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 研究内容 

 

研究内容についての詳細は紹介できないため図 1 に

外部公開されている研究内容パンフレットを記す． 

図 1 研究内容パンフレット 
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─────────────────────────────────────────── 
*秋田工業高等専門学校 技術教育支援センター 

時間外開館アルバイト業務の電子化 

 

三浦 翔平* 

 

要旨 

秋田高専の情報処理センターでは，学生アルバイトを雇い，職員の勤務時間外でも情報処理センターを利用でき

る時間外開館が行われている．時間外開館における業務やその管理は，従来，紙媒体を使用して行われていた．し

かし，その従来の運営方法においては，改善すべき点があった．そこで，現状で利用できるアプリケーションを活

用して電子化を行い，業務全体の効率化を図った．導入後，電子化による効果と，電子化後の業務について学生ア

ルバイトに行ったヒアリング結果をまとめ，全体的な評価を行った． 

 

キーワード：電子化，V-Class，Microsoft Forms，Microsoft Teams，Microsoft Office 365 

 

１． はじめに 

 

 秋田高専の情報処理センターでは，平成 18 年度から

時間外開館が行われている．これは，情報処理センター

で学生アルバイトを雇い，利用者の監督業務を行っても

らうものである．時間外開館によって，課題や自学自習

に取り組むために情報処理センターを利用したい学生

は，職員の勤務時間外でも，自由に使うことができる．

時間外開館の利用者はほぼ毎日おり，学生はこの制度を

うまく活用している． 

従来，時間外開館における業務やその管理は，紙媒体

を使用して行われていたが，記入や配布を行うものが多

く，業務を担当する学生アルバイトと準備や管理を行う

職員の双方にとって，煩雑な作業が増えていた．そこで，

現状で利用できるアプリケーションを活用して電子化

を行うことで，今年度より紙媒体による管理から脱却し，

業務の効率化を図ることにした． 

 

２． 業務の電子化 

 

今回，以下のアプリケーションを使用して業務の電

子化を行った． 

1. 授業支援ソフトウェア V-Class  

2. Microsoft Forms 

3. Microsoft Teams 

２・１ 利用者記録の電子化 

従来，利用者記録は専用の記録用紙を利用者に配布

し，退席時に提出させる形式で行っていたが，用紙の

準備や一人ひとりに対し配布，回収を行う作業，学生

アルバイトが他の業務中の場合，配布及び回収が困難

になる，といった改善すべき点があった．また，回収

した用紙は，記録として保管しているが，紙媒体であ

るため，保管にも場所を取ってしまっていた． 

 そこで，情報処理センターの PCに既に導入されてい

た授業支援ソフトウェア，V-Class の「出席管理」機能

を利用し，電子データによる利用者記録を行うことにし

た．この機能により，時間外開館利用者のユーザー名と

利用時間を自動記録で得ることができ，また，図 1のよ

うに，CSVファイルとして出力することができた．この

データは，学生アルバイトと職員にのみ権限設定した学

内サーバに提出してもらい，職員が管理している． 

 

２・２ 勤務日誌の電子化 

勤務日誌は，Microsoft Forms（以下，Forms）を活用し

て，フォーム形式で行うことにした．Formsは高専機構

で契約しているMicrosoft Office 365のサービスの一つで

ある．勤務日誌も今までは紙媒体で記録していたが， 時

間別の利用者数等，複数あった記録用紙を勤務日誌フォ

ームとして一つに統合した．また，勤務日誌の報告内容 
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図 1 V-Classの出席状況（上）と CSVファイル（下） 

 

について，職員からの返答を記入していたが，学生アル

バイトが返答内容を確認できるのは次の勤務日になっ

てしまい，報告から，それに対する返答を確認するまで

に時間が空いてしまっていた．次項記載の Microsoft 

Teams（以下，Teams）によって，勤務日誌フォームでの

報告へ返答を行うことで，学生アルバイトが自分の好き

な場所やタイミングで，それらを確認できるようにした． 

 

２・３ チャットアプリの導入 

 学生アルバイトと連絡を取る場合，今まではメール

での連絡が主体であった．しかし，迅速な連絡や報告

にはメールは敷居が高く，実際，今まではほぼシフト

交代の連絡しか行われていなかった．そこで，Forms

と同様に Office 365 のサービスの一つである Teamsを

導入した．チャット形式の Teams であればメールより

敷居が低く，気軽に質問や相談等ができ，また，チー

ム内での会話や意見を共有しやすい 1)．本件では，学

生アルバイトと職員が参加するチームを作り，図 2の

ように運用することで，コミュニケーションの活発化

を図った．  

 

３． 電子化の結果 

 

V-Classを活用することで，職員と学生アルバイト双

方の業務を効率化することができた．手作業で行って

いた利用者記録を自動化することにより，正確に記録

が行え，さらに電子データとして保存できるため，資 

 

図 2 Teamsのチャット画面 

 

源の節約と保管場所の削減を達成することができた．勤

務日誌についても，Formsを利用することで，データで

保管でき，提出後は一覧で確認できるため，管理面でも

非常に便利になった．Teamsについては，導入後は，以

前より連絡をとる回数が増えており，シフト交代等の話

題もチーム内で共有しやすくなっている． 

また，実際に業務を行う学生アルバイト 3 名に対し，

2.1～2.3項の電子化についてヒアリングを行ったところ，

全員から従来の紙媒体を使用した業務より，電子化され

た業務の方が良いとの評価が得られ，学生アルバイトも

電子化によるメリットを感じていることが分かった． 

 

４． まとめ 

 

3 章の結果より，導入済みのアプリケーションや

Office 365 を活用して，時間外開館アルバイトにおける

各種業務の電子化を行い，業務の効率化を達成すること

ができた．今後も，学生アルバイトからの意見を聞きな

がら，職員と学生アルバイトの両方にとって，より良い

内容になるよう，業務の改善を行っていきたい． 

 

参 考 文 献 

 

1) 内藤岳史，中村孝史，白﨑恭子，久保杏奈，広報・総務

WG 活動報告 Microsoft Teams を利用したコミュニケーショ

ンの活発化，福井工業高等専門学校 教育研究支援センター 

平成 30年度年次報告，第 14号，（2019），pp.58-59． 
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─────────────────────────────────────────── 
*鈴鹿工業高等専門学校 教育研究支援センター 

機械工学科 1・2年生に向けた工作機械実習の事例紹介 

 

中川 朋彦* 

 

要旨 

過去，学生へのアンケート等の調査から在学中に資格試験に挑戦したいとの要望があった．また，工作機械実習

での汎用旋盤の基本的な操作を学ぶにあたって技能検定普通旋盤 3 級の課題を，低学年ということもあり簡易に

なるようアレンジした課題に取り組んでいる． 

 

キーワード：事例紹介，汎用旋盤，普通旋盤，工作機械実習，技能検定 

 

１． はじめに 

 

 鈴鹿高専機械工学科の 1・2 年生に向けた工作機械実

習では現在，『汎用旋盤』『汎用フライス盤』『NC 工作

機械』『溶接』『鋳造』『ヤスリがけ等の手作業』を半期

で各ショップ 5週をかけて指導している． 

 主に私の担当している『汎用旋盤』での取り組みを紹

介する． 

 

 ２． 概要 

 

過去のアンケート等の調査から，在学中に資格試験に

挑戦したいとの要望があり，また，汎用旋盤の基本的な

操作を学ぶにあたって良い題材であるため，技能検定普

通旋盤 3級をアレンジした課題に取り組んでいる． 

寸法公差の指示があるため，製図等の授業で学んだ事

柄を実体験出来る．普通旋盤 3級の課題では，ネジ切り

加工や溝入れ加工が無いため，使用する刃具を最小限に

抑えられる利点がある． 

 

３． 実習方法 

 

 1班 7～8人に対して，1週目は自作したテキストの配

布，基本的な操作方法，使用する際の注意点を説明する． 

2 週目から 2 人 1組で部品 Bの加工を行う．手本を見

せながら解説をし，工程の半分程度まで進める． 

2 人 1 組での作業となるため，特に安全に配慮し，周

囲に気を配るように指導している． 

 3週目は部品 Bの完成を目標に工程を進める．公差が

指示されている箇所があるため，要所でノギス等を使っ

て測定するように促す．進捗状況により部品 B の完成

を見送ることもある． 

 4週目からは 1人につき 1台の汎用旋盤を使用し，部

品 A の加工を行う．大雑把な工程の進め方と注意点の

み伝えるようにとどめ，各自のペースで加工するよう促

している．極端に工程が遅れているようならば補助を行

い，進捗状況の差を無くす． 

 5 週目は部品 A の完成を目標に前週の続きから工程

を進める．進捗状況を確認し，遅れが目立つようであれ

ば補助やアドバイスを行うこともある． 

完成した物の寸法を確認し，公差内に入っていなけれ

ば新たな寸法の目標値を追加し，時間の許す限り挑戦す

るよう促す． 

 

 

図 1 実習の様子（2人 1組） 
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図 2 実習の様子 

 

４． 課題とまとめ 

 

 課題として，1～3 週目までは 2 人 1 組で作業を行っ

ているためか，2人の間で旋盤操作や工程について理解

と習熟具合に差があった場合に，よく理解している学生

に任せてしまい，さらに差が出来てしまっている． 

 序盤に 2人 1 組で作業を行うのは，初めて汎用旋盤を

操作する学生たちが 1人 1 台ずつ使用すると，こちらの

目の及ばないタイミングが出来やすくなり，不注意によ

るケガや事故の発生が懸念されるからである． 

 また，初めて操作する慣れない機械を使う負担を分散

するメリットもあるが，デメリットの方が強く出る場合

も見られる． 

 現状では，後々1人で作業することを伝えて，操作に

慣れるよう促している． 

 

 

図 3 実習の様子（全体） 

 

図 4 実習の様子（全体：2人 1組） 

 

現在使用している図面は簡易になるように，本来の

技能検定で使用している図面をアレンジしたもので

あるが，慣れない機械の操作に手いっぱいになり，授

業時間に余裕が無くなって焦ってしまうことがある． 

学生自身の手で製品の完成まで体験することが重

要であると考えているので，要点は残して更に図面を

簡略化する必要があると思われる． 

 

参 考 文 献 

 

1)澤 武一，目で見て合格 技能検定実技試験「普通旋

盤作業 3級」手順と解説，日刊工業新聞社，（2009）． 
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─────────────────────────────────────────── 
*松江工業高等専門学校 実践教育支援センター 技術専門職員  **松江工業高等専門学校 機械工学科 教授 

***松江工業高等専門学校 機械工学科 学生 

機械加工におけるヘリカル加工中の工具振動と表面粗さの関係について

小吹 健志*  高見 昭康**  渡部 尚弥*** 

要旨 

切削加工を行うと,切削工具に振動が発生する．その振動は切削工具の摩耗を促進する要因になるとともに，切

削表面の粗さを増大させるなど，切削加工に悪影響を及ぼす．このことから切削加工時には振動を抑制すること

が重要となる．しかしながら，切削加工時の振動の抑制は熟練した加工者の感覚に頼る部分が大きく，加工を行

うことができる人材が限られてくる．そこで，切削加工時の振動を可視化し，経験の少ない加工者でも加工時の

振動の大小を判断できるツールがあれば，コストパフォーマンスの高い切削工具の交換や，表面粗さ不良による

製品不適合の未然防止など，加工の現場において役に立つと考えられる．本研究は,切削加工時の振動の可視化

を目的とした「無線ホルダ（株式会社山本金属製作所製MULTI INTELLIGENCE）」を用いて切削加工時の振動

を計測し，その有用性を示すことを目的とした共同研究である．  

キーワード：切削加工，工具振動，マルチインテリジェンス，MULTI INTELLIGENCE，株式会社山本金属製作所 

１． 実験内容について 

１・１ MULTI INTELLIGENCEについて 

 本研究で使用する無線ホルダは，株式会社山本金属製

作所製の「MULTI INTELLIGENCE」である． 加工機

にセットして使用することで，振動を計測することがで

きる．振動を測定する指標は加速度である． 

ホルダ内に加速度センサー，送信機を内蔵しており,

得られた加速度のデータは受信機を繋いだコンピュー

ターへ無線で送信され，タイムリーにグラフ化され表示

される．測定値は無線ホルダにて RMS 処理された後，

コンピューターに送信されている． 

加速度は X方向，Y 方向，回転方向の 3つが測定でき

る．なお，MULTI INTELLIGENCE における X 方向，

Y 方向は無線ホルダの中心軸に対して円周上に 90°毎

に配置された加速度センサーと，ホルダにセットした切

削工具に対する方向であり，加工機または切削方向の X

方向，Y方向とは関係ない． 

図 1.無線ホルダの概要（山本金属製作所 カタログより） 

１・２ 使用工具 

BIG 製 フルカットミル ST15-FCR16082-120 を使

用する．(2 枚刃，刃先円直径 16，工具長 120) 

チップは BIG 製 超硬スローアウェイチップ

BRG160808 ACP300 を使用する． 
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１・３ 加工条件 

被削材の材質は S25C，寸法は 70×70×200 である．加

工形状は穴形状とし，穴の径はφ30，穴深さは 30mmで

ある．この形状となるよう，ヘリカル加工を行う． 

切削条件は V=150m/min，fz = 0.09mm/t，ランピング 

角 = 3°である．切削水を工具スルーで使用し，切屑は

積極的に排出できるようにしている． 

 

 

 

 

 

 

図 2.加工状況図 

 

 

２． 実験の内容と評価について 

 

２・１ 実験方法 

被削材と工具が以下の条件となるまで同じ工具で繰

返し穴加工を行い振動のデータを収集する．以下の条件

のいずれかが生じた時点で工具の寿命，あるいは製品不

適合レベルの表面粗さであると判断，加工を終了する． 

・工具に欠損が発生している． 

・内面の粗さが Ra3 以上となっている． 

・加工機の破損に繋がるような異常現象がある． 

上記事象の発生後は，材料・工具とも新品に交換し，

工具振動と被削材の表面粗さや工具摩耗の関連が見え

るサンプル数となるまで繰返し加工・振動データの収集

を行う． 

 

２・２ 収集データについて 

本原稿作成時点では加工データの収集途中であり，実

験の評価を行えていないが，振動の様子をグラフ化した

ものを以下に示す．  

 

図 3.加工時間と振動（加速度の絶対値）の関係 

 

この結果より，加工時間の経過とともに振動が大きく

なっていることがわかる．これに伴い工具の底面には著

しい摩耗が現れている．また，内面粗さも一定時間を過

ぎるとともに急激な悪化を示す傾向にあり，工具振動を

管理することで工具摩耗，内面粗の管理は行える傾向に

あることが予想される．詳しい評価結果は，ポスターセ

ッション当日に報告する． 

 

謝 辞 

 

本実験は，株式会社山本金属製作所，ならびに，松江

山本金属株式会社との共同研究・寄付金により実施す

ることができた．ここに感謝の意を表する． 
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─────────────────────────────────────────── 
*福井工業高等専門学校 教育研究支援センター   

機械工作実習におけるヒヤリ・ハット事例の収集活動 

 

藤田 祐介* 

 

要旨 

高専教育の特色である充実した実験や実習は，体験を通した基礎的技術の理解や習得のために実施されている．

その中でも機械系の学科で行われている工作実習は，大きな動力を使用した工作機械や感電の恐れのある機械，

高温の機械等を扱うため一つの小さなミスが大事故につながる可能性がある．近年の社会情勢や教育環境の変化

により，危険を危険であると認識できない学生，すなわち安全に対する意識が低い学生が増えたと感じているが，

教育機関としてどのような学生であっても一様に事故の防止に努めなければならない．そこで福井高専の機械工

作実習では，学生の安全に対する意識を向上させ，より安全な実習環境の構築を目指すための一つの活動として，

ヒヤリ・ハット事例の収集活動を関係各所の理解と協力のもとで平成 29 年度から開始した．本報では，1 年を通

した活動の流れや報告されたヒヤリ・ハット事例などを報告する． 

 

キーワード：安全教育，ヒヤリ・ハット 

 

１． はじめに 

 

 近年，生活を営む上で日常的に接する機械や機器など

の製品はメーカーの配慮で安全で便利なものが多くな

った．これは製造するメーカーの努力の賜物と言える．

しかしながら，ユーザーが使用する際に安全に考慮する

ことなく目的を達成できる製品が増えたことは，危険に

接する機会の喪失であり，安全に対する意識を低下させ

る状態であると言い換えることができる．福井高専の機

械工学科にも危険を認知できない学生が増加している

と感じており，従前通りの機械工作実習（以下，実習と

略す．）の実施は，困難になりつつあると言える．そこ

で，身近なケーススタディーを活発に行い，安全に対す

る意識の向上を図るための一つの活動としてヒヤリ・ハ

ット事例の収集活動を開始した． 

 

２． 活動の流れ 

 

２・１ ガイダンス 

 本校の機械工学科では 1 年生は後期の半年間，2，3 年

生は 1年間を通して実習が行われている．それぞれの実

習が始まる 4 月と 10 月にヒヤリ・ハット事例の収集活

動についてのガイダンスを行っており，同活動の意義や

ヒヤリ・ハットが起こった際の報告の手順などを説明し

ている．なお，報告には図 1 に示す報告用紙を使用して

おり，発生日時や氏名，作業の内容やヒヤリ・ハットし

た内容，けがの有無などを記入する欄が設けてある． 

 

２・２ 情報の共有 

 報告された内容は 1 週間ごとに専用の記載シートに

記入し，実習に関係する教職員間で共有している．学生

に対しては各週の授業冒頭に，教員による事例の紹介と

それに対する解説を実施することで間隔の短い情報発

信を行っている．また，実習工場内に掲示した事例のリ

ストを一定期間ごとに更新することで，実習がない学年

の学生にも情報を得る機会を提供している． 

 

 

図 1 ヒヤリ・ハット事例報告用紙 
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２・３ 事例研究 

定期試験期間中に行われる実習は，集中力の欠如によ

る事故を防止するため，実作業ではなく講義や危険性の

少ない実験に置き換わっている．その講義等の一部の時

間を利用して安全について考えるグループワークを実

施している．4 人程度を 1グループとしたグループワー

クでは， 

①事例の選定 

②発生要因の追求 

③再発を抑制するための対応策の考案 

④グループごとにまとめの発表 

の流れで実施しており，学生一人ひとりがより多くの事

例に接することで未経験の実習で起こり得る危険に関

する情報の先取りや，過去に実施した実習の際に見落と

した危険を振り返る機会としている． 

 

２・４ アンケート調査 

学年末には各学年の学生に対してアンケート調査を

行っている．この調査は，この活動自体の改善と学生の

安全に対する意識の変化を自己分析する機会としての

位置付けである． 

 

表 1 各年度の報告件数 

年度 
全報告数 

（けがの報告を含む） 

けがの

報告数 

平成 29年度 31 5 

平成 30年度 30 4 

令和 元年度 27 3 

（令和元年度は令和 2年 1 月 17日時点） 

 

 

図 2 累計報告数の推移 

（令和 2年 1月 17日時点，けがの報告を含む） 

３． 収集された事例の紹介 

 

各年度の報告件数および 1 年間の累計報告数の推移

をそれぞれ表 1，図 2に示す．令和元年度は 1 月中旬ま

でのデータであるが，どの年も同様な傾向で増加してい

ることがわかる．これらのデータにはヒヤリ・ハットの

域を超えた“けが（＝事故）”の報告が含まれることに留

意する必要がある． 

学生から報告があった作業内容とヒヤリ・ハットの内

容を一部抜粋し表 2 に示す．これらの発生要因は番号 1

～3 のように人の安全でない行動（不安全行動）による

ものと，番号 4，5 のような機械や物の安全でない状態

（不安全状態）によるものに大別することができる．不

安全行動は再発防止のために説明方法の改善や実例を

挙げての注意を促すことで対応しており，不安全状態は

解消のために可能な範囲で対応を行っている． 

 

４． おわりに 

 

福井高専では機械工作実習における事故を防止し，よ

り安全な実習環境の実現を目指してヒヤリ・ハット事例

の収集活動を行ってきた．現時点でも学生のけがが発生

していることから危険が取り除かれたとは言えないが，

けがの報告が減少していることはこの活動の成果の一

つであると言える．今後は他の高専の実習関係者と意見

交換や情報共有を行い，この活動をさらに発展させたい

と考えている． 

 

表 2 報告されたヒヤリ・ハット事例の一例 

番号 作業名 ヒヤリ・ハットした内容 

1 
切削加工 

（立フライス盤） 

加工後の製品の表面を確認するために

触ろうとした際，近くの工具に手が当

たりそうになりヒヤリとした． 

2 
研磨加工 

（バフ研磨機） 

研磨している時に材料を手から放して

しまい，材料が飛んでいったのでヒヤ

リとした． 

3 溶接 

溶接棒を取り替えた直後に溶接棒の先

端が作業台上面に触れてしまい，アー

クが発生してしまった． 

4  
切断機（シャーリングマシン）のガイ

ドに足をぶつけた． 

5  
壁にかかったコンタマシンの替え刃が

体に接触しヒヤリとした． 
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─────────────────────────────────────────── 
*鶴岡工業高等専門学校 教育研究技術支援センター  **鶴岡工業高等専門学校 創造工学科 

マイクロ・クレデンシャル・ツールとしてのデジタルバッジの試行 

 

鈴木 徹*  阿部 達雄** 

 

要旨 

学修成果証明としては卒業証書や成績表の授与があるが, 近年海外ではこの証明書には現れない能力を表出させ

て学習者の能力を浮き彫りにし, 進学や就職活動に役立てようとする手段として, 学修成果を細分化して個々に

認定するマイクロ・クレデンシャルが実施されており, ツールとしてデジタルバッジの活用が行われている. 本研

究ではデジタルバッジによる学修成果認定を高専 MCC と連携させて実施し, 学生の反応などから課題を探った.  

 

キーワード：教育の質保障, マイクロ・クレデンシャル, デジタルバッジ, モデルコアカリキュラム 

 

１． はじめに 

 

１・１ マイクロ・クレデンシャルとは 

 高等教育機関における教育の質保障では何を学んだ

かより学んだ結果として何を身につけたかの方が重要

だ, とする考え方がある. 海外では卒業証書や成績表

（クレデンシャル）だけでは学習者が学びを通じて獲得

した能力の全てを表現仕切れないとして成果を細分化

して個々に認めることでそれを表現するマイクロ・クレ

デンシャルと呼ばれる, より粒度の細かい学修認定が

実用されている. 

 

１・２ デジタルバッジとは 

 米国では古くから軍隊やボーイスカウトで隊員が獲

得した能力や参加した訓練を認定するために実物のバ

ッジ授与が実施されている. バッジはステータスであ

り隊員の任務へのモチベーションを高める効果を見せ

てきた. このコンセプトを教育に応用したものがデジ

タルバッジである. デジタルバッジは図１の例のよう

に学習内容を示すロゴや証明書の名称などを冠したデ

ザインが施された画像中に表１に示す学修認定メタデ

ータをチャンクと呼ばれるデータブロックとして埋め

込む. このメタデータが発行機関に保管された学習成

果とリンクし, 図 2に示したスキームのように他者が学

習者の獲得した能力の説明書きや, 根拠となる学習成

果などの情報にアクセスできるという仕組みが米国の

Mozilla 財団の発明により実現されている. 

 

１・３ 国立高専における教育の質保障の課題 

国立高専における教育の質保障の課題は高専の教育

が対外的にほとんど認知されていないことである.  

図 １ 学修認定メタデータを組み込んだデジタル 

バッジ画像 

図 ２ デジタルバッジによる学修成果発信スキーム 
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１・４ 本試行の目的 

 本試行では下記を目的とした 

（１） 教育の質保障と対外的発信手段として高専モデ

ルコアカリキュラム（MCC）を学修認定基準に据

えたデジタルバッジによる学修成果認定の試行. 

（２） マイクロ・クレデンシャル・ツールとしてのデジ

タルバッジ活用方法の紹介 

（３） この手法の課題の探求. 

 

２． 実施方法 

 

２・１ デジタルバッジの発行 

デジタルバッジの発行方法はいくつかあるが, 今回

はバッジの標準規格である Open Badge 仕様に準拠した

バッジ発行サービスである MyMantl と Credly を利用し

た. バッジの設計と評価基準を表２のように整理した. 

表 ２ Mozilla Open Badge2.0仕様に基づく事前定義事項 

 

 

３． 結果と考察 

 

３・１ 発行したバッジと高専 MCC との連携 

今回発行したバッジ名は「環境マスター」と称し, 本

校が標榜する融合複合教育として学科横断的に開講さ

れている地球環境・生態学・エネルギーの３科目を融合

して環境に関する学修成果を認定した. 図３に発行し

たバッジおよび授与基準を示す. 授与基準を設定する

際, 学修認定基準としての高専 MCC は極めて有用でこ

の仕組みとの親和性が高いことが分かった. 

 

３．２ 受講生の受け止め方 

受講者にアンケートを実施した結果を図４に示す.  

 

 

受講者に対するバッジの事前説明が充分ではなかっ

たが授与を好意的に受け止める意見が多かった. Q4 及

び Q5 の回答結果から今後デジタルバッジの認知度や価

値を高めることでバッジの獲得が知識レベルの反映や

学習成果の証明に結びつき, さらなる学習への外発的

動機付けにつながることが期待できる. 

   

 

 

４． まとめ 

 

今回紹介した方法はより粒度の細かい学びの認定と

いう特色以外に, 紙媒体で実施して来た学修成果証明

をデジタル媒体に置き換えるという特色を持つ. この

置換を行うと紙では実現できない情報活用ができるよ

うになる. 例えばブロックチェーンで流通させるなど

がその１つである.  高専教育を世間に発信するための

手段として今後の活用と進展を期待したい. 

 

５． 謝 辞 

 

本研究は JSPS科研費 JP18H00176 の助成を受けたも

のです. 日本学術振興会に対し感謝の意を表します. 

図 ３ 環境マスターバッジと授与基準 

図 ４  受講者アンケート結果 
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─────────────────────────────────────────── 
*明石工業高等専門学校 技術教育支援センター 

JR 土山駅におけるイルミネーション点灯事業 

 

柿本 裕貴*  大西 一生*  中村 陽介* 

 

要旨 

本校では 2015 年度より播磨町商工会からの依頼を受け,毎年イルミネーション事業を受託している．JR 土山駅は

本校の最寄り駅の 1 つ隣であり,今年度は 2019 年 11 月 20 日(水)～2020 年 1 月 16 日(木)の期間においてイルミネ

ーションの点灯が行われた．イルミネーション事業そのものは毎年受託しているが,今年は発表者が初めてその製

作の担当者となり，過去の製作物も活かしながら新たな製作物も取り入れた．本報告では,そうした取り組みの様

子と製作において利用した技術の学生への提供という 2 つの視点で述べる． 

 

キーワード:マイコン，TWELITE，無線化 

 

１． イルミネーションの新規製作物 

 

１・１ 播磨町商工会５０周年看板 

今年度は播磨町商工会が発足して５０周年というこ

とで,５０周年を象徴する看板の要望があつた．この作

製は中村が担当した．これの点灯にはプログラムが組み

込まれた LED テープを使用し,コンセントを刺すだけで

自動的に色がグラデーション式に変わっていくことを

実現した． 

 

１・２ 点灯用遠隔無線スイッチ 

 最初の点灯においては,駅のロータリーから遠隔でイ

ルミネーションの点灯をさせる必要があったため,図 1

に示す無線モジュール(TWELITE)を利用して,無線化を

実現した．この TWELITE は Arduino や Raspberry Pi と

同じマイコンではあるが,プログラミング知識がなくて

も容易に扱うことができるものであり,無線化をするた

めの組込所要時間はおよそ 15 分ほどである．また,他の

TWILITEとの混信を防ぐために,ID設定等が必要になる

が,その際には TWILITE R と,公式サイトからダウンロ

ードできるアプリ(TWE-Programmer)を使用した． 

 

 

 

 １・３ 製作に関するその他の事情 

 毎年,新規製作物が増えているため,全体電力が 1 つの

コンセント内で収まるかの検討が必要であった．結果と

して,電源線を太いものに変更する必要が生じた． 

 

 

図 1． 無線モジュール(TWILITE) 

 

 

図 2． TWELITE R 

64



 

２． 学生との関わり 

 

２・１ TWELITE講習会の開催 

１・１にて述べたとおり,TWELITEの扱いについては高

度な知識がなくても取り扱えるということで,学生への

技術提供の機会を設けたいとの考えに至った．ちょうど

その頃に,本校のロボット工学研究会(以下,ロボ研)に

おいて全国ロボコン出場の際に必要となる無線化の技

術に困っているという話を聞いた．遠隔点灯を本校内に

て試験運用していたときに,ロボ研の学生が通りがか

り,TWELITE を遠隔非常停止スイッチとして使用してみ

たいということだったので,軽く紹介を行った．その後,

ロボ研の学生らは全国大会にて TWELITE を実装した機

体で出場条件を満たした．その後,学生に改めて話を聞

いたところ,来年以降のこともあるので,TWELITEのこと

を詳しく知っている部員がもう少しいると助かるとの

ことであった．そのため,急遽 TWELITE 講習会を開催す

ることとなった． 

 

２・２ TWELITE講習会までの準備 

講習会のために準備したものは以下のとおり． 

  TWELITE DIP RED  4 台 

   TWELITE DIP BLUE  4 台 

   ブレッドボード   10 個 

  ジャンパ線(自作)  150 本程度 

  タクトスイッチ   適当量 

参考までに TWELITE RED は 1 台あたり 3000 円

弱,BLUE は 2000 円弱である． 

 

２・３ TWELITE講習会の運営 

 講習会については,発表者の他にロボ研の学生 1 名を

助手として運営した．講習会は放課後の時間帯に設定し,

講習時間としてはおおよそ 1 時間半であった．内容とし

てTWELITEというものの紹介,配線の方法,TWELITEに

よる無線通信の概要の説明を行い,LED の点灯と消灯を

遠隔で制御するものを作製した．その過程において,助

手学生のスキルアップにもつなげたいと考え,適宜,助手

学生による説明,支援の時間を設けた．これについては

本校が力を入れて取り組んでいるアクティブラーニン

グの観点から見ても,「学生の自主性」,「アウトプット中

心の学習」を満たすことができたので教育的意義が高か

ったものと考えている． 

 

２・４ TWELITE講習会のアンケート結果 

 講習会の最後に,参加者 8 名へアンケート調査を行っ

た．詳細な集計結果は概要においては省略するが,「今後

TWELITE を使ってみたい」,「知人,友人に紹介したい」

と思ってもらえたようである．以下, 講習会の意見に関

して主なものを抜粋する． 

 

⚫ チャンネルと ID設定で接続マイコンが変更でき

ることに感動した 

⚫ 3km もの距離を通信できるのはすごい 

⚫ 回路が簡単で,基本がわかりやすい 

⚫ シリアル通信によるものにも取り組みたい 

  

３． 今後の展開 

  

イルミネーション事業に関しては,2019 年度で最後と

なる予定であるが,TWELITE という無線モジュールを

使って学生への学習の機会を創出できる可能性がある

とわかった．この学習には無線通信技術そのものを知

るということもさることながら,自分たちで作り上げて

いく楽しみや,他人にわかりやすい説明をする経験も含

まれている．前述のようにアクティブラーニングの要

素も十分に含めていける要素である． 

したがって,イルミネーション事業そのものは今年度

限りであるが,TWELITE を使った無線通信の実装化技

術や,他のマイコンとの組み合わせなど電子工作の幅を

広げ,興味のある学生に引き続き,知識と学習の場を提供

できるようにしていきたい． 

 

参 考 文 献 

 

1)TWELITE について 

(モノワイヤレス社公式トップページ) 

https://mono-wireless．com/jp/ 

 

65



───────────────────────────────────────────
*豊田工業高等専門学校 技術部

学生から得られたアクティブラーニング型実習への評価について

中尾 卓嗣* 

要旨

社会に出た後，周囲から頼りにされる技術者に育って欲しいとの思いから，担当班への実習指導にアクティブラ

ーニング型実習を実施し，学生達が主体的に行動し作業を進めることを求めている．今回はこれまでの取組みに

ついて学生達がどのような意見や感想を持ち，教育効果を実感できている確認したいと考え，過去 4 年間（平成

27 年度から平成 30 年度）の受講生の内，在校生の 26 名にアンケートを依頼し 22 名から回答を得た．今回はこの

アンケート結果の報告と共に，課題として明らかになった項目から考察した内容を報告する．

キーワード：アクティブラーニング，ものづくり実習，学生の主体性

１． アクティブラーニング型実習の概要 

１・１ 創造総合実習の概要

本校機械工学科 3 年生の「創造総合実習」では，創造

性を発揮した製品を完成させる実習を 1 年間かけて実

施している．クラス内を４班に分け，各班には製作指導

者として１名ずつ技術職員がつき，状況に応じて製作に

必要な製作手順等の説明や，工作機械の操作指導など，

各班に合わせた実習指導を行っている．

執筆者はこの枠組みの中，担当班の実習指導にアクテ

ィブラーニング型実習を用い，学生の主体性を重視した

指導を行っている．

１・２ アクティブラーニング型実習とは

 アクティブラーニングとは，学習者が受動的に授業を

受講するのではなく，学生主導で能動的に学ぶことがで

きる授業を行い，「自らが学ぶ力」を伸ばす学習方法を

指す．学生達が社会に出た後，周囲から頼りにされる技

術者に成長する為には，アクティブラーニング型実習を

実施することが適切だと執筆者は考え，下記項目を重視

しながらこれまで進めてきた

・ 合意形成する話合いには時間をかけ，皆の同意を得

た製作目的と製作物を定める

・ 学生達が「船長」となり進路を決断する．指導者は

オブザーバー（観察者）と，ファシリテーター（進

行活性化を促す役目）として関わり，「気象予報士」

の立場で状況や選択肢を示すことにとどめ，学生達

の決断に対し，表情や態度から評価や誘導をしない

・ スケジュール管理は学生達に任せる

・ 「ブリコラージュ」という方式を推奨し，身近に入

手可能な材料から即興的なものづくりを行い，ゼロ

から形にすることを推奨する．けがをしない失敗で

あれば失敗も許容する

２． 学生向けに実施したアンケート 

２・１ アンケートを実施したいきさつ

学生の為に良かれと考え実施しても，実際に学生達の

負担となり教育効果を実感できていないのであれば良

くないと考え，学生達がどのような考えを持ち，教育効

果を実感できている確認したいと考えた．過去 4 年間

（平成 27 年度から平成 30 年度）の受講生の内，在校生

の 26 名にアンケートを依頼し，22 名から回答を得た． 

２・２ 学生達が実感できている良い点

「受講して良かったですか？」との設問に対し，２２

人中２１名が良かったと答えた．「指導者の力に頼らず，

自分達の力で作り上げた実感があり達成感が大きい」
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「わからないことを素直に聞くことができ，自分達がや

りたいように進めることができた」「楽しく笑いながら

作業できる環境が良く，楽しみな授業だった」「創意工

夫や試行錯誤の力が成長した」等々の回答が挙げられた． 

「役立つと実感できたことはありましたか？」との設

問に対し，２２人中１８名があると答えた．「この時の

経験が卒業研究に活かされ，効率的な実験方法を考えて

実験することに役立った」「インターンシップ先で与え

られた課題への解決方法の模索に役立った」「卒業研究

や専攻科内の課題に対し，何でも試してみるという考え

方を基本に行動できた」「自分から主体的に参加するこ

とや，提案することは今後必ず役立つと感じる」等の回

答が挙げられた． 

「取組みを継続させたほうが良いですか？」との設問

に対しては，全員が継続させたほうが良いと答えた． 

 

２・３ 学生達が負担に感じている点 

「実習中の気持ちはどうでしたか？」という設問に対

し，２２人中３名が「毎週気が重かった」と答えた．３

名以外にも「期限内に完成できるかが最後までわからず，

気が重かった」「構想通りのものが完成できるか最後ま

で不安だった」と精神的な負担に関する回答も多かった． 

合意形成を重視し，話合いに時間をかけて取り組んで

いたことに関しても，「合意形成が大事ことはわかるが，

無制限に話合いを続けるのではなく期限を決めたほう

が良い」「決定事項がたびたび変更になり，これまでの

話合いが白紙に戻ることに納得ができず，良い方法だと

思えなかった」等の改善を促す回答が多かった． 

ものづくり経験の差によって戸惑った学生も存在し，

「ものづくりへの経験値により各人の知識差が影響す

る部分も多く，難しく感じることが多かった」との回答

や，各人の取組む姿勢や意識の違いを問題視する意見も

多く，「班内で主体的に動けない人がいて困った」「班内

で各人の積極性に差があった」との回答も見られた． 

また，「班全体で居残り作業や話合いを行いたくても

他科目の小テストや課題，寮に関わる集まりや部活等に

より，集合時間の調整も難しかった」「授業外で意見を

まとめたり考えたりすることはほとんどなかった」とい

う回答も見られた． 

３． アンケートの結果から考察した改善点 

 

 学生からの回答や提案を基にし，これまでの方法を見

直し改善案を考えた．主な項目を下記に挙げる． 

・ 負担軽減の為，スケジュール管理を学生達に全て任

せるのは止め，大まかなスケジュールは提示する 

・ 授業時間外の時間を頼りにせず，授業時間内で区切

りがつくように工夫する 

・ 話合いの時間には期限を設け，その期間内に合意形

成ができるように進める 

・ ものづくり経験が少ない学生が含まれていること

を考慮し，短期間でものづくりの基礎が学ぶことが

できる導入教育を準備する 

・ 主体的に動くことが困難な学生や積極性が低い学

生達には，他者に頼ることが難しい小班編成にする

など，状況に応じた対応を行う 

・ こちらの決めた枠組みに押し込めないように注意

し，学生視点に立ち，学生への負担が大きいと感じ

られる点については改善を進める 

 

４． 最後に 

 

学生の為に良かれと考え実施していても，その結果が

明らかになることの怖さもあり，これまで学生達へアン

ケートを依頼し，直接的な評価を得ることは避けてきた． 

しかし，今回アンケートを実施したことにより，学生

達にも様々な面で主体的に取り組むことの効果を実感

できる経験があったことや，その後の活動に活かせてい

ることがわかった．その反面，期限内で終了できるのか

というスケジュール面での心配や，構想したものが完成

できるかという不安など，心理面で負担になった部分も

大きかったことを理解できた． 

また，今後に向けた改善内容の提案など，示唆に富む

多くの回答が寄せられ，これまでの取組みを振り返りな

がら今後に向けて考察する良い機会となった． 

対応に困難なことも多い取り組みではあるが，今回得

た評価に自信を持ち，学生達の可能性を信じながら，教

育方法の改善を行い，より良いアクティブラーニング型

実習に改善し継続していきたい． 
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─────────────────────────────────────────── 
*松江工業高等専門学校 実践教育支援センター **松江工業高等専門学校 環境・建設工学科 

ICT 測量による日本初の市街地カートレース開催への取り組み

表 真也* 安食 正太* 大屋 誠** 

要旨 

島根県江津市では地域の活性化を目的に，公道を使った日本初の「江津カートグランプリ」の開催を計画してい

る．筆者らは 2017 年 6 月 1 日に江津市の次世代を担う地元有志らと協力してカートレース会場となる江津駅前の

測量を行った．本報では GNSS 測量・UAV により得られた空撮画像について SfM を用い 3 次元モデルの作成を行

ったのでその結果について報告する． 

キーワード：ドローン，UAV，カート，SfM，GNSS 測量，地域貢献，ICT 

ICT 測量概要

 現在，トータルステーションや 3D レーザースキャナ

ー等の普及がみられるが，多くの人手と時間を必要とす

る．そこで広範囲の測量を「短時間・少ない人手・低コ

スト」で測量が可能な UAV を用いて 3 次元測量を実施

した．空撮では取得画像のひとつひとつに標定点が写り

込むように撮影した．撮影後は SfM ソフトを用いて標

定点の座標と高さの補正を行い，3 次元点群データやオ

ルソ画像を作成した． 

１・１  撮影区域 

江津駅前の南北 0.4 ㎞・東西 0.7km を測量した．図 1

の当該地には高くはないが，飛行に影響を与える「電波

塔・建造物・電信柱等・線路」や「飛行禁止区域」を有

していた．これらを踏まえ撮影計画は，撮影地域ごとに，

作成する三次元点群の位置精度，地上画素寸法，対地高

度，使用機器，地形形状，土地被覆，気象条件を考慮し

て，JR 江津駅の北側（2 区域）・南側（1 区域）・線路（1

区域）の計 4 区域に分割した． 

１・２ 標定点・検証点の設置 

標定点・検証点は建物や樹木により隠れて空撮できな

い場合があるため，上空の視界が開けていることを確認

しつつ，隣接する距離を 100m 以内として設置した．各

区域の標定点数は，A 区域に 11 点，B 区域に 9 点，C 区

域に 4 点を設置した．検証点数は A 区域に 3 点を設置

した．表 1 には標定点・検証点の数量を示す． 

１・３ GNSS 測量 

標定点・検証点の観測は GNSS（（固定局：Net R-9

（Nikon Trimble），移動局：R-10（Nikon Trimble））によ

表 1 各区域の計測諸元 

区域 
標定点

（枚） 

検証点

（枚） 

対地高度

（m） 

飛行回数

（回） 

取得画像

（枚） 

A 11 3 50 3 273 

B 9 - 50 2 192 

C 4 - 70 1 34 

D - - 70 1 29 

図 1 調査対象場所 

写真 1 GNSS 測量状況・使用した UAV

１.
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る，RTK（リアルタイム・キネマティック）法を用いて

観測を行った．固定局は江津市役所の三等三角点とした．

写真 1 には GNSS 測量状況を示す． 

１・４ UAV 測量 

写 真 1 に は 使 用 し た DJI 社 製 PHANTOM3 

PROFESSIONAL を，表 2 には撮影機材および諸元を示

す．UAV は自律飛行・自動帰還させ，対地高度は区域ご

とに変更，滞空時間は 10 分/回とした．撮影は SfM や

MVS による多視点幾何による 3 次元モデル作成を行う

ため重複率をオーバラップ率 90％・サイドラップ率

60％とした．空中写真の地上画素寸法は「UAV を用いた

公共測量マニュアル(案)」に準じて，三次元点群の位置

精度 0.1m 以内，地上画素寸法 0.2m 以内に設定した．自

動飛行アプリは DJI Ground Station Pro を使用し，撮影は

1 回の飛行で 100 枚以内のため複数回の飛行をさせた．

表 1 には各区域における対地高度・飛行回数，取得画像

数を示す． 

２． 三次元モデル作成 

各区域での取得画像は結合後に共通して映り込んだ

標定点の座標を入力し，3 次元解析を行った．3 次元モ

デル作成は複数の静止画からカメラの撮影位置や 3 次

元形状を推定する SfM 技術，カメラパラメータから高

密度の点群を作成し 3 次元形状を復元する MVS 技術を

用いたソフト PhotoScanPro (AgiSoft 社製)で行った．図

2 には SfM での 3 次元点群データを，図 3 にはオルソ画

像を示す． 

３. 精度検証

精度検証には GNSS の観測点を真値として，オルソ画

像の標定点・検証点の水平位置と高さを算出した． 

図 4 によると標定点は水平精度 0.95cm 高さ精度

0.18cm，検証点は水平精度 2.29cm 高さ精度 1.39cm とな

った．標定点・検証点の水平精度・高さ精度は位置精度

の 0.1ｍ以内の基準内である． 

４. まとめ

（1) 江津駅前の市街を UAV で自動飛行・撮影及び画像

処理によって路面形状を捉えた． 

（2) UAV による測定誤差は RTK の観測値を真値とし

た場合，標定点（24 点）は水平・高さ精度は 1.0cm

以内，検証点（3 点）は 2.3cm 以内で位置精度の基

準内である． 

表 2 撮影機材および撮影諸元 

項 目 諸 元 

UAV UAV PHANTOM3 PROFESSIONAL 

カメラ 

使用機種 FC300X 

解像度 4000×3000 ピクセル 

有効画素数 1240 万画素 

ピクセルサイズ 1.56×1.56μm 

焦点距離 3.61mm (20mm/35mm) 

撮影諸元 
オーバラップ率 90% 

サイドラップ率 60% 

自動飛行 

アプリ 

ソフト DJI Ground Station Pro 

飛行速度 5m/s 

撮影モード ホバリング・自動撮影 

図 4 水平精度と高さの精度

図 3 オルソ画像

図 2 SfM 出力結果
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＊明石工業高等専門学校 技術教育支援センター 

自作品・既製品・既存品を組み合わせた物品管理体制の整備（3S1）活動）

川上 良平* 

要旨 

明石工業高等専門学校建築学科（以下，建築学科）では，授業や研究などで使用する文房具や小型機器などの物品

を建築系技術職員（著者）の執務室（以下，備品管理室）にて管理しているが，学生や教職員の活動の多様化とと

もに管理する物品は増加傾向にあり，またその利用頻度も増えている．そのような現状に応じて，利用者の誰もが

簡単に「必要な時に必要なものを必要なだけ」取り出すことができるように，「3S1)（整理・整頓・清掃）」の観点

を取り入れて現在の物品の整理方法を改善する． 

キーワード：3S1)，整理，整頓，安全衛生

１． 現状と課題 

１・１ 現在の管理方法 

 現在備品管理室では，スチールラック（幅 約 150cm

×高さ 約 185cm×奥行 約 40cm，上下二段組，ガラス

製引き違い戸付き）を物品用の収納棚として利用して

いる（図 1）．今回はこのラックを活用しながら物品の

整理方法を現在の状況に適したものに改善する． 

図 1 物品管理用のスチールラック（Before） 

１・２ 現在の問題点 

 一部ラックの寸法に収まらないサイズの大きい物品

があるため，やむを得ず現在はスチールラック前面の

引き違い戸を取り外して使用している． 

また，収納する物品の数や種類に対して棚板の数が

十分でないため，種類や用途の異なる物品がラックの

同じ段に混在して保管されている． 

その他，文房具などの小物類はそれぞれのサイズが 

小さい上にバラバラなのでまとまりがなく，ラックの

なかで雑然となりがちである． 

２． 改善の方針 

２・１ 自作品・既製品・既存品の有効活用 

単純に市販品を購入して解決するのではなく，現在

学校にあるもの（既存品）を有効に活用して，経済的

かつ環境に配慮した改善方法を検討する． 

また，より良い整理方法を検討する上で，足りない

ものがある場合は，学校にある施設や装置を利用して，

積極的に自作する（自作品）． 

なお，費用対効果や作業効率等を考慮した上で有効

であるならば，市販品（既存品）を活用する． 

以上の方針に基づいて，物品の整理方法を改善する

とともに，本取り組みを通して，ものづくりに関する

幅広い知識や技術を習得し，今後学生や教職員の多様

なニーズに応えることができるようにする． 

２・２ 分類方法 

種類や用途に応じて物品を明確に分類するとともに，

使用頻度や重量等をよく考慮して， よく使うものは手

前に，重いものは低い位置に置くなど，「必要な時に必

要なものが簡単に取り出せる」ようにラック内の保管

場所を検討する． 
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３． 事例の紹介 

 

 ３・１ 自作品の活用例 

 小型機器やケーブル類は，本体サイズに対してやや

余裕のある段ボール製の箱に保管されており，これが

ラックのガラス戸の開閉に干渉している． 

 そこで，軽量かつ加工が容易で，段ボールより丈夫

なプラスチックダンボール（以下，プラダン）を用い

て，次の通り，オリジナルの保管箱を自作する 2)． 

 まず，プラダンシート（5mm 厚）に保管箱の展開図

を描いて，カッターナイフで切り取る． 

 次に，プラダンシートの接合部分に専用工具で穴を

あけてリベット接合により箱を組み立てる． 

 最後に，露出しているプラダンの切断部分に，専用

のレール，コーナーおよび取っ手を取り付けて完成． 

  

 ３・２ 既存品の活用例 

 スチールラックは上下二段で構成されており，棚板

の規格は上下とも同じであるが，棚受けの規格が異な

るため，上下間で棚板の数を調整することが難しい． 

 そこで，下段用の棚受け（L 字金属板）を上段に適

した形状に加工することによって，下段に比べて物品

の収納量の多い上段の棚板を増設する． 

 加工については機械系技術職員の協力を得て，横型

帯鋸盤で棚受けを切断した後，仕上げにベルトサンダ

ーを用いて，バリを取り除くとともに先端部分を丸く

加工して安全性にも配慮した(図 2)． 

 

図 2 横型帯鋸盤を使用して棚受けを加工する様子 

 

 ３・３ 既製品の活用例 

 文房具や消耗品などの小物類を分かりやすく分類し

て収納するために，ラックのサイズに合わせて小物入

れと仕切り板を購入した． 

 

４． まとめ 

 

４・１ 評価 

以上の取り組みを通じて，物品の整理方法を現在の

状況に応じたものに改善することができた（図 3）． 

 また，他班の技術職員の協力を得て加工作業を行う

ことによって，これまで知らなかった他分野の知識や

技術を習得することもできた． 

 このように，自身の研究や取り組みに自己研鑽の要

素を取り入れることは，技術職員として成長する上で

大変有効であり，今後も継続して取り組んでいきたい． 

 

図 3 物品管理用のスチールラック（After） ※イメージ 

 

 ４・２ 今後の展開 

リベット接合は強い力を加えることによる塑性変形

を利用した接合方法 3)であるため，プラダンでは力に

耐えきれずに接合前に破損してしまった。 

そこで，プラダンとリベットの間にワッシャーをか

ませて補強し，保管箱（３・１参照）を完成させる． 
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*仙台高等専門学校広瀬キャンパス 教育研究技術支援室

「教育関連プロジェクト」～はんだ付け講座～の実施報告 

佐々木 匠* 

要旨 

仙台高等専門学校（以下，本校）では，学生に対して授業の入っていない時間帯や放課後等の空き時間の有効活用

や新しい教育方法の研究等を「教育関連プロジェクト」と題して支援を行う事業を 2017 年度より展開している．

本稿では，著者が 2018年度の「教育関連プロジェクト」に応募し実施した「はんだ付け講座」（以下，本講座）に

ついての実施報告と，今後の展望について述べる． 

キーワード：はんだ付け 

１． はんだ付け講座について 

１・１ 概要 

本校広瀬キャンパスでは「ものづくり」を目的とし

た科目が減少傾向にある．中でも回路製作や基板実装

等の実習はほぼなく，はんだ付けを学ぶ機会が少ない

と感じている．昨年度の授業において 1～3 年生では

んだ付けを行うのは 1年生の「アナログテスタキット

（sanwa KIT-8D）製作」のみであった．本講座では，

はんだ付けに関する基礎講義と練習，回路の製作を通

して，はんだ付けに触れる機会を増やすとともに実践

的なはんだ付けを身に付けてもらうことを目的とした． 

１・２ 構成と内容 

 本講座は，1 校時（1 コマ）90 分で完結することを

想定し，以下の構成とした． 

・はんだ付けのポイント解説（20分） 

・はんだ付けの練習（20分） 

・配線作りと LEDライト回路の製作（45分） 

・アンケート（5分） 

「はんだ付けのポイント解説」では，はんだ付けの原

理や注意点・コツなどをスライドにまとめ，はんだ付

けに対する理解を深めてもらう内容とした． 

 「はんだ付け練習」では，市販の蛇の目ユニバーサ

ル基板を約 2cm角に切った「練習基板」と，素子に見

立て「コの字」に曲げたスズメッキ線（図 1）を用い

て，基板に部品を取り付ける状況を想定したはんだ付

けを練習する内容（図 2）とした． 

図 1 練習基板とスズメッキ線  図 2 はんだ付け練習 

 「配線作りと LEDライト回路の製作」では，ミノム

シ-ミノムシタイプの配線（図 3）と，4点の部品から

なる簡単な LED ライト回路（図 4）を製作する内容と

した．配線作りは，線材料の被覆を剥きミノムシクリ

ップにはんだ付けすることで，線材料のはんだ付けを

習得してもらった．LED ライト回路は，ブレッドボー

ド配線パターンのユニバーサルプリント基板（秋月電

子：AE-DB1）に部品を配置し，部品のはんだ付けを習

得してもらった．はんだ付けが完了した LEDライト回

路基板には表面と裏面にアクリル板のカバーを取り付

け，完成後は持ち帰ってもらうこととした． 

 両製作とも作り方の順序をスライドにまとめ，受講

者全員が足並みを揃えて製作できるよう配慮した． 

図 3 ミノムシ-ミノムシの配線  図 4 LEDライト回路 
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２． はんだ付け講座実施の様子 

 

 本講座には1～3年生の14名から受講申込みがあり，

受講者と調整のうえ１回の講座で 3～4 名ずつを 4 日

間に分けて実施した．講座の進行は著者が務め，個別

のはんだ付け指導を 2名の技術職員が行った．講座の

様子を図 5～図 8に示す． 

   
   図 5 ポイント解説    図 6 はんだ付け練習 

   
   図 7 配線作り      図 8 LEDライト回路製作 

 

３． アンケート集計結果 

 

 本講座実施後，受講者全員にアンケートを記入して

もらった．以下にアンケートの質問（全 8項目）と回

答（紙面の都合により一部）を列記する． 

 

●質問 1 受講した理由（自由記述） 

 〇はんだ付けが苦手で上手くなりたいと思った 

 〇はんだ付けの練習をする機会がなかったから 

●質問 2 講師の説明はどうだったか（自由記述） 

 〇スライドの内容・構成がとても良かった 

 〇図や動画がありイメージし易かった 

 〇作業と説明が同時進行でその場その場で説明して

くれて分かりやすかった 

●質問 3 知識や技術は向上したか（1名未回答） 

 〇向上した：11人  〇向上しなかった：2人 

●質問 6 技術職員主体の講座をまた受講したいか 

 〇受講したい：14人 〇受講したくない：0人 

●質問 7 開催してほしい講座はあるか（自由記述） 

 〇テスターや測定機器の使い方 

 〇ラズベリーパイやブレッドボードの使い方 

●質問 8 その他意見・感想など（自由記述） 

 〇全員一緒にゆっくり進めてもらえて良かった 

 〇授業と違い時間を気にせず製作できた 

 〇前よりスムーズにはんだ付けできるようになった 

 

 アンケートより得られた結果と考察を以下に示す． 

 質問 1より，はんだ付けが上手になりたい・練習を

したいという学生が本講座を受講していた． 

 質問 2～3より「解説には図や画像・動画などを用い

て学生がイメージし易いスライドを準備すること」「回

路製作時には足並みを揃えて進めること」が効果的で

ありその結果受講者の知識・技術の向上に繋がった． 

 質問 6～8 より，今回のような技術職員が主体の講

座を受講したい学生が多く，内容として授業で使用す

る計測機器や実験装置の使い方を知りたいという意見

が多かった． 

 質問 8より，本講座の内容は概ね高評価を得られた

と考えている． 

 

４． 改善点について 

 

 本講座は 1校時（1コマ）90分で完結する時間配分

を設定したが，ミノムシクリップの取り外し作業や

LED ライト回路の部品取り付け位置の間違い等により，

時間内に終了しなかった回が 4回中 2回あった．改善

点として，部品を取り付ける位置を分かりやすく説明

するスライドの準備と，取り付け位置の確認を重点的

に行う必要性を感じた． 

 

５． まとめと今後の展望 

 

 本稿では「教育関連プロジェクト」に対して著者が

応募し実施した「はんだ付け講座」について報告した．

アンケートより受講者のはんだ付けに対する知識・技

術の向上がみられ，本講座の目的は達成できたと考え

ている．今後の展望として，次年度は前章で述べた改

善点を踏まえた内容ではんだ付けの講座を実施すると

ともに，学生からリクエストのあった「測定機器・実

験装置の使い方」の講座も検討している． 
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─────────────────────────────────────────── 
*石川工業高等専門学校 技術教育支援センター  **石川工業高等専門学校 機械工学科 

学生実験の理解度向上を目的とした継続的改善の試み 

 

泉野 浩嗣*  加藤 亨** 

 

要旨 

石川高専機械工学科では，机上で学ぶ機械工学をより深く理解するために，理論だけでなく実験を通して基礎知

識を体験的に学んでいる．機械工学実験Ⅰ「触針式表面粗さ試験機による表面粗さの測定」において表面粗さ理論

の理解度アンケートを実施した結果，実験で体験した理論を他人に説明できるほど理解できている学生は少数で

あることが分かった．本報では，実験後の理解度確認アンケートを用いて実験方法を評価し，改善する PDCA サ

イクルを継続的に実施することで学生の理解度向上に効果があることを示す． 

 

キーワード：学生実験，表面粗さ，PDCAサイクル 

 

１． はじめに 

  

機械工学実験Ⅰ「触針式表面粗さ試験機による表面粗

さの測定」では，表面粗さの生成メカニズムや理論を学

んだ後，予め加工された供試材の測定面の表面粗さを，

人の指および触針式表面粗さ試験機によって測定して

いる．学生は，理論に則した供試材の表面粗さを測定す

る体験を経て，表面粗さについての理解を深めている． 

本報は，平成 29 年度から継続している実験改善の第

2 報である．前報では，供試材を改善し，測定面の形状

変化の原因となる発錆を抑制し，実験毎の表面粗さの測

定値のばらつきを低減させ，実験結果の信頼性を向上さ

せた．また，実験後に表面粗さ理論の理解度アンケート

を実施し，その結果，表面粗さの理論は理解したが，理

論の説明ができない学生が多いことが明らかとなった． 

本報では，実験後の表面粗さ理論の理解度アンケート

の結果から実験内容を評価し，改善する PDCA サイクル

を平成 29 年度から継続的に実施し，表面粗さ理論の理

解度向上を試みたのでその結果を報告する． 

 

２． 理解度の確認 

 

２・１ 実験前後アンケート 

現状の実験による学生の理解度を評価せず，やみくも

に改善を行っても効果を得ることは難しい．そこで，ア

ンケートを用いて実験後の学生の表面粗さ理論の理解

度を評価し，改善点の検討を行った．アンケートの内容

は，表面粗さの理論式に関係する送り速度やバイトのコ

ーナ半径，理論式には関係無い切込み量や刃先形状等の

変化が表面粗さに影響するか否かを問うものである． 

 

２・２ 表面粗さの理解度アンケート結果 

 図 1 に平成 29 年度の表面粗さの理解度アンケートの

結果を示す．アンケート結果から，表面粗さの理論式に

関係している送り速度，コーナ半径については，9割以

上の学生が表面粗さへの影響を理解しているが，理論式

に関係していない条件の理解度が低いことが分かった． 

このことから，表面粗さ理論の理解度を向上させるには， 

切込みや刃先形状などの表面粗さへの影響を理解させ 

ることが必要であると考えた． 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 実験後の表面粗さの理解度アンケート結果(H29) 
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３． 実験方法の改善 

 

３・１ 現状実験の方法と理解度が低い要因 

現状の実験は，表面粗さの理論式を学んだ後，予め加

工された供試材の表面粗さを指の感触や試験機を用い

て測定し，開示された供試材の切削条件と実際の表面粗

さの誤差や原因，生産性を高めるための最適切削条件に

ついて考察している．現状の実験方法とアンケート結果

から，実験内容が与えられたものを測定することが主と

なっていること，実際に表面粗さが生成されていく様子

が見られないことから，切削条件によって表面粗さが変

化することがイメージ出来にくく理解度が低くなって

いるのではないかと考えた． 

 

３・２ 改善後の実験方法 

 切削条件によって表面粗さが変化することを明確に

イメージできるよう，学生が表面粗さの理論を活用し，

切削条件を検討，加工の工程を経て，表面粗さをコント

ロールする経験を得られる内容に改善した．改善後の実

験の流れを図 2に示す． 

 

 

 

 

 

 

図 2 改善後の実験の流れ 

 

３・３ 理論の活用と供試材の作製 

供試材作製時の切削条件は表面粗さの理論式を基に

検討する．詳細はここでは省略するが，切削面の長手方

向の表面粗さ Rz(最大高さ)の理論値は，バイトのコー

ナ半径を r(mm)，送り速度を f(mm/rev)とすれば， 

  (1)μm10
8

Rz 3
2

　　　　　
r

f

 

として求まる(図 3)．今回，学生が切削条件を検討する 

上で，バイトのコーナ半径は 0.4，0.8，1.2mmから選び，

送り速度は，普通旋盤で設定できる数値から決定した．

その際，何故そのコーナ半径，送り速度に決定したのか，

理由も考えさせた．なお，供試材の作製は．学生の旋盤

の習熟度と授業時間の関係で筆者が代行して行い，学生

は普通旋盤の回りで加工の様子を観察した． 

 

 

 

 

 

４． 改善結果 

 

実験後に表面粗さ理論の理解度についてのアンケー

トを実施した(図 4)．アンケート結果から，理論式に含

まれていない条件の理解度がそれぞれ向上した．このこ

とから学んだ理論を実際に活用し，表面粗さ生成の様子

を観察したことで表面粗さが切削条件によって変化す

るイメージが明確になり，表面粗さ理論の理解度が向上

したと考えられる．ただし，いまだ約半数の学生が理解

できていないことから，今後も引き続き PDCAサイクル

の流れに沿って改善を実施し，理解度の向上を図りたい

と考えている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 改善後の表面粗さの理解度アンケート結果 

 

５． まとめ 

 

 アンケートの実施による現状の把握，改善案検討，実

験の計画，そして実施の PDCAサイクルを回し，実験の

改善を継続して行った．その結果，学生の理解度が向上

した．今後も引き続き PDCAサイクルを回した実験改善

を行うとともに，アンケートを用いた改善を学生実験だ

けではなく，実習等への適用も進めたいと考えている． 

図 3 表面粗さの理論の模式図 
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─────────────────────────────────────────── 
*富山高等専門学校 技術室 

富山高専における NMRの管理体制について 

 

福安 崇宏* 

 

要旨 

富山高等専門学校(以下，本校)では NMR 分光装置(以下，NMR)の管理を 2 名の教員が担当していた．予算削減，

業務増加などにより担当教員の負担が増しており，負担軽減のために今年から私も NMR の管理に携わることに

なった．本稿では NMR 管理者としての仕事や新しい試みについて報告する． 

 

キーワード：測定機器の管理，NMR 

 

１． 以前の NMRの管理体制と問題点 

 

 主な業務は以下の 4つであり，以前は教員 2名でNMR

の管理を行っていた． 

 ①予算管理 

②NMRの保守業務 

③学内および外部測定依頼の対応 

④NMR利用にかかる指導 

近年担当教員の校務や予算削減による業務の増加に

伴い，担当教員の負担が増していた．そこで，学生の頃

に NMRを日常的に使用していた私に声がかかり，今年

度より技術職員としてNMR管理の支援をすることにな

った． 

現在の担当は以下の表 1 の通りである．ただし，「③

学内および外部測定依頼の対応」に関しては富山高専の

NMR の使い方を熟知できていないため，現在の主たる

業務ではない．次の章からは「②NMRの保守業務」，「④

NMR 利用にかかる指導」の各業務内容について説明す

る． 

表 1 現在の NMR管理業務の担当一覧 

２． NMR保守業務の紹介 

 

２・１ コンプレッサーにたまった水の排出 

 NMR 測定用のサンプルを出し入れするため，コンプ

レッサーで乾燥した空気を送っている．空気から取り除

いた水は 1か月ごとに排水している． 

 

 ２・２ 液体ヘリウムの回収，充填の立ち会い 

 液体ヘリウムは超伝導磁石の冷却に使用されている．

液体ヘリウムは徐々に気化する構造になっているため，

3 か月に 1 回程度補充する必要がある．補充は NMR 管

理者立ち合いのもと業者が行う．また予算削減やヘリウ

ムの価格高騰を受け，本校でも気化したヘリウムを風船

に回収し，業者に液化を依頼している． 

 

 ２・３ NMRの予約サイトの管理 

 無料の予約サイトによりNMRの利用状況を管理して

いる．メンテナンスの予定なども入っている．予約サイ

トは 1か月間利用されていないと消えてしまうため，定

期的にサイトが残っているか確認している． 

 

 ２・４ 各種トラブル対応 

 NMR，パソコン，プリンターなどのトラブルが発生し

た場合に対応する．軽度のトラブル対応の他，昨年 11月

に停電が発生した際にはNMRと周辺機器の復旧作業を

行った． 

 

業務内容 教員1 教員2 福安 

①予算管理 〇 〇 

 

②NMRの保守業務 〇 〇 〇 

③学内および 

外部測定依頼の対応 
〇 〇 (〇) 

④NMR利用にかかる指導 〇  〇 

76



 

３． NMR講習会 

 

３・１ 講習会の概要 

本講習会は，有機化学系の研究室に所属される学生を

対象にNMRの使い方と注意点を指導することを目的と

したものである．本講習会を行うことになった経緯を以

下に示す． 

NMR の使い方は各研究室によって多少異なるため，

以前から研究室単位で指導教員により行われていた．そ

の一方で，上級生から教わった誤った使用方法に従う，

上級生から注意すべき事項が伝達されていないなどの

問題が発生していた．そして今年になり， NMRの破損

に繋がりかねない事例が発生してしまった．そこで，今

年度から NMR を使用する学生に NMR 講習会を受講さ

せ，NMRの使い方や注意点を指導することになった． 

 

３・２ 講習会の資料 

講習会を担当するにあたり，資料を作成した．資料は

主に以下のパートで構成されている． 

①核磁気共鳴の概要 

 ②NMRの内部構造 

 ③使用上の注意(図 1) 

  ④NMRの操作方法 

図 1 NMR講習会の資料の一部 

３・３ 講習会の様子 

講習会は 2019年 12月 17日の 16時 20分より行った．

参加者は 16 名であった．講習会の前半はプリントを用

いて NMR の概要と使用上の注意点について説明した．

使用する装置への理解を深めるため，禁止事項に説得力

を持たせるために使用上の注意だけでなく原理や構造

についても説明した． 

講習会の後半はNMRの操作方法について実演を交え

て説明した．NMR を操作するパソコンの画面が見えに

くい学生がいたこと，操作方法を文章で羅列した資料を

配布したため分かりづらかったことが反省点として挙

げられる． 

図 2 NMR講習会の様子 

 

４． まとめ 

 

本稿ではNMRの管理運営や指導教育について紹介し

た．管理業務には慣れてきたものの，日々学ぶことばか

りである．今後は測定依頼に対応できるように多核

NMRなどの測定方法を勉強していくこと，NMR講習会

の反省点を活かして内容をブラッシュアップすること

が目標となる． 
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─────────────────────────────────────────── 
*釧路工業高等専門学校 教育研究支援センター 

釧路高専教育研究支援センター学内研修 

「WAF(Web Application Framework)を使った 

Webアプリケーション開発の基礎」実施報告 

 

二谷 聡志*  

 

要旨 

釧路高専の教育研究支援センターでは，毎年センター内でセンター職員が講師となり，センター職員を対象とし

た研修を行っている．今年度は二谷が「WAF ( Web Application Framework ) を使った Web アプリケーション開発

の基礎」として行ったので，その報告を行う． 

 

キーワード：学内研修への取り組み，WAF，perl，Web アプリケーションの開発，MVC モデル，データベース 

 

１． 釧路高専の教育研究支援センター 

について 

 

１・１ 釧路高専について 

 釧路高専には 5 つの専門分野がありますが，（機械，

電気，電子，情報，建築） 2016 年度から創造工学科の

一学科となり，2 年次からスマートメカニクス（情報，

機械），エレクトロニクス（電気，電子），建築デザイン

（建築）の 3 コース制となっています． 

 

１・２ 教育研究支援センターの組織 

 教授の先生をセンター長として現在技術職員は技術

長を含め 10 名おり，その他補佐員の方が 5 名の体制と

なっています． 

技術職員はそれぞれの 5 つの専門分野および実習工

場や情報処理センターなどと兼務という形で，教育研究

支援センターとして組織されています．そのうえで，総

務運営，教育研究支援，地域貢献技術 の 3 つのグルー

プに分けられています． 

 

１・３ 教育研究支援センターの研修について 

 現在釧路高専では一学科となっているため，センター 

 

 

 

図 1 釧路高専の学科・コース制度の概略 

 

 

図 2 教育研究支援センター組織図 

 

内の研修もそれを踏襲し，専門分野を横断する形で分野

を問わず参加できるような形としています． 
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近年は 

 モルタルでオブジェ作成 

 Office365 の説明 

等といった題材で行っており，年に一度程度行なうこと

としています． 

本年度は後期中間試験期間中である 11/27 に行いまし

た． 

 

２． 研修実施 

 

２・１ 実施準備 

実施に当たって，私が所属している情報工学分野の演

習環境を使用することを前提として，情報関連技術の中

でも自身の得意な部分を生かせる Web 関連の技術とし

て perl 言語を使った Web プログラミングの基礎を行う

こととしました．そのうえで，WAF（Web Application 

Framework）を使った開発に触れてもらいつつも，研修

としては分野を横断して行うこととなるため，Web 上で

閲覧できるドキュメントとして作成し，当日の個々の早

遅にも対応できるようにしました． 

内容として，Web アプリケーションの概論，デザイン

パターンとしての MVC モデルの解説，プロトコルとし

ての GET と POST の解説，データベースについて お

よびデータベースと Web アプリケーションの連携，ス

タイルシート，という流れでドキュメントを作成しつつ，

それぞれの解説後には実際に動かすコードを記述して

おき，コピー＆ペーストでコードを記述できるような

Web ページとしました． 

また，情報工学分野の演習環境は Linux であり，この

学内研修も学生が使用している環境とほぼ同じLinux環

境で行いましたが，技術分野を横断して行うことにより

ほかの技術分野の技術職員への補足説明として，演習環

境の説明やLinuxのごく基本的な説明をまとめたものを

作成し，当日資料として配布しました． 

 

２・２ 当日実施 

当日は午後からの研修とし 3 時間で行うようなボリ

ュームを想定して，事前に作成した Webページの資料を

基に進めました． 

 

 

図３ 教材として作成した Webページのスクリーンショット 

 

実施においては，説明と実行を交互に行うことにより，

実際の開発に近いことを体験できるようにしました． 

技術分野の違いがあるため，当初想定していた個々の

進度の早遅はありましたが，Web ページのドキュメント

を資料として参照してもらいつつ，個別に随時サポート

を行うことで対応しました． 

 

３． 最後に 

 

今回はソフトウェアに重きを置いた内容として 

Web アプリケーションの開発の基礎的な部分を理解で

きる実践的な演習として資料を作成し，研修を行いまし

た．継続して学内研修の取り組みを続けていく中で，今

後講師を行う機会があれば，その時々の技術トレンドを

おさえつつ新しい取り組みを行っていきたいと思いま

す． 

 なお，この学内研修の取り組み および 本報告を行

うにあたって釧路高専の教職員の皆様方にご協力をい

ただきました．改めて感謝を述べさせていただきま

す． 
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─────────────────────────────────────────── 
*舞鶴工業高等専門学校 教育研究支援センター 

金属探知機を題材とした公開講座の実施 

 

櫻井 一樹* 

 

要旨 

金属探知機をテーマにした小中学生向けの公開講座を今年度 2 月 1 日に実施を予定している．このテーマは電磁

誘導を利用して金属の検知を行うものであり，また，そこで使用される電子回路は基本的な電子回路を組合わせ

たものである．本講座ではブレッドボードを用いてアナログ電子回路を組立てることにした．はんだ付けで組立

てる場合との比較や，過去の公開講座での経験を基にした教材準備について記述する． 

 

キーワード：金属探知機，ブレッドボード，教材準備 

 

１． はじめに 

 

舞鶴高専教育研究支援センターでは，ものつくりの楽

しさを感じてもらうと同時に，高専で学ぶ技術の一端に

も触れてもらうことなども考慮し，小中学生向けに公開

講座・出前授業を毎年行っている．テーマ決めは毎回難

航するが，今回は，他高専でも実施例が見られる「金属

探知機」に決定した． 

 

２． 教材開発について 

 

２・１ 電気回路の選定 

 金属探知機の原理は概ね図 1 のようになる．コイルに

交流電流を流して物体に近づけると，コイルが発する一

次磁場により物体に起電力が生じる．物体が金属などの

導体の場合，導体に渦電流が流れ（物体が不導体の場合，

渦電流は流れない），この渦電流が発生する二次磁場を

検知して金属を探知する．  

コイルに流す交流電流をつくる発信回路や，磁場を検

知する回路，金属を検知したときにブザーを鳴らす増幅

回路等の個々の電子回路は基本的なものであり，電子工

学の書籍 1）や Web 上の記事 2），市販品の金属探知機キ

ットを参考にして，マイコンを使用しない電子回路を決

定した． 

 

２・２ 電子部品の接続方法の選定 

 過去，本支援センターの公開講座において，電子部品

を組立てるテーマを扱ってきた．その際，はんだ付けで

組立てる方法を採用したこともあった．初心者（特に小

学生）の場合、本来つながってはいけない隣同士がはん

だでつながってしまう失敗事例が発生し（図 2），その度

にはんだを吸い取る必要があった．また，小学生 3学年

も対象にしたときは，アルミ箔同士を接触させて電気的

接続を行う手法を採用し，はんだ付けによる火傷の防止

に努めたこともあった．今回は，今までに実施したこと

のないブレッドボードを使う方法を試みた． 

ブレッドボードを使う方法は，はんだ付けに比べると，

複雑な電子回路が組みにくい，ブレッドボード自体が割

高である等の特徴がある．また，部品の足が長いと部品

が浮き，ブレッドボードとの電気的接触が不安定になる

ことを防ぐため，事前に足を切断する作業も必要となっ

た． 

 

２・３ コイルの巻き方の選定 

 本支援センターでは，別のテーマであるが，7月 20日

にコイルを巻く作業を伴う公開講座を実施した（図 3）．

この時は素線が重ならないように巻く必要があった．今

回はそこまで厳密に巻く必要はないが，この時の経験を

踏まえた時間配分を考慮して，予めコイルを巻いておく

ことにした． 
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実際に試作品を作って見ると，テープでコイルを固定

した部分（図 4）では金属が検知できなくなることが分

かった．このようなインタグタンスの不安定さを解消す

るため，アクリルの円柱に予めエナメル線を巻いて固定

することにした（図 5）．また，部品の足をブレッドボー

ド上のどの穴に差込むのかが分かりやすいように，カラ

ー写真を多く使用したマニュアルを作成した． 

 

 

図 1 金属探知機の原理 

 

図 2 はんだ付けの失敗例 

 

図 3 乾電池を用いたリニアモータ 

 

図 4 コイルをテープで固定する方法 

 

図 5 金属探知機の完成品 

 

３． おわりに 

 

本講座は「身の回りにある金属を探そう ～金属探知

機をつくろう～」と題して 2 月 1 日に開催予定である．

受講者の様子などについては，口頭にて発表する． 

 

参 考 文 献 

 

1)鈴木美朗志，ブレッドボードによる電子回路実験，

株式会社工学社，初版，（2011），pp.81-125． 

2) 電子工作と理科実験のエレテック，http://ele-

tech.net/metal-detector1/，（参照 2019-12-02）． 
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─────────────────────────────────────────── 
*一関工業高等専門学校 技術室  

簡単可愛い DNA模型作製教材の開発 

 

宇野 修子*  

 

要旨 

理系女子確保のため「可愛い」イメージのない化学に興味を持ってもらう必要があると考え，簡単で可愛い DNA

模型教材の開発を行った．小学生にも簡単に作製でき，アレンジによっては DNA 模型にコドンの暗号を仕込む事

も可能にした．一関高専のオープンキャンパス並びに文化祭にて工作教室を開催した． 

 

キーワード：DNA 模型，DNA キーホルダー，リケジョ確保，誰でも作れる DNA 模型 

 

１． 目的と方法 

 

１・１ 目的 

 現在，理系の進路を目指す女子中学生の確保は高専に

おいて課題になっている．また，中学受験等もある今，

小学生のうちから高専を選択してもらうためのアピー

ルも同様に重要となっている．そのため，高専に多くあ

る理系科目に親しみを持ってもらう必要があるが，理系

科目である化学には女子受けの良い「可愛い」イメージ

がほとんどない．そこで，化学に可愛いイメージを持っ

てもらうために簡単で可愛いDNA模型作製教材の開発

と，分かりやすい DNA模型の開発を目指した．  

 

１・２ 方法 

 使用した手法である DNA模型の作り方は，静岡県の

大場先生が考案されたものを参考にした．これは 20 号

の太さ（太さ約 3 mm）の紙紐を使用することで，約 1,000 

万倍のサイズのDNA模型を作る事ができるものである．

しかし太い紙紐を利用するため，小さい子が綺麗に作る

事は困難であったし，単色のため DNAの構造が分かり

にくいなどの欠点があった．そこで異なる素材を用いて

DNA模型を開発する事とした． 

約 1,000 万倍の DNAモデル用の材料としては，同じ

太さのクレモナロープを使用することで解決した．これ

は紙紐に比べて柔らかく，小学生低学年でも工作する事

が可能であった．また，サイズにこだわらない DNA模

型としてはスエード調の皮紐や光沢のある紐，毛糸を用

いる事で簡単で可愛い模型を作れるようにした．DNA

の構造を分かりやすくした模型については太さ4 mmの

ストローを使用して行った．簡易版では ATの組み合わ

せを赤，CGの組み合わせを青とし，編む時にストロー

を差し込む事で DNAの構造を表す事が可能とした．よ

り高度な模型としては ATと CGそれぞれに赤，黄，青，

白と色を割り当て，塩基配列の違い（その延長でコドン

を仕込む事も可能）を表現できるようにした．柔らかい

素材でDNA模型を作る時はダブルクリップを用いた編

み機を使用することで，誰でも簡単に DNA模型を作る

事ができるようにした． 

分かりやすい DNA模型については，磁石と面ファス

ナーを用いて作成した． 

 

写真 1 各種 DNA模型 

 

２． 工作教室の実施 

 

本校のオープンキャンパスと文化祭の時に工作教室
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を行った． 

 

２・１ オープンキャンパス 

8/24（土）・25（日）に開催されたオープンキャンパ

スでは化学・バイオ系の展示室内に工作ブースを作り，

学生バイト 2 名とともに対応にあたった．24 日の参加

者数は 41 名，25 日の参加者数は 31 名で，二日間で計

72 名が工作を行った．当初は中学生をターゲットに考

えていたが，一緒に来ていた保護者の方や弟・妹も工作

をしたいと申し出があったので参加可能とした．この事

は，「可愛い見た目で興味を引く」事が可能である事を

示している． 

 

２・２ 文化祭 

11/2（土）・3（日）に開催された文化祭では，自主企

画として参加し，工作教室を開いた．学生バイト 3名と

教員 1名と手伝い 1名とともに対応した．2日の午前は

4 組 12 名，午後は 20 組 35 名．3 日の午前は 16 組 27

名，午後は 20組 38名の計 60組 112名の参加となった．  

メインターゲットは女子小学生・中学生のつもりの工

作教室だったのだが，男子小学生や中学生の参加も見ら

れ，可愛いキーホルダーは女子だけではなく男子にも受

けが良い事が分かった．また，基本的には一般女性や男

性は子供の保護者として一緒に参加する方が多かった

が，一般女性のみのグループの参加者もおり，手芸主体

の工作教室ならではという感想を得た． 

 

写真 2 工作教室の様子 

 

２・３ アンケート結果 

文化祭のアンケート結果を図 1～2に示す． 

 

図 1 DNAキーホルダー作りは楽しかったですか？ 

 

図 2 DNAキーホルダー作りはかんたんでしたか？ 

 

全体的に DNAキーホルダー作りは楽しく，簡単であ

ったとの回答を得た． 

工作を行う動機については「DNA キーホルダーを作

ってみたかったから」が 45票で 1位,「工作が好きだか

ら」が 44 票で 2 位．「DNA キーホルダーが可愛いかっ

たから」が 29 票で 3 位と，目的を達成する事ができる

結果を得た． 

 

３． まとめ 

 

誰でも簡単に作れて可愛いDNA模型作製については，

オープンキャンパス並びに文化祭で工作教室を行い成

功を修めた．可愛い DNA模型なので男子学生はあまり

興味を引かないのではないかと思っていたのだが，男子

学生にも好評であり，それはうれしい誤算であった． 

磁石と面ファスナーを用いた DNA 模型では，DNA

を構成する塩基は特定の相手としか結合しない事を視

覚的に表現する事ができた． 

 

３・1 謝辞 

この研究は科研費（奨励研究：19H00217）の助成を

受けて実施した． 
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─────────────────────────────────────────── 
*旭川工業高等専門学校 技術創造部

アルミフレームを用いた階段昇降装置製作による実習教材の開発

澤田 直人*  三田村 均* 

要旨 

我々，特に工作実習を担当する技術職員にとって技能の向上は必須であり，つとめである．今回は実習教材の開発

をすることでこれまで加工したことのない部材を加工し，最適な固定方法や加工条件を学ぶことができる．そこ

で学んだことを基礎に学内からの依頼に応える幅が増える．具体的には，装置を製作する際，｢びびり現象｣などを

防ぐことができれば，実習の改善にも結びつく．また，製品まで行かずとも，装置の製作過程では役立つ現象や場

合によってはヒヤリハットの場面に出会うかも知れない．その結果，安全な実習を行うことに役立つと考えた． 

キーワード：アルミフレーム，機械実習，レーザー加工，溶接 

１． はじめに 

 本校の機械システム工学科，システム制御情報工学科

では，様々な実習，演習を行っている．その際にシーケ

ンス制御，工作機械を用いた実習を行っており，そちら

についての実習教材を新たに開発した． 

 今回はアルミフレーム，電動シリンダーを 8 本使い，

階段を昇る装置を設計し，実習の教材として使用できる

ように加工方法を検討した． 

２． 開発した実習教材 

２・１ 加工方法と使用機材 

（１）加工方法 

教材とする装置の製作には下記内容を行った． 

・フライス加工 

・レーザー加工 

・CNC フライス加工 

・TIG 溶接 

・シーケンス制御 

（２）使用機材 

・電動シリンダー DC12V 1500N 150mm 

・DC モーター DC12V 

２・２ 製作内容 

製作した過程について一部報告する．今回は実習教材

の製作のため，学生でも加工のできる加工方法を使用し，

想定する第 3 学年の学生のレベルに合わせた加工方法

でおこなった． 

（１）フライス加工 

アルミフレームの切断後，フライス盤にて切削加工を

行う．（図１） 

図１ フライス加工 

（２）レーザー加工 

設計された図面に基づきレーザー加工用データを作

成し，図面で指示された材質，板厚のもので歩留まりよ

く加工を行う．（図２） 
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図２ レーザー加工 

（３）CNCフライス加工 

シリンダーとモーターを接続する金具等を製作する．

（図３） 

図３ CNCフライス加工 

（４）TIG溶接 

レーザー加工で切り出したものを組み合わせて（図４）

TIG溶接を行う． 

図４ TIG 溶接（仮組の状態） 

   （５）プログラム・配線（シーケンス制御）（図５） 

図５ シーケンス制御 

（６）組立て，動作調整 

アルミフレームの組み立てを行い，電動シリンダーや，

モーター，製作した部品を取り付け後（図６），動作チェ

ック（図 7）を行った． 

図６ 組み立て 

図７ 完成品 

３．　おわりに

 今回の教材開発では複数の加工機を使用した．加工方

法等は今後さらに改良することで，実習をより良い内容

にすることも可能だと感じたので今後の課題としたい．

しかし，アルミフレームやシリンダー等により金額的に

高額なものになってしまったため実際の教材として使

用する場合はコストを削減できるようにも改善が必要

だと感じた． 

謝 辞 

本取り組みは令和元年度の旭川高専校長裁量経費を

用いて実施している．

85



─────────────────────────────────────────── 
*福井工業高等専門学校 教育研究支援センター 

ナイロン製人工筋肉の実用化に向けた取り組み 

 

久保 杏奈* 

 

要旨 

本研究で重要となる人工筋肉は，人体の筋肉の代替品として使用できるソフトアクチュエータである．現在実用

化されている人工筋肉は，機構自体が大きいものやコストが高いものがある．そこで本研究では，一般的に釣り糸

等で用いられるナイロン糸を原材料とした人工筋肉（以降，ナイロン人工筋肉と呼称）を作製し，一般向けの普及

に繋げたいと考えている．そのため，重要事項となる伸縮動作による耐久性を調べることを目的とした，試験装置

を製作した．これを用いて試験を行い，ナイロン人工筋肉の伸縮動作による耐久性を調べることができた． 

 

キーワード：ナイロン人工筋肉，炭素繊維 

 

１． はじめに 

 

 人工筋肉は，生体筋肉の組織や性質を模倣することを

目指し開発されたソフトアクチュエータであり，電気，

化学，機械，制御，生命科学と多岐にわたった分野に精

通している 1）．一方で，現在実用化されている人工筋肉

は機構自体が大きいものやコストが高いものが多く，一

般向けとして普及させるのは難しい．そこで，釣り糸等

に用いられるナイロン糸を原材料としたナイロン人工

筋肉を作製することで，一般向けの普及に繋げることが

でき，手指の屈伸が困難な人へのリハビリ器具に応用で

きるのではないかと考える．そのため，本報告では，ナ

イロン人工筋肉の実用化に向けた取り組みについて述

べる． 

 

２． ナイロン人工筋肉 

 

２・１ 原理および特長 

 ナイロン人工筋肉は，釣り糸や縫い糸として使用され

るナイロンの内部が，すでに分子レベルでねじれている

状態からさらにねじることでスプリング構造となる．ナ

イロンは性質上，熱が加わることで分子レベルのねじれ

を解消しようとし，結果的にナイロン糸の収縮につなが

る．この性質にスプリング構造が加わることで，全体の

収縮率をより大きくすることができる 2）．したがって，

あらかじめ荷重をかけて伸長させたナイロン人工筋肉

に熱を加えると，元の長さまで収縮するため，加熱によ

る収縮動作と放熱による伸長動作を繰り返し行って，人

工筋肉としての動作を再現している． 

 ナイロン人工筋肉は，人工筋肉の分類をもとに考える

と，温度による機械的な運動を行う高分子人工筋肉であ

り，かつ伸長させた状態から元の長さまで収縮すること

から形状記憶効果を有する人工筋肉であるといえる． 

ナイロン人工筋肉の利点として，動作が柔軟で，かつ

動作時の機械音がないことが挙げられる．また，従来の

人工筋肉として実用化されている油圧，空気圧アクチュ

エータに比べ，原材料費が低価格であることと，非常に

軽量であることも挙げられる． 

 

２・２ 電気を利用した伸縮動作の制御 

 ２・１節にあるように，ナイロン人工筋肉は熱を加え

ることで収縮するため，ヒートガンによる熱風や，熱水

でも動作させることが可能である．一方で，これらを利

用した動作方法は，実用化させるために現実的な手段と

は言い難い．そこで，通電させることで発熱現象が見ら

れる材料を用いて，ナイロン人工筋肉の収縮動作を再現

するため，本研究では炭素繊維を選択した． 

 炭素繊維は，軽くて丈夫な材料である，熱的・化学的
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に安定する他，熱をよく伝えるという特長を持っている．

炭素繊維を通電させると，直後に発熱現象が起こり，通

電を止めるとすぐに放熱が行われることから，熱の応答

性が大変優れているといえる．  

 

３． 伸縮動作に対する耐久性試験装置の製作 

 

３・１ 研究概要 

 ナイロン人工筋肉の実用化を目指すにあたり，重要事

項として耐久性が挙げられる．本研究では，ナイロン人

工筋肉の伸縮回数に着目し，伸縮動作による耐久性試験

を簡便に行えるようにするため，試験装置を製作した．

製作した装置を図 1 に示す． 

 

 
図 1 ナイロン人工筋肉の耐久性試験装置 

 

３・２ 製作した装置のシステム 

本研究において製作した装置では，Arduino Uno R3 を

用いて制御を行っている．主な制御として，①炭素繊維

を通電させるために使用する直流安定化電源装置の

ON・OFF の切り替え，②ナイロン人工筋肉と荷重とな

る分銅設置容器との距離の測定がある． 

①については，荷重によって伸長されたナイロン人工

筋肉が，加熱によって元の長さまで収縮する時間の間だ

け，通電を ON 状態にしており，直流安定化電源装置の

電圧値は，6.0V に設定している．また，通電の ON・OFF

の回数については，Arduino IDE のシリアルモニタにて

確認を行っている． 

②については，本装置の下部に距離測定用の超音波セ

ンサを設置し，通電が OFF 状態，つまりナイロン人工

筋肉が伸長している時のみ測定するように設定してい

る．これは，耐久性試験を開始する前に，荷重をかけた

時のナイロン人工筋肉の長さを基準値とし，試験途中で

その基準値よりも伸長してしまった場合に伸縮動作を

終了させるためである．今回は，基準値よりも 1cm 分伸

長してしまった場合に終了させるように設定している． 

 

３・３ 動作試験 

今回は，16 号のナイロン人工筋肉（4.1cm）に，炭素

繊維（15.0cm）を巻き付けたサンプルを装置に取り付け，

荷重を 200g かけた状態で動作試験を行った．この時の

炭素繊維の温度は約 80℃前後である．結果，12 回目の

伸長時に，測定が終了していた．このことから，ナイロ

ン人工筋肉の伸縮動作による耐久性試験が行えたとい

える． 

 

４． まとめ 

 

 本研究において製作した，ナイロン人工筋肉の伸縮動

作における耐久性試験装置を用いて，動作試験を行った．

今後は，ナイロン糸の号数を変えたり，荷重をかけるナ

イロン人工筋肉の本数を増やしたりして，様々な状況下

における耐久性試験を行い，より性能の高いナイロン人

工筋肉の作製を目指す． 

 本研究は，独立行政法人日本学術振興会より，令和元

年度科学研究費補助金（奨励研究）19H00250 の助成を

受けたものであり，ここに深謝いたします． 

 

参 考 文 献 

 

1)中村太郎，図解 人工筋肉－ソフトアクチュエータ

が拓く世界－，日刊工業新聞社，（2011）． 

2)C.S.Haines et al，Artificial Muscles from Fishing Line and 

Sewing Thread，Science，Issue6174，（2014），pp.868-

872． 
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───────────────────────────────────── 
*明石工業高等専門学校 技術教育支援センター  **京都工芸繊維大学工芸科学部物質工学課程地域創生 Tech Program 

地域鉄道における衝突防止補助装置の開発 

 

古林 達哉*  中島 広貴** 

 

要旨 

近年，モータリゼーションや過疎化・少子化の進展等，地域鉄道を取り巻く環境は厳しさを増している．とりわ

け，山間部を走る第３セクター鉄道においては，鹿や猪などの動物との衝突に頭を悩ませている．地域鉄道の多

くの車両は未だにヘッドライトに電球を使用しており，遠くを見渡すことができず，衝突事故は夜間を中心にお

きている．そこで，本研究では自動運転車にも使われているレーザー測距モジュール(LiDAR)を用いて比較的安

価な衝突防止補助装置を開発する．地域課題解決プロジェクトの聞き取り調査時に鉄道会社からの技術相談にて

必要性を感じ本研究に至った． 

 

キーワード：地域鉄道，鳥獣害，LiDAR(Light Detection and Ranging)，衝突防止補助 

 

１． はじめに 

 

１・１ 背景と目的 

 地方鉄道においては，人口減少に伴う要員の減少，

運転士の高齢化，鉄道分野における有事者の大量退職

の影響 1)など問題が山済みの状況にある．とりわけ，

山間部を走る地域鉄道は鹿や猪などの動物との衝突に

頭を悩ませている．鹿や猪などの大型の野生動物との

衝突事故発生件数は増加傾向にあり，列車と衝突した

場合，遅延や運休等の輸送障害を引き起こすだけでな

く，場合によっては車両の損傷による損害を生じるこ

ともある． 

 そこで本研究では，動物を検知可能なセンサを用い

た衝突回避補助装置を開発し，山間部を走る鉄道路線

で発生する野生動物との衝突事故の件数を減少させる

ことを目的とする． 

 

１・２ 障害物検知センサの検討 

障害物を検知するセンサには，画像センサ，ミリ波

レーダ，LiDAR センサなどがある．それぞれのセンサ

の特性を表１に示す．画像センサは，測定距離が 100m

程度で物体の識別は可能であるが，逆光や夜間等周辺

環境や天候の影響を受けやすい．  

表 1 センサ一覧とその特性 

センサーの種類 特性 

画像センサ 対象物の大きさを検知できる 

ミリ波レーダ 速度や距離の検知精度が高い 

LiDAR 全般的に検知精度は高いが霧に弱い 

 

ミリ波レーダは，周辺環境や天候に左右されずに長距

離の測定が可能であるが，検出時の分解能が他のセン

サと比較して劣るため物体の識別は難しい．LiDAR セ

ンサは，ミリ波レーダでは検出できない物体の検出が

可能であり，周囲の環境に左右されずに対象物との距

離を測定することが可能であるが，悪天候時に検出性

能が低下する． 

 

１・３ センサの決定 

 本研究では，衝突事故の発生が夜間を中心におきて

いること，80km/h から非常ブレーキ（毎秒 4.5km/h）

をかけると，空走距離と合わせて停止までおよそ 200

～250m 必要なことを踏まえ，長距離測定が可能かつ夜

間でも野生動物を検知可能な LiDAR を用いた衝突回避

補助装置を開発し，事故の件数を減少させることとな

った． 
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２． 試作機の開発 

 

２・１ LiDAR センサ購入に向けた試作機の開発 

LiDAR センサが安価になったといえ，１台十万円近

くするセンサを気軽に買うことはできない．従って，

まず測距センサを用いて試作機の開発を行い，その結

果を基に外部資金の申請を行うこととなった． 

 

２・２ 測距センサを用いた２次元空間情報の取得 

２次元空間情報を取得可能とする測距センサ LIDAR-

Lite v3 を用いた障害物検知装置の開発を行った．完成

させた試作品を図１に示す．この試作品を用いて部屋

の広さを把握するとともに，LiDAR の前に人が立った

場合，画面上ではどのように表示されるのか確認を行

った．測定に使用した部屋の様子を図２(a)に，その測

定結果を図２(b)に示す．赤い実線として表示されてい

るのは部屋の壁である．5m 付近に表示されている赤い

点は人を表している．壁より手前に障害物があるとい

う情報をこの図から読み取ることが可能である． 

 

３． 実証機の開発 

 

 試作機の開発結果を基に，令和元年度教育研究活性

化経費（校長裁量経費）に申請し，反射率 80%で 260 

m 測定可能な Livox Technology Company(DJI 子会社)の

Livox Mid-40 を購入することができた． 

 

 
図１ 測距センサを用いた試作機 

 

図２(a) 測定環境         (b) 測定結果 

 
図３ Livox センサを用いた３次元空間情報の取得 

 

３・１ Livox センサによる実証機の開発 

 Livox Mid-40 を用いて実証機の開発を行うこととな

った．Livox センサは Windows 7/10 環境および Ubuntu 

14.04/16.04/18.04 環境でのみ動作する．付属の Livox ビ

ューアー(Windows)で３次元空間情報の取得を行った．

図３に動作実験の結果を示す．センサ前に人が立つと

Livox ビューアー内で人を確認することができた． 

 

３・２ Livox センサを用いた３次元空間情報の取得 

Livox センサは３次元空間情報を取得することができ

るが，データ量が多く自作のプログラムでは対象物の

情報を取り出すところまでは出来ていない．また，

Livox ビューアー(Linux)では動作環境の制限が厳しく，

実行できていない． 

 

４． おわりに 

 

今後の予定としてはまず Livox センサの動作環境を

整え，Raspberry Pi にて情報を取得できるところまで持

っていくこと．その後，ある程度まで情報が取得でき

れば並行して実際の車両に取り付け実証実験まで持っ

ていきたいと考えている． 

今回は LiDAR を選択し開発を行っているが，画像セ

ンサやミリ波レーダも組み合わせ精確かつ安価なシス

テムの開発を目指したい． 

 

参 考 文 献 

 

1) 竹内 俊裕，長谷川 智紀，山口 大助，渡邉 翔一

郎，篠田 憲幸，地方鉄道を対象とした自動運転技術活

用に関する基礎検討, 交通安全環境研究所，交通安全

環境研究所フォーラム講演概要(2018)，pp.3-6 
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─────────────────────────────────────────── 
*公益社団法人消費者関連専門家会議 第 35回 2019年 ACAP消費者問題に関する「わたしの提言」最優秀賞論文より抜粋

**近畿大学工業高等専門学校 総合システム工学科 機械システムコース 

工業高等専門学校における消費者視点を取り入れた技術者倫理教育* 

～ カセットこんろ事故を題材にした能動的な技術者教育 ～ 

後藤 武志**  

要旨 

大学や高専でおこなわれている消費者教育は，学生達が被害者にならないための話を聞く受動的な教育である．

将来の技術者に対して，消費者被害を起こさないための技術者教育は殆どおこなわれていないのが現状である．

そこで，担当している技術者倫理授業の中で，学生自身が現地現物で問題製品や消費者事故の発生実態を調査・理

解し，事故の未然防止やあるべき技術者像を，より主体的に考えさせる能動的な技術者教育をおこなった．その内

容を紹介して，消費者問題を常に考えられ能動的な技術者教育の提言をおこなう． 

キーワード：Consumer viewpoints, Engineering Ethics, FTA 

１． はじめに 

大学生や高専生などの高等教育機関にも消費者教育

の裾野が広がってきているが 1)，学生が被害者にならな

いための受動的な教育になっているのが現状である． 

そこで，技術者倫理授業の中で，学生自身が消費者事

故の発生実態を把握し対象製品を調査し，あるべき技術

者像をより具体的に考えさせる能動的な技術者教育を

おこなったので，その内容について紹介する． 

２． 能動的な技術者教育 

２・１ 消費者問題を題材にした技術者倫理授業 

これまでは，自動車リコールやスペースシャトル事故

事例を題材にした授業をおこなっていたが，資料中心で

現物確認が難しく，表面的で精神論的な対応策となって

いた．そこで，学生が簡単に調査できる製品事例として，

「カセットこんろ事故」を取り上げることにした． 

6月 4日～7月 9日間で 5回の授業をおこなった．1

回目はスペースシャトル，リコール，エレベータ事故事

例を解説，2回目はカセットこんろ事故の事例説明，製

品評価技術基盤機構（NITE）の役割紹介，3-4 回目で 2

グループでの調査，5 回目でまとめ報告をおこなった． 

２・２ 事故事例の調査（Aグループ 6名） 

(1)規制動向（法規・規格における代表的な変化点） 

[液石法]・1976年（内圧上昇時，ガス供給停止） 

・1996年（五徳及び汁受けの誤設置防止） 

 [ガス事業法]・2008年 PSTG，PSLPGマーク添付の義務 

[JIS規格] ・1998年厳密な規格化で互換性が可能 

[JIA*1認定]・1969年 JIA日本初認定 TOHO製 

(2) 事故件数（期間 2006年‐2016年）NITE資料調査 

表 1．に 2006年‐2016年間の事故件数を示す． 2009

年までは毎年 23 件‐33 件レベルで推移しているが，

2010 年以降は 1 件‐5 件と激減している．1996 年の液

石法追加や事故防止の啓蒙活動の結果と考えられる． 

(3) 要因の層別（具体例の記載がある 26件を調査） 

① 製品構造＆使い方（7件）

大部分が五徳や汁受けの上下逆設置，ガスボン上下誤

設置等，消費者が簡単に誤使用してしまう製品構造が要

因であるが’11年以降は記載されていない．'96年の液

石法追加効果で構造上の問題は激減したと考えられる． 

② 経年劣化（2013年に 2件）

*1.日本ガス機器検査協会 

表１. カセットこんろ事故件数の推移 
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カセットこんろとガスボンベ間のパッキンが，13 年

間の使用で劣化し爆発に至っている．カセットこんろと

ガスボンベとの一体システムとして，他社のガスボンベ

も含めて JIA 認定を得て品質保証していく必要がある．  

③ 誤使用・不注意（17件）

2台並置，大鍋や大きな鉄板で覆う等の誤使用が全期

間で発生している．最近では IH 調理器具やグリル調理

器具の上にカセットこんろを載せて爆発した等の複合

事故も発生している．消費者は想定外の使い方をする事

を初期設計段階から考慮しておく必要がある． 

２・３ カセットこんろ現品調査（B グループ 6 名） 

学生が持参した，No.1 I社製(’70年代)，No.2 Z社

製(‘08/11)，No.3 N社製(‘10/7），No.4 T社製(‘16/1)

について調査した．尚，五徳と汁受けは全て一体製品． 

(1) 製品の技術的要素（こんろ，ガスボンベ） 

① 汁受けの誤装着防止

No.2～4 は’96 年の液石法が反映された製品である

ため，汁受けの 4隅形状が直角と円弧で「あるため上下

逆設置することができない．ところが No.1は全て直角

形状かつ正方形であるため，上下，左右どの方向でも安

定して設置できてしまう事を確認した． 

② ガスボンベ容器の誤装着防止

No.2～4はガスボンベの合わせ面の切り欠きで正しい

位置決めができるが，No.3は位置が異なっていても，セ

ットレバーを強く下げれば浮いた状態で装着でき， 

No.1はどの位置でも簡単に装着できてしまう． 

③ カセットこんろメーカーと同じガスボンベの使用

No.1 以外は他メーカーのボンベを使用していた．消

費者は互換性前提で安いガスボンベを購入している．  

(2) 製品の使い方説明（表示方法，注意喚起） 

① 誤使用防止と注意喚起

No.3と No.4は取り扱い説明や注意喚起が記載された

箱で保管していた．こんろ本体部にも注意喚起シールが

貼ってあるが文字が小さく高齢者には読み難い．No.1と

No.2 は説明書や保管箱はなくシール貼付のみである．

特に No.1 はシールが一部剥がれて読めない．長期使用

になれば保管箱も処分され，シールも剥がれていくので， 

QRコードで NITEの爆発事故動画を見せて，注意喚起を

促す等の実効性のある方法が必要である. 

② 他の調理器具との複合事故に関する注意喚起

　IH 調理器具との複合事故など，時代の変化点をタイ

ムリーに反映させた注意喚起が必要となる． 

２・４ 調査まとめ報告会 

各グループのまとめ報告と全体総括をおこない，後日，

各自にレポートとアンケートを提出してもらった．尚，

レポート作成に際して，北陸三県の消費生活センターの

報告書 2)を参考例として紹介した． 

３． 知見化と今後の課題 

３・１ 知見化 

(1)消費者視点での FTA*2 

技術者は初期設計時

に，消費者視点での FTA

を追加することを提言

したい．図 1．に概念図を示す．これまでの製品品質の

特性曲線に加えて，消費者目線での特性曲線を加えるこ

とで，両方の裾野が重なる想定外の使い方を見える化し

た製品設計が可能と考える． 

(2)消費者行動に対する感度を上げる 

技術者は専門の技術情報だけでなく，消費者庁や経産

省などの行政情報，NITE などのニュースリリース等の

消費者情報に対する感度を上げておく事が必要である． 

(3)消費者団体との連携 

消費者センターや行政の相談員が属する全国消費生

活相談員協会等が主催するセミナーや勉強会に参加し，

消費者情報を日頃から収集することが重要である． 

参 考 文 献 

1)文部科学省 「大学等及び社会教育における消費者教

育の推進について」H26.5.24, https://www.mext.go.jp/ 

a_menu/ikuse/syouhisha/detail/1306389.htm  

2)北陸三県の消費生活（支援）センター，カセットこん

ろ の テ ス ト 結 果 H23.3, https://www.pref.fukui.ig.jp/ 

doc/shohicHesutozo-d/fil/003.pdf   

頻
度

ばらつき

安全性 使い方

図 1. 消費者視点の FTA概念図 
*2. Fault Tree Analysis 
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─────────────────────────────────────────── 
*舞鶴工業高等専門学校 教育研究支援センター 

舞鶴高専におけるドローンの活用事例 

 

西村 良平* 

 

要旨 

近年ドローンは，空撮はもちろん災害救助やインフラの点検などでも活用されている．今後もドローンの活用方

法はアイデア次第で，便利で新しいものが生まれていく可能性が大きい．これまで舞鶴工業高等専門学校におい

て，ドローンは余り活用されてこなかったが，今年度いくつかの取組みを行ったので，その事例を報告する． 

 

キーワード：ドローン，講習会，地域貢献 

 

１． はじめに 

 

 近年，ドローンの活用が様々な分野で進められている．

空撮はもちろん災害救助や生態調査，インフラの点検や

農業，物流などで活用されている．特に土木の分野では

従来の測量法に代わるほどの勢いでドローンを用いた

測量技術が導入されてきている．また，国土交通省では

ICT の全面的な活用などの施策を建設現場に導入する

ことにより，建設生産システム全体の生産性向上を図り，

魅力ある建設現場を目指す取組みである i-Construction

を進めている．今後もドローンの活用方法はアイデア次

第で，便利で新しいものが生まれていく可能性が大きい． 

舞鶴工業高等専門学校（以下，舞鶴高専）において数

名のドローン所持者はいるものの，主だった利用はされ

てきていなかった．本稿では，舞鶴高専において，著者

が本年度行ったドローンの活用事例を報告する． 

 

２． 使用したドローンについて 

 

使用したドローンは DJI Mavic2proである．写真-1に

本体とコントローラーを示す．コントローラーには

iPadmini4 を装着し，モニタリングアプリ DJIGo4.0 およ

び DJIGSProにより操作・撮影を行った．Mavic2pro の性

能を表-1に示す．撮影される画像のサイズは 5472×3648

ピクセルであり，高画質の画像が得られ，JPEG 形式で

保存された画像には GPS座標が記録される． 

 

写真-1 ドローン（DJI Mavic2pro） 

 

表-1 DJI Mavic2proの性能表 

重量 907ｇ 

寸法 322×242×84ｍｍ（L×W×H） 

飛行時間 31分 

衛星 GPS+GLONASS 

最大速度 72 km/h (Sモード) 

撮影 
4K: 3840×2160 24/25/30p（動画） 

5472×3648（静止画） 

 

３． ドローンの活用事例 

 

３・１ 学校 PRに向けた空撮 

 舞鶴高専では来年度ホームページのリニューアルを

予定している．ホームページには動画を用いた学校紹介

や，学校の様子をブログ形式で発信することを予定して
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おり，そこにドローンでの空撮写真や動画を使用したい

という意見が出された． 

現在，動画を用いた学校紹介は様々なところで行われ

ており，その映像は静止画の紹介に比べ遥かに魅力的な

ものとなっている．舞鶴高専は山々に囲まれ，自然豊か

な場所にある．春には桜，夏には新緑，秋には紅葉，冬

には雪景色と四季折々の風景を楽しむことができる．学

生がどのような場で学び，生活を行っているのかを静止

画ではなく動画で発信することで，学校の魅力が大いに

伝わるのではないかと考えられる． 

今年度は，青葉山を背景とした学校の風景やプールな

どの授業風景，避難訓練などの撮影を行い，その映像を

もとに学校紹介の動画を作成した．動画はホームページ

だけではなく，入学説明会や後援会など様々なところで

利用され好評を得ることができた．また，今年度行われ

たオープンキャンパスでは学校紹介の動画だけではな

く，ドローンに 360°カメラを取り付けて学校上空から

撮影した VR動画の展示も行った． 

写真-2 舞鶴高専空撮 

 

３・２ ドローン講習会 

本年度ドローンの講習会を行った．1 回目は 7 月 11

日に行い，5 名の学生および 17 名の自治体職員が参加

した．2回目は 12月 18日に行う予定だったが，雨天の

ため中止となった．講習内容は前半屋外でドローンの操

縦体験を行い，その後アプリで事前に設定したコースを

ドローンが自動で撮影する様子も見学してもらった．後

半には株式会社スカイマティクスのドローン計測サー

ビス「くみき」を使用し，空撮画像から 3次元化するま

での過程を学ぶ内容とした．参加者からは多くの好評を

得ることができた． 

３・３ 地域貢献（技術指導） 

本年度，2 件の技術指導を行った．1 件目は舞鶴市加

佐地区の農地に関わるものである．現在，日本の農業の

現場では，担い手の高齢化が問題となっており，労働力

不足が深刻となっている．そこでスマート農業を活用す

ることにより，農作業における省力・軽労化を進めるこ

とができる．また，それにより新規就農者の確保や栽培

技術の継承などが期待される．技術指導では，ドローン

を用いてどのようなことができるかの説明を行った．農

業においては主に測量や葉色解析などに利用されてい

る．また，農地開拓として，人が立ち入ることが困難な

場所の調査などを行うことができる．説明後にはフライ

トおよび空撮の実演を行った． 

写真-3 加佐地区農地 

2件目は舞鶴市鹿原にある金剛院に関するものであ

る．金剛院は真言宗東寺派の寺院であり，秋には，江

戸時代に細川幽斎が鶴亀の庭とともに植樹された楓が

有名で，毎年11月頃に行われるライトアップにおいて

も多くの参拝客が訪れる．これまで，ドローンによる

金剛院の夜間ライトアップ撮影は行われたことがな

い．舞鶴市の歴史的建造物をドローンで撮影し，建物

と夜間ライトアップの魅力検証を行った． 

写真-4 金剛院ライトアップ 

93



─────────────────────────────────────────── 
*苫小牧工業高等専門学校 技術教育支援センター  **苫小牧工業高等専門学校 創造工学科  ***㈲坂本石灰工業所  

****熊本高等専門学校 生物科学システム工学科  *****東京工業高等専門学校 物質工学科 

土壌中の重金属類を簡便・迅速に可視化する検出材の開発 

 

岸本 亮太*  深浦 仁美***  高木 泰憲***  藤田 彩華** 

若杉 玲子****  庄司 良*****  甲野 裕之** 

 

要旨 

重金属等の土壌汚染物質を安価・簡便・迅速に検出可能な検出材の開発を目的として，重金属類の検出試薬とゲル

化剤（吸水性樹脂）を複合化した簡易検出材の開発を進めている．これはゲル化剤中の検出試薬が土壌溶出液に含

まれる重金属類と反応して呈色することで，その濃度を目視で概括的に判別出来るものである．ノニオン性セル

ロース誘導体を用いてゲル化剤を調製し，その吸水性および検出試薬と複合化させた際の検出性能を調べた結果，

本ゲル化剤は塩濃度や pH に依らず吸水量が一定であり，検出性能を有することが明らかとなった． 

 

キーワード：土壌汚染，重金属類検出材，吸水性樹脂，セルロース誘導体 

 

１． 緒 言 

 

１・１ 土壌汚染調査の現状 

 近年，工場跡地やインフラ整備に伴う重金属類による

土壌汚染は深刻な社会問題となっている 1)．現在の日本

の公定法に基づくと，土壌重金属汚染調査は完了までに

最短でも 1 週間程度を要する 2)．また，詳細な汚染調査

には数多くのサンプルを採取し分析しなければならず，

高価な分析機器や専門的な知識が不可欠である．よって

現場では低コストで簡易的にスクリーニング可能な手

法が所望されている． 

 

１・２ 土壌重金属類検出材の開発 

 現在，安価・簡便・迅速に土壌中重金属類を検出でき

る検出材の開発を目的として，我々は㈲坂本石灰工業所，

熊本高専，東京高専と共同で研究を進めている．現在ま

でに，特定の重金属類（F，B，Cr6+，As，Pb 等）と選択

的に反応し呈色する検出試薬と汎用アクリル酸系吸水

性樹脂を水溶液中で複合化し，乾燥することで重金属検

出材を得た（図 1）．本検出材は重金属含有土壌からの溶

出液を吸水し，その呈色度合より濃度を概括的に決定で

きる 3),4)． 

一般的な吸水性樹脂であるアクリル酸系の吸水性樹

脂は，水との接触によりモノマーであるアクリル酸塩中

のカルボン酸塩がナトリウムカチオンを解離し，外液と

のカチオン濃度の差が浸透圧を発生させ吸水する．その

ため，水の塩濃度・pH により吸水量が変動し 5)，重金属

検出に影響を及ぼすことが本検出材の課題である． 

一方，ノニオン性多糖を分子間架橋して得られる多糖

ゲル化剤は，溶液の塩濃度・pH の影響を受けず，安定

した吸水性を示すことが知られている 5),6)． 

そこで本研究では，ノニオン性セルロース誘導体に上

記手法を応用し，ノニオン性ゲル化剤の調製，吸水性評

価，フッ素検出試薬と複合化した際のフッ素検出性能評

価を行なった． 

 

 

 

図 1 重金属検出材の調製 

 

２． 実験方法 

 

２・１ ノニオン性ゲル化剤の調製 

NaOH 水溶液にノニオン性セルロース誘導体を溶解

後，ジエポキシ架橋剤を加え架橋反応を行なった 5)．洗

浄，凍結乾燥，粉砕により，白色粉末のゲル化剤を得た．  
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図 2 ノニオン性ゲル化剤の調製 

 

３． 結果・考察 

 

３・１ 吸水性評価 

調製したノニオン性ゲル化剤および市販のアクリル

酸系吸水性樹脂について，各種水溶液に対する吸水性を

評価した結果を図 3 に示した．各吸水率は純水吸水率を

100%として表示した． 

 

 

 

 

 

図 3 各ゲル化剤の純水吸水率に対する 

(A)塩濃度，(B)pH の影響 

 

市販のアクリル酸系吸水性樹脂の吸水率は，塩濃度お

よび pH により大きく変動した．一方で，ノニオン性ゲ

ル化剤の吸水率は塩濃度および pH の影響を受けず，常

に一定の値を示した．この結果より，ノニオン性ゲル化

剤は夾雑物質の影響を受けず，安定した吸水性を有する

ことが確認された．  

 

３・２ フッ素検出性能試験 

フッ素検出性能試験の結果を図 4 の(a)に示した．(a)

の検出材は，フッ素の溶出量基準値である 0.8 ppmの前

後で異なる色に呈色したことから，フッ素検出材として

利用できることが示唆された． 

次に，夾雑物質として(b)NaCl 1%，(c)NaCl 4%を含有

させた場合のフッ素検出試験の結果を図 4 の(b)，(c)に

示した．(b)NaCl 1%含有の場合は，(a)夾雑物質無しの場

合と同様に溶出量基準値前後でフッ素検出可能であっ

た．一方，(c)NaCl 4%含有の場合は，全てのフッ素濃度

下において呈色の違いが無くフッ素検出不可であった． 

以上より，塩含有下においても塩濃度が 1%程度であ

れば検出可能であることが明らかとなった．  

図 4 フッ素検出試験結果 

 

４． 結 論 

 

土壌重金属検出材用の担体としてノニオン性ゲル化

剤を調製した．本ゲル化剤は塩濃度・pH に依らず吸水

量が一定であった．本ゲル化剤をフッ素検出試薬と複合

化させ，検出性能を試験した結果，フッ素検出性能を有

していたことが確認された．夾雑物質として塩を含有さ

せた場合においては，塩濃度 1%程度ならば検出性能が

維持された．よって，本検出材は様々な条件の土壌に対

して利用できる可能性が示唆された． 
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─────────────────────────────────────────── 
*小山工業高等専門学校 教育研究技術支援部 技術室 

ＭＣＣ「工学基礎」に対応した安全教育動画教材の開発 

 

加藤 康弘* 

 

要旨 

小山高専 1 学年に新規導入された MCC 対応科目「工学基礎」のうち 1 週分は「実験・実習における安全」という

内容である．この授業に対して支援依頼を受けた小山高専技術室は，動画をベースとした授業手法を提案し，使用

する動画教材や配布資料，演習問題を作成した．この動画教材は，アンケート調査により一定の完成度があること

が分かり，今後は e ラーニング等を通して学内外に共有していく予定である． 

 

キーワード：安全教育，動画教材，MCC（モデルコアカリキュラム），授業支援 

 

１． 緒言 

 

小山高専 1 学年に平成 31 年度前期より新規導入され

た科目「工学基礎」は，MCC（モデルコアカリキュラム）

の「技術者が分野共通で備えるべき基礎的能力」のうち

「Ⅳ 工学基礎」に対応した内容を学科横断授業で行う．

全 15 週のカリキュラムのうち 1 週分が「実験・実習に

おける安全」という内容である．小山高専技術室は，こ

れまで安全に係る授業支援や安全講習会を多数開催し

てきた実績があり 1)，この授業に関しても支援依頼を受

けた．今回我々は，動画をベースとした授業手法を提案

し，使用する動画教材や配布資料，演習問題を作成した．

本稿ではこの一連の流れと，授業実施結果，及び授業後

の展開について報告する． 

 

２． 安全教育の内容 

 

安全教育の前半部分は，高専機構が発行している「実

験実習安全必携」を抜粋した「実験中にすべきこと・や

ってはいけないこと」を動画で解説する内容であり，後

半部分は KYT（危険予知訓練）の手法を紹介し，その後

演習問題を行って各人の危険感受性を高める内容とな

っている．この 2つにより，既知の危険だけでなく，潜

在的に潜む未知の危険に関しても注意できるようにな

ることを目標としている．今回，動画をベースとした教

材を採用したのには，実際の機器や作業風景を見せるこ

とで具体的な危険とその対策をイメージして欲しい為

と，1年生約 200名に対して，担当教員・技術職員の人

員負担を減らす為の 2つの理由がある． 

 

３． 役割分担と作業の進め方 

 

製作チームは技術職員全員で組織し，各員何かしらの

役割で参加している．役割分担を図 1に示す． 

 

図 1 製作チームの役割分担 

授業支援総括責任者は，支援依頼者である教員とスケ

ジュールや予算等の連絡・交渉を行う，VTR資料監修と

教育内容監修の進捗管理の下で「安全必携」と「KYT」

それぞれにワーキングループ（以下 WG）を組織し，並

列で作業を進めていく．資料作成担当の原稿を基にVTR

の脚本を作成し，監督担当が絵コンテ化する．そして絵
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コンテを基に撮影を行う．撮影後に資料修正の必要が出

てくることもあり，WG内でサイクルを回しながら内容

を最適化していく．動画，資料が出揃ったところで，全

員参加の「完成資料確認会」にて最終チェックする． 

 

４． 動画制作の具体的手法 

 

４・１ 絵コンテの作成と動画の撮影 

監督担当は，脚本から絵コンテを作成して撮影に臨む．

技術職員各々が通常業務を抱える中で，集まって作業で

きる貴重な時間を無駄にしないために，絵コンテを作り

こんでおくことで円滑な撮影が可能となる．いわば動画

の設計図として機能する． 

 

４・２ ナレーション録音 

録音はフリーソフト「Audacity」を用いて行った．動

画と別撮りすることにより，編集時に音量バランスを

各々調整でき，聞き取りやすく仕上げることが出来た． 

録音技術に関しては，筆者が過去に立ち上げた公開講

座 2)でのノウハウが活かせた． 

 

４・３ 動画編集 

動画編集ソフトは Blackmagic Design 社の「DaVinci 

Resolve」を用いた．このソフトは無償版と有償版がある

が，無償版でも機能が豊富で，カット編集から色調や音

声の調整まで一通り可能である．動画制作工程の中で一

番時間のかかる編集作業は，本来であれば皆で分担して

行うべきだったが，「DaVinci Resolve」の動作要求 PCス

ペックが高いことと，機能が豊富過ぎて操作に慣れるま

で時間が掛かることがあり，3名のみで分担して編集作

業を行った． 

 

５． 授業実施結果 

 

完成した教材は，令和元年 5 月 31 日の授業で導入・

実施した．当日は 1年生 約 40 名×5クラスに対し，ク

ラス毎に進行担当教員が 1名ずつと，クラス間を巡回し

ながら支援する技術職員が 3 名の，計 8 名で担当した．

授業後半の KYT 演習においては，やり方の説明も動画

内で行うことにより，進行担当教員の負担を減らすこと

ができた．またこの方法により，もし翌年度以降に担当

者が変わっても，容易に対応可能となっている． 

授業終了時にアンケートを収集した．「ビデオを使っ

た学習は理解しやすかったですか」の問いに 90％以上

が「理解しやすい・まあ理解しやすい」，「ビデオでの説

明時間中は集中して見られましたか」の問いに 80%以上

が「集中できた・まあ集中できた」と回答しており，今

回の教材は一定以上の完成度であったことが伺える． 

一方で KYT 演習において，こちらで想定した正解の

回答率は，問題によって大きく差があることが分かった．

具体的には，前半の「安全必携」のビデオに出てきたシ

ーンとほぼ同じシチュエーションの場合は正答率が

70%程度と高いが，同様の危険要素でも少し違ったシチ

ュエーションになるだけで 30%程度まで低くなってし

まった．このことから，未知の危険に対する感受性を高

めるためには KYT を繰り返し行う必要があるというこ

とを再確認できた． 

 

６． 今後の展開について 

 

今回の教材は一定の完成度があり，動画をベースとし

ているため導入コストが低いため，これを広く学内外へ

共有すべきと考えた．手始めに，長岡技術科学大学 eラ

ーニングシステム（ILIAS）にて配信し，eラーニング高

等教育連携（eHELP）参画校を中心に利用していただく

べく準備を進めている．また動画教材の作成手法をまと

めたマニュアルを作成しており，完成後は HP 等で公開

する予定で作業中である． 

 

参 考 文 献 

 

1) 加藤康弘，小山高専 技術室安全衛生プロジェクトの

取り組み～近年の活動報告と波及効果について～，第 5

回北関東地区技術系職員安全管理ワークショップ概要

集，(2016.9.16) 

2) 加藤康弘，出川強志，佐藤智一，録音を題材とした公

開講座の実施，総合技術発表会 2017 東京大学，発表番

号 009-11，(2017.3.10) 
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─────────────────────────────────────────── 
*久留米工業高等専門学校 教育研究支援センター 

鋳造による筋力トレーニング用の鋳鉄製ウェイトの製作 

 

吉武 靖生*  福田 貴士* 

 

要旨 

ウェイトトレーニング用のウェイト（おもり）を増やしたいとの相談を受け，鋳造にて普通鋳鉄製のウェイトを製

作することとした．木型の製作には主に木工旋盤を用い，著者の木工への技能向上につなげた．文字などの細かい

部分は 3D プリンタを用いた．木型製作後，学生も動員し，鋳型製作，鋳込み，仕上げ作業を行った．出来上がっ

た製品は，5kg×6 個，10kg×2 個，20kg×2 個の合計 10 個である．以上，鋳造で普通鋳鉄のウェイトを製作する

ことができた． 

 

キーワード：普通鋳鉄，鋳造，ウェイト，木工旋盤 

 

１． 緒言 

 

 久留米高専では，おそらく全国の高専で唯一，キュポ

ラ炉を用いた普通鋳鉄の鋳造実習を行っている．さらに

1チャージの最大溶解量 100kgの高周波誘導炉も併用し

ている．このように溶解炉が複数あるにも関わらず，実

習以外で鋳鉄を鋳造することはほぼ無い． 

 しかしながら今回，ラグビー部の顧問から「部員のウ

ェイトトレーニング用にウェイト（おもり）の数を増や

したい」との相談を受けたことで，鋳造でウェイトを製

作することとした． 

 

２． 製作手順および結果 

 

２・１ 仕様の策定 

図 1 にウェイトトレーニングに用いている市販のウ

ェイト(10kg)を示す．ウェイトはバーベルで用いるため

にシャフト(オリンピックシャフトと呼ばれる規格があ

る)を通す穴が中心にあいている．溝の部位にはメーカ

ー名および重量の表記がある．裏面は何もなく，平面で

あった．そこで，本ウェイトの形状は基本的に図 1の形

状を模することとした． 

なお，必要なウェイトは，5kg×6 個，10kg×2個，20kg

×2 個であるため，図 1の基本形状の直径，厚みを変え 

 

図１ 普段使用している市販のウェイト 

 

ることで 3種類の重量に対応することとした． 

 

２・２ 木型製作 

鋳造で製品を作るためには，模型を製作する必要があ

る．本校の実習には木型実習があり，木工にて木型の模

型を製作することが可能であるため，著者の技能向上も

兼ね，主に木工旋盤を用いて手作業で木型を製作するこ

ととした．使用する木材は，木工旋盤の場合，通常，堅

いものを選定するが，入手が困難であったため，杉材を

用いた．図 2に購入時の杉材を示す． 

木型製作は，まず，杉板に必要な形状をけがき，木工

旋盤で使用できるように木材用の帯鋸盤で円に近い形

状まで加工した．図 3に切断後の杉板を示す．次に杉板

を木工旋盤にとりつけ，木工用バイトを用いて直径およ
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び溝の部分を加工した． 

鋳造の鋳型を製作する場合，木型の穴部をそのまま鋳

型に反映することは困難であるため，別途製作しておい

た中子を用いる．そのため木型の穴部には幅木を設けた． 

中子を製作するため，3D プリンタを用いて中子取り

を製作した．同じく文字の部分においても 3Dプリンタ

で製作した．図 4に完成した木型を示す．市販のウェイ

トではメーカー名が記載されていたため，今回は

「KURUME KOSEN」の文字とした． 

 

２・３ 鋳型製作および鋳込み 

完成した木型を用いて鋳型を製作した．鋳型の製作お

よび鋳込み，仕上げ作業はラグビー部員達自身で行い，

自分たちで作った実感をもってもらえるようにした．図

5 に鋳型を示す．鋳型の左下は湯道であり，鋳込み時の

溶湯の通り道である．なお，写真は鋳型の下型である．

シャフトの通る中心の穴部は，図では溝であるが，中子

を入れることで鋳込み後に穴となる．鋳型が完成した後，

日を改め，鋳込みを行った．鋳込み後はその日のうちに

型ばらしを行い，後日，仕上げ作業を行った． 

 

２・４ 製品の完成 

図 6に完成したウェイトを示す．市販のウェイトでは，

文字および文字が記載されている溝の部位のみ鋳肌を

残し，それ以外は全て後加工を行っているが，今回は「鋳

造感」を出すため，後加工はバリ取り程度としている． 

 以上，ラグビー部のウェイトトレーニング用のウェイ

トを製作することができた． 

 

 

 

図２ 杉板（未加工） 

 

図３ 杉板（帯鋸で切断後） 

 

 

図４ 完成した木型 

（木工旋盤および 3Dプリンタを使用） 

 

 

図 5 製作した鋳型 

 

 

図 6 完成した製品 

（上段左 10kg, 上段右 20kg, 中段および下段 5kg） 
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*長岡工業高等専門学校 教育研究技術支援センター 第 5 グループ 技術職員

ミニチュア建設機械を使った教育教材の活用について 

込山 晃市* 

要旨 

建設業界における i-Construction の推進に伴い，ICT 活用に関する教育を行うことは喫緊の課題である．そこで，

建設業における ICT 活用技術のひとつである，情報化施工に関しての実習教育を行うため，レゴマインドストー

ム EV3 を用いてミニチュア建設機械を製作した．これを用いた環境都市工学科での実習，海外の学生とのものづ

くり交流，地域イベントでの出展についての報告を行う． 

キーワード：i-Construction，情報化施工，LEGO マインドストーム EV3，地域貢献活動

１． はじめに 

近年の建設業界においては様々な ICT の活用が推

進されており 3DCAD や建設機械の自動化などの技術

が普及しつつある，環境都市工学科の実験実習におい

ても ICT の活用に合わせた実習を行っていく必要があ

る．しかし，スケールの大きい実習を行うための時間

や資金，場所の確保は難しい．そこで，レゴマインド

ストーム EV3 で製作したミニチュア建設機械育を用

いた教材の開発を行った．また，その他の活用として

行った事例についても紹介を行う． 

２． 活用事例 

２・１ 環境都市工学科実験での活用 

環境都市工学科 5 年生の環境都市工学実験Ⅱでミニ

チュアブルドーザー（図 1）による，情報化施工の施

工管理演習として実習を行った．実習 1 回分（180 分）

で概要説明と実習（測量，施工計画，施工，出来形確

認，工事金額の清算）を行う． 

ミニチュアブルドーザーには下部中央にカラーセン

サーを取り付け，地面の色を判別して動作が変化する．

また，遠隔でも操作が可能なプログラムとした．施工

計画として土砂（の代わりに毛玉を使用）の運搬ルー

トを計画し，そのルートを通るように色のついたビニ

ールテープを貼り付け，自動運転させている． 

工事現場は 1.2m×1.8m の白いプラスチックダンボ

ールを使用した．機械の初期位置と土砂の運搬先は

20cm 四方の正方形とし，それぞれ 2 ヵ所設定した． 

測量及び施工計画は「準備工」段階とし，初期位置

と運搬先の確認，機械の搬入搬出位置，テープの貼付

位置の計画を行う．出来形の確認は，運搬した土砂が

目的地にどれだけ搬入されているかを数え，最後に施

工にかかった時間や出来形などから，工事金額の計算

と工事点数についての評価を行う． 

はじめに 30 分程度の実習概要やルール説明を行い，

その後 60 分を「準備工」の時間とした．また準備工の

時間内に施工計画書と工程表の提出を行う時間制限を

設けた．その後，各チームが 9 分間で「施工」を行う．

「施工」段階では，測量（テープ貼り）・機械の搬入・

施工・機械の搬出までにかかった時間を測定する．開

図 1 実習で使用したブルドーザー 

─────────────────────────────────────────── 
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始と終了は「着手前写真」と「完成写真」の撮影を行

ったタイミングとした． 

 施工計画においては，すべてのチームがブルドーザ

ーの動作確認とテープ貼付位置の打合せを 60 分で終

えることができた．その後の施工においては，あらか

じめブルドーザーの電源を入れておく，テープ貼付位

置の担当を決めておくなど，細かな工夫が見られたチ

ームもあった． 

 

２・２ 海外の学生とのものづくり交流での活用 

 マレーシアのアドテック校の学生を受け入れ，本校

の学生と共同でのものづくり交流を行うプログラムが

実施された．今回は日本の ICT 建設技術である情報化

施工に関するテーマとなり，ミニチュアブルドーザー

を用いた．本プログラムは機械系や電気系などの様々

な分野の学生がチームを作って行うため，ブルドーザ

ーの製作・プログラミング・施工と段階を分けて行っ

た．ブルドーザーの製作については環境都市工学実験

で使用したブルドーザーをベースに，簡易的に製作で

きるレシピに変更した．カラーセンサーはそのままで

あるが，超音波センサーを新たに取り付けてその後の

プログラミングの自由度を高めた．プログラミングに

は操作が容易な GUI を用いて行うことのできるアプ

リを使用し，基本的にはカラーセンサーによる移動方

法の切り替えなど，施工計画に合わせてプログラムも

変更できるようになっている．しかし，ものづくり交

流の時間はあまり長くないため，基本的なサンプルプ

ログラムを用意し，それを改良する手法とした．施工

については，前述の環境都市工学実験とほぼ同様の条

件で行った． 

 

２・３ 地域イベントでの活用 

 レゴマインドストーム EV3 を用いて様々な建設機

械を製作し，それを地域での科学啓発イベントや子供

向けの体験イベントでミニチュア建設機械操作体験会

として，遠隔操作や自動運転による施工を体験しても

らった．対象は未就学児から大人まで幅広く，様々な

機械の組み合わせや作業内容を用意した． 

 

３． 活用効果 

 

 実習や体験会終了後に取ったアンケートやレポート

から，本教材の効果を検証した． 

環境都市工学科の学生からは，施工管理や建設業の

仕事への理解と情報化施工や ICT 活用への関心が高ま

ったなどの回答が得られたことから，本実習は有効で

あったと考えられる． 

ものづくり交流の一番の目的は海外との学生とコミ

ュニケーションを図るところであり，多くの学生がそ

の部分を最も楽しんでいたと回答した．その他にも他

学科専攻であるが，本教材を通じて建設分野への知識

が深まったという回答も得ることが出来た． 

本教材を活用した体験イベントは 2017 年度より継

続して行っており，そのアンケート結果からは建設業

界のイメージアップや工学分野への興味をもってもら

うことが出来たなどの回答が得られている． 

 

４． おわりに 

 

 建設 ICT 教育のため，EV3 を活用した教育教材の開

発を行ってきたが，分野や状況に合わせた活用が可能

であり，効果も十分であると考えられる．今後も日進

月歩で進化する建設業界に求められる人材育成のため

に，新しい教材の開発を行っていきたい． 

 

謝辞:本研究は以下の助成金の一部を活用しています．

ここに感謝申し上げます． 

・JSPS 科研費 16H00399，18H00274 

・新潟県建設技術センター活動助成金(H29，30，31) 

 

参 考 文 献 

 

1)込山晃市，「i-Construction 教材開発と実施事例報告」，

第 10 回高専技術教育研究発表会 in 木更津，pp59-60． 

2)樋口裕武，込山晃市，「ミニチュア工事現場体験会開

催に関する活動報告と若年層の建設業イメージ調査」，

土木学会全国大会第 74 回年次学術講演会，CS-1-38． 
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─────────────────────────────────────────── 
*明石工業高等専門学校 技術教育支援センター 

明石高専の「加工復習イベント」および新規「塑性加工実習」 

 

西村 厳生* 

 

要旨 

著者が担当している「手仕上げ・軽作業基礎実習-機械工学科 1 年前期-」と，溶接総合実習-同 3 年前後期-を変更

して 2020 年度から開始する「レーザ切断・塑性加工実習(仮)」について，学生の技能・知識の定着のために行っ

た取り組みについて記す．前者については，他の機械加工とも密接な関係を持つ手仕上げ作業について，その後同

様・応用の実習がないため，思い出す機会および理解度の確認として開催したイベント「手仕上げチャレンジ」に

ついて，後者については，実施予定の内容と準備状況についてをまとめたものである． 

 

キーワード：工作実習，手仕上げ・軽作業，塑性加工，自作金型 

 

１． 加工復習イベントの開催 

 

１・１ 手仕上げ・軽作業基礎実習 

 手仕上げ・軽作業基礎実習は，1 年生前期に，2 限(180

分)×2 週の計 2 回で行っている．内容は，“ミニ・イー

ゼル”(図 1)の製作を通して，「けがき」「手鋸・帯鋸盤」

「やすり掛け・ベルト研磨」「ボール盤」「ねじ切り」「組

立て・調整」の基本を体験することを目的としている．

やすり掛けには，切断・切削後のバリ取りも含むが，2～

4 年生のフライス盤を使用する実習において，やすりを

正しく扱えない学生が多くいるため，今回の復習イベン

トの開催を企図した． 

 

 

図 1 製作するミニ・イーゼル 

 

１・２ 復習イベント「手仕上げチャレンジ」概要 

 1 年生前期に行った手仕上げ・軽作業基礎実習で使用

した工具・工作機械のみを使用し，それぞれの使用方法

の確認・身についている技能レベル・上達度合いの確認

のために行う『レギュラーチャレンジ』と，実習工場の

どの機械も使用可能で，無駄なく・精度よく・より早く

にチャレンジする『フリースタイル』の 2 種類を準備し

た．また，作業の手順や動きの無駄を確認できるよう，

作業者の視線カメラと作業記録用の定点カメラを準備

し，終了後のふり返りのための撮影を行った．対象は，

3～5 年生とした． 

 

１・３ 実施結果 

2020 年 1 月 15 日(水)現在で，参加者は 2 名(いずれも

『レギュラーチャレンジ』)である．この 2 名は，1 年生

の実習後，課外活動での工場利用がほとんどなく，忘れ

ていることも多々あった． 

今後の参加者は，学年末試験から春休み期間に集中す

ると思われるため，今後も開催し，より多くのデータが

取れると期待している． 

 

１・４ 今後の展開 

参加者の行動を記録した映像の解析をもとに，1 年生

への実習で，忘れがちな工具の使用方法や，作業手順に
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ついて強調すべきことを洗い出すことで，今後の指導に

つなげるとともに，来年度以降も引き続き実施していく． 

 

２． レーザ切断・塑性加工実習案 

  

２・１ 溶接総合実習と変更の経緯 

現在行っている溶接総合実習は，3 年生の前期 2 限

(180 分)×2 週，後期 2 限×2 週の計 4 回で実施してい

る．内容は，1，2 年で学習した，各種溶接・切断のうち，

少なくとも 1 つの要素を含むものを，自由に設計・製作

する(又は修理する)というものである．「自由課題」とい

う現在の実習スタイルは，著者が着任後の 2009 年頃か

ら徐々に変更したものであるが，現在多くの高専で取り

入れられているアクティブラーニングの一環でもあり，

接し方にも【コーチング】の手法を用いて「教え過ぎず，

考えさせる実習スタイル」として確立でき，これまでの

与えられた課題に比べ，意欲の向上や，一連の設計-加工

体験の機会としても，一定の成果を得られている． 

しかし，高専機構で定められたモデルコアカリキュラ

ムに沿うため，2018 年から 2020 年に掛けて，表 1 のよ

うな実習内容の変更が行われている．この 1 つが溶接総

合実習から変更する塑性加工実習であるため，切り出し，

曲げ加工後に，溶接要素も残せるよう授業計画を立てた． 

 

表 1 変更のあった実習一覧 

 

２・２ 実習内容 

 実習は，(1)2D図面の作成，切り出し，(2)曲げ，伸び

の測定，(3)伸びを反映した図面の作成，切り出し，(4)曲

げ，(5)溶接 のトライ＆エラーを繰返し，箱物の製作を

行う．使用予定のソフト，工作機械は以下の通りである． 

●CAD/CAM ： AR-CADおよび AP100 

●レーザ加工機 ： AMADA QUATTRO 

●ベンダ ： HOZAN 板金折曲機 K-130 および自作金型 

●溶接 ： DAIHEN TIG溶接機 DA300P およびスポット

溶接機 RW1001 

 

２・３ 準備状況 

曲げに使用する HOZAN 製の折曲機は，剛性が弱く，

押さえ部が反ってしまい使用できなかったため，押さえ

部を自作し交換した．作成したものを図 2 に示す．この

修理の際に，厚みを増すとともに，押さえ箇所を増やし，

壊れにくく改良した．この折曲機は主に，曲げにおける

スプリングバックを体験するものとして使用する． 

 

 

図 2 修理・改良した折曲機 

 

実際に箱物を作成する際のベンダは，曲げ試験機を利

用し，先端に自作の金型を取り付けて行う．この先端部

は現在設計中である． 

 

３． まとめ 

 

工作実習という科目は，取捨選択が難しい．原理を教

えるためには昔ながらの汎用機での実習が必要である

一方，最新のモノづくりを教えるには，NC 実習等も必

要である．何を残し，何を変えるかを常に考え，できる

だけ効率よく多くのことを学べる環境づくりのため，今

後も随時改善していく必要があると考える． 

学年等 2018年度 2020年度 

1年後期 

溶接基礎 溶接基礎 

フライス盤 フライス盤 

電子制御 分解・組立 

3年前後期 

溶接総合 塑性加工 

CAD/CAM シーケンスⅡ 

旋盤総合 旋盤総合 
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─────────────────────────────────────────── 
*木更津工業高等専門学校 教育研究支援センター 

高専技術教育研究発表会が高専教育に関わる重要性について 

 

嶋野 慶次*
 

 

要旨 

昨年 3 月に第 10 回高専技術教育研究発表会（以降，技術発表会という）が木更津高専で開催され，筆者は「高専

技術教育研究発表会 10 年の歩みと今後の展望」と題した発表を行った．その発表では，第 1 回技術発表会が開催

されるに至る経緯から第 10 回技術発表会までの推移，そして，この技術発表会の今後の発展について述べた．そ

の発表が実ったのかどうかは不明だが，第 12 回技術発表会の開催に久留米高専が名乗り出ていただいた．初めて

九州地方で開催されることとなり，全国展開に向けた技術職員の大きな一歩となることは間違いない．今回は，第

1 回から第 10 回技術発表会までの発表内容とその項目について調査し，高専技術職員がどのような形で高専教育

と向き合い，その重要性に携わっているかという点を調べ，発表内容から得られた知見について報告する． 

 

キーワード：高専技術教育研究発表会，高専教育 

 

１．  第 10回技術発表会までの発表内容 

 

１・１ 発表数の推移と発表内容の区分 

 第 1 回技術発表会から第 10 回技術発表会までの特別

講演及び特別発表を除いた発表数は計 346 件であった．

その内，第 4回技術発表会から始まったポスター発表は

77 件であり，第４回技術発表会以降の口頭発表数とポ

スター発表数の比率は，およそ 7：3 であった．その発

表数の推移を図 1 に示す．発表内容を「実験・実習」，

「奨励研究等」，「公開講座」，「地域貢献」，「技術職員組

織」，「その他」の項目に区分し，整理した結果を図 2に

示すとおりである．「その他」には，学校全体行事の支援

をはじめ，留学生支援，ロボコンや部活動等の課外活動

支援，研修報告，化学物質のリスクアセスメントに関す

る発表など，50件（14.4％）にのぼり，多岐にわたる様々

な分野で活躍している様子を知ることができる． 

 

１・２ それぞれの区分内容と専門分野について 

発表内容の割合は，「実験・実習」が一番多く 33.5%

（116件）で，全体の約 1/3 を占めた．「実験・実習」の

内容を専門分野ごとにまとめた結果を図 3に示す．実習
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図 1 第 1回から第 10回技術発表会の発表数の推移 

発
表
数
（
件
） 

  

実験・実習 奨励研究等 公開講座

地域貢献 技術職員組織 その他

図 2 技術発表会の発表内容の区分（第 1～10回） 

33.5％ 

18.8％ 
15.0％ 

9.8％ 

6.3％ 

16.5％

％ 

計 346件 
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系に関わる発表が圧倒的に多く 33.6％（39 件）であっ

た．続いて，土木・建築系，機械系の上位 3分野で 6割

を占めた．高専の特徴の一つに，若い世代からの木目細

かな技術者教育が挙げられるが，それを支援する技術職

員が実験・実習の中でより良い授業を心掛け，向上的に

取り組む姿勢がどの分野でも発表され，高専教育の根幹

である「実験・実習」を盛り立てている様子がわかる．

また，「その他」には，船舶工学や実験・実習に関わる自

己評価システムの開発，学科横断授業などの報告がある． 

「実験・実習」の次に多かったのは，「奨励研究等」で

あった．「奨励研究等」には，共同研究や教員との研究等

も含まれ，全体の 18.8%（65件）を占めており，技術職

員が外部資金獲得に向けても積極的に取り組んでいる

様子が伺える．さらに，その研究成果を全国の技術職員

に対して発表することで，お互いの持つ高専教育に対す

る意識を高め合い，確認し合うことができる． 

 続いて 3 番目は，「公開講座」で 15.0％，「地域貢献」

は 9.8%であった．この 2項目を併せると 24.8％となり，

全体の約 1/4を占め，地域に根差した科学及び工学教育

の礎を築いているといえる．その効果は，高専進学や，

その地域で必要とされる存在に繋がっていると思われ

る．どのような専門分野で公開講座が実施されたのか，

その分布を図 4に示す．複数分野の割合も多く，高専教

育の基礎となる化学や物理に関する公開講座にも携わ

っていることがわかる．また，「公開講座」でも実習系の

発表数が 9件（21％）で，一番多かった．ほとんどの高

専に実習部門はあり，「実験・実習」の発表数と照らし合

わせても，実習部門が専門的・実践的な高専教育を支え

ている重要なポジションであることがわかる． 

  

２．  高専のさらなる存在に向けて 

 

 今回，技術発表会で毎回発行される報告集を参考にし，

個人的に調査を行った．細かい所では，専門分野の判断

に苦慮した内容もあったが，概ね，それぞれの専門分野

に仕分けすることができた．全国の技術職員が関わって

いる業務はこの技術発表会で報告された内容ばかりで

はなく，そのほんの一部に過ぎないが，この技術発表会

での発表を目標に取り組んでいる技術職員も多くみら

れた．高専制度発足から 57 年が経過し，高専のさらな

る存在へ向けて，技術職員が担う高専教育への取り組み

の重要性や，技術職員だからこそ気付くアイデアや工夫

など，技術発表会は，実践的工学教育を掲げる高専教育

に欠かすことができない発表の場となっている． 

図 3 「実験・実習」の専門分野ごとの分布 

実習系 土木・建築系

機械系 物質系

制御系 電気系

情報系 一般（化学・物理）

その他

実習系 複数分野

電気系 一般（化学・物理）

制御系 物質系

機械系 情報系

土木・建築系 その他

図 4 「公開講座」の専門分野ごとの分布 

 

33.6％ 

14.7％ 

12.1％ 

9.5％ 

7.8％ 

6.9％ 

4.3％ 
3.4％ 

7.8％ 

20.9％ 

18.6％ 

18.6％ 

14.0％ 

11.6％ 

7.0％ 

4.7％ 
4.7％ 

14.0％ 

7.0％ 

計 116件 計 43件 
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─────────────────────────────────────────── 
*福井工業高等専門学校 教育研究支援センター 

第 11回高専技術教育研究発表会 in福井の開催 

 

白﨑 恭子* 

 

要旨 

高専技術発表会（以下「発表会」）は平成 22 年に木更津工業高等専門学校（以下「高専」）で立ち上げられ，以降

第 8 回発表会までの各大会が木更津高専で開催された．第 9 回発表会では初めて会場を舞鶴高専に移し，翌年の

第 10 回記念大会が木更津高専で開催された後，発表会の全国展開ということで第 11 回発表会が福井高専で開催

されることとなった．開催にあたり，今までの発表会にはない新たな取り組みとして招待講演やパネルディスカ

ッションの実施，高専関係者に留まらない一般の方への公開など，2 年間かけて企画・準備を行ってきた．本発表

では，こうした第 11 回発表会ならではの取り組みについて報告を行う． 

 

キーワード：高専技術教育研究発表会，第 11 回発表会，一般公開，全国展開 

 

１． 高専技術教育研究発表会の概要 

 

 技術者教育を主たる目的として設置された高等専門

学校（以下「高専」）での教育は，教員，事務職員，技術

職員で行われている．その中で，技術職員は学生に対し

技術・技能を指導するのに加え，事務職員とともに教育

や学校の運営をサポートする立場でもある．また，技術

職員には，越した業務のほかにも，学生を指導するため

にスキルアップや自己研鑽，さらにその成果としての研

究や業務関連発表が求められてきた．しかし，その成果

発表の場は学内での報告会や特定分野の学会・講習会な

どに限られていた．そこで，広く分野を問わず技術職員

が成果や活動を発表できる場として平成 22 年に木更津

高専の技術職員により“高専技術教育発表会” （第 4回

から“高専技術教育研究発表会”と改名，以下「発表会」）

が設立された．近年では，平成 30 年に第 9 回発表会が

初めて木更津高専を離れ舞鶴高専にて開催されるとと

もに，技術職員に限らず教員や事務職員にも門戸を開き，

高専機構教職員全体の発表会として発展している． 

 また，本発表会では学会等のような高度な研究発表に

限らず，実験装置の改良や地域貢献活動といった身近な

内容に関する報告・発表も行われている．報告や発表に

対し分野や担当を越えた積極的な意見交換がなされ，ス

ケールメリットを生かした活発な交流が行われている．

さらに，発表会で得た情報を各校で共有・発信すること

で，教育研究内容や学習環境状況がスパイラルアップし，

全国高専の教育研究体制の質的向上に大きく寄与して

いる． 

 

２． 開催に向けた準備 

 

 第 11回発表会の福井開催に向け，実行委員（表 1）を

中心に 2年間かけて企画・準備を行ってきた．実行委員

は若手職員を中心に指名され，女性が半分を占める．そ

れぞれの得意分野・専門分野を活かした役割分担を行い，

より満足していただける発表会にするため互いに意見

を出し合いながら進めてきた． 

 

表 1 実行委員と主な担当一覧 

担当者 担当 

白﨑 恭子 実行委員長 

内藤 岳史 Web サイト構築・会場内中継・広報 

藤田 祐介 渉外・会場 

廣部 まどか 招待講演・パネルディスカッション 

久保 杏奈 広報・Webサイト構築・会場内中継 

片岡 裕一 実施責任者 
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 発表会開催にあたっては，必要な運営予算を確保する

ため，外部資金への応募，本校校長裁量経費への申請な

どを行った．さらに，学内への協力依頼や会場との交渉，

自助努力も重ね，より少ない予算での開催に努めた． 

 開催案内としては，Web サイトによる情報発信だけで

なく，実行委員の専用名刺，掲示用・配布用それぞれの

ポスターの作成も行った．こうしたツールを用い，昨年

木更津高専で開催された第 10 回発表会を中心に全国国

公私立 56高専のうち 31高専の方に直接開催案内と参加

依頼を行った．こうした成果として，1 月 16 日時点です

でに過去最多の参加者数，キャンパス数，発表総数とな

った（図 1）1）．また，これまで参加のなかった高専から

も複数の学校から参加申し込みを頂いている． 

 

 

図 1 発表会毎の参加者数，発表総数，キャンパス数 

（令和 2年 1月 16日時点） 

 

３． 福井開催での特徴的な取り組み 

 

 今回の発表会では，今までにない新たな取り組みを多

数行なう．まず 1点目が特別企画の実施である．従来の

口頭発表およびポスター発表のみではなく，今回は招待

講演および安全衛生パネルディスカッションを行う．招

待講演は参加者の学際的教養を深めてもらう事を目的

とし，それぞれが案を持ち寄り度重なる議論の結果，立

命館大学古気候学研究センターの山田圭太郎専門研究

員を講師として迎え，考古学の年代測定における「世界

標準のものさし」である水月湖年縞に関する講演をお願

いした．安全衛生パネルディスカッションでは，全国高

専の技術職員が一堂に会する機会を活かし，各校での安

全衛生や化学物質管理に関する取り組み等の事例報告

を通して情報共有を図るとともに，それぞれが抱える問

題・課題を直接話し合う場を設け，全国高専の環境安全

を推進する機会とする． 

 2点目は地域住民など一般の方への公開である．会場

をホテルとし，高専関係者に限らず誰でも聴講自由する．

これにより，高専やその教育内容についていっそう周知

する機会となり，ひいては高専の認知度向上にもつなが

る．地域広報誌への案内掲載依頼，報道機関への取材依

頼，招待講演中心の開催案内ポスターの作成等，開催案

内活動にも力を入れた．すでに大学や企業の方から聴講

の申し込みや問合せを頂いている． 

 3点目は Web カメラを用いた会場内の中継である．こ

れは参加者の利便性向上が主な目的であるが，今回の発

表会は少人数のスタッフで広い会場の運営を行うため，

スタッフの負担軽減にもつながる． 

 最後に，概要集の Web サイトへの事前公開および地

域共同リポジトリへの掲載と，それに伴う概要集原稿フ

ォーマットの作成である．リポジトリに概要集を掲載す

ることで，発表内容や技術職員の活動の記録が継続して

残り，発表会終了後も各高専の活動やその成果を幅広く

周知することができる． 

 

４． 高専技術教育研究発表会の全国展開 

 

来年開催の第 12 回発表会についても久留米高専での

開催が決まっており，発表会の全国展開が進んでいる．

これを受け，前回開催の木更津高専および次回開催の久

留米高専の実行委員の方との合同実行委員会を今回の

発表会の際に開催し，情報の引継や意見交換ができる場

を設けることになった．合同実行委員会や，本発表での

報告内容が次回発表会の一つの参考となり，今後の発表

会がより充実したものになることを期待している． 

 

参 考 文 献 

 

1) 嶋野慶次，高専技術教育研究発表会 10年の歩みと

今後の展望，第 10回高専技術教育研究発表会 in 木更

津報告集，（2019），pp.15-16． 
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─────────────────────────────────────────── 
*長岡工業高等専門学校 教育研究技術支援センター **長岡工業高等専門学校 物質工学科

企業-教員-技術職員-学生の協働によるプレラボ活動と 

低温乾燥杉を対象とした研究の実践

星井 進介* 髙松 貴子* 赤澤 真一** 鈴木 秋弘** 

要旨 

長岡高専における研究教育活動の活性化を目的としてスタートしたプレラボ制度は，教職員によって提起された

テーマのもとで学科・学年を超えて低学年から高学年までの学生と教員らによる研究活動をシームレスにつなぐ

仕組みで展開される．このプレラボ制度のもと，企業と教員，技術職員，学生とが連携・協働して低温乾燥杉を

テーマとする研究活動に取り組んだ．低温乾燥杉の乾燥処理条件が杉材中の有用な香り成分に及ぼす影響につい

て検討した結果，乾燥温度の違いに伴う対象成分の含有量への傾向が明らかになった． 

キーワード：研究教育活動，プレラボ制度，低温乾燥杉，芳香成分，GC-MS 

１． はじめに 

 長岡高専において 2015 年 8 月から始まったプレラボ

制度は，テーマを持った教職員が全学的に参加者を募集

し活動するもので，低学年から高学年までの学生の研究

活動を学科学年横断的につなぐ他に例を見ない制度で

ある．筆者らは，このプレラボ制度のもとで新潟県産杉

を用いた低温乾燥杉に関する研究に取り組んでいる．本

発表では，長岡高専におけるプレラボ制度の活動状況と

ともに，低温乾燥杉の乾燥処理条件が杉材中の香り成分

に及ぼす影響について検討した結果を報告する． 

２． プレラボ制度の概要と成果 

 長岡高専における研究教育活動の活性化を目的とし

て運用が始まったプレラボ制度 1)，2)は，年間 20～30 件

程度のテーマが提起され，活発な活動が展開されている．

プレラボのテーマは，研究系／セミナー・講演会／その

他の 3 つに分類される．これらのうち研究系テーマのい

くつかを挙げる． 

・ミニチュア建設工事現場体験教材の開発（代表者：技

術支援センター技術職員） 

・籾殻堆肥とミミズ肥料を活用した作物栽培（代表者：

物質工学科教員） 

・フラー協働アプリ開発（代表者：電子制御工学科教員） 

・長岡のプラナリアに関する基礎的研究（代表者：一般

教育科教員） 

・江戸時代の数学を楽しもう！長岡高専和算俱楽部（代

表者：一般教育科教員） 

 このようなテーマのもとで教職員や学生，さらには学

外の企業とともに取り組みを進めている．プレラボ活動

で得られた結果は，学会や「全国高専ディープラーニン

グコンテスト」，「第三回発酵を科学するアイデアコンテ

スト」，「リーンローンチパッドプログラム fireworks 

DEMO DAY（ビジネスプラン発表会）」といった各種コ

ンテストiなどで発表し，最優秀賞を獲得するなど成果

を挙げている 3)． 

３． 低温乾燥杉に関する研究活動 

木材から抽出される精油に含まれる香気成分は，比較

的さわやかな香りでストレス解消や気分を和らげる快

適性増進効果があり，抗菌作用や消臭作用などの有効機

能を持っている 4)．しかしながら，一般に建材などに使
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用される木材は 70℃以上の高温で乾燥処理されるため

に有用な機能性成分の多くが失われている状況にある．

本研究では，従来の製法よりも低温でゆっくり乾燥処理

を施すことで香り成分や油分が多く含まれる低温乾燥

杉を対象として実験を行い，乾燥温度の違いが杉材中の

含有香気成分に与える影響について検討を試みた． 

 低温乾燥杉の乾燥設定温度は 30℃，40℃，50℃，60℃

の 4 種である．杉材からの精油成分は，有機溶媒（ヘキ

サン）を用いた溶媒抽出法により抽出し，GC-MS（島

津 GCMS-QP2010）による香気成分の分析を行ったii．

今回は杉の主要な香気成分のうち，α-Muurolene，δ

-Cadinene，α-Cedrene，β-Eudesmol に着目し，これら

4 種類の化合物を対象とした分析を実施した． 

 今回の実験によって抽出された精油収量は全 120 サ

ンプルの平均で 24.2mg であり，以前のサンプル 6)と比

べると得られた精油量は少なかった．GC-MS 分析の結

果から，精油中における各化合物の含有の有無を検討し

たところ，乾燥温度 30℃および 40℃では分析対象化合

物の 4 種類全てが含まれていることが認められたが，乾

燥温度 50℃では 2 種類に，60℃では 1 種類に減じてい

た（表 1）．各乾燥温度での対象化合物のピーク面積の

総和を見ると，最も高い 30℃の 8.76%から徐々に減少

していき，40℃では 5.20%，50℃では 3.14%，60℃では

1.12%と，乾燥温度が上がるにしたがって対象物質の含

有割合が低下していることが読み取れた． 

 

表 1 乾燥温度が杉材中の分析対象化合物に与える影響 

（○：検出，×：未検出） 

 

４． おわりに 

 

教職員の萌芽的研究，学生教育支援，低学年からの研

究活動の推進を目指すプレラボ制度のもと，企業と教員，

技術職員，学生とが連携して低温乾燥杉をテーマとする

研究プロジェクトに取り組んだ．低温乾燥杉の香り成分

の抽出実験と機器分析によるデータ解析を行った結果

からは，乾燥温度によって香り成分の含有量に違いがあ

ることが認められ，低温乾燥杉の付加価値向上が期待さ

れる．今後も同様の仕組みのもとでプロジェクト活動の

進展を図りたい． 

 

参 考 文 献 

 

1) 桐生 拓，赤澤真一，田原喜宏，冨樫（新藤）瑠美，

プレラボ制度による学科横断型教育・研究活動の推進と

波及効果の検証，工学教育研究講演会第 65 回年次大会，

講演番号 2A13，要旨集 pp.154-155 (2017) 

2) 長岡高専ウエブサイト，プレラボ制度，http://www. 

nagaoka-ct.ac.jp/shisetsu/cc/32082.html 

3) 長岡高専ウエブサイト，学生の活躍，http://www. 

nagaoka-ct.ac.jp/info/success-info/ 

4) 岡野 健，祖父江信夫 編集，木材科学ハンドブック

（普及版），朝倉書店（2006） 

5) 藏屋英介，當山瑛子，植物より抽出した精油組成を

正しく解析するために，沖縄工業高等専門学校技術室技

術報告，vol.14，pp.46-51 (2019) 

6) 星井進介，髙松 貴子，赤澤 真一，鈴木 秋弘，村上 

祐貴，上村 健二，GC-MS を用いた新潟県産杉材に含ま

れる香気成分の分析，2017 年度機器・分析技術研究会

報告集，P-26，pp.56-57 (2017) 

 

謝 辞 

 

プレラボ活動における低温乾燥杉に関する研究成果

は，長岡高専 物質工学科 4 年生 五十嵐梨紗さん，寺尾

紫都さんの精力的な実験によるものである．実験試料で

ある低温乾燥杉は，株式会社 笠原建設から提供いただ

いた．本発表における研究成果は，科学研究費補助金 奨

励研究（課題番号 19H00314）によるものである．ここ

に記して感謝の意を表します． 

                                                        
i これらのコンテストでは，プレラボ活動以外のチーム

も受賞成果を挙げていることを付記する． 
ii
 GC-MS を用いた植物精油の組成解析においては詳細

な条件検証のもとでのデータ解析が求められるが 5)，こ

こでは，以前までの結果との継続性，比較検証性を重視

し，前回と同じ条件で GC-MS 分析を実施した． 

乾燥設定温度 30℃ 40℃ 50℃ 60℃ 

α-Muurolene ○ ○ × × 
δ-Cadinene ○ ○ × × 
α-Cedrene ○ ○ ○ ○ 
β-Eudesmol ○ ○ ○ × 
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─────────────────────────────────────────── 
*久留米工業高等専門学校 教育研究支援センター

久留米高専の自由鍛造実習

今泉 宏啓* 

要旨 

久留米高専の機械工学科を主とする実習では主に木型・鋳造・鍛造・旋盤・手仕上げの 5種がある．実習では，鋳

造で作成した材料を旋盤と手仕上げで使用し，加工した材料は鋳造でリサイクルして利用している．鍛造の実習

では自由鍛造により炭素鋼の丸棒を様々な形に加工して作品を作成しており，質量のある作品は鋳造の溶解でリ

サイクルされる．本稿では，久留米高専にて行っている自由鍛造の実習について紹介する． 

キーワード：自由鍛造，実習，加工 

１． 実習概要 

１・１ 実習を行う学科 

 鍛造の実習は機械工学科１・２年生，材料システム工

学科１年生で行っている．機械工学科１年生では角柱，

くさび，立方体の３作品，機械工学科２年生では四角頭

ボルト，六角ナットの２作品，材料システム工学科では

角柱の１作品を作成する．角柱に関しては学科により実

習時間が異なるので寸法を調整している． 

１・２ 安全対策について 

 実習時に安全確認を行っている．服装の点検を最初に

行い，使用道具の安全確認，過去の事故例の説明をする． 

火床に関しては火傷防止のため体を半身にして火を調

節したり，熱した燃料を掴まないように注意したりして

安全意識を高めている．軽い火傷した場合は冷やせるよ

うに近くに水槽を用意している． 

１・３ 怪我対応 

実習中に学生が怪我した場合，怪我の度合いに沿った

対応をしている．軽い火傷は水道水で冷やし，絆創膏で

対応できる傷はその場で対応する．病院での対応が必要

な怪我の場合は，フローチャートに沿って対応する． 

図 1 鍛造実習室 

図 2 実習作品例 

110



 

２． 実習作品紹介 

 

実習で作成する作品は 5種類あるが，機械工学科 2年

生で作成する四角頭ボルトを紹介する． 

作品寸法は全長 108mm，一辺 15mm の四角形，首下

100mm．材料は直径 9mm，全長 150mmの丸棒を使用す

る． 

1. 材料をはしで掴みハンマーで据えこむ．先端をつく

し状にして鋲へしに入れ首下 100mmを図りながら

頭部分を作成． 

2. 鋲へしを回しながら上から均等に叩き軸を中心に

合わせる． 

3. 鋲へしに入れ中心を残しながら丸の形を整える． 

4. はしで掴み頭部分の四角を作成し，寸法はゲージを

使い調整する． 

5. タップで角を取り，軸をまっすぐして完成． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 四角頭ボルト作成手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 使用工具 

 

 

 

 作成ポイントは軸が曲がった場合常にまっすぐに修

正すること，材料は適正温度で加工すること，図面寸法

より小さくしないこと，熱した材料の首下部分は冷やす

ことなどがある． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 材料温度カラーチャート 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 火床（材料加熱時） 

 

実習中は学生に自分で考えて作成するよう心掛けて

いる．わからないことがある場合はまず机の上に並べて

いる見本，作成手順を見て自分の作品と比較して次の作

成工程のポイントを考えてもらう．それでもわからない

場合は直接見本を見せてヒントにしてもらう．作品の完

成の判断も学生自身に判断してもらう． 

 

３． 終わりに 

 

自由鍛造の実習は高専の実習の中でも珍しい分類に

入る．学生は卒業後自由鍛造をする機会はほとんど無い

と思うが，貴重な体験でものづくりの基本を経験し，作

品を自力で作り上げる達成感を持って卒業してもらい

たい． 
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─────────────────────────────────────────── 
*函館工業高等専門学校 技術教育支援センター 

SharePointを用いた業務の効率化の取り組みについて 

 

島野 竜成* 

 

要旨 

SharePoint とは Microsoft が提供するサービスの一つであり，ファイルや情報の共有が可能なサービスである．函

館工業高等専門学校では公用車・会議室の予約業務と共同利用施設の利用申請業務に SharePoint を導入した．アナ

ログのシステムからデジタルのシステムに変えることで業務関係者の負担の軽減を実現した．SharePoint などのソ

フトウェアを業務に導入することで業務の効率化が期待できる． 

 

キーワード：Office365，SharePoint 

 

１． はじめに 

 

１・１ SharePointについて 

 SharePoint とは Microsoft が提供するサービスの 1 つ

である．ファイルや情報の共有を主な目的としている． 

SharePoint にある機能の中でも特徴的なものがワーク

フローである．ワークフローとは業務の手続きの流れを

図式化したものである．業務におけるミスの防止や進捗

管理が容易になる． 

SharePoint を導入することで意思疎通，意思決定を円

滑に行えるようになる． 

 

１・２ SharePoint導入の背景 

 函館工業高等専門学校ではSharePointを業務に導入し

ている．SharePoint を活用している業務は情報共有や予

約・申請である．技術教育支援センターの化学系センタ

ー員 1 名が公用車・会議室予約サイトと共同利用施設利

用申請サイトを作成した． 

従来の予約・申請は紙を使用したアナログなシステム

であった．アナログなシステムは申請者や承認者，管理

者に大きな負担を強いていた． 

業務における負担軽減のため，共同利用施設利用申請

をデジタル化した．当初デジタル化にはサイボウズ社の

グループウェアの 1 つであるガルーンを使用していた．

しかし，サイボウズ社のガルーンとの本校のライセンス

契約が終了することが決定したため，代替手段が必要と

なった．同等の機能を保障するものを検討した結果，高

専機構で導入している Office365 のアプリの 1 つである 

SharePoint を用いることとした． 

 SharePoint による共同利用施設利用申請サイトを作成

すると，その利用方法は徐々に定着した．そのことを受

けて事務部から業務依頼があり，公用車・会議室予約サ

イトを作成した． 

 

２． SharePointの活用例 

 

２・１ 教職員ポータルサイト 

教職員ポータルサイトは教職員の情報共有の場であ

り，様々な情報のリンクを集約したものである．これま

であった教職員向けサイト集を拡張する形で電気系セ

ンター員 1名が SharePointにより教職員共有サイトを作

成した．それぞれのページに共有したいファイルや情報

がアップロードされている．また旅費システム等の外部

申請システムへのリンクや公用車・会議室予約サイト，

共同利用施設申請サイトへのリンクも掲載されている． 

 

２・２ 公用車・会議室予約サイト 

 SharePoint の機能を使用して作成した申請フォームで

ある．SharePoint が持つアプリの 1 つである「予定表」

が使用されている．カレンダーに予定を追加する要領で
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使用する．第一会議室，第二会議室，応接室の予約状況

が同時に確認できるようにしている．そのため，空き会

議室を簡単に探すことが可能である．図 1は会議室予約

サイトであるが，公用車予約サイトについても同様のシ

ステムである． 

図 1 会議室予約サイト 

 

２・３ 共同利用施設利用申請サイト 

本校における共同利用施設は実習工場，創造工房，電

子顕微鏡室，Ｘ線室の 4 つの施設である．利用申請は各

施設の利用申請 4 種類と，組み合わせて利用することが

多い実習工場と創造工房，電子顕微鏡室とＸ線室の 2 種

類を合わせた計 6 種類の申請がある． 

 このサイトには SharePointが持つアプリの 1つである

「カスタムリスト」が使用されている．このリストに所

属や利用する機器などの情報を入力することで申請が

行える． 

また申請は承認を得なければならない．そのためワー

クフローで承認者に確認を取る作業が必要となる．申請

者がワークフローを開始させることで，承認者に申請し

た内容を申請書として送付することができる．承認者は

申請書の内容を確認して承認または却下を行う． 

 

３． SharePoint導入の効果 

 

 SharePoint を業務に導入し,業務をデジタル化したこ

とは期待通りの効果を生んだ． 

 利用者はパソコンで予約・申請ができるため，書類記

入や提出などの煩雑な作業をする必要がなくなった． 

 また申請から承認までにかかる時間が大幅に短縮さ

れた．承認者もパソコンで承認するため，複数の承認者

がいる場合にもパソコンからそれぞれ承認ができるた

めである．  

 管理者の負担も軽減された．申請者が申請を行った際，

承認が完了した際に通知が来るように設定できる． そ

のデータは自動的に蓄積されていく．そのため，申請書

類の管理が簡単になる． 

 一方でパソコンを用いた作業に慣れていない人は申

請の方法がわからないという問題がある．ページには操

作マニュアルがあるが，マニュアルを読むことを億劫に

感じる人も一定数いる．その人たちは周りの人に聞きな

がら操作を行うため，新たな負担が発生する． 

デジタル化したシステムは普段利用しない人には受

け入れがたいという問題がある．そのような人たちにも

利用してもらえるよう改良を目指す． 

 

４． おわりに 

 

 近年では働き方改革により業務の効率化，生産性の

向上が遍く現場で課題となっている．そのなかで

SharePoint はそれらの課題を解決するツールの 1 つとし

て優れており，各所での導入が望まれる． 

 また今回紹介した SharePoint だけでなく有用なツー

ルはあらゆる場所に点在している．それらのツールは

既存のシステムとは大きく異なるため，変化に戸惑う

ことや受け入れられないことは当然のことである．し

かしながら，柔軟な姿勢で便利なものを吸収していく

ことは今後の考え方として必要である． 

 今回の事例の紹介が変化を促すきっかけとなれば幸

いである． 

 

参 考 文 献 

 

1)オフィスアイ株式会社 平野愛 

ひと目でわかる SharePoint Server 2016 

2019 年 5 月 10 日 初版第 3 刷発行 

2)インフォシェア株式会社 西岡 真樹 北端 智 

ひと目でわかる Office 365 ビジネス活用２８の事例 

2017 年 9 月 25 日 初版第 1 刷発行 
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─────────────────────────────────────────── 
*木更津工業高等専門学校 教育研究支援センター

部門内研修 CO2 レーザー加工機

小林 裕一郎* 

要旨 

今年度，木更津高専 教育研究支援センター 第一技術班 実習部門で部門内研修を行った報告と研修を基に自

身の業務改善を行った報告をする．  

キーワード：レーザー加工機，軟鋼板，業務改善 

１．  現在の業務 

１・１ 現在の業務 

 私の所属する実習部門は実習工場の運営に携わって

いる．実習工場では，機械工学科（M）2 年・3 年・4 年・

5 年の製作実習，電子制御工学科（D）2 年の実験実習，

電気電子工学科（E）3 年の機械工作実習（以後，実習と

称す）と機械工学科 1 年・2 年の実験実習を行っている． 

 実習では学科学年によって異なるが，鋳造・溶接・旋

盤・NC 加工・基本加工のうち 4 つを行っている．担当

者は固定し，専門性を持って行えるようにしている． 

１・２ 研修開催の経緯 

 技術職員の年齢が上がって来ていることから今後の

ことも考え，ある程度の機械操作を全員が行えるように

しようと協議し，その中でも一番難しいが覚えると便利

な工作機械の「CO2レーザー加工機」の研修を行うこと

とした（図１）． 

図１ CO2レーザー加工機 

２． 研修開催 

夏季休業中やテスト期間中，また授業の無い日を使っ

て何回かに分けて開催した．最初にレーザー加工機を動

かすのに必要な，NC プログラムの勉強から始めた．  

基本的には他の機械で使うNCプログラムを同じ原理

だが，作り慣れていないと覚えるのに苦労する．（本校

では CAD/CAM を導入していないので今後検討する余

地がある）次に機械の起動→プログラム読み込み→セッ

ティング→加工→終了の流れを数回行う．今回の加工は

機械工学科 3 年の実習で行っているアクリル板の切断

を練習した．最後に機械のメンテンナンスについて研修

を行った．冷却水の交換手順やレンズのクリーニング方

法など定期的に行う必要のある手順について繰り返し

学習した． 

３． 加工依頼 

機械工学科の研究室から引張試験片の加工依頼が来

た．材質は，軟鋼とアルミ．どちらもレーザー加工機で

の加工は可能だが，アルミはドロス（バリのようなもの）

が酷く，加工後に取り除くのが容易では無い為，フライ

ス加工することにした． 軟鋼はドロスが少なくサンプ

ルの切断面を確認後，引張試験を行い，仕様に問題がい

ので，レーザー切断することにした． 

研修会で加工したアクリルと違い，設定手順が増える

ため，取り扱い説明書を確認しながらの作業となった．
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試行錯誤することが多々あったが，軟鋼を切断する良い

機会となった．この経験を基に，自身の業務改善に取り

組むきっかけとなった． 

 

４． 業務改善 

 

４・１ 材料準備 

私の担当しているアーク溶接・ガス溶接共に実習で使

う材料は自身で切断している．特に大変なのがアーク溶

接で切断前の板が，t5×150×1800 ㎜これを実習に必要

な幅 100 ㎜・50 ㎜・25 ㎜に必要数切断していく．溶接

工場は作業スペースが狭く，溶断するのが困難なので油

圧式鋸盤を使用している．一人当辺りの材料使用量は，

D 科・E 科は 100 ㎜×1・50 ㎜×1・25 ㎜×2 となり上記

の板１枚から８人分取るかたちとなり，切断時間は約１

時間半，１クラス分は 5～6 枚必要となる．M 科は 100

㎜×2・50 ㎜×3・25 ㎜×6 で１クラス分は 12～13 枚と

なる．これを切断するには，相当な切断時間になる（図

２）．この後の作業として，切断時に出たバリを取り除

くために面取り機にかける必要があるためこの作業時

間もかかる．旧カリキュラムだと M2 は通年科目，D2 前

期，E3 後期なので材料準備は春休みに M2 半分・D2，

夏休みに M2 半分・E3 用意すればよかったが，新カリキ

ュラムに変更になり M2 は後期科目になったため，夏休

みに用意する材料が増量となった． 

 

図 2 使用材料（奥 M2 手前 E3） 

 

４・２ レーザー加工機での切断 

今ある材料の状態ではレーザー加工機では加工しに

くいと考え，長さ 900 ㎜に切断し 5 本縦に並べるように

する．端が切断時に不揃いになってしまったので薄くレ

ーザーで切断してから，寸法をそろえるようにプログラ

ムを作成していく（図３）． 

 

図 3 レーザー加工 

実際に加工を始めてみると予期せぬエラーが途中で

発生した．よく検証してみると，X 軸方向（左右方向）

に材料からはみ出る量が少しでも大きいと，Z 軸のエラ

ーが発生する．これは材料とノズル先端の距離を静電容

量式で検出しているため，材料からはみ出ると，Z 軸の

位置が検出できなくなる．今回は，左右に加工しない捨

て板を置くことで回避できた（図４）． 

切断時間は 1 工程で 15 分程度これを 2 回繰り返すと

D2・E3 一クラス分が切断できる． 

 

図４ エラー回避策 

 

５． まとめ 

 

今回の研修会でレーザー加工機に触れて便利さが解

った．今後も材料準備で多用するので，位置決め用の治

具や材料購入時の寸法変更を行い，さらに改善を進めて

いく．ガス溶接で使用する t1.6 の軟鋼板もレーザーで切

断できればより良い実習ができるので実現したい． 
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─────────────────────────────────────────── 
*松江工業高等専門学校 実践教育支援センター  **松江工業高等専門学校 機械工学科（教務主事補） 

ICカード型学生証による学生出席確認システムの開発 

 

川見 昌春*  池田 総一郎*  新野邊 幸市** 

 

要旨 

松江高専では学生の安全管理の一環として，IC カード型学生証を用いた「学生出席確認システム」の試作と試験

運用を今年度より行っている．これは NFC カードリーダとマイコンを組み合わせた学生証読み取り端末，および

Web 上での出席確認・管理を行うシステムで構成される．このシステムは技術職員が開発を全面的に行い，教務

委員会監修の下，現在も開発を継続中である．今回はシステム概要と試験運用・検証結果等について報告する． 

 

キーワード：安全管理，出席確認，NFC， IoT 

 

１． はじめに 

 

 学生の動向把握は学校の安全管理上，重要なファクタ

の一つであるが，その動向は個々により異なり，また複

雑な要因も絡み，把握は非常に困難である．学生の登校

状況確認ひとつにしても，その日の出欠状況の把握が必

須となるが，松江高専では紙ベースの出席簿を使用して

おり，状況確認のためには，教室の出席簿を一々確認に

行く必要がある．現状では突発事項が起こった際の初動

が遅れる懸念があるため，教務委員会を中心に対策が検

討されてきた．幸いにも本校では学生証が IC カード化

されており，これを利用した出欠管理の能否について実

践教育支援センターに相談があり，最終的に「学生出席

確認システム」の開発を平成 30 年度から開始した． 

 

２． システムについて 

 

２・１ システム概要 

本システムは，NFCカードリーダおよびネットワーク

機能付マイコンの組み合わせにより，IC カード学生証

から学生番号を取得し，学内 LAN 上の出欠管理サーバ

でデータベースへの保存と Web 上での出欠確認等を行

うものである．図 1にシステム全体の概要を示す． 

講義室入口に読み取り端末（以下，端末という）を設

置し，学生は端末に学生証をかざし，端末が学生番号を

読み取ることで操作を完了する．読み取った学生番号，

日時，端末 ID（無線 LANの MAC アドレス）を無線 LAN

経由でサーバへ送信し，データベースへ格納する．サー

バでは Web アプリケーションにより，学生の登校・出欠

状況を随時確認できるものとした． 

 

２・２ 機能について 

システムの開発に際し，以下のように機能実装を 2段

階で行う計画とした． 

(1) 登校確認機能の実現 

学生が登校しているかどうかを確認可能なシステム

として実装する．カード読み取りからサーバへデータを

転送するハードウェアおよびサーバ上の出席確認ソフ

トウェアを開発する． 

(2) 授業の出欠確認機能の実現 

(1)のハードウェアをそのまま用い，新規に出欠確認機

能を持つソフトウェアを開発する． 

 現状では，端末試作機の製作および(1)登校確認機能の

実装を完了している．  
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読み取り端末 
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２・３ 試作システム 

２・３・１ 読み取り端末 

 USB および UART 接続の 2 種類のカードリーダを用

いた試作機をそれぞれ作成した．表 1に仕様を示す． 

 今回は Linux OS 上で読み取り動作を行うため，入手

性の良いカードリーダ製品は使用できず，流通量の少な

いものを選択せざるを得なかった．試験運用と量産機に

ついては，生産性と部品の入手性，経費等を考慮し，試

作機 #2 の機種を用いた．図 2に試作機 #2の外観（左）

と回路基板（右 2枚）を示す． 

基板はカードリーダおよび OLED モジュールを搭載

する上段と，マイコンおよびカード読み取り時のチャイ

ム音出力回路を搭載する下段で構成した．  

マイコン上のソフトウェアは Python で実装し，以下

の機能を持つプログラムで構成した． 

・学生番号取得プログラム 

NFC リーダの制御１)と OLED 表示，およびサーバ

へデータを送信する． 

・端末状況取得プログラム 

無線 LAN の MAC アドレスと IP アドレスを 10 分

間隔でサーバに送信する．これは異常時に端末へリモ

ートアクセス可能とするため，IP アドレスを取得す

るためのものである． 

また，端末とサーバ間の通信は http（post メソッド）

を用い，データは json 形式で送受信を行うこととした． 

 

２・３・２ 出欠管理サーバ 

 登校確認のための Web アプリケーションを PHP で作

成した．図 3に画面表示例を示す． 

 

３． 試験運用結果とまとめ 

 

2019 年 12 月 2日～13日の 2 週間で，本校機械工学科

3 年の教室に端末を仮設置して試験運用を実施した．学

生には，登校時と授業開始前に端末で学生証をかざして

もらい，カード情報の読み取りと表示，データの蓄積と

Web アプリケーションの動作確認，検証を行った．上記

期間中にシステムの不具合を 1 件確認したが，これは無

線 AP に由来するものであった．端末自体の動作は期間

中安定しており，その後問題は発生しなかった． 

試験運用の結果，安定動作と有効性を確認できたこと

から，量産化に向けた特別予算配分があり，部品の手配

と量産向け基板設計を現在行っている． 

今後は多数動作時の検証と本稼働に向けたシステム

の改善，さらには学生証を忘れた場合の対応など運用面

の整備を予定している． 

 

参 考 文 献 

 

1)PN533 User Manual(UM0801-03), NXP Semiconductors, 

Rev.3, 2009.1 

表 1 端末試作機の仕様 

項目 試作機 #1 試作機 #2 

マイコン 
Raspberry Pi 

3B+ 

Raspberry Pi 

ZERO WH 

NFC リーダ 
ACS ACR1251U 

USB 接続 

SONY RC-S620S 

UART 接続 

ネットワーク 無線 LAN 

 

 

図 2 読み取り端末試作機 

 

図 3 登校確認の表示例 
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*奈良工業高等専門学校 教育研究支援室  **奈良工業高等専門学校 総務課 

地域イノベーションコンソーシアム会員銘板の製作 

谷本 奈月*  福田 龍一*  身吉 孝一**
 

要旨 

奈良高専教育研究支援室では製作依頼受託業務を行っており，その中でも最近では外観のデザイン性を求められ

るような装飾品の設計，製作依頼が増えている．今回地域イノベーションコンソーシアム会員銘板の製作依頼が

あり，製作を行った．実施した内容は，外観のデザインの検討，設計，部品発注，部品加工，取り付けである．

会員銘板は，ベースと銘板プレートの 2 つで構成されている．ベースは Al 板とアクリル板を使用した．また，銘

板プレートはアクリルの二層板を使用した．各板の外形はレーザー加工機で加工した．Al 板はキズや汚れが多数

確認されたため，表面加工を行った．会員銘板製作を通して，他高専の職員と技術，人的交流の機会が得られ，

大変貴重な経験となった． 

キーワード：製作，機械加工，レーザー加工，表面加工，製作依頼受託業務 

１． はじめに 

１・１ 背景 

 奈良高専教育研究支援室は実験実習の授業支援業務，

製作依頼受託業務等を行っている．製作依頼受託業務

の主な内容は，実験装置や機械部品の設計，製作であ

る．しかし近年，外観のデザイン性を求められるよう

な装飾品の設計，製作依頼も多くなっている．そこで

今回本校産学協働研究センターから，地域イノベーシ

ョンコンソーシアム会員銘板（以下，会員銘板）の製

作依頼があり，製作を行った内容の一部を報告する． 

１・２ 地域イノベーションコンソーシアム 

 地域イノベーションコンソーシアムは奈良高専を地

域イノベーションの拠点とした活動を通じて，産官学

金協働による知的創造と地域経済の活性化を達成する

為に平成 29 年 2 月に設立された組織である．会員参加

形態は営利団体から成る「会員」と非営利団体から成

る「特別会員」により形成されている．令和元年 12

月現在では各会員併せて 70 団体が所属している． 

２． 製作 

２・１ 製作した会員銘板 

製作した会員銘板を図 1 に示す．会員銘板は「ベー

ス」と「銘板プレート」の 2 つで構成されている．ベ

ースは Al 板の上にアクリル板を重ね，ネジで固定して

いる．銘板プレートはアクリルの二層板を用いて，ベ

ースにローレットノブで固定している．Al 板，アクリ

ル板および二層板のそれぞれの寸法は表 1 に示す通り

である． 

図 1 製作した会員銘板 

銘板プレート 

ベース 

─────────────────────────────────────────── 
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表 1 各板の寸法 

 種類 縦 横 厚さ 

ベース 
Al 板 1000 700 5 

アクリル板 1000 700 3 

銘板プレート 二層板 40 120 1.5 

（単位：mm） 

 

２・２ スケジュール 

会員銘板製作のスケジュールを表 2 に示す．製作期

間は平成 31 年 2 月 4 日～令和元年 7 月 10 日である．

実験装置や機械部品の設計，製作では，提出された図

面を基に製作を行うため，外観のデザインを検討しな

い．しかし今回の会員銘板の製作では，外観のデザイ

ンを検討する必要があり，3DCADソフトの SolidWorks

を使用し，依頼者と文字のフォントや配置，材料の色

や質感を含めたデザインの検討を重ねた． 

表 2 スケジュール 

期間 内容 

2 月～3 月 外観のデザインの検討 

3 月～4 月 設計 

4 月～7 月 部品発注・加工 

7 月 取り付け 

 

２・３ Al板とアクリル板のレーザー加工 

奈良高専では仕様を満たす為に設計したベース外形

1000 mm×700 mm を加工できる工作機械を保有して

いない．加工の外注を検討したが，アクリル板だけで

材料費を含め約 35000 円と高価になることが分かった．

そこで近畿圏内の各高専へ相談したところ，明石高専

保有のレーザー加工機で加工可能であったため，明石

高専技術教育支援センターに Al 板とアクリル板のレ

ーザー加工を依頼した． 

加工の事前準備として加工データの作成を依頼した．

基となる図面の DXF データは明石高専の担当者にメ

ールで送付した．材料は両板共に 1100 mm×800 mm

の物を購入し，加工当日に公用車で明石高専へ運びこ

んだ．  

 

２・４ 電動サンダーを使った Al板の表面加工 

今回使用した Al 板にはアルマイト等の表面処理を

していないため，表面にキズや汚れが多数確認された．

そこで，電動サンダーを用いて粗めの目通しを行った．

電動サンダーは株式会社マキタ電機製作所「仕上サン

ダ 9035SB」を使用した．また，紙やすりの番手は#180

を使用した．図 2(a)および(b)に表面加工前後の Al 板

を示す．加工前に比べて，加工後は粗めの目通しをす

ることで加工前のキズや汚れが目立たなくなった． 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 表面加工前後の Al板 

 

３． おわりに 

 

外観のデザイン性を求められる製作依頼業務は初め

て行った．多くの技術職員と話し合う中で，筆者個人

では考えつかなかった Al 板の表面加工などの提案が

あり，学ぶことが多かった．今後も装飾品の設計，製

作の依頼に対応できるように，外観のデザイン性を学

んでいく必要があると感じる．また，会員銘板製作を

通して，他高専の職員と技術，人的交流の機会が得ら

れ，大変貴重な経験となった．今回は明石高専技術教

育支援センターのご厚意でレーザー加工の依頼を引き

受けていただいたが，今後は正式な依頼方法の検討も

進めていきたい． 

 

４． 謝辞 

 

会員銘板を製作するにあたり，レーザー加工でご協

力いただいた明石高専技術教育支援センターの大西一

生技術長,西村厳生技術専門職員に心より感謝致しま

す． 

(a) 加工前 (b) 加工後 
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─────────────────────────────────────────── 
*松江工業高等専門学校 実践教育支援センター  **松江工業高等専門学校 環境・建設工学科 

産学官連携による i-Construction に対応した技術者教育 

 

安食 正太*  表 真也*  大屋 誠**  浅田 純作**  広瀬 望**  岡崎 泰幸** 

 

要旨 

少子高齢化社会を迎えた日本は，建設業において技能労働者が高齢化等で離職し，労働力不足になることが深刻

な問題となっている．国土交通省は将来にわたる社会資本の品質管理と適切な維持管理を図るためにも，ICT を全

面的に活用して建設システム全体の生産性向上を目指す取組み（i-Construction）を行っている．松江工業高等専門

学校では，i-Construction に対応した建設技術者の育成のためのカリキュラムを構築し，ICT 技術を活用した課題解

決型技術者育成及び次世代の新技術活用促進を図る目的で地域の建設技術者と学生が共に学ぶリカレント教育を

実施した．3 次元モデリングによって建設プロセスを疑似体験することが可能となり，受講者は楽しく意欲的に取

り組んだ． 

 

キーワード：ICT，i-Construction，リカレント教育 

 

１． はじめに 

 

建設業において ICT（Information and Communication 

Technology：情報通信技術）の全面的活用や BIM/CIM に

よる 3次元モデルの活用によって，建設生産システム全

体の生産性向上を図る i-Construction の導入が進められ

ている. i-Construction を推進するためには，建設に関す

る専門知識と BIM/CIM の基礎スキルを持った建設技術

者育成が必要である．松江工業高等専門学校では，島根

県の地域創生・地域活性化のために i-Construction に対

応した建設技術者の教育プログラムの充実を図り，建設

分野における ICT 技術を活用した課題解決型技術者育

成及び次世代の新技術活用促進を図る目的で，地域の建

設技術者と学生が共に学ぶリカレント教育プログラム

を実施した 1）（図-1）．  

 

２． 建設技術者育成のためのカリキュラム 

 

図-2に松江高専環境・建設工学科で行う，i-Construction

に対応した建設技術者育成のためのカリキュラムを示

す．ここで構築するカリキュラムは単に学生のためのカ

リキュラムではなく，社会人の学び直しにも活用でき，

更に学校と地域社会が連携し，CIM を活用して学生と社

会人が共に学ぶことにより建設技術の早期理解と地元

の建設業界を知る機会を持つことが期待できるリカレ

ント教育プログラムを目標としている（図-3）． 

図-1 リカレント教育の概要 
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３． リカレント教育プログラム 

 

構築したカリキュラムの一部は，学生と社会人が一定

期間学びを共にし，地域の課題を解決しながらお互いを

高めあうリカレント教育として平成 30 年度から実施し

ている．平成 30年度の受講者は本校学生 36 名，島根県

内の行政 1名，建設会社から 5名，コンサルタントから

4 名が参加し，表 1に示す教育プログラムを全 8回で実

施した． 

表 1 教育プログラム 

日 程 内 容 日 程 内 容 

第 1回 Infraworksの基礎 第 5回  グループワーク 

第 2回 Civil3Dの基礎 第 6回  グループワーク 

第 3回 Revitの基礎 第 7回  グループワーク 

第 4回 UAVによる測量技術 第 8回  プレゼンテーション 

※1回 2単位（180分） 

 受講者は i-Constructionに対応するための 3次元測量，

3 次元モデリング（図-4）の基礎技術を学び，習得技術

を活用して学生と社会人がグループを組み，建設分野に

関する課題に対して社会人が実務経験を活用して学生

と話を行い課題解決に取り組んだ．リカレント教育プロ

グラムにはドローンを実際に手動で操縦する体験も取

り入れている．図-5，図-6に授業風景示す． 

 

4． まとめ 

 

松江高専環境・建設工学科で行う，i-Construction に対

応した建設技術者育成のためのカリキュラムを構築し

た．カリキュラムの一部は，地域の建設技術者と学生が

共に学ぶリカレント教育プログラムとして実施し，受講

した学生は意欲的に取組み，楽しく建設技術を学ぶこと

ができている．今後も ICT技術の活用と学生と社会人の

交流により技術の継承を加速できる取組みとして今後

も実施する． 

 

謝 辞 

 

本カリキュラム構築及び教材開発には JACIC から研

究助成（平成 27 年度から平成 28 年度）を受けました．

また，リカレント教育プログラムの実施にあたり，文部

科学省の”KOSEN(高専)4.0”イニシアティブ事業「島根に

おける建設技術者のためのリカレント教育プログラム」

により助成を受けました．ここに記して深謝する． 

 

参 考 文 献 

 

１）大屋 誠,淺田 純作,広瀬 望,岡崎 泰幸,表 真也,安

食 正太,遠藤 和弥,小山 真人：高専における i-

Construction に対応した建設技術者教育と地域リカレン

ト教育，令和元年度全国土木学会第 74回年次学術講演

会，CS1-20，2019.9 

図-5 授業風景 図-6 ドローン操縦体験 

図-4 Infraworks による 3 次元モデリング 

図-2 i-Constructionに対応した 

建設技術者育成のためのカリキュラム 

図-3 リカレント教育の概要 
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*長野工業高等専門学校 技術支援部（情報教育センター）

社会人向け情報セキュリティ基礎講座・管理講座の開講 

淀 優介* 

要旨 

長野高専の地域共同テクノセンターでは，同技術振興会と外部企業向けの講座（セミナー）を開講している．開催

される講座は，基礎技術に関わるものから，専門技術によるものまで多岐に渡る．令和元年度（平成 31 年度）か

ら，情報セキュリティに関する講座を開講することになり，その実施に携わることになった．その経緯と講座内容

を報告する． 

キーワード：情報セキュリティ，社会人向け講座 

１． 背景および開催内容について 

１・１ 経緯 

長野高専では，平成 30年 9月に，学官連携のよる「サ

イバーセキュリティに関する協定書」を締結した 1)（翌

年 6月に，新たに３団体と連携 2））． 

これを受けて，長野高専では，「協働教育によるホワ

イトハッカー育成プロジェクト 」を発足した．本プロ

ジェクトは上記の連携協定に基づき，長野高専および民

間企業，地方自治体，大学等によるサイバーセキュリテ

ィ技術の協働教育の場を本校に新設し，学生が民間企業

などの実践的技術や大学等が持つ専門的な知識を学べ

るカリキュラム等を構築および展開するとともに，地域

企業の技術者の育成に寄与することを目的している．筆

者は，実施担当者として，本プロジェクトに参加してい

る．また，筆者は，近年長野高専の情報セキュリティに

関する業務に携わってきた経緯があり，それに関連して

得た知識をフィードバックする機会がないかと検討し

ていた．その折，上記の協定の締結やプロジェクトの発

足を受け，情報セキュリティに関する講座を開講する事

となった． 

１・２ 開催内容 

今年度は，2種類の講座を開講し，各２回ずつ開催し

た．その講座は，情報セキュリティ基礎講座と情報セキ

ュリティ管理講座である． 各講座は，１日（9:30~16:30）

で完結するように実施した． 

２． ２つの講座について 

２・１ 情報セキュリティ基礎講座について 

情報セキュリティ基礎講座（以下，基礎講座）では，

情報セキュリティを基礎の習得・再確認することを目的

とした．座学および演習を通して，基本要素を抑えると

ともに，日々変化する情報セキュリティの知識を得る方

法を得られるようにした．また，受講者としては新任者

を想定した．以下に講座の内容の概要を示す． 

・情報セキュリティの基礎について 

・情報セキュリティと安全管理・危機管理 

・情報セキュリティ知識のアップデートについて 

２・２ 情報セキュリティ管理講座 

情報セキュリティ管理講座（以下，管理講座）では，

情報セキュリティマネジメントについての基礎的な内

容の習得・確認を行うことを目的とした．演習および座

学を通して，自組織の状態の把握を行い，具体的にどの

ような対策を取るかということを習得できるようにし

た．以下に講座の内容の概要を示す． 

・情報セキュリティマネジメントについて 

・自身・自組織の情報セキュリティセルフ診断 

─────────────────────────────────────────── 
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・ボードゲームでのインシデントハンドリング演習 

上記のうち，自身・自組織の情報セキュリティセルフ

診断には，IPA の「5 分でできる！情報セキュリティ自

社診断」3)を利用した．またインシデントハンドリング

演習には，『Malware Containment』４)を利用した． 

 

２・３ 両講座で共通内容について 

基礎講座および管理講座の両講座で実施した内容を

以下に示す． 

・アカウント（パスワード）管理について 

・映像で知る情報セキュリティ 

・「情報セキュリティの 10大脅威」について 

 

２・３・１ アカウント（パスワード）管理について 

情報セキュリティにおいて，最初に取り組める項目で

かつ，組織においても個人においても重要となるアカウ

ント管理については，両講座で扱うものとした．以下に， 

Google アカウントについての演習を行った際のスライ

ドの一部を示す． 

 

 

図 1 多要素認証の説明用スライド（一部） 

 

２・３・２ 映像で知る情報セキュリティ 

映像で知る情報セキュリティ 5)は IPAが提供している

情報セキュリティ上の様々な脅威と対策を，ドラマなど

を通じて学べる映像シリーズである． 

 

２・３・３ 情報セキュリティの 10大脅威について 

情報セキュリティに関する事項は，時々刻々と変化し

ており，常に最新の情報を入手し知識のアップデートを

行うことが求められる．そこで，本講座では，IPAが提

供している「情報セキュリティの 10 大脅威」を取り扱

うことにした． 

 

３． 講座を開講した結果 

 

講座参加者の募集時には，どの程度需要があるかが把

握できず，どの程度の人数が参加するかが不明だった．

しかし，開講した結果，どの講座も十分な人数が集まり，

無事に講座を実施することができた． 

講座自体が６時間ということもあり，その準備に時間

を要した．しかし，これまで業務で得た知見をまとめ直

し，人に教えるということを行ったことで，知識の確認

と，学生ではなく外部の受講生に教えるということの困

難さを感じ取ることができた． 

また，参加者の置かれている環境はそれぞれであり，

参加全員の要望に叶う包括的な講座は行うことは困難

であるという印象を受けた． 

 

４． まとめ 

 

これまでの業務経験を踏まえて，情報セキュリティに

関する講座を開講することができた．今後は，需要があ

ることがわかっている技術的な内容を行う講座も開講

する予定である． 

 

参 考 文 献 

 

1)信州大学，長野県警，株式会社ラックとサイバーセキ

ュリティに関する協定を締結,  

http://www.nagano-nct.ac.jp/topics/2018/09/post-292.php 

2)長野高専，サイバー犯罪防止へ新たに３団体と連携, 

http://www.nagano-nct.ac.jp/topics/2019/06/post-332.php 

3)5分でできる！情報セキュリティ自社診断,  

https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/guideline/5minut

es.html 

4)『Malware Containment』, 

https://www.jnsa.org/edu/secgame/malcon/malcon.html 

5)映像で知る情報セキュリティ ～映像コンテンツ一覧

～,https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/videos/ 
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─────────────────────────────────────────── 
*阿南工業高等専門学校 技術部 

阿南高専と阿南市における連携事業 7年の歩み 

～生物多様性先進地域を目指して～ 

 

東 和之*   

 

要旨 

阿南高専は，阿南市との連携事業『「生物多様性」を保全・活用した「まちづくり」』を 2012 年度より実施してい

る．現在連携事業は 3 期目を迎え，その活動を大きく広げている．1 期目では大規模な市民アンケートを実施し，

阿南市民が未来に残したい自然豊かな地域 6 か所を『阿南市生物多様性ホットスポット』として選定した．第 2 期

では，『持続的な保全と活用のしくみづくり』を目的として，阿南市民の未来に残したい自然第 1 位である伊島を

モデル地区としてササユリ保全活動を行った．この保全活動は，国連生物多様性の 10 年日本委員会によって認定

されるなど対外的にも大きく評価されている．現在実施中の第 3 期では「生物多様性あなん戦略」を策定した．今

後も阿南高専と阿南市との連携で，産業と両立した四国一の環境都市を目指した活動を続けていく． 

 

キーワード：地域連携，生物多様性，協働，生物多様性地域戦略，SDGs 

 

１． はじめに 

 

 阿南高専は，阿南市を生物多様性先進地域にすること

を目的として，阿南市との連携事業『「生物多様性」を保

全・活用した「まちづくり」』を 2012年度より実施して

いる．現在連携事業は三期目を迎えており，今年度は「生

物多様性あなん戦略」を策定した．本発表では，阿南高

専と阿南市の 7年間の取り組みについて報告する． 

 

２． 連携事業 3期 7年の活動 

 

阿南高専と阿南市との連携は，現在 3 期 7年目を迎え

ている．ここでは一期ずつを振り返り，それぞれの活動

内容について概説する． 

第 1期（2012～2014 年度）には，阿南市民に対する大

規模なアンケート調査を実施し，阿南市民が未来に残し

たい自然豊かな地域 6か所を『阿南市生物多様性ホット

スポット』として選定した．その際の選定基準を，1) 希

少種や固有種など貴重な生物がすんでいるところ．2)豊

かな自然が残されている，もしくは地域の人たちによっ

て保全されているところ．3)持続可能な利用と保全の両

立が期待できるところ．の 3 つとし，図 1 に示すよう 

に，阿南市内 6か所のホットスポットを選定した．ホッ

トスポットを選定した直後は，それぞれの場所での保全

図 2  ホットスポット連携のロゴマーク 

図 1  選定された阿南市生物多様性ホットスポット

の位置 
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活動が行われているのみであったが，現在はホットスポ

ット間の連携を模索した活動を行っており，図 2に示し

たロゴマークはその象徴である． 

第 2 期（2015-2017 年度）は，ホットスポット内での

活動を支援するために，『持続的な保全と活用のしくみ

づくり』を目的として，阿南市民の未来に残したい自然

第 1 位の四国最東端の島である伊島をモデル地区とし

て事業を開始した．ここでは，地域住民との協働で「伊

島ささゆり保全の会」を立ち上げ，地元のシンボルであ

るササユリ Lilium japonicum（図 3）の保全活動を行って

いる．保全の会の活動は現在，下草狩りボランティアの

受け入れ（図 4）や，ササユリの播種活動，徳島大学を

巻き込んだ科学的な知見の蓄積など多岐に渡っており，

外部資金も毎年獲得するなど積極的に行われている．ま

た，このササユリ保全活動は，国連生物多様性の 10 年

日本委員会によって認定されるなど対外的にも大きく

評価されている． 

第 3期（2018年度～）は，阿南市の生物多様性への意

識をさらに向上させるために，生物多様性地域戦略を策

定することとした．生物多様性地域戦略とは，生物多様

性基本法に基いて地方公共団体が策定する，生物の多様

性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画で 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある．地域戦略は，都道府県レベルでは 90%以上の自治

体で策定されているものの，政令指定都市を除く基礎自

治体においては僅か 4%の自治体でしか策定されておら

ず（2019年 3月現在，環境省調べ），今回の阿南市での

生物多様性地域戦略策定は，四国の基礎自治体では初の

試みであった．生物多様性地域戦略を策定するメリット

としては，その地域特有の課題（阿南市ではウミガメや

放棄竹林，松林など）に対応できることや，長期的な視

野で計画的に保全に取り組めることなどが挙げられる．

これは担当者が定期的に異動する役所などにとっては

大きなメリットである．また，阿南市民の間で「自然の

恩恵」の継承機運が高まっていることも本戦略策定の背

景の一つとして挙げられる．この『生物多様性あなん戦

略』は，2019 年 11月に完成し（図 5），阿南市のホーム

ページにおいて市民に公開された（現在印刷中）．本地

域戦略は 26 の新規重点施策が示されており，これを多

様な主体による協働により推進していくことになって

いる．様々な協働による取り組みが楽しみである． 

 

３． 阿南市のさらなる発展にむけて 

 

本連携事業の次の段階として，阿南市の環境行政の指

針となる「阿南市環境基本計画」の策定に向けての活動

が始まっている．この活動により本連携事業は，生物多

様性のみから環境分野全体へと大きく舵を取って行く

こととなる．今後も阿南高専と阿南市との連携で，産業

と両立した四国一の環境都市を目指した活動に尽力し

ていきたい． 図 4 伊島での草刈りボランティアの様子 

図 5 生物多様性あなん戦略表紙 

図 3 伊島のシンボル生物ササユリ 
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─────────────────────────────────────────── 
*豊田工業高等専門学校 技術部

豊田高専におけるロボコンを利用した創造性教育（NHKロボコン編）

渡辺 正人* 

要旨 

豊田高専電気・電子システム工学科で行われたロボットコンテストを利用した創造性教育に関する取り組みを紹介する．30

年前の高専ロボコンに取り組み，当初学生の創造力が乏しく，思考方法の稚拙さに問題があることがわかった．そこで学生

の思考形態の改革と洗練を図ることを目的に，創造力開発手法の導入を試みた．また，S-A 創造性テストおよび YG テスト

を使用して，創造性を定量的かつ多面的に計測，評価した．さらに組織力向上のため，プロジェクトマネジメントを導入した．

その結果，導入した様々な手法は創造性を育成する上で極めて効果的であった．そして，創造性教育の実施には指導者

にも周到な準備や心構えが求められることを理解するに至った．すなわち，(1)学生が興味を抱くようなおもしろい課題の提

示，(2)思考および発展手法の整備，(3)先入観を持たない，創造性に関する懐の深い理解などである． 

キーワード：高専ロボコン，創造性教育，S-A 創造性テスト，YG テスト，プロジェクトマネジメント 

１．　 高専ロボットコンテスト 

ロボットコンテストの意義は「人間としての教育」，「創造性

の開発」，「物作り」にある．このような主旨で 1988 年第１回

高専ロボットコンテストが開催された．本校は 2019 年までの

出場 3１回のうち，全国大会へは 21度出場している．これま

で大賞，優勝，アイディア賞，デザイン賞，技術賞，アイディ

ア倒れ賞 2回，特別賞 2回などを受賞した． 

２．　 創造性教育における指導点の変遷 

２・１　技術差を克服するために（1989-1993）

ロボコン創成期には他高専との機械技術レベルの差が

格段にあり，E科母体のため機械的知識や加工技術の欠如

に原因があった．そこで機械技術を実習工場の技術職員に

指導を受けた．積み重ねた技術は担当した学生個人に帰

属し伝承されにくいため，1992年より技術伝承資料として，

ロボコンマニュアルを作成した．これは技術や組織について

のノウハウを後輩に伝承するため作成当初は機械，電子回

路，ソフトウェア，製作過程，感想など60頁程度のものであ

ったが，近年ではアイディアの捻出方法，プロジェクトマネ

ジメント，安全対策等も含めた200頁の大作となっている． 

２・２　アイディアを創出するために（1994-1998）

他高専の高い技術力に対抗するためにはアイディアで

勝負するしかないため，アイディアの捻出，選定には時間を

かけた．しかし，学生から公募したアイディアは稚拙であっ

た．そこで学生に，アイディア捻出に関する質問をしたとこ

ろ，ほとんどの学生は多くの時間を費やし考えたと回答した．

一方，どのようにアイディアを捻出したのかとの問いには「自

分で考える」，「友達に相談する」といった思考形態が目立

った．そこで，1997年に思考形態の改革と洗練を試みるた

め，ロボコンマニュアルに「創造性に関する本を１冊読み，

その要旨を提出すること」の項目を追加した．彼らの要旨を

総合すると，「創造とは現象を項目ごとに細分化し，これを

再構成すること」であった．そこでロボットを細分化し，パー

ツマニュアルを作成した．まず，NHKで放映された高専ロボ

コンのビデオ（1994年分～）を分析し，各ロボットを機能ごと

に分解した．機能とは，打つ，投げる，つかむ，取り込む，

移動方法などである．動画は１つのファイル容量を最大

500KB以下のMPEG1形式圧縮画像を採用した．

２・３　創造性開発に向けて（1999-2002）
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1998年高専ロボコンで優勝した際，S-A創造性テストを

利用して定量的な計測を試みた．それぞれ創造活動領域

の用力，生産力，空想力の検査に相当する．また創造的思

考の特徴である，流暢性（Fluency），柔軟性（fleXibility），

独創性（Originality），具体性（Elaboration）を評価している．

その結果，実際のテスト高得点者とアイディアの独創性には

強い相関があることが見て取れた． 

図１ S-A創造性検査結果 

さらに他高専の高い完成度に対抗するために，KJ法及

びTRIZなど創造性開発手法を取り入れた．上記テストの結

果から，創造性は思考の速さおよび広さを訓練することで

伸びると予想し，KJ法をアイディア捻出の基本手法として採

用した．KJ法とは4人を1グループとして5分間に思いつくア

イディアをカードに記載し，カードをグループごとにまとめて，

図解し，アイディアの元ネタにまとめてゆく手法である．この

過程を通してルールに沿った標準的なロボットを調べ，記

載されたアイディアをもとにロボットの基本デザインを考えさ

せる．さらに決定した基本デザインをパーツに分解し，パー

ツごとに再度KJ法を行うことで実現性の高いロボットへと発

展させていく． TRIZはロシア生まれの「発明的に問題を解

決する」理論である．KJ法により基本デザインを決定した後，

個々の問題を解決する手段として参考にした． 

２・４　創造性及び性格の相関関係（2003-）

   これまでの経験から性格と創造性には強い相関があると

予想された．そこで，矢田部－Gilford性格検査（以下 YG と

略）を併用することで，多面的に創造性を計測することを試

みた．結果は AB型（情緒不安定外向型）と E型（情緒不安

定内向型）に創造性の高い（偏差値 65 未満 55 以上）のピ

ークが見られ，情緒不安定性が創造性に相関がある．そし

て最も重要な点は，B 型は積極性があるため創造性の判断

が容易であるが，E 型は内向的であり表面上創造性の高さ

を認識できない点である． 

図２ 創造性検査と性格検査の度数分布 

２・５　動かんロボットはガラクタだ

2003 年からロボカップに参加し，下級生がロボコン，上級

生がロボカップ参加体制になる．また高専の独法化後，諸

事情によりロボットの製作時間を大幅に短縮しなければなら

ず，効率的な製作が必須となったため，プロジェクトマネジ

メントに重点を置いた． しかしアイディア重視ロボットはアイ

ディア捻出及び製作に時間がかかり， 学生の質によりロボ

ットの完成度の差が顕著になった．また 2014 年度より電気

の技術職員が一人定員削減となり， “君たちが完成できる

ロボットを作りなさい”と言った．この言葉が 7 年連続全国大

会不出場の元凶だった．”好きなように作れ“と言ったとたん

2 年連続で全国大会に出場した．低い目標はそれ以下のレ

ベルのロボットしかできない事を痛烈に実感した． 

３．　まとめ 

情緒不安定内向型の学生は一般的に教職員の印象は

悪く“授業中寝ている，レポートを提出しない等”の特徴があ

るが，創造性の高い可能性がある．このため彼らを認め、能

力を発揮できる環境を整えることを心掛けてきた結果がロボ

コンの成績と SA の独自さの高さと自負している．しかし彼ら

との対応は非常にデリケートであり労力が多いが，彼らの能

力を活用する事を考慮していただければ幸いである． 

参 考 文 献 

1) 渡辺正人， 杉浦藤虎， 豊田高専におけるロボットコン
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