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『授業関連の対応状況について』 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から，今年度は 5 月から遠隔授業を行いまし

た。7 月 6 日から１ヶ月はスクーリングとして学年ごとに異なる３日間登校して授業を行

い，夏休み明けからの本格的対面授業での感染拡大防止対策について検討しました。 

後期の授業はマスクの着用，一定時間ごとの換気，全教室への除菌用アルコール設置，

さらに複数クラス同時開講の授業では，教室内定員の削減，分散教室などで対応していま

す。また，遠隔授業期間では実施が困難であった前期の実験・実習科目の多くは後期開設

にスライドしました。学校の PC 教室では机間のパーティション設置，キーボードやマウ

スには利用者がラップを巻き使用後には廃棄，実験実習はグループワークや装置・機器の

共有などを伴うことが多いので，装置機器使用後のアルコール消毒などの対策をとってい

ます。 

前期はほとんどが遠隔授業の中での期末試験でした。試験結果から遠隔授業理解度を検

証するための分析を行いました。１年生では例年に比べ平均点が変わらない，または，上

がっている科目がほとんどでしたが，いくつかの科目では例年より成績が心配な学生が増

えている科目もありました。こうした情報は校内で共有し，学習サポートや理解度が影響

する翌年以降の科目では復習から授業を始めるなどの対策をとります。 

さらに，次年度の２年生は，数学に関して理解度別の授業を導入するために調整を進め

ています。次年度以降も残すべき教育手法も分析しています。たとえば，動画教材などを

補助的に用いる授業の多くは，学生の理解度も高くなっているようです。 

私たちは「コロナ禍を言い訳にしない学び」が大切と考えています。この半年間の学習

理解度等への悪影響を，後半の半年で解消するのは困難でしょう。各学科，教務委員会，

学習支援室が一体となり，たとえば１年生においてはその卒業までの残り４年間を区切り

として半年の影響を解消するためのカリキュラム設計が必要と考え，各学科での検討を進

めます。 

現在，感染拡大の第３波がきています。しかしながら，我々は学びを止めず，教育の質

を落とさない方法の検討を今後とも進めていく所存です。 

副校長（教務主事） 小林 淳哉 
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『学生会行事・課外活動等の対応状況について』 

１．学生会行事 

 新入生歓迎会・体育祭・専体協地区大会・専体協全国大会はすべて中止になりました。学

生総会は，遠隔授業中は実施できず，後期授業開始直後の 10 月 2 日に実施しました。ただ

し，例年のように 1,000 人を第二体育館に集める形態ではなく，Teams を用いて，学生会

事務局が第一講義室から，1年生～5年生の 25クラス教室にライブ配信をする形で開催し，

「前期の行事ができなかったことから，学生から徴収する学生会費 6,600 円を 4,000 円に減

額し，予算編成を行う」という学生会事務局の提案が承認されました。 

 今年度は，高専祭も 3 密を避けるために中止となりました。その代替イベントとして，9

月からスポーツ（バレーボール，ドッチボール），e-sports，カラオケなどが企画され，11 月

13 日の実施に向け，準備を進めておりました。しかし，10 月中盤以降，道内の罹患者数が

急増し，加えて，本校の暖房通気システム工事により，暖房のない体育館や第一講義室での

行事は安全性が保てないという理由から，花火のみ実施しました。当日は，午後に一時暴風

雨となり，悪天候下でのテント張りや音響準備に，学生会事務局は苦戦しておりました。し

かし，4 時過ぎには雨風も止み，ベストのコン

ディション下で花火の観覧機会を学生の皆さ

んに提供できました。また，この模様は学生会

事務局により視聴者限定で YouTubeライブ配

信されました。 

 残すところ，学生会行事は，新年度の学生会

役員選挙（12 月 18 日）と，学年末スポーツ大

会（2 月 25 日）の二つになりました。学生会

役員選挙は学生総会と同様に遠隔で実施します。学年末スポーツ大会は，3 密対策を踏まえ，

学生全員がいい汗を流し笑顔で今年度を締めくくれる行事にしてもらえたらと願っていま

す。 

２．課外活動 

 国と北海道が不要不急の外出を制限する中，函館高専では 8月 17 日の対面授業開始まで，

課外活動が全面禁止になり，クラブ・愛好会は各種大会出場を自粛しました。一方，函館高

専の課外活動をよく知らない新入生のために，学生会事務局の呼びかけで，50 以上のクラ

ブ・愛好会が 1 分間の紹介動画を作成し，Teams で公開しました。 

 8 月 17 日からは，対面授業と同時に課外活動も解禁となりました。ただし，不要な 3 密

を避けるため，昼休みや休憩中のクラブ活動勧誘行為は当面禁止とし，1 年生がそれぞれの

活動場所で見学することを奨励していますが，1 年生が参加した活動も徐々に見受けられて

います。 

対外試合や大会には，運営母体が定めるガイドラインを遵守することで，出場を許可して

います。高専の 4 大コンテストは遠隔開催となりました。中止となった専体協種目の中に

は，代替大会を催すものもありますが，感染状況が深刻化する場合には参加中止も視野に入

れて，参加する団体はそれぞれ準備を進めています。 

学生主事 奥崎 真理子 
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『寮生活における対応状況について』 

春潮寮では，可能な限りの感染症対策を講じています。 

例えば， 

・食堂のレイアウト変更（座席数減），給食配膳方式の変更 

（バイキング形式から個別盛に） 

・食堂，風呂，点呼を分散（時間差）方式とする 

・手洗いや手指消毒の励行（各棟各階へのアルコール消毒液の設置） 

・朝晩の検温と定期的な居室の換気 

・洗濯機や補食室などの共有部分の消毒 

・大声での会話や挨拶の禁止 

・体調不良時には学校保健室や保健所との連携 

などを実施しております。このように，生活面で寮生の皆さんにはご不便をおかけしていま

すが，寮生の皆さんのご協力のもと，夏休み明けの開寮から現在に至るまで春潮寮を運営す

ることができております。近頃，函館市でも新型コロナウイルスの感染者が増えていること

を受け，これからも寮生の皆さんには感染対策を徹底していただくとともに寮務委員会，寮

務係一同，寮生の皆さんが快適に寮生活を送っていただけるよう全面的にサポートしてい

きます。 

新型コロナウイルスの影響で様々な寮行事をやむを得ず中止としてきましたが，以下の

行事については可能な限りの感染症対策を講じて実施することができました。 

保護者役員会の書面審議 

令和 2 年度第 1 回春潮寮保護者会役員会を書面審議により行いました。令和 2 年度春潮

寮保護者会会務，令和元年度春潮寮保護者会会計収支決算，令和２年度春潮寮保護者会会計

収支予算などについて審議されました。 

寮生会定期総会の遠隔開催 

令和 2 年 10 月 29 日（木），本校第１講義室と 1 年 HR 教室において寮生会定期総会及び

全寮集会が行われました。今年度の寮生会定期総会は新型コロナウイルスの感染対策とし

て，Teams を利用し，第 1 講義室と 1 年 HR 教室に寮生を分散するような形で行われまし

た。寮生会定期総会に先立ち，食堂運営業者 LEOC 様による質疑応答が行われ，寮生の皆

さんからたくさんの質問がありました。今回の寮生会定期総会では，寮生会会計監査報告，

令和元年度寮生会会計決算報告，令和 2 年度寮生会会計予算の案についての話し合いが行

われました。Teams を利用しての分散開催となり，例年に比べて，やりづらさはありまし

たが，寮生会役員の皆さんの万全な事前準備のもと，無事に終了することができました。 

簡易防災訓練の実施 

令和 2 年 11 月 6 日（木），簡易防災訓練が行われました。今年度の防災訓練は新型コロ

ナウイルスの感染対策として，避難は３密を避けるために棟・階ごとに順番に行いました。

16 時 30 分から行ったことにより，外に避難した寮生の皆さんはとても寒そうな様子でし

た。今年度の防災訓練は，準備期間があまりありませんでしたが，防災委員長を中心に防災

委員のメンバーが協力して頑張ってくれました。訓練は，大きな混乱もなく，落ち着いて寮

生の皆さんが行動してくれたおかげで，無事に終了することができました。 

寮務主事 三島 裕樹 3



 

 

  

10 月 17 日（土），18 日（日）の２日間，中学生・保

護者様向けにオープンキャンパスを開催しました。今

年は新型コロナウィルス感染症対応のため，予定した

中学生向けの広報イベントはすべて中止しておりまし

たが，９月 26 日（土）のガールズ・オープンキャンパ

スに引き続き，万全の感染症対策を施したうえでの実

施としました。この日程は，本来であれば高専祭が予定

されていた日程です。 

今回は参加者の人数をコントロールし密集を回避す

るために，午前の部，午後の部の 2 回に分け，これを 2

日間，合計４回のオープンキャンパスを同様の内容で

実施するという形としました。各回の参加者の定員は，

中学生と保護者等を合わせて 100 名としました。参加

の申し込みは，本校ホームページからオンラインで行

っていただきましたが，受付を開始すると多くのみな

さまからお申し込みをいただき，各回ともすぐに定員

に達する状況でした。 

今回のオープンキャンパスは，基本的に参加者に自

由に見学していただく形としました。生産システム工

学科，物質環境工学科，社会基盤工学科それぞれの展

示，体験コーナーでは，本校の学生たちが工夫を凝らし

た内容で興味深い実験などを披露してくれました。参加した中学生たちはみな興味津々の

様子で，すべての展示を見るには時間が足りなかったかもしれません。このほか，メイン会

場となる第 1 講義室では学校説明会を開催し，多くの方にご参加をいただきました。また，

何でも相談コーナーには希望者が途切れなく訪れ，入学者選抜のしくみのこと，函館高専で

の勉強や部活のこと，卒業後の進路のことなどを熱心に相談する様子が見られました。ガイ

ドツアーは広報委員長が担当し，集まっていただいた方々に函館高専の紹介をしながら校

内を巡り見ていただきました。中でもガイドツアー限定，教員室など一般公開していない区

域の見学は好評だったようです。２時間のオープンキャンパス終了後には春潮寮の見学も

行い，こちらにも多くのみなさまにご参加いただきました。 

オープンキャンパスは制約された条件の中での開催でしたが，多くのみなさまに函館高

専の魅力を伝えることができたと思います。帰り際，お母様といらしていた女子中学生とお

話をさせていただきましたが，「楽しくてテンション上がりました！勉強頑張ります！」と

嬉しそうにしていたのがとても印象的でした。 

『オープンキャンパスを開催しました』 

広報委員長  澤村 秀治 

学科展示の様子 
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令和２年９月 26 日（土），女子中学生とご家族を対

象とした「ガールズオープンキャンパス 2020」を開

催しました。 

中学生にとって，人生を左右するかもしれない大事

な進路選択ですが，特に女子中学生においては，「高

専って何？」「女子っているの？」など，本校のこと

を知らず，進学先として挙がらないことも多いようで

す。 

それならば，「本校に来てもらって，女子学生がイキ

イキと過ごしている姿や高専の魅力を知ってもらお

う！」と企画されたのが，「ガールズオープンキャン

パス」です。 

当初は３密を避けるため，午前の部のみ限定 50 名

で募集しましたが，予想を上回る申し込みをいただい

たため，急きょ，午後の部も開催することになりまし

た。 

当日は，午前・午後合わせて 91 名の方々にご参加

いただき，全体説明のあと，Taquet 先生による「遠

隔授業(英語)」体験，女子学生ガイドによる「キャン

パスツアー」，女子学生が講師を務める「科学実験コ

ーナー」，軽食を交えたトークイベント「ランチ＆ト

ーク(午前)」「アフタヌーンティ＆トーク(午後)」，希

望者への「女子寮の見学」，という流れで函館高専の

魅力をお伝えしました。 

開催後のアンケートには，「とても楽しかったです。」「実際に体験したり，学生さんの生

の意見が聞けたりして，より一層興味がわきました。」 「女子学生スタッフの皆さんがとて

も活躍されてキラキラしていて子供のモチベーションアップにつながりました。」などのメ

ッセージが寄せられました。 

今回が初開催となった「ガールズオープンキャンパス」ですが，事前準備からイベント当

日，後片付けまで，学生スタッフと教職員スタッフが試行錯誤しながら，協力しあい作り上

げました。この「人と人とのつながり」も，函館高専の魅力の一つです。きっと，参加者の

方々にも十分感じていただけたことでしょう。イベント開催にあたり，ご協力いただきまし

た全ての皆さまに，心よりお礼申し上げます。 

『ガールズオープンキャンパスを開催しました』 

女子学生サポート室長 山本 けい子 

当日の様子 
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公益財団法人日産財団・第３回リカジョ賞※１

において，函館高専・理系女子実験隊が「グラ

ンプリ」を受賞しました。リカジョ賞は，女子

児童・生徒の理系分野への興味・関心が深まっ

たと評価できる取り組みに対して表彰される

ものです。 

女子学生サポート室が活動支援を行う「理系

女子実験隊※２」は，本校の女子学生で構成され，

地域の小中学生向けに，出前講座や入試イベン

トなどで「体験型講座」を開催しています。高

専で習得した知識や技術を生かした講座を企

画し，実験を丁寧にサポートしながら，小中学生に科学のおもしろさや楽しさを伝えていま

す。  

受賞に先立ち，令和２年９月 17 日（木）にオンライン開催された第８回理科教育賞贈呈

式において，第３回リカジョ賞グランプリ候補者成果発表会が行われ，女子学生サポート室

の松永智子先生と理系女子実験隊の５年物質環境工学科三好舞実さんが「高専女子のリカ

ジョ力を地域に還元〜理工系女子学生が活躍できる持続可能なキャリア教育を目指す〜」

というタイトルで成果発表を行いました。理系女子実験隊の４年物質環境工学科の黒谷梨

円さんがサポートする中，三好さんは体験型講座の内容を紹介し，松永先生は持続可能なキ

ャリア教育の仕組みについて発表しました。  

リカジョ賞「グランプリ」は，これまで体験型講座に参加してくれた小中学生や地域の方，

実験隊 OG，活動に関わってくださった方々のおかげで得ることができました。紙面をお借

りして心よりお礼申し上げます。また，このような機会を与えてくださった日産財団の皆さ

まにも感謝申し上げます。 

これからも理系女子実験隊は，「グランプリ」にふさわしい取り組みを継続してまいりま

すので，ご支援いただければ幸いです。  

※１以下のリンクから確認いただけます。 

https://www.nissan-zaidan.or.jp/programs/rikajo/

※２日本は，OECD 加盟国と比べて，理工系分野の女性比率が低く，女性技術者のすそ野

を広げるためには，理工系女子学生を増やす必要があります。本校においても，女子

学生の比率向上に向けて様々な取り組みを展開していますが，女子学生サポート室が

支援する理系女子実験隊もその一つです。女子学生が理工系女子のロールモデルとし

て活躍する姿や自身の成長ストーリーを地域に発信することで，女子小中学生の理工

系進路選択につなげています。 

『（公財）日産財団・第３回リカジョ賞「グランプリ」を受賞しました』 

女子学生サポート室長 山本 けい子 

発表後の松永智子准教授（左）と 

５年物質環境工学科の三好舞実さん（右）， 

４年物質環境工学科の黒谷梨円さん（中央） 
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令和２年 11 月８日(日)にオンラインにてアイデア対決・全国高等専門学校ロボットコン

テスト 2020 北海道地区大会開催され,道内２高専６チームが参加し, 本校からは高学年中

心の A チームと低学年中心の B チームが出場しました。 

  今年の競技課題は２分という時間の中でほぼ自由にロボットの演技を行い，その得点を

競うという「だれかをハッピーにするロボットを作ってキラリ輝くパフォーマンスを自慢

しちゃおうコンテスト」略して「はぴ☆ロボ自慢」でした。 

函館高専 A チームは”試合時間２分内で作れるロボットを実際に本番でつくる”，B チー

ムは”試合の 100 日前からパフォーマンスを始め，地域を巻き込んだいか踊りと観光巡り”

をそれぞれ行いました。ともに『今回しかできない斬新なアイデアとパフォーマンス』に拘

った結果です。 

試合は A チーム，B チームともに予選を突破し決勝戦へ進み，最優秀賞とはなりません

でしたが，B チームが推薦チームに選ばれ，2 年ぶりの全国大会出場を決めました。試合後，

A チームがアイデア賞と安川電機特別賞，B チームが本田技研工業特別賞を受賞しました。

なお，北海道地区大会の模様は，ロボコン公式 YouTube チャンネルのページで公開されて

おりますので宜しければご覧ください。そして，11 月 29 日(日)の全国大会に駒を進めた B

チームは，パフォーマンスを“イカ”んなく発揮できましたが，予選突破とはなりませんでし

た。この全国大会の様子もロボコン公式 YouTube チャンネルのページで公開されておりま

す。 

今年は例年とは異なり２か月遅れてのルール発表，ロボコン史上初めてのオンライン開

催となり，当初はコロナ禍で遠隔授業やら外出自粛など何かと学生の負担が多く，彼らのモ

チベーションがかなり低く出場すら危うい状態でした。それを毎日夜に遠隔でアイデア出

しのミーティングを行って盛り上げ，何とか学生たちの負担が少なく且つ今回しかできな

い面白いアイデアを２つ出すことができました。 

今年は全国大会には出場できましたが反省する点も多く，第一に，【アイデアに特化しす

ぎてしまった】と感じました。学生の負担を減らすため機械加工をほぼ無くしながらもロボ

コンらしさを出したつもりでしたが，他高専はみんな例年のようなロボットを製作してお

り，ロボットの出来としては低く見えてしまったのが非常に残念でした。 

第二に，オンライン開催のためパフォーマンスの演出も自分たちで考え行いましたが，

【自分たちのやりたいことと審査員が見たいところのズレがあった】ことでした。審査員は

凄いロボットを見に来ているので，ロボットを中心とした演出，パフォーマンスにする必要

がありましたが，我々はロボットを含んだ全体をパフォーマンスとして考え見せていまし

た。その考え方の違いは多くの賛同を得られるものではありませんでした。さらに複雑なの

は『ロボットの凄さ』を口で言って説明するのではなく，見た瞬間『凄い！』と思わせる必

要があったということです。これらは今後のロボコンにも活かせますので胸に刻んでおき

たいと思います。  

『高専ロボコン 2020オンライン大会を終えて』 

ロボット研究会顧問  鈴木 学
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～全国大会 ロボット調整の様子～ 

さて，既に来年度の大会に向けてロボット研究会の活動は始まっていますが，昨年度にた

どり着いた，『７月までに試作機を完成できれば，北海道大会で優勝できる』という考えは

変わっていません。そのため，これからの冬の間は【どうやって早く作るか】，【期日までに

完成させるために何をしなければいけないのか】，そして，【モチベーションをどうやって維

持するか】等の課題の解決と低学年のスキルアップに重点を置いて，指導していければと思

います。 

地区大会，全国大会ともに本番で部員たちは期待

以上のパフォーマンスをしてくれました。このコロ

ナ禍で例年と同じように課題にぶつかり解決し，楽

しんでロボコンに参加できたのではないかと思いま

す。敗因は監督である私の詰めの甘さと認識不足で

す。いろいろと勉強になった一年でした。この悔しさ

をバネに，函館開催となる来年度の地区大会で今度

こそ優勝して全国大会に出場できるよう，部員共々

頑張っていきたいと思います。 

最後になりましたが，日頃よりロボット研究会をご支援くださっている多くの皆様，当日

応援してくださった皆様，心より御礼申し上げます。 

～全国大会 集合写真～ 
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学生会事務局副会長，花火実施責任者の佐々木琉生です。 

今回の代替行事での花火打ち上げには様々なハードルがありました。学生総会が延期と

なり予算が確定しない中での業者との打ち合わせや，そもそもこの情勢で行事が開催でき

るのかなど，例年に無い状況でした。学生会としては 6 月頃から e-sports をはじめ三密を

避けつつオンライン開催が可能なイベントを模索していました。授業がオンラインで行わ

れているので登校することができず事務局員が集まっての打ち合わせもできず準備は難航

しました。そして準備も大詰めの段階に入った行事１週間前，函館市でのコロナが再流行，

校内暖房設備が不十分であることを踏まえ，花火以外は中止との連絡を受けました。花火に

関しても生配信を行うようにと指示があり，急遽機材の手配等を行いました。生配信のリハ

ーサルも行い迎えた当日，強風と雨に見舞われ打ち上げ中止の可能性も出てきました。度々

吹く風により飛びそうになるテントを濡れながらもみんなで支えていました。しかし，16

時頃になると降っていた雨や強風は嘘だったかのように止みます。急ピッチで準備を行い，

無事に打ち上げ及び生配信が成功しました。想定していたよりも多くの学生が直接見に来

てくれていました。生配信も約 80 人が視聴，アーカイブの再生回数は 500 回近くとなって

おり，たくさんの学生や関係者の方が見てくれていてとても嬉しい限りです。また，近隣住

民のお子さんから感謝の手紙をいただくなど，本校関係者のみならず多くの方々に見てい

ただくことができました。 

私はこの行事をもって学生会事務局から引退となります。学生会活動に協力してくださ

った全学生の皆さん，教職員の皆さん，本当にありがとうございました。今後の学生会活動

にもご協力いただけますと幸いです。 

 

『高専祭代替イベント（花火の打ち上げ）を開催しました』 

学生会事務局副会長 佐々木 琉生 
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①薬物・喫煙に関する講習会（対象：３年生） 

学生委員会が主催する標記の講習会を，３年生を対象として令和２年６月に実施しまし

た。コロナにより休校となっていた時期であったため，各クラス毎にオンラインでの開催と

しました。配信したビデオは以下の２本です。 

Ⅰ｢徳光・木佐の知りたいニッポン！～誤解が後悔を招く 薬物乱用の落とし穴｣ 

Ⅱ｢たばこの煙の恐ろしさ 吸ってる人にも吸わない人にも知ってもらいたいこと｣ 

(内閣府大臣官房政府広報室が公開する政府インターネットテレビより。) 

 動画の視聴後，理解度チェック(これもオンライン)を行い，視聴した学生(183 名)のほぼ

全員が正しく理解し，麻薬・喫煙は健康に極めて深刻な害を与えること，自分だけでなく周

りの人へも多大な影響を与えることを学びました。 

社会基盤工学科 教授 平沢 秀之 

 

②思春期についての講演会（対象：１年生） 

今年度はコロナウイルス感染拡大防止対策により，例年行っているような 1 年生全員が

一堂に会しての対面式での講演会が開催できないということで，クラスごとに思春期に関

する DVD の視聴という形式で実施しました。1 年生にとっては，心身共にどんどん大人へ

と変わっていく時期であることから大変有意義な企画であり，視聴した DVD の内容につ

いても興味深いものであったと考えております。来年度は，是非とも従来の形式で講演会が

開催できることを期待したいと思います。 

第１学年主任 一般系 教授 清野 國安 

 

③ネットに潜む危険性に関する講演会（対象：１年生） 

令和２年７月 15 日に，１年生に向けて，安心して便利にインターネットを利用するため

の留意事項に関する講演を行いました。講演の担当者（小山）は，函館高専でネットワーク

管理室長を担当しており，学生や教職員のネットワーク利用に関する管理や指導をしてお

ります。本講演では，インターネットが普段からよく使われている現代において，どのよう

な危険性があるのか，問題を起こさないためにはどのような使い方を心がけるべきか，など

について説明しました。 

当日はオンライン授業日だったので，講演は Microsoft Teams のビデオ会議で実施しま

した。使いなれているようで，特に支障なく１年生全員が聴講できたようです。 

生産システム工学科（情報コース） 准教授 小山 慎哉 

  

『各種講演会・講習会の実施状況について』 
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～講演会の様子～ 

④二輪実技講習会 

令和２年 9 月 11 日（金），函館自動車学校において「二輪車実技講習会」が開催されま

した。当日は小雨が降る天候でしたが，２名の学生が参加しました。はじめに，二輪車の構

造上の特性や運転する際の注意点に関して，DVD を観て学習しました。引き続きコースで

の実技講習が行われました。教官の指導の下でコース走行からクランクカーブ，坂道発進，

スラローム走行など，二輪車の運転に欠かすことのできない基本走行を行いました。2 名と

も非常に熱心に取り組んでおり，大変ためになる講習会だったと感じました。 

物質環境工学科 教授 伊藤 穂高 

 

⑤秋季安全運転講習会 

令和２年９月 23 日（水）に秋季安全運転講習会を実

施しました。本講習会は，自動車等の構内乗入れ許可学

生や今後乗入れを検討している学生を対象に，安全運転

について学ぶことを目的としています。 

講師には，函館方面本部函館中央警察署交通第一課企

画・規制係主任の本多祐樹様にお越しいただき，「ドラ 

イブレコーダーから見る事故の危険について」という演題で講演をいただきました。動画に

よる過去の事故事例の紹介とともに，予測運転や他の車に配慮した運転を心掛けることの

大切さなどを広くお話いただき，参加者一同，改めて安全について確認をする機会となりま

した。 

生産システム工学科（機械コース） 教授 浜 克己 
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 研究の紹介でもしょうかい。今年度，我が橋梁研究室には，専攻科生２名と本科生２名の計４

名の精鋭が配属になった。それぞれの名前と研究テーマは，増田くん(専攻科２年生)：｢小型車専

用立体交差への木橋の適用と渋滞緩和に関する研究｣，関本くん(専攻科１年生)：｢災害復旧用木

製ハウトラス橋の設計と製作｣，関口くん(５年生)：｢組み立てが容易な木製ハウトラス橋の人力

架設実験｣，村木くん(５年生)：｢ツーバイエイト材を利用した緊急仮設橋の載荷実験｣となってい

て，どれも木材で橋をつくる研究だ。木材は再生可能な循環型材料であり，伐採するまでの生長

過程で二酸化炭素を大量に吸収するスグレモノだ。木材をたくさん使うためには森林を人工的に

育成する必要がある。森林を健全に育成することは，二酸化炭素吸収量を増やすことになり，地

球温暖化防止になる。橋などの土木構造物にはもっと木材を利用すべきなのだ。 

 そこで，増田くんは都市部の交通量の多い交差点を立体交差とし，その高架橋に木材を利用し

ようという研究を行っている。地球環境にも良く，且つ渋滞も緩和できると言う欲張りな研究な

のだ。試設計を行った結果，図－１のような断面構成となった。４本の橋げたに使用するのはカ

ラマツ集成材で強度も十分だ。ただし，橋の上を通行できるのは小型車(設計荷重＝30[kN])に限

定している。それでも交通量シミュレーションにより渋滞が大幅に改善できる結果となった。こ

の成果を出すために，隣の研究室にも手伝ってもらって，函館市内の交差点で交通量調査もやっ

たのだ。 

 次に紹介するのが，村木くんが行っている木製ワーレントラス橋(全長10[m])の載荷実験だ。橋

にひずみゲージとレーザー変位計(150万円もする！)を取り付け，重りを載せて測定する。重りと

言ってもちょっと載せたぐらいではビクともしない頑丈な橋なので，1個20[kgf]の鉄の塊を25個

用意し，更に研究室内から鋼材をかき集めて合計680[kgf]として橋の上に載せた。その時の状況

が写真－1だ。これだけの荷重を載荷しても，橋のたわみはたったの0.8[mm]だったから，とてつ

もない剛性なのだ。この橋は災害復旧用として開発したもので，２by８材と呼ばれる入手しやす

い流通材を使用し，災害時に人力で素早く組み立てることができる。実験では，学生たちは重り

を上げたり下げたりでヘロヘロだった。 

 もう一つ紹介するのが，災害復旧用木製トラス橋の第2弾で，架設時間を短縮させるためあらか

じめ縦1.95[m]，横1.65[m]のトラスパネルを作っておき，災害現場でパネル同士をつなぎ合わせ

る工法の橋である。こちらもスパナさえあれば人力で橋を完成させることができる。設計・製作

および架設実験を関本くんと関口くんが共同で担当した。製作に際しては，インパクトドライバ

ー，卓上ボール盤，ラジアルボール盤，ジグソー，バンドソーなどの工具を使いこなして職人技

も磨いた。木材の接合には，木ねじ750本，ボルト720本を使用した。写真－2は橋を廊下で架設し

ている様子を示したもの，写真－３は完成時の状態を示したものだ。作業人員は６名で，約５時

間半で完成した。全長はトラスパネル６個分の9.9[m]で，なかなかの迫力だ。 

 今年度はコロナのため年度前半は休校となり研究が遅れ気味であった。次年度以降はコロナに

めげずに更に木橋研究を進展させ，実用化へ向けて実験・解析を継続する予定だ。 

  

【研究紹介】『木材で橋をつくる』 

社会基盤工学科 教授 平沢 秀之 
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図-１ 集成材桁橋断面図 

写真-１ 2by8 材トラス橋載荷実験 

写真-２ トラスパネルの連結 写真-３ ハウトラス橋の完成 
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函館高専地域連携協力会から 

URL  https://hakodate-ct-cooperative.jp/ 

QR コード 
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