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地域共同テクノセンター組織の概要

① 民間企業等との共同研究・受託研究の推進。

② 民間企業等からの技術相談の受付、対応。

③ 地域企業従事者向けの公開講座の開催。

④ 学内のシーズを公開、提供。

⑤ NNS（なかネットワークシステム）に参画し、地域産業活性化のための産学官連携事業を推進する。

地域共同テクノセンターは、地域企業と茨城工業高等専門学校との連携をより一層強化する目的で平成13年６月
に設立され、以下の活動を行っています。

茨城高専

技術相談
共同研究
受託研究

機械システム工学科
電子制御工学科
電気電子システム工学科
電子情報工学科
物質工学科
人文科学科
自然科学科

地域共同
テクノセンター

（なかネットワークシステム）

地域社会･企業
産業及び雇用

の創生･育成

茨城大学
筑波大学

（独)日本原子力研究開発機構
（独）産業技術総合研究所

NNS

ひたちなか市役所
ひたちなか商工会議所

（株)ひたちなかテクノセンター
NPO(なかなかワーク)

県商工労働部
県中小企業振興公社
県工業技術センター

日立地区産業支援センター
つくば研究支援センター

支援組織

地域共同テクノセンターと
地域産業界との連携組織図

コーディネーター
＜シーズ･ニーズの橋渡し＞

企業のニーズ紹介

技術シーズ公開

茨城高専
地域協働サポートセンター
地元の企業、経済団体、自治体、茨城高専及

び茨城高専卒業生それぞれが主体的に協

力し合うことのできるネットワークを

作り、一丸となって協働し、将来の

地域の活性化を実現するため

に平成26年９月に設立

共同研究申し込み

共同研究承諾書

共同研究契約締結

研究費納付

（研究者派遣）

研究成果報告

共同研究完了通知書茨城高専 民間企業等

茨城高専 民間企業等

受託研究申し込み

受入決定通知書

受託研究契約締結

研究費納付

研究成果報告書
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① 民間企業等との共同研究・受託研究の推進。

② 民間企業等からの技術相談の受付、対応。

③ 地域企業従事者向けの公開講座の開催。

④ 学内のシーズを公開、提供。

⑤ NNS（なかネットワークシステム）に参画し、地域産業活性化のための産学官連携事業を推進する。

地域共同テクノセンターは、地域企業と茨城工業高等専門学校との連携をより一層強化する目的で平成13年６月
に設立され、以下の活動を行っています。

茨城高専

技術相談
共同研究
受託研究

機械システム工学科
電子制御工学科
電気電子システム工学科
電子情報工学科
物質工学科
人文科学科
自然科学科

地域共同
テクノセンター

（なかネットワークシステム）

地域社会･企業
産業及び雇用

の創生･育成

茨城大学
筑波大学

（独)日本原子力研究開発機構
（独）産業技術総合研究所

NNS

ひたちなか市役所
ひたちなか商工会議所

（株)ひたちなかテクノセンター
NPO(なかなかワーク)

県商工労働部
県中小企業振興公社
県工業技術センター

日立地区産業支援センター
つくば研究支援センター

支援組織

地域共同テクノセンターと
地域産業界との連携組織図

コーディネーター
＜シーズ･ニーズの橋渡し＞

企業のニーズ紹介

技術シーズ公開

茨城高専
地域協働サポートセンター
地元の企業、経済団体、自治体、茨城高専及

び茨城高専卒業生それぞれが主体的に協

力し合うことのできるネットワークを

作り、一丸となって協働し、将来の

地域の活性化を実現するため

に平成26年９月に設立

研究制度等の案内

共 同 研 究
　民間企業等から研究者、共同研究費を受け入れ、茨城高専の施設で教員と共同で研究を実施する制度です。
それぞれの施設で並行して研究を行うことも可能です。

共同研究申し込み

共同研究承諾書

共同研究契約締結

研究費納付

（研究者派遣）

研究成果報告

共同研究完了通知書茨城高専 民間企業等

※なお、共同研究、受託研究については、間接経費をいただいておりますのでご了承下さい。原則として共同研究の間接経費は、
直接経費の 10％に相当する額、受託研究の間接経費は、直接経費の 30％に相当する額となっております。

受託研究
　民間企業等からの委託を受けた研究課題を茨城高専の教員が研究し、その結果を委託者に報告いたします。
必要経費については委託者の負担となります。

茨城高専 民間企業等

受託研究申し込み

受入決定通知書

受託研究契約締結

研究費納付

研究成果報告書
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研究制度等の案内

寄  附  金
　学術研究や教育の充実を目的として、民間企業等や個人の方から寄附金を受け入れています。

茨城高専 民間企業等

寄附金申し込み

寄附金受入通知書

寄附金の納付

　茨城高専地域共同テクノセンターのホームページでは、共同研究、受託研究、寄附金、技術相談の各種様式及
び各制度の詳細や契約書のひな型をダウンロードすることができます。また、各教員の研究内容やシーズについ
てもテクノセンターホームページからご覧になることができます。

技術相談
　本校には広い分野にわたって多数の専門家が在籍しており、難問や疑問等の技術相談を受け付けています。
ご相談は初回無料で、ご相談者やその内容は秘密扱いですのでお気軽にご相談ください。

茨城高専 民間企業等

技術相談申込

担当教員の人選、連絡

技術相談の実施

（２回目以降の技術相談申込）

（技術相談料の納付）

茨城高専地域共同テクノセンターホームページ
http://www.ibaraki-ct.ac.jp/techno/
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茨城高専 民間企業等

寄附金申し込み

寄附金受入通知書

寄附金の納付

茨城高専 民間企業等

技術相談申込

担当教員の人選、連絡

技術相談の実施

（２回目以降の技術相談申込）

（技術相談料の納付）

税制上の優遇措置について

特別試験研究に係る税額控除制度

　特別試験研究税額控除制度の適用により、共同研究及び受託

研究のために企業が負担した試験研究費の一部が研究実施期間

の法人税の額から控除されます。制度の詳細につきましては国

税庁のホームページをご覧ください。

寄附金控除

・個人からのご寄附
　茨城高専への寄附金は、特定公益増進法人に対する寄附金として所得控除が受けられます。

［所得税法第７８条第２項第２号］また、平成２０年度の税制改正により自治体の条例で指定

した寄附金が個人住民税（都道府県民税及び市町村民税）の控除対象となり、翌年の個人住民

税が控除されることになりました。お近くの税務署で確定申告を行うと，所得税と個人住民税

の両方の控除を受けることが出来ます。

※それぞれの都道府県・市区町村により取り扱いが異なりますので、お住まいの都道府県・市

区町村にお問い合わせください。

・法人からのご寄附
　寄附金の全額を損金に算入することができます。（寄附額が当該事業年度に係る損金算入限

度額を超える場合には，当該損金算入限度額に相当する金額）〔法人税法第３７条３項第２号〕

〒 312 － 8508

茨城県ひたちなか市中根 866

茨城工業高等専門学校総務課研究協力・地域連携係

TEL  029-271-2952　　FAX 029-271-2813

E-mail　rjtc@ibaraki-ct.ac.jp

研究制度等のお申し込み・お問い合わせ先
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教員紹介

【茨城工業高等専門学校　電気電子システム工学科】

教授　若松　孝 氏

「タンパク質を凝集し結晶化させる」
～結晶を素早く作る、結晶に至る過程がわかる～

タンパク質は生命の源、その結晶は、医薬品や機能性食品の開発に不
可欠、その製作に挑む。

キーワード：タンパク質結晶、微小光学、光学計測、有機薄膜、有機エレクトロニクス

  どんな研究をされていますか
　今中心的にやっているのは、タンパク質の結晶を早く作れるようにする、また、

結晶に至る過程がわかるようにする、という研究です。タンパク質は生命の源で、

その結晶は、医薬品（たとえば免疫抗体反応の検査薬品）や機能性食品（各種サ

プリメント）の開発に欠かせないものです。生体に含まれるタンパク質の結晶を

作るまでには、（１）生体試料を細かく砕く、（２）遠心分離機とフィルターにか

けて精製する、（３）凝集し結晶化させる、というステップがあります。凝集の状

態では顕微鏡で見えず、結晶になってはじめて、タンパク質の形の違い、それゆ

えの機能の違いが見えるようになります。100 万種類もあると言われるタンパク

質の、それぞれの機能を探していく、すなわち薬などに使える可能性のあるタン

パク質を見つけだす（スクリーニングする）ためには、その準備として結晶化さ

せることが必要になります。私の研究室では、この結晶製作ステップのうち（３）

を研究の対象としています。

　もうひとつの大きいテーマとしては、学生の卒業研究で、太陽光発電の作成と評価をしています。色素増感型

という太陽電池で、電極そのものをカラフルに印刷で作製することができ、太陽電池の用途が広がる期待があり

ます。

  タンパク質の研究では、なぜ結晶化過程に着目したのですか
　タンパク質生成では上記（１）も（２）も（３）も、どのステップも簡単ではありません。（１）のステップで

は、2008 年ノーベル化学賞をとられた下村博士が「家族総動員で大量のクラゲを採取した」と受賞会見で話さ

れていたように、大量の生体試料を用意する必要があります。タンパク質はごく微量しか含まれないからです。（２）

のステップでは、タンパク質の固まり（集合体）を作りますが、極力不純物が無いように、すなわち高純度にす

るためには、工夫と技術が必要です。高純度のタンパク質は、1mg で 1 万円、1g だと 1000 万円、というよう

に非常に高価になるものもあります。（３）のステップは、凝集から結晶へ進む際に何か月もの時間がかかること

もあり、また進むかどうかもやってみなければわからない、という偶然に左右される工程です。ステップ（３）が、

技術上の最大のボトルネックになっているために、タンパク質結晶の製造は、現時点では産業化に至っていません。

結晶化の時間短縮や結晶成長のメカニズムの解明が待望されているのです。

  集合体とか凝集とか結晶とか、よくわからないのですが
　凝集は、お豆腐を思い浮かべてみてください。お豆腐は、豆乳（大豆のタンパク質の集合体）に、にがり汁（主

成分は塩化マグネシウム）を加えて凝集させたものです。結晶にはなっていません。また、小学校の理科の実験
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で作った塩の結晶や雪の結晶を思い出してみてください。結晶はいつもできるわけではなく、ある条件が整った

ときに徐々に結晶になっていきますね。結晶にならなくても塩は塩、雪は雪（氷）ですが、結晶になることではっ

きりと顕微鏡で見え、その物質の特徴が鮮明になります。結晶というのは、そこにある分子がある一定方向にき

れいに並んだものです。

  研究は具体的にはどのように進めるのですか
　結晶化する条件は狭く、条件の多くは未知の世界です。試料や試

薬の量をマイクロリットル単位で配合を変え、凝集体にするための

試行錯誤をします。膨大な回数の作業が必要になるので、通常、タ

ンパク質の結晶化は、何度でも飽きずに疲れずに作業してくれるロ

ボットが使われています。当たりをつけた配合の溶液（コロイド）

ができましたら、結晶の生長を待ちます。何か刺激を与えると結晶

化が進みやすくなるのではないか、と考えられているため、私のと

ころでは電場を与えています。（強い磁場や強い光で刺激する研究

も存在します。）

　タンパク質分子を壊してしまわないよう、優しい刺激（電圧）を与えます。うまく結晶化すればカメラで撮れ

る状態になりますが、その前の、結晶に進むときのメカニズムもあきらかにしたいと考えまして、レーザー散乱

光を使って、見えない過程を可視化する装置を試作しました。この装置に関する特許を現在のところ 3 つ取得し

ています。

  先生ご自身のことをお聞かせいただけますか
　生まれは福島県いわき市です。山も海もあって自然に恵まれていたので友達と外でも遊びましたが、家で本を

読んだりプラモデルを作ったりするのも好きでした。星の観測も好きで、自分で望遠鏡を作ったこともあります。

大学は物理、大学院は電子工学に進みました。電子工学のほうが物理よりも広い対象を研究できると思ったから

です。そして就職先として高専を選んだのは、出身地にも高専（福島高専）があって、高専を身近な存在と感じ

ていたからです。タンパク質に関しては素人ですが、光を使った分析や電子材料を専門としていましたので、生

体の高分子と考えればそれほど縁遠いものでもないと思えて、やってみることにしました。

　高専は研究テーマの自由度があるので、地域の企業さんと連携したテーマをやってみることも可能です。たと

えば、栄養価の高いサプリメントを開発されるならば、その成分の裏付けをするなど、ご協力ができるかもしれ

ません。実験機器などのご相談をさせていただくこともできるかもしれません。研究・技術協力を通して地域貢

献になるようなことができれば幸いと思います。

■参考文献（抜粋）
Observation of electric-field induced aggregation in crystallizing protein solutions by forward light scattering：T. Wakamatsu, S. 
Toyoshima, and H. Shimizu, Applied Physics Letters, 99(15), 153701-1-3, 2011 年 10 月

■講演・口頭発表（抜粋）
Emission-angle-dependent photoluminescence of rubrene thin films on metal：Takashi Wakamatsu, 
The 8th International Symposium on Organic Molecular Electronics, 2014 年 5 月 15 日  

■研究者詳細（含論文・特許）
http://research.kosen-k.go.jp/researcher-list/waka1963

　当研究室では、電気電子材料を中心に幅広い分野で研究しています。主に、次世代の発電方法として期
待される色素増感型の太陽電池の作製・評価、将来的には、宇宙船内での研究も視野に入れられるタンパ
ク質の効率的な結晶化の研究を行っています。中学生のみなさんは、若松研究室へ入って、この研究を発
展させてみてはいかがでしょうか。

教え子からひとこと 電気電子システム工学科 5 年　田村 旺大さん
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教員紹介

【茨城工業高等専門学校　人文科学科】

准教授　井坂　友紀 氏

「理系だからこそ経済について学んでほしい」

専門的な技術や知識を身につけるだけでなく、会社の経営状況、市場
動向、国の予算や政策、規格や規制をめぐる議論など、幅広く知るこ
との大切さを高専生に伝える。

キーワード：経済学、経済教育、社会的分業

  教えていらっしゃる教科は何ですか
　専攻科生対象の経済政策、本科 4 年生対象の経済概論、ほかに英語も担当しています。英語は専門ではないの

ですが、私の研究は大量の英文資料を読みこむことが大前提となるものなので、道具としてずっと英語を使って

きたということが背景にあります。2015 年度からは低学年の現代社会や地理も担当します。

  理系である高専の学生に経済学は必要ですか
　経済学は、日々の社会経済現象を対象とするとても身近な学問です。エンジニアには関係のない話、というこ

とは決してありません。むしろ工学を専門とする高専生だからこそ、経済について学ぶことが重要であると思っ

ています。

  それは具体的にはどういうことですか
　例えば大きな会社でいうと、企画部なんかにいわゆる

「文系」の人間がいますよね。彼らは自社の経営状態は

もちろんのこと、市場動向や取引先のこと、製品にから

む規制・規格をめぐる議論、国の予算編成のことなど、

幅広く知っていて、人脈豊富、弁も立つ。高専の卒業生

たちは現場の技術では負けないけれども、それだけでは

ひょっとすると彼らにいいように使われてしまうかもし

れません。それは卒業生自身にとってはもちろん、会社

にとっても問題です。経済に関する最低限の知識を持ち、

視野を広げて、彼らといい意味のケンカ（対等に議論）

ができるようになって欲しいわけです。

　また、技術さえ優れていれば全てがうまくいくという

ものでもありません。たとえばトヨタの燃料電池車が世

界に先駆けて市販されたわけですが、水素ステーション

などの社会インフラがどうなるか、あるいは関連する規

格の標準化がどうなるかで今後の展開は全く変わってく

るでしょう。技術周りの動きも常に捉えていなければい

けないわけで、そこに必要なのは広い意味での「経済」

の知識だと言えます。

No. 問いかけ
1 2011 年度の名目 GDP 総額はいくら？

2 2012 年度一般会計予算総額はいくら？

3 2012 年度予算（歳入）のうち，税収の割合はどれくらい？

4 2012 年度末の「国の借金」（長期債務残高）はいくら？

5 歳出額と税収額のギャップが拡大しはじめるのは 90 年代
初頭。このとき何があった？

6 1986 年時点で所得税最高税率は 70％。今は何％？

7 1986 年時点で相続税最高税率は 75％。今は何％？

8 1986 年時点で相続税基礎控除額は3,200 万円。今はいくら？

9 1986 年時点で法人税率は 42％。今は何％？

10 2012 年度予算（歳出）のうち，最大の支出項目は何？

11 2012 年度予算（歳出）のうち，公共事業費の割合は何％？

12 2009 年度の社会保障費は総額でいくら？

13 2009 年度の社会保障費のうち最大の支出項目は何？

14 2009 年度の社会保障財源のうち，公費の割合は 32％。
ではそれ以外はどこから？

15 2010 年時点での 65 歳以上人口の割合は 23％。50 年後
は何％？

16 日本の租税負担率はフランス，ドイツ，イギリス，アメリ
カより高い？

17 日本の国民負担率はフランス，ドイツ，イギリス，アメリ
カより高い？

講義項目
「財政の現状と財政政策」における主な「問いかけ」

出典）「非経済系学生への経済教育に関する一考察―工業高等
専門学校での実践例を中心に」『経済教育』第 32 号、
2013 年 9 月、p.145。
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  授業ではどんな工夫をされていますか
　はじめはやはり「なんで、高専で経済をやらなければいけないんで

すか？」とか「どの株を買えば儲かりますか？」とか言われてしまい

ます。経済について学ぶことの意味をどうやって理解させるか、真剣

勝負です（笑）。初回の授業では、今自分たちが着ているシャツがど

うやって生み出されてきたかを議論してもらいます。材料はどこから

来て、どう加工されて、どう販売されて、と。自分たちが生きていく

上で不可欠なモノやサービスがどうやって生み出されて、どうやって

分配され消費されるか、あるいはされるべきかを考える学問がまさに

経済学ですから。これから就くはずの自分の仕事の意味を考える上で

も、とても重要なことだと思います。

　専攻科の授業では、毎回新聞記事を配っています。当然手間はかか

りますが、毎日、経済新聞はくまなくチェックしクリッピングをしま

す。就職先になりそうな企業の経営状況や動向、モノづくりのあり方

の変化、企業が求める人材像や採用の状況など、高専の学生にとって

身近に感じられ「経済って自分たちの生活や職業人生に深く関わるこ

となんだ」とわかってもらえるような題材を選んでいます。

  学生さんの反応はどうですか
　「新聞を読む（読める）ようになりました」という声が一番うれし

いです。正直、「経済学が好きなりました」といわれるよりもうれし

いかもしれません。「経済学部に進学しようと思います」という学生

もたまにいますが、そういう学生があんまり増えたら怒られちゃいま

すよね（笑）。経済は身近なことなんだ、技術を知っているだけじゃ

ダメなんだ、ということが伝わって、工学だけでない幅広い分野に興

味を持つようになってくれたら、それに勝る喜びはないです。

  先生ご自身のことを教えてください
　生まれは神奈川県です。父方はもともと水戸の出で、井坂という苗字はそこからのようです。博士課程を

2006 年に終え、2010 年 4 月に茨城高専に来ました。その間の 4 年間は金融系の産業別労働組合の職員として

働きました。労働政策に関する動向を調査したり、業界に直接かかわる政策や規制について提言や関係各方面へ

の働きかけを行ったりといった仕事をさせてもらいました。馴染みの駅は、新御茶ノ水、霞が関、国会議事堂前

あたりです（笑）。いろいろ大変でしたが、本当に勉強になりました。このときの社会人経験が今の自分の教育や

研究活動上の大きな強みになっていると思います。

■参考文献
井坂友紀「非経済系学生への経済教育に関する一考察―工業高等専門学校での実践例を中心に―」経済教育学会『経済教育』第 32 号、
2013 年 9 月、pp.141-151。

■研究者詳細
http://research.kosen-k.go.jp/researcher-list/read0150525

　井坂先生は経済がご専門で、理系の学生に不足しがちな、けれども社会で間違いなく必要とされる経済知
識を教えていただいています。専門学科の先生方とは違う視点を持った先生の下で，私は環境規制について
研究を進めています。社会人経験もあることから、メールの書き方や挨拶等についても指導は厳しいです。
一部の学生からは「鬼！」と恐れられている井坂先生ですが，日々多くのことを学ばせてもらっています。

教え子からひとこと 物質工学科 5 年 古川 将光さん
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教員紹介

【茨城工業高等専門学校　電子制御工学科】

助教　小沼　弘幸 氏

「子供にも埋め込める
　　　　　　小型の磁気浮上型補助人工心臓を作りたい」
～磁気浮上モータの小型化と高効率化への取り組み～

全世界で何千人もの心臓疾患の患者さんが埋め込んでいる補助人工心
臓。その補助人工心臓のさらなる進歩として、磁気浮上モータの小型
化と高効率化に挑む。

キーワード：メカトロニクス , 機械力学・制御 , 磁気軸受 , 磁気浮上モータ，補助人工心臓

  何についての研究をされていますか
　『磁気浮上型補助人工心臓』の研究をしています。具体的には、遠心ポンプを補助人工心臓として用いているポ

ンプのインペラ（ロータ）を磁気の力によって浮かすことで高耐久性や高い血液適合性を実現できる磁気浮上型

の補助人工心臓です。安定的に非接触にロータを磁気浮上支持・回転させるにはブラシレスモータとロータの 5

自由度を磁気支持する磁気軸受が必要となります。そのため、装置は大きくなってしまいます。そこで、モータ

のステータと磁気軸受のステータが同じような形状であることからひとつのステータでモータと磁気軸受の機能

を併せ持つセルフベアリングモータが提案され磁気浮上モータの小型化が図られました。また、永久磁石の鉄心

を強く引き付ける力からなる受動安定性を利用することで更なる小型化が可能となります。本研究で開発してい

る磁気浮上ポンプには径方向磁気支持回転型セルフベアリングモータを用いています。本セルフベアリングモー

タは径方向 2 自由度と軸回りの回転を能動的に制御し、軸方向と径方向回りの傾きは永久磁石による受動安定性

で静的に磁気支持することで、完全非接触な磁気浮上と回転を実現しています。現在、本磁気浮上ポンプを小柄

な患者や子供に適用可能とするために、国の研究費を得て更なる小型化、高効率化に関する研究を行っています。

  この研究はどんな思いでやられていますか
　経心臓移植は重篤な心疾患患者の治療の一つの方法となります。日

本においては 1997 年に臓器移植法が施行されて、脳死ドナーからの

臓器移植が可能となりました。昨年、日本臓器移植ネットワークに登

録されている心臓移植希望患者数は 300 程ですが、心臓移植された

のは 37 件でした。待っている間に亡くなるかたもいます。ドナー不

足は深刻な問題となっています。

　血液循環を機械的に行う人工心臓は 1950 年代から研究開発されて

いて、人工心臓は大きく全人工心臓 (TAH) と補助人工心臓 (VAD) に

分けられます。TAH は心臓移植の代替え手段としての人工心臓です。

自己心を摘出し TAH を体内に埋め込むことになります。現在、ターボポンプを人工心臓として用いている左心補

助人工心臓 (LVAD) が多く使用されています。LVAD は主に心臓移植への橋渡しまたは自己心の回復への橋渡し

として使用されてきていました。最近では、深刻なドナー不足、患者の高齢化や合併症などのさまざまな理由で

心臓移植の適用外になっている患者さんが増加しています。そのため、補助人工心臓の永久使用が注目されてい

ます。体内埋め込み型補助人工心臓は年オーダーの機械的寿命、血液破壊（溶血）や凝固（血栓）が生じない血

液適合性が望まれます。

　そこで、より小型で信頼性の高い磁気浮上型人工心臓が開発できれば、血液適合性が良く、直接心臓に取り付

けられ埋め込みに対する体の負担が軽減できて、なおかつ小柄な患者にも埋め込み可能な人工心臓が実現できる

と考えています。年オーダーの機械的寿命、理想としては 5 年以上動き続けるものを作り、患者さんが装置取り
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換えのための手術を何度も受けなくて済むようにしたいです。経済的負担が減るよう、装置や手術がなるべく安

価になるようにもしたいです。

  磁気浮上型にしたのはなぜですか、どんな苦労がありますか
　血液は通常の液体と異なり、擦れると赤血球が壊れる、流れが滞ると

固まる、などの性質があります。血のかたまりができ、それが流れてい

くと脳梗塞などを引き起こし、すぐに命にかかわります。そこで、擦れ

を無くすには接触部分を無くすと良い、そのためにはポンプのインペラ

を浮かせば良い、となるわけです。磁気の力で浮かすので『磁気浮上』

です。装置の中で擦れる部分が無いことは、装置自体の寿命を延ばす効

果もあります。磁気浮上型ポンプのインペラには、磁気浮上モータの制

御からの磁気的な力、回転体であることの機械的な力、ポンプとしての

流体的な力が作用していることから、磁気浮上モータの構造、ポンプの

構造、磁気浮上モータの制御方法、などいろいろな工夫をしながら開発を進めています。また、体内埋め込み型に

するためには小型で高効率なものにする必要があります。

  磁気浮上型補助人工心臓の研究をするようになったきっかけはなんですか
　茨城大学の学生時代にバイオメカトロニクスを専門とする増澤徹教授の研究室に所属したことが始まりです。博士後期

課程での研究の中で民間企業と共同研究を行う機会もありました。学生時代から約 15 年、一時期その民間企業に在籍し

た期間も含め、磁気浮上モータやそれを用いた磁気浮上型ポンプひと筋で研究をし続けています。

  先生ご自身のこと、今後の夢・抱負などをお聞かせください
　水戸で生まれました。小さいころからものづくりが好きで、学者になりたいという夢がありました。機械工学

科に行こうと決めたのは高校生のときです。増澤研究室では3年後輩の妻と出会い、今も一緒に研究をしています。

将来は、磁気浮上ポンプで、妻と起業するかもしれません（笑）。

　研究室でお預かりしている学生さんには、ものづくりの楽しさを知ってもらいたいので、設計したものを製作

して、その動作実験をしてもらいます。これにより、ものづくりの一連を経験させています。磁気浮上型補助人

工心臓の研究は複合技術の塊なので、モータ屋でもポンプ屋でも鉄道屋でも、進路の可能性はとても広いはずです。

　また、地元企業との連携も進めたいと考えます。現在、研究部品の調達は過去の流れで県外の企業からなので

すが、茨城工業高校専門学校地域協働サポートセンターが設立されたことを機会に、地元企業と知り合えるチャ

ンスが増えることを希望します。たとえばですが、生体に埋め込むにはチタンが最適なので、チタン加工をやっ

てくださる企業があったらありがたいです。

■参考文献　一部抜粋
12 突極ラジアル型セルフベアリングモータの磁気支持特性の推定：小沼弘幸　増澤徹 , 日本 AEM 学会誌 , 22(2), p88‒95, 2014 年 6 月

■講演・口頭発表
Evaluation of Magnetic Suspension Characteristics and Levitation Performance of A Centrifugal Blood Pump Using Radial Type 
Self-Bearing Motor：Hiroyuki Onuma and Toru Masuzawa
Proceedings of 14th International Symposium on Magnetic Bearings, pp.174-179, 2014 年 8 月

■研究者詳細（含論文・特許）
http://research.kosen-k.go.jp/researcher-list/read0150526

　小沼先生は茨城大学を卒業後、一度企業に就職してから茨城高専教員としてやってきました。とても優しい先生
で、分からないことがあり質問に行くと、自身の作業途中でも中断し丁寧にご教授下さり、それでも理解できなかっ
た場合は、分かりすい資料を検索又は作成してくださいます。研究課題に対し、それを解決する手段を考え実行し、結
果を検討・報告すると、間違っている箇所等を指摘してくださる、といった感じで、丁寧にご指導いただいています。

教え子からひとこと 電気電子工学コース専攻科 1 年　廣木 康平さん
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