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北海道道内高等専門学校のロボコン，地域連携及び研究活動に関する展示会 

日時 平成 29 年 5 月 25 日(木)～26 日(金) 場所 北海道庁 1 階「道民ホール」(札幌市) 

主催 北海道内工業高等専門学校 担当者 中村 尚彦 

5 月 25 日（木）・26 日（金）に道庁の道政広報コーナーにて「北海道内工業高等専門学校のロボコン，地域連

携及び研究活動に関する展示」を行った。本展示では道内の 4 高専における革新的な研究の展示とともに，前年

度の高専ロボコン地区大会および全国大会に関して一般市民向けにポスター展示を行った。天候に恵まれたこと

や旧道庁舎「赤レンガ」前の広場にてイベントが行われていたこともあり通行人が多数外側からポスターを覗い

ていた。また，昼休みには道庁の職員が多数訪れていた。そういった方々を含め，約 200 名の来場者があった。 

 

道総研工業試験場成果発表会 

日時 平成 29 年 5 月 31 日(水) 場所 ホテル札幌ガーデンホテル(札幌市) 

主催 (独)北海道立総合研究機構工業試験場 担当者 近藤 司(成果物及びポスター提供) 

平成 29 年 5 月 31 日，ホテル札幌ガーデンパレスにて，道総研工業試験場主催の成果発表会が開催され，その連携

推進コーナーで，道内４高専の技術紹介の一つとして，参加した。発表内容は“橋など大型構造物が地震や老朽化によ

り倒壊する前に，部分の破壊リスクを検知するセンサ”に関するもので，ポスターと成果部を展示した。企業からの直

接の引き合いはなかったが，質問がいくつかあった。また，検討中とする企業も見受けられた。 
 

分野別発表の様子（HP より） 

発表した破壊検知センサ 
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北洋銀行ものづくりテクノフェア 

日時 平成 29 年 7 月 20 日(木) 場所 アクセスサッポロ(札幌市) 

主催 北洋銀行 担当者 山田 誠 

7 月 20 日（木） アクセス札幌で，北洋銀行ものづくりテクノフェアが行われた。本企画は，北海道のもの

づくり産業の振興をより一層推進するために開催されたもので，道内外の中小企業，大学高専，研究機関等から

220 団体の出展がありました。本校からは，藤原亮教員，宮武誠教員の共同研究テーマで，「SPH 法による流体

シミュレーション」に関してポスターおよび PC によるシミュレーションを展示した。また，高専関係では，高

専ロボコンで昨年度全国大会へ出場したロボットの展示も行われました。 
当日，道内外から，約 4,800 名の来場者があり，会場内では新たなビジネス展開につながる産業交流がおこわ

れ，商談も 1,000 件以上実施されるなど充実したマッチングや情報交換が行われました。一方，大学，高専等の

展示に関しましては，ビジネスとは一線を画した立場にあり，今後の参加方法など再考の必要があると感じまし

た。 

    
4 高専展示ブース             高専ロボコン展示ブース 

 

共同研究発掘フェア 

日時 平成 29 年 7 月 20 日(木) 場所 アクセスサッポロ(札幌市) 

主催 道内国立大学，北海道など 担当者 丸山珠美(発表者) 

平成 29年 7月 20日（日）アクセスサッポロレセプションホールにて，道内の国立大学，高専，道立総合研究機構が主
催する，「共同研究発掘フェア」が，北洋銀行と北大リサーチ&ビジネスパーク推進協議会の後援によって行われた。本
イベントのテーマは「IoT/AI 技術で切り拓の農業改革等への糸口」としており，ディープラーニング，画像処理，ビッグデ
ータ，ドローンなどの様々な技術を，農薬散布，サケマス回帰，除草作業などを目的に用いた研究が発表された。函館高

専からは生産システム工学科の丸山が，ワイヤレス電力伝送とメタサーフェスを応用し，電波の届かないところでモバイル

IoT を動作させる技術について報告を行った。本研究が実現すれば，災害時のがれき探索や，雪崩発生時に雪中探索
に大いに役立つ。発表後，外部資金獲得に向けた具体的な助言や質問を多数いただくことができ，参加は多いに役立

った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リフレクトアレーによる電波環境改善                      エネルギーハーベスト 

TX

RX

入射波

散乱波
（反射波）

ﾘﾌﾚｸﾄｱﾚｰ

(b) 屋外伝搬環境改善用
（対象：伝搬）

T. Maruyama, et. all. ACES Journal, vol. 
27, no.1, pp.28-41.Jan., 2012.



16 
 

活動報告 
 

函館高専メカニズムフェスティバル 

日時 平成 29 年 8 月 20 日(日) 場所 千代台公園陸上競技場(函館市) 

主催 函館工業高等専門学校 担当者 宮武 誠，山田 誠，浜 克己 

平成 29 年 8 月 20 日に千代台公園競技場で，函館市文化・スポーツ振興財団が主催する「財団フェスティバル」の

中で実施された．当日は晴天で野外イベントも含め，多くの家族連れで賑わった．本学は生産システム工学科，機械

コース，電気電子コース，情報コースからの出展を中心に，非常に多くの市民に来場いただき大盛況であった．本学

からは，ロボット研究会の本科 1 年目から 5 年目の学生を中心に参加していただき，展示物の説明に尽力した．この

場を借りて参加・協力いただいた学生諸君及び教職員の皆様には改めて感謝申し上げたい．また，本イベントでは，

幅広い年齢層が参加しており，本学の知名度を上げる良い機会になったことを申し添えたい． 
 

  

 

ものづくり広域連携フェア in 函館 

日時 平成 29 年 8 月 24 日(木) 場所 フォーポイントバイシェラトン函館(函館市) 

主催 函館市 担当者 山田 誠 

8 月 24 日（木）フォーポイントバイシェラトンで「ものづくり広域連携フェア in 函館」が開催されました。

このイベントは，昨年度より実施されており，本年度は新たに，平成２８年３月に開業した北海道新幹線によっ

て，都市間アクセスが格段に向上する首都圏や東北地域から先端技術を持つ企業が集結するとともに，函館の「も

のづくり力」を発信することで，新たなビジネスチャンスの獲得や産学官金のビジネスネットワークを形成し，

新製品の開発や新事業の創出を目指すことを目的としたものです。 
本校からは，テクノセンター所属の加工機，測定機で何をできるのかをテーマに，本校の実習の取り組み，実際の

加工物，測定結果，および，PC でのシミュレーションなどを展示いたしました。また，マッチング商談会も一件あ

り，本校の教育・研究の取り組みを紹介いたしました。今後，連携を強化するためには，いかに発信していくか検討

の機会でもありました。 

  
             展示パネル                 展示状況 
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HAKODATE アカデミックリンク 2017 

日時 平成 29 年 11 月 11 日(土) 場所 青年センター（函館市） 

主催 キャンパス・コンソーシアム函館 担当者 後藤 等 

平成 29 年 11 月 11 日(土)，函館市青年センターを会場として開催された HAKODATE アカデミックリンク 2017」
へ出展した。本イベントは，函館市内にある 8 つの大学・短大・高専が現在行っている様々な研究を発表する合同研

究発表会で，当日は弘前，青森の大学や函館市内，近郊の高校からの発表もあり，一般来場者は約 150 名，出展者及

び関係者も合わせると約 550 名が参加した。ブース部門では，54 の展示ブースが設けられ，ポスターパネルや机上展

示物を用いての発表が行われた。本校からは 5 チームが出展し，『チームねぎ』による「ネギ組織の有効活用」が見

事ブース部門で大賞を受賞した他，『チーム 5 軸』による「5 軸制御による形状加工」が同じくブース部門で優秀賞を

受賞した。また，ステージ部門では，8 チームがプレゼンテーションを行った。本校からは 1 チームが出展し，取り

組んできた研究の成果について発表を行った。 
 

 

ビジネス EXPO 

日時 平成 29 年 11 月 9 日(木)～10 日(金) 場所 アクセスサッポロ（札幌市） 

主催 北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会 担当者 松永 智子 

平成 29 年 11 月 9 日（木）・10 日（金），札幌市白石区にあるアクセス札幌にて，第 31 回ビジネス EXPO2017（北

海道 技術・ビジネス交流会）が「躍動，革新，北海道！」のテーマの下，開催された．当日はあいにくの天気だった

が，2 日間の来場者数は 20,850 名と，過去最大規模となった．道内の苫小牧，旭川，釧路の各高専と合同出展という

かたちで参加し，本校からは，「花酵母を活用した発酵商品開発モデル」として，日本酒「函館奉行・菜の花酵母使用」

をメインに展示した． 
このビジネス EXPO は，北海道経済の活性化や地域産業の振興のため，新たなビジネスチャンスの創出を目指した

北海道最大の展示会として位置づけられている．今年は特に，その成功のキーワードは労働人口の拡大にあるとの考

えから，「女性の社会参画」，そして「未来ある若者の道内企業への就職」に力を入れた企画が多く登場した．その中

のひとつ「ものづくりなでしこゾーン 2017」には，本校専攻科平成 27 年度卒業生の金澤智美さん（北海道曹達株式

会社，企画・管理本部企画部 市場開発室）が参加しており，社員の方々とともに，生き生きと活躍している姿が印象

的であった． 
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第 6 回 道内 4 高専と道総研工業試験場等の研究交流会 

日時 平成 29 年 11 月 21 日(火) 場所 旭川工業高等専門学校(旭川市) 

主催 旭川工業高等専門学校 担当者 山田 誠 

11 月 21 日（火）22 日（水）の 2 日間，旭川高専を会場として，「第 6 回 道内 4 高専と道総研工業試験場

等の研究交流会」が開催されました。このイベントは，道内４高専の地域共同テクノセンター等が企画する産

学官連携戦略展開事業の一環として行われているものです。第一日目は，13:30～17:00 で，1 件 12 分程度の研

究発表を 13 件実施し，その後，会場を北海道スカイテラス MINORI に移して，情報交換会が実施されました。

第二日目は，旭川高専の生産システム工学実験室，電気基礎実験室，計測制御実験室，物理化学第一実験室，X
線分析，および，室実習工場，などの施設見学が実施されました。 
本校からは，第一日目の研究発表に参加し，「5 軸制御形状加工」について下図に基づいた研究発表を行いま

した。13 件の発表があり，短時間でこなす必要から質疑応答の時間がなかったものの，多分野に渡る研究発表

は，興味深いものがありました。なお，研究発表会の模様は GI-NET で配信されております。 

 
       

 

PBL 教育及びキャリア支援教育等成果報告会・企業説明会(COC+事業) 

日時 平成 30 年 3 月 9 日(火) 場所 旭川工業高等専門学校(旭川市) 

主催 旭川工業高等専門学校 担当者 浜 克己 

高専についての認知度向上を図り，道内就職率の向上にも繋げていくことを目的に，各高専で実践している産業界

と連携した教育実践（専攻科生対象の PBL 教育及びキャリア支援教育等）の成果発表会を，COC+事業 1)における道

内４高専の連携した取り組みの一環として開催した．併せて，道内企業による説明会も実施した．本校からは学生 14
名が参加し，3 件の発表を行った． 

成果報告会には，各高専から計 11 件の発表があり，学生が PBL で得られた研究成果を企業の方々にも聴講いただ

いたことで，高専についての認識を高めてもらうことができた．また，企業説明会では，各地域の企業 7 社から自社

の概要や取り組み内容を説明いただき，道内で働くことの意義や意識づけとともに，学生の地域企業理解を深めるこ

とができた．参加企業と概要は以下の通りである。 

参加企業  株式会社檜山鐵工所，株式会社ＡＳＣｅ，株式会社つうけん，北海道電気技術サービス(株)， 

北海道警察，株式会社エスイーシー，株式会社メデック 

概要 【1 日目】成果報告会  １グループ約１５分（発表１０分，質疑応答５分） 発表件数 11 件 

   【2 日目】企業説明会  １社約１５分（説明１０分，質疑応答５分） 参加企業 7 社 

※企業担当者による会社概要等の説明及び質疑応答（会社概要，求められる職業観・勤労観等） 

  

 
 
 
 
 
 
 

       【PBL 等成果報告会】               【企業説明会】 
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