
阿南工業高等専門学校
●連絡先：阿南工業高等専門学校総務課企画情報係
〒774-0017 徳島県阿南市見能林町青木265

TEL（0884）23-7215 FAX（0884）22-5424
E-mail：kikaku@anan-nct.ac.jp

技術相談や共同研究・受託研究の実績・取組

◆研究・学会活動（学会発表、委員会活動、外部資金など）
①コンクリートへの廃棄資源・新素材の有効利用 ②コンクリート構造物のメンテナンス

◆地域貢献（各種科学イベント、蒼阿祭、高野連体力技術向上研修会など）
①測量（スポーツ、施設などの距離や角度の測定） ②工作・ゲーム指導（セメント工作、サンド工作、あかり工作、建設機械ゲームなど）

阿南工業高等専門学校 提供可能技術情報（教員）

氏名：堀井 克章所属：建設コース 専門分野：コンクリート工学

地域・企業に提供できる研究・技術内容

永久型枠 竹筋

廃棄資源
コンクリート 砕砂

埋込み

永久型枠

竹筋

廃棄資源コンクリート

①地産地消コンクリート
石炭灰、コンクリートガラ、竹などで、竹筋
廃棄資源コンクリートなどを製造します。

②工作教室
セメント、カラーサンド、竹・和紙・ＬＥＤ
などで、工作をしたり、門松もつくれます。

③計測・性能調査

◆測量機器
トータルステーションなどの測量機器で、距離、
高さ、角度などを正確に計測します。スポーツ施
設の点検、ボール投げの距離測定などができます。

◆コンクリート試験機器
ミキサ、載荷試験機、ひずみ測定器、赤外線画像
温度計、超音波測定器、電磁波レーダ、鉄筋探査
機、テストハンマーなどで、様々なコンクリート
の製造や性能調査をします。


Sheet1

		記号 キゴウ		永久型枠
の有無 エイキュウカタワクウム		補強材
種類 ホキョウザイシュルイ		試験時の
供試体の状態 シケンジキョウシタイジョウタイ		はり高さ
（㎜） タカ		ひび割れ本数 ワホンスウ				初期ひび割れ
発生荷重(N) ショキワハッセイカジュウ				最大耐力(N) サイダイタイリョク								破壊荷重
Ｐｕ ハカイカジュウ

												曲げ マ		せん断 ダン		測定 ソクテイ		平均 ヘイキン		測定 ソクテイ		平均 ヘイキン				D70		3673

		W70		無 ム		無筋 ムキン		湿潤 シツジュン		70		1		-		8722		8722		8722		8722				D55		2268

												1		-		8722				8722						W70		3847

		W55						湿潤 シツジュン		55		1		-		6125		5831		6125		5831				W55		2375

												1		-		5537				5537

		BW70		無 ム		竹筋砂無 タケキンスナナ		湿潤 シツジュン		70		1		-		8820		8649		8820		8649

												1		-		8477				8477

		BW55						湿潤 シツジュン		55		1		-		4753		5243		4753		5243								570		9.8				905		9.8

												1		-		5733				5733										525		9.8				810		9.8

		BSW70		無 ム		竹筋砂有 タケキンスナユウ		湿潤 シツジュン		70		2		-		6370		7987		14406		15876								980		9.8				980		9.8

												4		-		9604				17346										850		9.8				850		9.8

		BSW55						湿潤 シツジュン		55		4		-		5194		4876		11564		12789								890		9.8				890		9.8

												4		-		4557				14014										890		9.8				890		9.8

		FW70		有 ユウ		無筋 ムキン		湿潤 シツジュン		70		1		-		9604		8967		9604		8967								625		9.8				625		9.8

												1		-		8330				8330										565		9.8				565		9.8

		FD70						乾燥 カンソウ		70		1		-		5586		5366		8869		8404								830		9.8				830		9.8

												1		-		5145				7938										895		9.8				970		9.8

		FBW70		有 ユウ		竹筋砂無 タケキンスナナ		湿潤 シツジュン		70		1		-		8771		8747		9408		9065								895		9.8				960		9.8

												1		-		8722				8722										890		9.8				890		9.8

		FBD70						乾燥 カンソウ		70		1		-		8134		8453		8134		8820								900		9.8				900		9.8

												1		-		8771				9506										865		9.8				865		9.8

		FBSW70		有 ユウ		竹筋砂有 タケキンスナユウ		湿潤 シツジュン		70		3		-		9065		8453		15974		17812								485		9.8				485		9.8

												4		-		7840				19649										585		9.8				585		9.8

		FBSD70						乾燥 カンソウ		70		3		-		11074		9359		16464		16464								1130		9.8				1680		9.8

												3		-		7644				16464										780		9.8				1680		9.8

		※語）　Ｆ：永久型枠，Ｂ：竹筋使用，Ｓ：竹筋砂付使用，Ｗ：湿潤養生，
Ｄ：乾燥養生，70：はり長さ70㎜，55：はり長さ55㎜　を表す。 ゴエイキュウカタワクタケキンシヨウタケキンスナツシヨウシツジュンヨウジョウカンソウヨウジョウナガナガアラワ																												925		9.8				1630		9.8

																														800		9.8				2005		9.8

																														650		9.8				1470		9.8

																														980		9.8				1770		9.8

																														530		9.8				1180		9.8

																														465		9.8				1430		9.8
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Sheet1


			記号 キゴウ			永久型枠
の有無 エイキュウカタワクウム			補強材
種類 ホキョウザイシュルイ			試験時の
供試体の状態 シケンジキョウシタイジョウタイ			はり高さ
（㎜） タカ			ひび割れ本数 ワホンスウ						初期ひび割れ
発生荷重(N) ショキワハッセイカジュウ						最大耐力(N) サイダイタイリョク						最大耐力(N)
理論値 サイダイタイリョクリロンチ						破壊荷重
Ｐｕ ハカイカジュウ


																		曲げ マ			せん断 ダン			測定 ソクテイ			平均 ヘイキン			測定 ソクテイ			平均 ヘイキン			測定 ソクテイ			D70			3673																		W70			8722			8722


			W70			無 ム			無筋 ムキン			湿潤 シツジュン			70			1			-			8722						8722						3847			D55			2268


																		1			-			8722						8722									W70			3847																		W55			5831			5831


			W55									湿潤 シツジュン			55			1			-			6125						6125						2375			W55			2375


																		1			-			5537						5537																														BW70			8649			8649


			BW70			無 ム			竹筋砂無 タケキンスナナ			湿潤 シツジュン			70			1			-			8820						8820						14293


																		1			-			8477						8477																														BW55			5243			5243


			BW55									湿潤 シツジュン			55			1			-			4753						4753						14293									570			9.8						905			9.8


																		1			-			5733						5733															525			9.8						810			9.8			BSW70			7987			15876


			BSW70			無 ム			竹筋砂有 タケキンスナユウ			湿潤 シツジュン			70			2			-			6370						14406						14293									980			9.8						980			9.8


																		4			-			9604						17346															850			9.8						850			9.8			BSW55			4876			12789


			BSW55									湿潤 シツジュン			55			4			-			5194						11564						14293									890			9.8						890			9.8


																		4			-			4557						14014															890			9.8						890			9.8			FW70			8967			8967


			FW70			有 ユウ			無筋 ムキン			湿潤 シツジュン			70			1			-			9604						9604						3847									625			9.8						625			9.8


																		1			-			8330						8330															565			9.8						565			9.8			FD70			5366			8404


			FD70									乾燥 カンソウ			70			1			-			5586						8869						3673									830			9.8						830			9.8


																		1			-			5145						7938															895			9.8						970			9.8			FBW70			8747			9065


			FBW70			有 ユウ			竹筋砂無 タケキンスナナ			湿潤 シツジュン			70			1			-			8771						9408						14293									895			9.8						960			9.8


																		1			-			8722						8722															890			9.8						890			9.8			FBD70			8453			8820


			FBD70									乾燥 カンソウ			70			1			-			8134						8134						14804									900			9.8						900			9.8


																		1			-			8771						9506															865			9.8						865			9.8			FBSW70			8453			17812


			FBSW70			有 ユウ			竹筋砂有 タケキンスナユウ			湿潤 シツジュン			70			3			-			9065						15974						14293									485			9.8						485			9.8


																		4			-			7840						19649															585			9.8						585			9.8			FBSD70			9359			16464


			FBSD70									乾燥 カンソウ			70			3			-			11074						16464						14804									1130			9.8						1680			9.8


																		3			-			7644						16464															780			9.8						1680			9.8


																																													925			9.8						1630			9.8


			※語）　Ｆ：永久型枠，Ｂ：竹筋使用，Ｓ：竹筋砂付使用，Ｗ：湿潤養生，Ｄ：乾燥養生，70：はり長さ70㎜，55：はり長さ55㎜　を表す。 ゴエイキュウカタワクタケキンシヨウタケキンスナツシヨウシツジュンヨウジョウカンソウヨウジョウナガナガアラワ																																										800			9.8						2005			9.8


																																													650			9.8						1470			9.8


																																													980			9.8						1770			9.8


																																													530			9.8						1180			9.8


																																													465			9.8						1430			9.8
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阿南工業高等専門学校
●連絡先：阿南工業高等専門学校総務課企画情報係
〒774-0017 徳島県阿南市見能林町青木265

TEL（0884）23-7215 FAX（0884）22-5424
E-mail：kikaku@anan-nct.ac.jp

技術相談や共同研究・受託研究の実績・取組

 高専デザコン構造デザイン部門指導教員（第１回石川大会2004年から第17回名取大会2020年までの全大会）
 徳島橋梁技術者の会 会員：「科学体験フェスティバル in 徳島」での「新聞紙で橋を作ろう」等にスタッフとして参加

阿南工業高等専門学校 提供可能技術情報（教員）

氏名： 笹田修司所属： 建設コース 専門分野： 構造工学

地域・企業に提供できる研究・技術内容

ブリッジコンテスト企画・運営への助言

高専デザコン2020参加作品
ブリッジコンテストは、ものづくりを通じた創造性教育の実践教育と

して、理工系学生のみならず、小中高校生に対しての教育に取り入
れたり、また新入社員研修としても行われたりすることもあります。

ブリッジコンテストは、単に専門知識や技術を競うことを目的とした
ものではなく、創造力や問題解決能力を育成する方法でもあるからで
す。

高専デザインコンペティションの構造デザイン部門の指導教員とし
て学生を指導してきた実績があり、それ以外にも、学生実験としても
おりますので、ブリッジコンテスト企画等に対しての助言提供が可能
です。



阿南工業高等専門学校
●連絡先：阿南工業高等専門学校総務課企画情報係
〒774-0017 徳島県阿南市見能林町青木265

TEL（0884）23-7215 FAX（0884）22-5424
E-mail：kikaku@anan-nct.ac.jp

技術相談や共同研究・受託研究の実績・取組

阿南工業高等専門学校 提供可能技術情報（教員）

氏名： 吉村 洋所属： 建設コース 専門分野： 地盤工学

地域・企業に提供できる研究・技術内容

○土質試験（物理的性質，力学的性質）の実施○土と構造物の相互作用を考慮した埋設管渠の
耐震設計法（断面方向）
【FEM解析により合理的な埋設管きょの設計を提案】

○四国横断自動車道軟弱地盤対策技術検討委員会（国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所）
○阿南市トンネル長寿命化修繕計画策定業務に関する検討委員会（阿南市）
○南海地震に備えた四国高専間連携による地震系防災教育・研究の推進（長岡技科大）
○更生工法による幹線管渠の設計手法の開発に関する研究（大阪市建設局，中央復建コンサルタンツ）

圧密試験機 一面せん断試験機 一軸圧縮試験試験機



阿南工業高等専門学校
●連絡先：阿南工業高等専門学校総務課企画情報係
〒774-0017 徳島県阿南市見能林町青木265

TEL（0884）23-7215 FAX（0884）22-5424
E-mail：kikaku@anan-nct.ac.jp

技術相談や共同研究・受託研究の実績・取組

共同研究実績
落橋防止システム関係（兵庫県の企業）
免震装置関係（徳島県の企業）
など
その他、技術セミナーや社内研修会などの講師の実績あり

阿南工業高等専門学校 提供可能技術情報（教員・技術職員別）

氏名：森山卓郎所属：建設コース 専門分野：構造工学、橋梁工学、耐震工学

地域・企業に提供できる研究・技術内容

「かるたで学ぶ徳島の橋」
県内の企業と共同で作成している「徳島の橋かるた」などで、技術的に優れ
た徳島の橋についての理解を深めてもらう試みを今年から行う予定です。
川の多い徳島県には、橋もたくさんあります。
特に、暴れ川四国三郎の吉野川の流域では、渡し船の時代から安全に川の
向こうへ渡ることは住民の悲願でした。
昭和の初めに、当時最先端の技術でつくられて東洋一の長大橋と評価され
た吉野川橋が完成したときには、「橋を見るなら徳島に行け」とも言われてい
たそうです。
その後も、平成の阿波しらさぎ大橋、令和の徳島南部自動車道の新町川橋
など、最先端の技術による徳島の橋づくりは続いています。
風や地震などへの対策も含めた橋の技術的な内容だけでなく、「かるた」を
使った方法で、橋から見た徳島の地理や歴史などにも言及した話題提供を
行います。小中学校などへの出前講座も可能です。



阿南工業高等専門学校
●連絡先：阿南工業高等専門学校総務課企画情報係
〒774-0017 徳島県阿南市見能林町青木265

TEL（0884）23-7215 FAX（0884）22-5424
E-mail：kikaku@anan-nct.ac.jp

技術相談や共同研究・受託研究の実績・取組

◆学会： 土木学会四国支部賞選考委員会
◆公開講座： 厚紙模型実験（阿南高専公開講座）
◆共同研究： ①長大橋梁構造物の動的安定性に関する研究、 ②擬似乱数の応用

阿南工業高等専門学校 提供可能技術情報（教員）

氏名： 松保重之所属： 建設コース 専門分野： 構造工学、確率微分方程式、最適化

地域・企業に提供できる研究・技術内容

①シミュレーションによる解析
例：確率波が作用した場合の構造応答

遺伝的アルゴリズム（遺伝のシミュレーション）による最適化、その効率化など

②伊藤型確率微分方程式に基づく当該問題の定式化とその解法
例：長大橋梁構造物の動的安定性について、など

③擬似乱数とその応用
例：モンテカルロ積分とその効率化、確率波の生成、など

④厚紙模型実験による実現象の再現と検証（写真参照）
例：プレートガーダー橋の上部工の耐荷力、横座屈、など



阿南工業高等専門学校
●連絡先：阿南工業高等専門学校総務課企画情報係
〒774-0017 徳島県阿南市見能林町青木265

TEL（0884）23-7215 FAX（0884）22-5424
E-mail：kikaku@anan-nct.ac.jp

技術相談や共同研究・受託研究の実績・取組

●認定資格
・The Bob Pike Group プロフェッショナル認定トレーナー
・2030 SDGs 公認ファシリテター
・SDGs de 地方創生 公認ファシリテーター
・SDGs Outside-in ビジネスカードゲーム 公認ファシリテーター

阿南工業高等専門学校 提供可能技術情報（教員）

氏名： 加藤 研二所属： 建設コース 専門分野： 交通計画，地域計画，都市計画

地域・企業に提供できる研究・技術内容

①SDGs理解のためのカードゲーム体験 ②地域活性化支援 ③意識・行動変容調査・分析

●活動中の委員会等
・徳島県地球温暖化防止活動推進センター長
・徳島県気候変動適応センター長
・NPO環境首都とくしま創造センター理事
・徳島県政策評価戦略会議 他



阿南工業高等専門学校
●連絡先：阿南工業高等専門学校総務課企画情報係
〒774-0017 徳島県阿南市見能林町青木265

TEL（0884）23-7215 FAX（0884）22-5424
E-mail：kikaku@anan-nct.ac.jp

技術相談や共同研究・受託研究の実績・取組

阿南工業高等専門学校 提供可能技術情報（教員）

氏名：多田 豊所属：建設コース 専門分野：専門分野：建築設計 建築計画 インスペクション

地域・企業に提供できる研究・技術内容

①ＳＤＧｓいえづくりカードゲームによる
建築業におけるＳＤＧｓへの取り組み

②応急仮設住宅建設協定団体への
配置計画，建築計画に関する支援

③性能向上インスペクションに関する
技術指導，調査方法

●地方中小工務店の量産型一戸建て住宅（木造在来軸組工法）における外皮平均熱損失向上に伴う費用向上緩和手法（㈱姫野組住宅センター）

●産官学福民連携を実現する応急仮設住宅ゲームの開発（徳島県木の家地域協議会）

●応急仮設住宅団地の配置計画の検討（公益社団法人徳島県建築士会）／●阿南市空家等対策協議会委員長（阿南市）

●三木武夫記念碑の製作支援（三木武夫記念碑製作委員会）／●大工育成（一般財団法人住宅産業研修財団大工志塾設計講師会委員）
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