
 

 

平成 24年度 全県キャンパスプログラム 後期通常講義「兵庫のものづくり」が後期火曜 5

時限目（16:20～17:50）に開講されました。 

 

工学研究科 物質系工学専攻 小舟正文教授、菅誠一郎教授、今高寛晃教授が担当しました。 

 

工学部 1年生約 240名が履修しました。 

 

この講義では、兵庫県立大学が公立大学である特徴を生かし、地域と連携した教育活動を

全県的な規模で展開することにより、学生の教育効果を高め、自主的な学習を促進すると

ともに、地域社会における「ものづくり」の現状の理解を深め、あわせて地域の活性化に

も貢献することを講義目的及び到達目標としています。（兵庫県立大学シラバスより） 

 

 

10 月 2日 第 1回目  

前半は、工学部教員による「兵庫のものづくり」の講義方法・成績評価法、レポートに関

する注意事項、会社・工場見学会についてなどの概要を行いました。 

後半は、トータルマナー研究所所長 河本栄味子氏による「マナー講座」を行いました。 

社会人として知っておくと良いこと、とても役立つお

話です。 

この講義は 2回目より企業の方を講師にお招きします。

また会社・工場見学会も予定しており、講義を受ける

姿勢、企業訪問のマナーを 1年生の時から体験します。 

県立大生として、相応しいマナーで講義を受けて欲し

いと同時に、お越しいただく講師の皆様の貴重なお話

を今後に活かしてほしいと思っております。 

 

【学生レポートより抜粋】 

●講義の要旨や概要 

・今後、外部の方の講義を受けるうえでのマナー講座 

・質問をする時の方法や注意点、良い質問とは何なのか。 

質問をする時の正しい手の挙げ方。 

話し手の力を引き出せるような聞き手になる。 

質問には、相手が答えたい質問と答えたくない質問、自分の聞きたい質問と聞きたくな

い質問があるということ。 

兵庫のものづくり 



・お辞儀をする時には、きちんと立ち、腰から折り、体をあげるのをゆっくりするとより

丁寧である。 

・発声の仕方、練習 

・服装、挨拶、時間厳守の大切さなど 

 

●講義内容は、あなたの将来について、どのように役立つかと考えるか？ 

・今後の大学生活や社会へ出た時に、初対面の人や上司の方との会話をする場合に、相手

に信用してもらえる人間になれるのではないかと考えられる。（物質 Aさん） 

・相手の話を全身で聴くこと、自分の考えをはっきり伝えること、態度、行動はその人自

身の評価にもつながることはもちろん、面接の時にも注意される点なので、人間として

もとても重要な点だと考える。“相手も答えたい、こちらも聞きたい”というより良い

質問をするために事前に調べることも重要だと思う。（物質 Oさん） 

 

●本講義で印象に残ったこと、感じたこと、講師に質問したいことなど 

・今まで当たり前だと思っていたマナーを自分ができていないことに気づかされた。今日

学んだ挨拶や聴く態度などをいつも心にとめておきたい。また相手の気持ちになって考

えるということも、どんどん行っていきたいと思う。（物質 Yさん） 

・目と耳と心で「聴く」ということが大事だと聞いて、自分がいかに「聴く」ことができ

てないかということを思い知った。またこの全身で「聴く」というのは自分にとって堅

苦しさを感じたので、普段から気をつけることとして、自然に全身で「聴く」ことの出

来る人間になろうと思った。これらのことは将来の就職活動や講演会などにも使えるの

で、今から気をつけたい。（物質 Yさん） 

 

●学生の質問 

・「ありがとうございました」をいうタイミングは？

（機械 Tさん） 

・ピンポイントの質問をするには、どうすればいいで

しょうか？ 

（相手も自分にとっても良い質問）（機械 I さん） 

・他人とお話しする時、あがってしまうので、何か良

いアドバイスは？ 

（先手必勝、主導権を握る）（機械 Mさん） 

・立って挨拶する時の手の位置について、男女での違

い。 

（見た目による印象）（機械 Tさん） 

・相手の話を聞く時に目つきが悪いと注意をされたの

ですが、それはマナーが悪いということでしょう

か？ 

（生まれたての赤ん坊、子猫、子犬が目の前にいるの 

をイメージすると優しい目つきに）（機械 K さん） 



10 月 9日 第 2回目 

富士通テン株式会社 元常務取締役 福山重樹氏

を講師にお迎えして「富士通テンのものづくり－

車載 AVNの進化－」というテーマでご講義いただ

きました。 

 

●講義の要旨 

・企業の定義とその概要 

・富士通テンの成り立ち、社のコンセプト、業務

内容など。 

・主要製品の紹介 

・コンセプトを達成するための技術 

・技術者としての心得 

 

・研究をする際には同じグループ内の協力が不可欠になってくる。 

・機械設計者、電気設計者、ソフト設計者に分かれて開発している。 

・AVNを富士通テンが初めて開発した。 

・AVNは進化し続ける TEN の最高商品。 

・AVNには高画質、安定受信、高音質などが搭載されてユーザーに満足されている。 

・コラボレーション支援システムを利用して世界とコミュニケーションをとっている。 

・品質とは工場ではなく市場で作られるもの（お客様に商品を通じて喜びを与える） 

・スキルも大切だが姿勢というものが一番大切になってくる。 

 

●講義内容は、あなたの将来について、どのように役立つかと考えるか？ 

・工学部電子系の学部に入学しているので、製造に関わる場所は今後の進路に大きく関わ

ってくる。今回の講義は車載 ANVを製造する会社を題材にしたものであったが、将来の

選択肢の多くを占めるであろう事の具体的な例を知ることができ、非常に有意義であっ

た。（電気 Aさん） 

・自分は技術者としての専門的な知識を学ぶ目的で大学に入ったが、技術的な問題とは別

に、技術者として取り組む姿勢を考える上で、コア・コンピタンスや自分の研究を相手

に短くまとめて伝える能力について重要性を知ることができた。今後専門的な分野の勉

強が進めるにあたって、技術者としての心構えを持ち、取り組むことは非常に重要であ

る。（電気 Uさん） 

 

●本講義で印象に残ったこと、感じたこと、講師に質問したいことなど 

・技術者として求められるスキルは“技術者として”だけではなく、集団で、会社で、企

業で必要なスキルが多く含まれていると思われた。私たちが今後社会に出るにあたって、

どんな意識を持って、どんな姿勢で仕事にのぞむべきであるか、ということを考えさせ

られた。専門スキルだけではなく、ヒューマンスキルをみがく努力が必要であると思わ

れた。（電気 Aさん） 



・日本の企業の半数以上は海外へ進出しているということで今後はよりグローバルな世界

を見据えた企業活動が必要となってくることがうかがえた。また富士通テンの製品技術

の中では直射日光補正機能が自分にとってあってほしいと思った技術を開発されており、

素晴らしいと思った。富士通テンの製品について興味を持つことができた。（電気 Uさ

ん）  

 

●学生の質問 

・毎年 AVNが進化してきたとあったが、「次はこんな商品を作ろう」「こんな機能を追加

しよう」というアイディアはどうやって生まれ、どうやって決定するのか？（機械 Tさ

ん） 

・ミリ波レーダーの詳細および用途（機械 Tさん） 

・海外拠点との時差をどのように活用するのか？（物質 Wさん） 

・カーナビにおいて携帯との連動やブルートゥース（Bluetooth）システムは必要なのか？

（機械 Iさん） 

・社是「誠は天の道なり」福山さんはどのようにお考えか？（機械 Mさん） 

・海外に工場を作るにあたって、何を重視していますか？（機械 Uさん） 

・技術者に必要とされるスキルで一番大切なのはヒューマンスキルか？（機械 Kさん） 

 

 

10 月 16 日 第 3回目 

新日本製鐵株式会社広畑製鐵所生産技術部部長 

亀井浩一氏を講師にお迎えして「産業基盤を支え

る製鉄」というテーマでご講義いただきました。 

 

●講義の要旨や概要 

・鉄鋼材料の幅広い用途 

・鉄鋼の低コスト・高強度なメリット 

・世界における鋼材の重要性と豊富な埋蔵量 

・鋼板の製造工程 

・自動車に用いられる最新技術とリサイクルの取り組み 

・経験からの教え（PED、目標達成、雰囲気づくり） 

 

●講義内容は、あなたの将来について、どのように役立つかと考えるか？ 

・自動車や鉄道、さらには家電やスチール缶まで、幅広い用途に用いられている鉄鋼材料

の重要性について再び認識することができた。電力施設においても鉄は非常に重要な材

料であるので、その性質を知ることで今後の自分の勉強にも役立つと考えられる。また

講師の方の大学時代の経験が自分にとっては大きな参考になった。勉強だけでなく、部

活やアルバイトの経験も大切である。（電気 Uさん） 

・“PED（prediction 予想 experiment実験 discussion 議論）を大切に”というお話しが

あったが、これはこれからの大学生活や就職してからも必要なことだと考える。１回生



の間は議論があまりできないかもしれないが、後期に入って実験が始まったので、まず

は予想して実験に臨むことが必要だと考える。また PEDは社会に入ってからも“なぜこ

うなったのか、どうすべきか”を考えていくのに役立つはずだと考える。（物質 Oさん） 

 

●本講義で印象に残ったこと、感じたこと、講師に質問したいことなど 

・自動車産業は現在の産業・経済を支えている重要産業である。そこで自分が注目したい

のはこれからの自動車である。現在、開発が取り組まれているのは電気自動車であるが、

自分は電気というエネルギーを使うのもエコといえるか疑問である。今後研究が進み、

最終的に目指すべきところは“自分で動力エネルギーを作り走る車”ではないだろうか。

そこの基盤を支えるのが鉄産業であり、電気産業であり、自分たちのような工学部であ

ると思う。（電気 Tさん） 

・産業において、物を作ることだけが大事じゃないと思った。限りある資源を無駄にせず

に、リサイクルしたり、製造工程で発注した汚染物質などの処理も大事だと感じた。環

境のために、きちんと処理することは当たり前のことですが、当たり前のことをもっと

真剣に取り組むべきだと思った。（物質 Tさん） 

 

●学生の質問 

・電磁鋼板などの特殊金属は、どのくらいの量製造されているのか。 

また、中国のメーカーでは、このような特殊金属（鋼板）を作ることが出来るのか？（物

質 Sさん） 

・スラグの処理について（機械 Tさん） 

・熱間圧延工程で摩擦熱はどうしているのか？（機械 Kさん） 

 

 

10 月 23 日 第 4回目 

(株)アシックススポーツ工学研究所機能研究部フットウエア機能開発チームマネージャー

磯部真志氏を講師にお迎えして、「スポーツ用具の設計最前線」というテーマでご講義い

ただきました。 

 

●講義の要旨や概要 

・機能構造。材料によるフットウエアなどの研究開発。 

・シューズの設計には、動作分析として「力」「動き」「変形」「形」を計ることと、機

能発現のための構造設計を行っている。 

・求められるものは、使用者が快適に使えることと、使用用途に合わせた軽量性などの８

大機能を駆使して、一般向けの靴から専門的な靴まで用意すること。 

・体も部位によって、変形する大きさが違うので、靴も場所によって、素材や形状を変え

て対応させることが重要。 

 

 

 



●講義内容は、あなたの将来について、どのように役立つかと考えるか？ 

・シューズを作るには、シューズの形や素材だけを考えて作るのではなく、実際に使用す

る人々の足の形や力の加わり方からもデータも得てものづくりをすることで、あらゆる

人にも対応して履くことができる靴を作っていた。 

僕は電気系学科なので、将来は新エネルギーの開発に携わりたいと思っているので、そ

の土地、条件に合った最適な発電方法、また環境か周りの人に悪影響を及ぼさないよう

な構想をたてないといけないとわかった。（電気 Aさん） 

・モーションプレーヤーのスライドでは、さまざまな圧力と時間の関係がグラフになって

いたが県立大学で行われている情報科学の授業はあらゆる数値をグラフ化する技術を養

う上で、大いに役立つと思った。シューズ作りといっても設計の技術だけでなくコンピ

ューターシミュレーションなどの様々な実験過程を知ることができたが、ゴムなどの物

質的な観点からも関わりを持つことが出来るということがわかったので、今後の就職の

選択肢の１つとして考えて加えることができた。（物質 Nさん） 

 

●本講義で印象に残ったこと、感じたこと、講師に質問したいことなど 

・シューズというものは、誰もが使うがゆえに、逆にものづくりの分野としては難しい仕

事だと感じた。全ての人がみな同じ足の形をしているわけではないので、その人が欲し

ている機能を備えたシューズか皆が欲している共通の機能を持った靴など幅広く対応す

る必要があり、大変だがアシックスは細部に至るまで（材料だけでなく形状も）研究・

開発しているところに企業の威信を強く感じられた。（電気 Aさん） 

・人間の走るという動作をスローカメラで細かく分析して、フォースプレートを用いて、

その部分にどれほどの力がかかっているのか調べて、その上でより良い製品を設計する。

アシックスは、ものづくりのまさに鏡であるように感じた。いかにユーザーの要望に応

えるか、そのことをとことん突き止めていく方法や姿勢を学ぶことが出来たと感じた。

今回の講義は自分がどんな企業に就職しても活用できることを学べたと思う。（物質 H

さん） 

 

●学生の質問 

・新しい製品を企画してから様々な手順を経て商品化されるには、どれくらいの時間がか

かるか。 

・一年間通して、いくつかの製品がつくられているか（機械 Kさん） 

・ソール部分の材質やリサイクル活動について。 

・ハンドボールシューズの性能について。（機械 Oさん） 

・アシックスでは、どのような人材を求めているのか。（機械 Nさん） 

・子ども用シューズの工夫。（機械 Tさん） 

・アシックスでのソフト開発は、どのように開発され、どのように役立っているのか。（機

械 Iさん） 

・シューズを作っていく最終的な問題としてコストを抑えるのとより高性能を求めるのか、

どちらを優先していますか。（機械 Iさん） 

・値段の違いの主な要因は何ですか。（機械 Kさん） 



10 月 30 日 第 5回目 

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 デバイス開発センターOLEDプロセス開

発グループ プロセス開発チーム 寳角（ほうずみ） 真吾氏を講師にお迎えして「次世

代を照らす光」というテーマでご講義いただきました。 

 

●講義の要旨や概要 

・自己紹介 趣味、大学での経験、海外経験 

・照明の紹介 様々な分野の照明、照明の色と色温度 

・有機 ELの紹介 

・プロセス開発の世界 

・封止とは 

・全力で大学生活にのぞめ！ 

 

●講義内容は、あなたの将来について、どのように役立つかと考えるか？ 

・就職した際に、自分が大学でやっていた研究と同じことができるのは、非常にまれであ

るという話があったが、その時には不安になる必要はなく、大学で学んだ基礎知識を生

かして、物事を柔軟に捉えて考えて行くことが重要であると学んだ。ものづくりは苦労

の連続であり、いつでも課題、要求に直面するが、それを次々に超えていかなければな

らないということを学んだ。私が将来ものづくりに携わったときに参考にしたい。（物

質 Hさん） 

・広い視野を持って、専門の学問の知識を習得すると、それは今後とても役に立つという

話は、とても印象的でした。ナノテクノロジーと照明は一見まったく関係ないように思

えるのも、根幹はつながっているという話から、今は魅力を感じない講義もしっかり勉

強しようと思いました。（物質 Kさん） 

 

●本講義で印象に残ったこと、感じたこと、講師に質問したいことなど 

・幅広い知識や一致団結して一つのものを作りあげるという能力が必要であると感じた。

大学生活でも、勉強に励んで、友達を多く作り、知識やコミュニケーション能力、協調

性を身につけようと思った。（物質 Hさん） 

・大学、研究室で学び過ごしたことが今後の自分のスキル（実力）になっていくんだと感

じた。英語は話そうとする姿勢がとても大切。今やっていることが将来の仕事につなが

っていく。これから技術はさらに進歩すると思うが、その一端を担うという気持ちで勉

強していきたいと感じた。（物質 Nさん） 

 

●学生の質問 

・LEDよりも有機 ELのほうが優しい光に感じられる理由。（解：点でなく面が発光してい

るから）（機械 Tさん） 

・有機 ELの寿命（機械 Tさん） 

・技術者にとって、経営はどう大事なのか。（機械 Iさん） 

・自由が丘の有機 ELの写真について（機械 U さん） 



・なぜ LEDで紫色は出しにくいのか。（機械 Kさん） 

・これからの分野で花形となるような分野、テクノロジーは何だとお考えですか。（機械 0

さん） 

 

 

11 月 6日 第 6回目 

三菱重工業株式会社冷熱事業本部大型冷凍機部サービス課主席チーム統括 田井東一馬氏

を講師にお迎えして「地球環境を守るターボ冷凍機」というテーマでご講義いただきまし

た。 

 

●講義の要旨や概要 

・会社、工場の概要、製品について 

・ターボ冷凍機が使用されている会社、施設 

・国内のターボ冷凍機の市場動向と当社シェア 

・ターボ冷凍機の原理 

・ターボ冷凍機開発の変遷“高性能へのあくなき追求” 

・熱交換器の高性能化（機械 Kさん） 

 

・ターボ冷凍機とは…遠心式圧縮冷凍機（大容量の空調用熱源機として使用）１２℃の水

を７℃に冷やすための機械 

・お客様は？ 

 ①産業用途 

 ②商業用途 

 ③業務用途（例えば、工場空調、一般ビル空調、地域冷暖房プラントなど） 

・目標「世界に高効率ターボ冷凍機を普及させる」 

・ターボ冷凍機の原理〈蒸発潜熱の利用〉 

・ターボ冷凍機は化石燃料「54」に対して発電効率や送電ロスを含めても冷熱「135」にな

る。 

・今までの吸収式冷凍機を化石燃料「100」に対して冷熱「135」 

・化石燃料換算ではターボは吸収の約半分 

・操作盤の高性能・高機能化…高度な制御で緻密な不可追従を実現！ 

・学生時代を振り返って…ビール瓶、ノートパソコンの箱、缶コーヒーと窒素、アルミ、

薄型の紙ティッシュなど（電気 Nさん） 

 

●講義内容は、あなたの将来について、どのように役立つかと考えるか？ 

・私は父が三菱重工社員ということもあって、三菱重工のことについて、もっと知りたか

ったので、とても勉強になりました。将来は三菱重工に就められるようにと今まで常々

思っていたので、今回お話しを聞くことができて、これからの学習意欲向上へとつなが

りました。また教科書に載っているものを学習することだけが勉強ではなく、勉強する

姿勢など身につけて新たなものを考える力こそが大切であるということを知れて、これ



までの発想とは尐し違っていたけれど、言われてみると確かにそうなので、その気持ち

を心に置き勉強していきたいと思わされました。またビジネスでは土俵を変える、つま

り発想の転換によって得られる利益を考えることの重要性を知り、今後身につけること

は沢山あると考えさせられました。さらに、色々なことに興味を持つことをこれから重

視していきたいと感じました。（電気 Nさん） 

・ただ技術を求めるだけでなく、どのようにすればコストが削減でき、より効率よく商売

ができるのかなど、環境、エネルギーなどに注目した講義が聞けて良かった。将来開発

に携わった時には技術の面だけでなく、このような面からも携わっていきたい。 

また、学生のうちに今回の缶の話のように、色々なことに興味を持って知識を増やした

り考える力を身につけられたらいいと思う。（機械 Kさん） 

 

●本講義で印象に残ったこと、感じたこと、講師に質問したいことなど 

・ターボ冷凍機が効率がよいと、コストが安くなるから良いのかなと思っていたのですが、

効率が良いとエネルギーをあまり使わなくて済むことによって、エネルギーを作る燃料

の使う量が尐なくて済み、CO2の排出量を削減することにつながり、最終的に ECOにな

る！ということを知ることができました。今まで思っていたこととはなかなか異なって

いて、特に印象的でした。また学生時代を振り返っての所で、缶コーヒーの話がありま

したが、それぞれ形状が異なっていたり、素材が違っていたりして、素材について例を

あげると、窒素によって味が変化してしまうためという理由があり、それぞれが今のよ

うになる過程には色々な理由を含んでいて、奥深いなぁと思いました。また今日の講義

で三菱のことが色々と知られて良かったです。（電気 Nさん） 

・僕が夏に行ったあのスカイツリータウン地区の冷房機が三菱重工業さんの製品だったと

いうことに驚きました。ターボ冷凍機が世界で 9700台も使われているのに、日本が 700

台しかないということも印象に残りました。しかも省エネで従来の吸収型より CO2の排

出量が半分というところに、三菱重工業さんの技術の凄さと進歩を感じました。（機械 K

さん） 

 

●学生の質問 

・フロンの開発研究も三菱重工が行っているのでしょうか？（機械 Uさん） 

・ターボ冷凍機の価格を下げる具体案（機械 Tさん） 

・海外に工場を移すのが遅れた要因は？（機械 Oさん） 

・冷凍機ひとつで、どのくらいの広さを冷やせるか（機械 Hさん）  

 

 

11 月 13 日 第 7回目 

株式会社ダイセル 事業支援センター人事グループ主席部員 泉谷 辰雄氏を講師にお迎

えして「ダイセルのものづくり」というテーマでご講義いただきました。 

 

●講義の要旨や概要 

・ダイセルの会社概要と歴史 



・プラスティックの発明・課題と革命 

・プラスティックの製造の工程と工場 

・化学的なプラスティックの解体 

・酢酸セルロースの科学的な性質と利用法 

・ダイセルの事業概要（電気 Aさん） 

 

・セルロイド、酢酸セルロースを出発点として、様々な事業を展開。 

・セルロイドの不燃化の研究として、燃えやすい硝酸セルロースから酢酸セルロースへ。 

・高分子改質は行っているが、天然高分子素材の機能、風合いが残される。 

・置換基や酢酸化度を変えて様々な高分子材料を創る。 

・ダイセル式という誰もがベテランの技術を活用できる仕組みを構築し、全体最適な運転

を実施。 

・ダイセル式の結果、生産性の増加、作業負担の減尐など国際競争力の強化に大きく貢献。

（機械 Sさん） 

 

●講義内容は、あなたの将来について、どのように役立つかと考えるか？ 

・自分の専門とする分野だけでなく、色々な分野に興味を持つことは重要で、幅広い知識

が必要とされることが分かった。また現在は、日本国内だけで企業を運営していく事は、

非常に難しく外国への進出が必要不可欠になっており、グローバルコミュニケーション

能力が必要とされていることを知り、外国語の勉強によりいっそうの力を入れようと考

えました。（電気 Sさん） 

・「指示待ち型」が増えていると聴いて、まさに自分だと考えた。また幅広い基礎学力（発

想力、応用・展開力）が必要であると聴くことができた。これを踏まえ、これから大学

で学習するにあたって、教授の話を聞き、その通りに実験を進めるだけでなく、どのよ

うにしてそういった結果が出るのかということを考える力、自主的に実験をしたり、発

案する力が必要不可欠であると考えた。また大学院に入り、オリジナリティあふれる研

究をするためにも必要な力だとも考えた。（機械 Mさん） 

 

●本講義で印象に残ったこと、感じたこと、講師に質問したいことなど 

・ダイセル式は、尐人数で構成され、上下関係もよく、非常に効率の良い方式だと感じま

した。またその尐人数の中での友好関係もよく。離職率が 1％を切っているということ

は、今の転職がすごく多い時代において、素晴らしいことだと感じました。さらに新入

社員の教育にそれ専用に施設が作っていることも印象に残りました。（電気 Sさん） 

・私がとても印象に残ったことは、セルロイドがとても幅広い分野で使われていて、すご

く役にたっているということです。セルロイド一つから火薬が作られたり、ピンポン玉

が作られたりと、とても用途が多いことに驚きました。またダイセルには機械系の人だ

けでなく、電気系の人も多く働いていることを知って、電気という分野は様々な所で発

揮できるんだなと感じました。他にもものづくりにはコミュニケーション能力や実行力

がとても必要であると感じました。（機械 Mさん） 

 



●学生の質問 

・株式会社ダイセルの強みは？また、それを支えているものは？（機械 Tさん） 

・活発な海外進出を展開しているダイセルさんであるが、文化も生活水準もそれぞれ異な

る地域において「自分たちの強み」と「それぞれのニーズ」どちらに重きを置いている

のですか。（電気 Sさん） 

・社会人基礎力を身に着けるために必要なことは？（機械 Ｉさん） 

・どうやってセルロイドや酢酸セルロースを利用した様々な製品を思いついたのでしょう

か？（物質 Sさん） 

 

 

11 月 20 日 第 8回目 

ハリマ化成(株)取締役兼執行役員中央研究所長 岩佐哲氏を講師にお迎えして“自然の恵

みと「ものづくり」”というテーマでご講義いただきました。 

 

●講義の要旨や概要 

１．ものづくり 

 日本のものづくりは岐路に立つ一方で、兵庫県はものづくりが盛んである。現在は世

界でも活動している。 

２．パインケミカル 

 工業的あるいは学術的に松脂（ロジン）以外の松由来の科学物質も含めた分野。 

３．ロジンの用途 

 科学的な反応を経て、○○剤としてのみでなく、医療や音楽の世界などにも利用され

ている。 

４．ものづくりを支える研究開発 

 研究開発は企業が生き残るための唯一の基本的手段であり、重要な役割を担っている。 

５．ものづくりとグローバル化 

 資源もエネルギーも乏しい日本にとってグローバル化は大事だ。今日では熱意を持っ

た人が求められている。 

６．まとめ 

 大学生活を育む「知識」×「個性」で日本に積み上げられた課題を解決してほしい。

（電気 Fさん） 

 

●講義内容は、あなたの将来について、どのように役立つかと考えるか？ 

・今回の講義を聞いて、今後は世界と競争するのではなく協奏することが大切であるとわ

かった。私は今まで、「世界を相手に」や「世界で一番に」というようなことを研究目

標に揚げることが一番であると考えていたし教わっていた。しかし、今回の講義で、世

界と対立しながらではなく、手を取り合いながら製品を開発していくことが大切である

とわかった。（電気 Mさん） 

・松脂（ロジン）を含めた「パインケミカル」は、全く聞いたことのない化学物質などで

あったが、このように新しい物質に注目をし、そこからいろいろな用途を開発していく



ことは、ものづくりの一環であり、自分もそのようなものづくりをしたいと考えている。

（電気 Tさん） 

 

●本講義で印象に残ったこと、感じたこと、講師に質問したいことなど 

・印象に残ったことは、国の債務残高が 667兆円もあるということである。債務残高が高

いとは聞いていたが、ここまでの数字とは思っていなかった。円高や尐子高齢化、電力

供給と一つ一つを解決していかないと日本の未来はないと言われていましたが、改めて

債務残高を聞くと私も未来はないのではないかと感じた。これから「知識」と「個性」

を活かせる人材となりたい。（電気 Nさん） 

・パインケミカルという分野、そして松やパルプ製造の工程で得られるロジンが思いもし

なかった様々な身のまわりの生活で見かける製品に使われていることを知って驚いた。

またコミュニケーション能力や主体性、協調性は企業が求めるものの上位にあったが、

専門知識は低い順位にあったので意外だった。なぜ海外へ投資するかという理由でリス

クを横断的に分散するためという理由は考えたことがなかったので、海外へ進出してい

き、国内の雇用や技術の衰退することへの不満が尐し減った。（電気 Fさん） 

 

●学生の質問 

・ガムロジンとトールロジンの用途の違い（応用 Wさん） 

・原材料の不安定さについて（機械 Uさん） 

・ハリマ化成が松に着目するようになったのはなぜか（機械 Tさん） 

・海外に工場を作る際の大きなデメリットは（機械 Ｉさん） 

・トランスナショナル企業にする時の大きなメリットはなにか（機械 Kさん） 

 

 

 

 

11 月 21 日（水） 第１回目会社見学会「赤穂化成株式会社」 

「赤穂化成株式会社」会社見学会に参加しました。 

参加者は、18名（小舟教授 学生 16名 コーディネーター三村） 



(行程) 

13:00         書写キャンパス本館前出発 

 14:00～14:05  挨拶（代表取締役社長 池上良成氏） 

 14:05～14:30  会社概要説明 

 14:30～15:10  工場見学 

 15:10～15:20  休憩 

 15:20～16:10  会社開発案件プレゼン 

 16:10～16:25  質疑応答 

 16:25～16:30  挨拶 

 17:30         書写キャンパス解散 

 

     

 

（質疑応答） 

・山の水・海の水のミネラルウォーターの違いは？ 

山の水はカルシウムリッチ（岩石から）、海の水はマグネシウムリッチ。体内の酵素と

してマグネシウムリッチは必要。 

・海洋深層水は深さによって、深いほど成分が優れているのか？ 

普通に取り出されているものは、ほとんど変わらない。 

・海洋深層水の売り上げについて？ 

1999年にフィーバー、今は減尐している。 

・成人病に画期的な効果を出しているというお話し。塩分（ナトリウム）を減らしたいと

思っているのに、生活習慣病（高血圧・動脈硬化など）に効果を出しているのは？ 

マグネシウムが良い効果を出しているのでは。 

（天海の水硬度 1000 飲用期間、非飲用期間調査・赤穂市民病院） 

・料理サミット参加後の海外からの反響は？ 

・コンビニ市販のペットボトルの水との価格の比較は？ 

それほど変わらない。（1本 150円程度） 

・海洋深層水の投資の回収はできているか？ 

 

（参考） 

（株）ユーバティック 兵庫県立大学とのベンチャー 



11 月 27 日 第 9回目 

県立大学ＯＢで、エーザイ株式会社 エーザイプロダクトクリエーションシステムズ ネ

クストジェネレーションシステムズ機能ユニット 細胞技術グループ 福島一幸氏を講師

にお迎えして“グローバル社会を生き抜く力 = science力”というテーマでご講義いただ

きました。 

 

●講義の要旨や概要 

・医薬品と医療業界について 

・医療開発と流れについて 

・普段、会社などで、どのようなことをしているのか 

・医療連携、薬工連携について 

・最後に、大学、工学部について（機械 Iさん） 

 

●講義内容は、あなたの将来について、どのように役立つかと考えるか？ 

・研究で再現性が高く効率的な実験などが必要ということは、工学部の研究も同じだと考

える。工学も信頼の上で成り立っている産業なので、自分も研究をするとき、再現性が

高く効率的な実験を行い、信頼を得られるような実験結果を発表できるように、どうす

ればよいか考えていきたい。（機械 Tさん） 

・県立大学の応用化学科からエーザイという医薬品の会社に就くことができるなんて思っ

ていなかったので意外で、電気系でもこのように思ってもみなかった所に就職できるこ

ともあるのかもしれないと、将来の進路の幅広さが出て、今後の勉強意欲の向上に繋が

った。また将来の進路は、狭く考えるべきではないと思えた。さらに学生時代の研究と

全く異なる研究をするのは、何とかなるし、むしろ工学部魂みたいな新しい評価系を構

築したりとか、新しい技術を導入したりとかの気持ちを持つことの方が大切だとわかっ

たので、今後の勉学では、そのような心意気とかを学ぼうと思えるようになった。さら

に大学では人脈を広げたり、社会での仕組みを尐し知れたり、思ってもみなかったこと

を学べると知り、それらも学びたいと思えた。（電気 Nさん） 

 

●本講義で印象に残ったこと、感じたこと、講師に質問したいことなど 

・新薬の開発のためにかかる莫大な時間、開発費にはとても驚いた。またそんな手間をか

けて作り上げた新薬が日本ではあまり売れないという現状があり、医薬品市場の 4割と

いう割合がアメリカで占められているのは、尐し残念だなと思った。製剤化の研究にお

いて、パッチ型というのは、とても画期的な考えだと思った。（機械 Nさん） 

・新薬の研究には 9～17 年もかかるということに驚いた。そして、新しい物質などを開発、

発見しても、最終的に薬になるのは 2500万分の 1ほどになってしまうということに驚い

た。（電気 Tさん） 

・医薬品業界でも中国がシェアを伸ばしていて、日本のシェアが小さくなってしまってい

ることに驚きました。また薬学の技術と工学の技術が合わさって薬工連携で新しいユニ

ークな技術を作っていくことを知り、最終的には、どのような分野の人達も協力してい

かなくてはならないのだなと感じました。（電気 Sさん） 



●学生の質問 

・医薬品の研究開発には、多額の資金と長い年月がかかるとあったが、その資金を回収す

るのに何年かかるのか？（機械 Tさん） 

 

 

11 月 28 日（水）第 2回目会社見学会「新日鐵住金株式会社 広畑製鐵所」 

「新日鐵住金株式会社 広畑製鐵所」会社見学会に参加しました。 

参加者は、23名（菅教授 工学部生 21名 コーディネーター三村） 

 

      

 

（行程） 

 13:00     書写キャンパス本館前出発 

 14:00～14:30  挨拶 

         会社概要説明・DVD 

 14:30～15:30  工場見学（借上げ中型バスにて） 

         ・タイヤガスリサイクル施設見学。 

         ・熱間圧延工程の見学。 

 15:30～16:00  質疑応答 

 17:00     書写キャンパス解散 

 

（質疑応答） 

・横ロールを 1mmに縮める所にあった両端の青い光について。 

・途中バスの中から、救急車、消防車が見られたが、構内に待機しているのか？ 

 自衛消防があり、一日数回訓練をしている。 

・予備のローラー、カセットタイプについて。 

 従来型の取り替えは重労働だった。 

・タイヤリサイクル、各社の取り替え時期について。 

・スラグを巻き込む時点で、はがれなくなることはないか。 

 あずき色（600度）銀色（500度）500～600 度だと大丈夫。 

・日本国内の温度はセルシウム温度、ケルビン温度、貴社では？ 

 古いカロリーの単位。 

・圧延工場内のクレーンで運ばれていた歪な形の鉄は。 

ドラム式シャーで先端を切ったもの。再利用する。 

・粗鋼生産量が減っているのは。（1993年～） 



リーマンショックの影響。 

コスト面で、スクラップから細粒鉄源へ。 

・廃タイヤ利用により出たガスの再利用は。 

・発電設備について。 

 もともと石炭を利用。石炭、コークスなどの消化する熱。 

・地震・津波の対策は。 

広い敷地のため、経済的な物理面は難しい。 

瀬戸内に位置するので時間的余裕があり避難訓練、食料は備蓄、耐震補強はしている。 

・地域別輸出実績について。中国が約 3割を占めている。 

・別のリサイクルについて。 

 ガスの再利用（熱燐、排熱） 

 

 

12 月 4日 第 10回目 

シスメックス株式会社執行役員 浜行雄氏を講師にお迎えして“シスメックスのものづく

り”というテーマでご講義いただきました。 

 

●講義の要旨や概要 

・会社概要 

シスメックスの拡がり、拠点、生産体制、ｅアシスト、Smart Pro、供給先、長期ビジョ

ン 

・医療と検査 

・各国規制の対応（物質 Oさん） 

 

●講義内容は、あなたの将来について、どのように役立つかと考えるか？ 

・「先進テクノロジーと独自の強みを活かしたソリューションを提供しなければいけない」

と言っていたことに対して、どちらか片方だけでは今の社会では生き残っていけないこ

とを改めて確認した。独自の強みを生み出すために学生のうちから正確性・充分な知識

を身につけるべきだと考えた。また語学力を身につけることも重要な点であり、学生の

間に身につけるべきだと考える。（物質 Oさん） 

 

●本講義で印象に残ったこと、感じたこと、講師に質問したいことなど 

・講義の中で３Ｄアニメーションで機械の設計図を尐し見たが、立体的にわかり、様々な

方向から確認できるため、とてもわかりやすく、確実にミスが減尐するであろう、とて

もよい手段だと思った。語学力については、様々な会社から身につけるべき能力として

あげられているので、これからの社会では話せてあたりまえなのだと思った。（物質 O

さん） 

・医療機器は、世界の国々によって規制（regulation）が違っているが、シスメックスは、

海外での販売数も多く、これらの規制をパスできるような製品を世界中で作れるシステ

ムは、すごいと思った。３Ｄのマニュアルを使用していて、詳しく組み立て方法を説明



されているので、そういった技術のない人でも、素早くミスもなく、大量生産が可能に

なっていて僕でも簡単に作れそうだった。（物質 Aさん） 

 

●学生の質問 

・3Dムーブマニュアルや eシスト、smart pro などの特徴的なシステムを作ったきっかけ

は？（機械 Tさん） 

・すべての国のレギュレーションにあらわしているか、輸出している国のレギュレーショ

ンにあらわしているか？（機械 Uさん） 

・Smart Proの管理部門で不備があった場合はどうするのか？（機械 Kさん） 

 

 

12 月 11 日 第 11 回目 

グローリー株式会社総務本部人事部採用・教育グループグループマネージャー大河原勲氏、

開発本部コアテクノロジー開発センター技師長 中塚茂樹氏を講師にお迎えして“グロー

リーのものづくり”というテーマでご講義いただきました。 

 

●講義の要旨や概要 

・グローリーの会社について 

・就職活動について 

・グローリーの製品・技術について 

・世界の紙幣の状況について 

・紙幣の偽造の防止について（機械 Aさん） 

 

●講義内容は、あなたの将来について、どのように役立つかと考えるか？ 

・私はこの大学に入る際、グローリーの会社に入るために必要な勉学があるのかと確認し

てから入学しました。私は正直、グローリーに就職したいと考えており、グローリーの

希望する人材を知ることができ、今後自分をどう変えていくべきなのか、どう生活して

いくべきなのかを認識することができた。また、リーダーシップが必要だとわかったの

で、今の自分のその分野をさらに向上させていきたいと思います。（機械 Mさん） 

・この後、就職活動において、まず自分自身を知ることが大事。その方法として、人とよ

く話して、相手からの返事・フィードバッグに耳を傾けて、新しい自分を自分で知る方

法がある。自分自身を知ることで、就職先の企業に深く自分をわかってもらえる為の工

夫を考えることができる。業績を伸ばすには従業員のスキル、モラル等があるからこそ、

業績が伸びる。故にスキル等は当たり前であるが必須である。（機械 Wさん） 

 

●本講義で印象に残ったこと、感じたこと、講師に質問したいことなど 

・偽造事件が英国は日本の 240 倍でということに驚いた。理由は、お金がうまくできてい

る、機械化が進んでいる、新しいものにすぐ変えるからきれい、ということだったが、

やはりすぐに偽札を発見できる技術がこうさせるのだと思った。グローリーの製品で、

この検査ができるということで、その技術の高さに感動した。（電気 Sさん） 



・私はダイエーのレジでバイトをしているのだが、講義を受けた後、釣銭機がグローリー

社製であることに気づき、実際に使っている身として、とても便利で正確な機械である

と思う。国産初の計算機の製造から、投票用紙分類機、顔認識システム等の製造で日本

一、シェアが一番など、多くのトップを占めることに驚いた。（機械 Wさん） 

 

●学生の質問 

・カナダのお札のクリアウインドウは、どのように偽造が難しいのか？（機械 Tさん） 

・「日本の通貨防止技術は発展しつつあるのですか？」 

 外国では常に最新の技術を採用しつつあるのに対し、日本では今後の技術について検討

しつつある。（機械 Ｉさん） 

・お札が新しく発行された時の処置（機械 Uさん） 

・一万円札を一枚製造するのに、いくらお金がかかるか。（機械 Iさん） 

・貨幣・紙幣の識別方法（何で見分けているのか、どこで見分けているのか）（機械 T さ

ん） 

・心の窓を広げるにはどうするのか（機械 Kさん） 

・出金時に識別エラーはおこらないのか？（機械 Wさん） 

・何故、貨幣の代わりにすべて硬貨で統一しないのか（機械 Tさん） 

 

 

12 月 12 日（水）第 3回目会社見学会「株式会社ダイセル」 

全県キャンパスプログラム講義「兵庫のものづくり 株式会社ダイセル」会社見学会に参

加しました。 

参加者は 20名（今高教授 工学部 1回生 17名 コーディネーター玉田・三村） 

 

      

 

(行程) 

13:00  書写キャンパス本館前出発 

13:50  総合研究所 到着 

14:00  メンバー紹介とスケジュール説明 

14:05  ご挨拶（岩井所長） 

14:10  総合研究所概況説明（10分）（島田氏） 

14:30  機能品材料開発事例説明（20分）（中井氏） 



14:40  網干工場概況説明（10分）（桝田副工場長） 

15:00  網干工場見学（一般コース：桝田氏、畠中氏） 

15:40  総合研究所見学（2班に分かれて）  

新規開発品説明（20分） 島田氏 

大型評価機器（15分）泉谷氏（人事） 

16:30  質疑応答（10分）  

    アンケート  

16:45  出発 

17:30 書写キャンパス解散 

  

（質疑応答） 

・研修センターで見かけた自主保全草刈エリアについて 

体験的に各部門にて実施。ペンキ塗りエリア、月二回の清掃など（30～45分） 

不具合を見つける目を養う。感性を磨く。 

・防災訓練について 

大きな訓練は年一回。部門ごとに 2・3か月に一度。消防隊は毎月のように行っている。 

・工場用水の取水権について 

一日 7万トン（40万人の一日に必要量と同じ） 

・2年ごとの構内点検について 

4月終わり～6月初めにかけて、各部門ごとに１～1か月半くらい。 

生産量（点検年：42万 停めない年：46万） 

 

 

 

 

12 月 18 日 第 12 回目 

古野電気株式会社舶用機器事業部開発部レーダー機器開発課主任 竹元大氏を講師にお迎

えして“航海を支える電子機器”というテーマでご講義いただきました。 

 

●講義の要旨や概要 

・会社の概要 



・GPS、魚群探知機など超音波電波を用いた機器 

・レーダーを用いた機器とそれを利用している船舶の様子。 

・レーダー技術の特性や原理の説明。 

・試作の商品に行う防水テストや衝撃に対してのテスト 

・製品の開発と大学の勉強（機械 Nさん） 

 

●講義内容は、あなたの将来について、どのように役立つかと考えるか？ 

・陸地とは違い海上となると様々な特殊な事態が起こり、それを想定した実験を繰り返し

て商品を作り上げている。実際に使用される前に、どのようなことが起こりうるのか、

またそれに対する策は、どのようにしたらいいのかという考え方を身につけていく必要

がある。今後、身の周りの物に対して興味を持ち、どういう構造をしているのか考えて

みることが大切であるということを学んだ。（機械 Iさん） 

 

・私は将来、医療機器に携わるような仕事に関わりたいと思ってこの大学に入学したため、

本講義とは尐しジャンルが違うと感じたが、講師の方がおっしゃられたものづくりにお

いて大切なことは、とても参考になったと考えられる。それは要求される環境の把握、

品質を確認する試験、商品を届けた後のサービスであり、またこれらをできるように大

学生活では、分析力、状況の想像、推理力と検証能力を意識しながら、これらの能力を

伸ばしていく必要があると考えられる。（物質 Tさん） 

 

●本講義で印象に残ったこと、感じたこと、講師に質問したいことなど 

・日本という島国での海運量が世界の 1/6 を占めているということには驚いたが、それよ

りも日本の海運輸送量が 99.7％も占めているという事には、より驚いた。日本にとって

船とは、なくてはならないものであり、海をより安全に効率よく航海するための技術を

開発することは、とても光栄で名誉なことなのだろうと思った。（機械 Nさん） 

 

・ものづくりについて、大切な話を聞けたと感じました。ものづくりには、大衆の話を聞

き、ニーズに合わせたものをつくり、それを試行錯誤し、安全性などを試みてから、市

民の方々に均等なものを作ることが大切だと思いました。（物質 I さん） 

 

●学生の質問 

・海からの反射と鳥からの反射をどのように区別しているのか？（機械 Tさん） 

・GPS の情報において、昔アメリカが故意に誤差を他国に知らせたのは何故か？（機械 I

さん） 

・船舶レーダーの垂直方向の指向性について→±１２度 

AISの船舶追尾機能について（物質 Sさん） 

・レーダーよりも高い位置に船の一部分が立っているが、その構造物に隠れる範囲を捉え

ることはできるか？→できない（機械 Tさん） 

・古野電気の本社は、なぜ西宮にあるのか（あの場所は海が近いわけではないのに）神戸

や大阪の方が便利ではないのか。（電気 Nさん） 



1 月 8 日 第 13回目 

川崎重工業株式会社神戸工場 システム技術開発センター生産技術開発部第三課課長 瀬

渡賢氏を講師にお迎えして“Kawasakiのものづくり”というテーマでご講義いただきまし

た。 

 

●講義の要旨や概要 

・自己紹介（グループ紹介、関西中心の会社、売上げの六割が海外、製品群紹介、多種に

渡る製品） 

・「総合重工業」がつくりもの（グローバルな市場競争の中で、何をもって戦うか？環境保

全や効率重視の社会へ、低燃費と高効率がキーワード） 

・生産技術の役割（生産現場でのコスト、品質改善だけでなく、設計を変えて製品を差別

化、鉄道車両の生産と溶接技術の発展、バイク、航空機の生産技術）（機械 Mさん） 

 

●講義内容は、あなたの将来について、どのように役立つかと考えるか？ 

・他国と対抗するため、差別化するために、様々な改善がなされている。技術者として発

展していくためには、他の製品を差別化することが重要だと思うので、Kawasakiのよう

に、重点をするポイントを変えることなど、参考にしたいと思いました。語学力は技術

者には必要不可欠だと思うので、TOEIC など、英語をもっとしっかり学ばなければなら

ないと感じた。（機械 Yさん） 

・設計を変えて製品の差別化のお話しは、今の世の中にあるほぼすべての事業に必要とさ

れていると私は考えています、知識をつけることはもちろんですが、視野を広げて様々

なものから、何か新しいアイディアを生む力が大切であると今回のお話しで強く感じま

した。ですから、大学までで学んだ知識を次はどのように使えば、どのようなことがで

きるのか、どのような可能性があるのかという発想力をつけることが私にとって最も必

要な力があると考えています。（電気 Nさん） 

 

●本講義で印象に残ったこと、感じたこと、講師に質問したいことなど 

・ものづくり力を高める生産技術の役割は、生産現場でコスト・品質を改善したり、設計

を変えて製品を差別化すること、というのを知って、なるほど！と思った。様々な国と

技術で戦っていかなければならないエンジニアは、単にものづくりをするだけでなく、

現代・環境に合うものづくりをできるよう、工夫をしていかなければならないことを知

れて良かった。（機械 Hさん） 

・川崎重工という会社は、モーターバイクや船舶方面に力を入れていると聞いていたが、

実際は様々な製品を作っておられた。それは私たちが日常生活で利用している物から、

日常生活を支える物まで、非常に幅広いものだった。様々な種類の製品を作っているに

も関わらず、その製品それぞれで、素晴らしい品質を保っているというのはすごいと思

った。（物質 Tさん） 

 

●学生の質問 

・アルミ合金、ステンレスの車両、どちらをつくるかをどうやって決めるのか。川重で必



要とされる人材の分野（物質 Sさん） 

・なぜ、大型バイクしか作らないのか？（機械 Tさん） 

・摩擦攪拌接合は、異なる材質のものを接合できるのか。（機械 Kさん） 

・何年後のことを考えて事業を展開しているのか？利益率は？（機械 Iさん） 

 

 

1 月 15日 第 14回目 

株式会社ユメックス代表取締役 千木慶隆氏を講師にお迎えして“ユメックスのものづく

り”というテーマでご講義いただきました。 

 

●講義の要旨や概要 

・会社理念の指針 

・主なスローガン 

・会社の存在路 QCD 

・ユメックスの強み 

・製品紹介 

・新規装置の開発 

・主要取引先について 

・企業説明会、新人採用、良い人材の確保などについて（機械 Wさん） 

 

●講義内容は、あなたの将来について、どのように役立つかと考えるか？  

・ユメックスのスローガンの「自分の存在を周囲の人に喜ばれる事」に満足感を感じるや

「じゃあどうする？」を追求する、迷った時は敢えて難しい道を選ぶなど技術だけでな

く、人間としての成長にも力を入れていることを知り、技術の向上だけが会社の向上に

なるわけではないんだと学んだ。（機械 Kさん） 

・今回の講義では、ものづくりを行う際、まずは利益の前に地球環境に気をくばり、顧客

の満足を第一に考えることが大事だと考えた。 

そしてその作業の中で個々のレベルアップを行い、様々な事に挑戦することで能力が身

につくのだと考えさせられました。また大学生活の中で、どのような人間に成長してい

くべきかと考えることができ、将来のことを考える上で役に立った。（機械 Tさん） 

 

●本講義で印象に残ったこと、感じたこと、講師に質問したいことなど 

・自動化より人基準の生産方式にこだわる理由として、名人・達人にはどのような機械で

もかなわないからと言っていたことが、とても印象的で、今この時代になかなかない考

え方だと思うし、そう思える千木先生は素晴らしいと感じた。また話の中で、日本人は

四季を感じ、手足を使うことが器用なことから感性がとても鋭く、この国民性はものづ

くりにおいて、とても重要であるということに、とても共感できた。（機械 Wさん） 

・この会社は日本の企業であるなと感じた。日本は集団というのをとても大事にするが、

海外では、どちらかというと個人である。これから海外のようなグローバルな考えも取

り入れなければ、今の不況も脱出できないのかなとも思った。就職する際に、どのよう



なタイプの企業を選べばよいか、難しいなと感じた。（機械 Nさん） 

 

●学生の質問 

・社員研修に関する質問 

押しつけるのではなく、自分自身に問わさせる理由（機械 Uさん） 

・起業するうえで、一番の障害は何だったのか（機械 Tさん） 

・起業してから、もっとも嬉しかったことは（機械 Iさん） 

 

 

1 月 22日 第 15回目 

関西電力株式会社姫路支店お客さま室長 高市和明氏を講師にお迎えして“社会インフラ

を守る －電気事業の現状と将来－”というテーマでご講義いただきました。 

 

   

 

●講義の要旨や概要 

・電気事業者の基本的役割を説明 

・メーターの設置に関する流れの解説 

・主なメーターの種類と紹介 

・メーター取替工事の概要 

・関西電力のスマートメーターシステムの説明 

・新計量システムの導入目的を説明 （物質 Aさん） 

 

●講義内容は、あなたの将来について、どのように役立つかと考えるか？ 

・多くの家で使われている家電のもととなる電気を計る電力量計を違う視点からみること

ができた。こういった電気を扱う機械の取付工事となると大変な作業になるが、メータ

ーを改良し、効率よく工事を行うことができるように工夫されているのを知り、新しい

もの、多くの人に使っていただくものを作る場合、その先に起こるであろう事態も考え

たほうがいいんだと知った。最後に聞いたものづくりに対して、大事なものを考えなが

ら、授業のことを考えたい。（機械 Iさん） 

・私は特に何の目標を持つこともなく、この電子情報工学科を選択した。しかし、東日本

大震災の影響によって起こった福島第一原発の事故がメディアなどで取り上げられてい



る今日、私は電力関係の仕事に就職したいと考えている。できれば原子力発電に変わる

自然エネルギー用いた発電をしたい。今回の講義では、実際に電子量計の取替の作業を

見せて頂いたり、電子量計のしくみを詳しく教えて頂いたりしたので、将来の夢へのモ

チベーションがかなり上がり、とても良かった。これから勉強・実験がはかどりそうだ。

（電気 Fさん） 

 

●本講義で印象に残ったこと、感じたこと、講師に質問したいことなど 

・電力量計を 10年に 1 回取り替えるが、電力量計は、各家で設置場所が違う上、取替には

熟練した作業がいるので、途方もない作業だと思われた。アーク災害を起こす映像は、

かなりショッキングだったため、電力供給をもっと安全にする余地があると思われた。

（物質 Yさん） 

・本講義で特に印象に残ったことは、「技術は、2・3 年で、どんどん進化していく」とい

うお言葉だった。いくら素晴らしい発電方法を発明しても、その 2・3年後には、さらに

進歩した発電が発明されるのだと思うと、技術者はいつまでも上を目指さなければいけ

ないから、大変だなと改めて感じた。でも、まだ誰も開発していないものを自分が開発

すると例えようのない達成感がこみ上げてくるのだろうなとも思うとわくわくした。（電

気 Fさん） 

 

●学生の質問 

・カバーを外した時に、手でその部分を覆うのはなぜか？（機械 Tさん） 

 

1 月 23日（水）第 4回目会社見学会 「シスメックス株式会社」 

「シスメックス株式会社」会社見学会に参加しました。 

参加者は、19名（小舟教授 大内教授 工学部 1回生 14名 小舟研学生 1名 コーディ

ネーター玉田・三村）  

 

（行程）  

13:00     書写キャンパス出発 

14:00～14:20  挨拶、企業概要説明 

14:20～15:00  工場見学（2グループに分かれて） 

16:00     書写キャンパス到着 

 

 

A班（大内教授・三村） 

 

B班(小舟教授・玉田） 



工場見学時にＡ班の学生から出された質問です。 

Q：キャスター付の棚が多いのはなぜですか？ 

 A：生産量の増減に合わせて、レイアウトがしやすい。 

 

 Q：製品の不具合率は？ 

 A：2割くらい（軽微なものも含む） 

  

Q：赤枠エリア内に、白衣と作業着の従業員がいるのはなぜでしょうか？ 

A：感染性物質予防のため。 

 

     

 

帰路のバスの中にて学生から「どのようにしたらシスメックス株式会社へ就職出来るでし

ょうか？」と真剣に質問する声があがっていました。 

まだ 1 年生のうちに「シスメックス株式会社入社希望」という高い志を持ってくれること

は、コーディネーターとしても大変嬉しく、今後の彼らの未来に期待したいと思いました。 

 

（記事：全県キャンパスプログラムコーディネーター三村晴美） 

 


