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技術支援センター 理念

教 員 、事 務 職 員 と 連 携 し 、教 育・研 究 へ の
積 極 的 な 技 術 支 援 に よ り 、大 学 の 発 展 に 貢 献 し ま す 。

ご あ い さ つ
技術支援センターは、2011年11月の発足から2017年の組織改編を経て10年が経ちました。この間、業務内容は
多様化しながら変化して来ましたし、教育研究の内容も新しい潮流（DX,AIなど）を取り入れて動いています。当セン
ターは、これらの変革に対して柔軟な組織体制をとり、教員が主導する教育研究の環境作りやアイデアの具現化を支
えてきました。これからは、プロジェクト型の教育研究を積極的にかつ多面的に支援していくことが重要な課題で
す。これまでの技術支援活動に対してさらに理解を深めて頂き、教育研究活動における強力なパートナーとして技術
支援センターを活用し、また応援して頂ければと思います。この紹介冊子では、本センターを本学の発展のために活
用頂けるよう、技術支援センターの現状を理解頂くことを目的に編集されています。また、業務依頼の方法について
も説明していますので、その視点からもご覧頂ければ幸いです。

長岡技術科学大学 技術支援センター長

梅田 実

技術支援センターについて
技術支援センターは、全学を対象とした技術支援のために2011年11月1日に学内の教室系技術職員が所属す
る組織として発足しました。2017年4月1日には組織改編がなされ、技術職員が保有する専門技術を相互に活用
できる新たな体制を整えました。
「技術支援企画・調整会議」は、技術支援センター長、各系の系長、技術長、副技術長から構成され、1. センター管理
運営の基本事項に関すること、2. センターの技術力向上の基本事項に関すること、3. センターの予算に関すること
等を決定します。
「業務実施委員会」は、技術長、副技術長で構成され、センターの業務に関することや技術の伝承に関することな
ど、センターの運営が円滑に進むように様々な調整を行っています。
組織構成は、
「教育・研究支援」、
「共通設備支援」、
「業務管理」の3部門を設置し、技術職員が個別に得意とするスキ
ルを発揮できるように各支援グループを整理しました。
技術支援業務は各グループを主として行いますが、同時に各系からの業務依頼についても遂行します。また、グ
ループ間の連携を取り、相互の技術を持ち寄った実験装置の試作などのプロジェクト型業務にも対応し系やグルー
プにとらわれない、横断的な業務に取り組みます。これにより大学全体の技術支援を総合的に行うことを目指して
います。
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業務管理
グループ

各部門・グループについて
教育・研究支援部門
基礎教育支援グループ
(1)学部教育の実験・実習・演習等の支援整備、(2)実験の安全教育・
安全管理に関する全学共通利用コンテンツ作成、(3)基礎教育に関す
る情報収集・実験方法の提案・教材作成、(4)機器及び設備の維持・管
理・運営支援整備、および(5)複数の課程が関わるプロジェクト型教
育支援としての業務を遂行しています。さらに、情報共有および実
験・実習支援の改善を目的とし、実験・実習科目のコロナ対応や、配慮
を要する学生への対応に関する調査など、基礎教育支援全般に関し
て必要に応じた企画を立案・実行しています。

先端研究支援グループ
通常の研究室運営支援のみならず、プロジェクト型研究、基礎的研
究、萌芽的・挑戦的研究にも幅広く参加し、教員や学生、時には他機関
と連携して技術的な支援をリードするインハウスエンジニアとして
活躍しています。特徴としては、本業ファーストの精神に基づいて、
「本業の成果に直接的に資する自己学習」という研修ルールを活用し
ながら、主たる専門に捕らわれず、絶えず進化し続ける研究レベルや
スタイルに適応できるように、日々精進していることです。

業務管理部門
業務管理グループ
技術支援センター全体の業務に関して統括管理を行い、業務効率
の向上を目指しています。そのため、全技術職員の業務担当状況を把
握するとともに、業務依頼のための資格取得や研修状況の把握、技術
職員の保有スキル調査なども行っています。また、相互の情報交換を
組織的に促す役割をもっており、これらを活用することで支援の幅
をさらに広げようとしています。

2

共通設備支援部門
ものづくり支援グループ
実験装置の設計・製作、試料や部品等の加工および製図・加工
に関する教育をはじめとした「ものづくり技術」を通じ、全学的
な教育・研究支援を行っています。また、工作センターにおける
各種機器の操作指導や依頼加工業務、装置の保守管理などの運
営業務を担うとともに、安全衛生に関する指導や講習にも取り
組み、ものづくりにおける事故の防止に努めています。装置や部
品の設計、加工方法、図面の書き方など、ものづくりに関する悩
みがありましたら、お気軽にご相談ください。

分析支援グループ
分析計測センター設置の電子顕微鏡など約30台の分析・計測
機器の保守管理に関する技術支援を行っています。教員と連携
し、全学の利用希望教職員や学生への講習・技術指導、企業や高専
などの他機関を含めた学内外からの依頼分析や技術相談に対応
しています。またコアファシリティ構築支援プログラムに参画
し、遠隔操作による分析についても支援しています。加えて、研究
室支援・安全衛生管理支援・社会貢献活動支援、学部1〜3年対象
の実験・実習への教育支援を行っています。

情報システム支援グループ
ホームページサーバ等の情報システムに関して中心的に支援
を行っています。教員と連携し、(1)サーバ運用管理支援に関す
る業務、(2)サーバ構築支援に関する業務、(3)情報システムに関
する技術相談及び情報提供等の支援業務を遂行しています。情
報システムに関する研修などを介してスキルアップに努めてお
り ま す の で 、サ ー バ や ネ ッ ト ワ ー ク の 不 具 合 、G o o g l e
Workspace利用やその他何かお困りの事がありましたら、ご
相談下さい。
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研修報告
技術支援センターでは、教育・研究支援のスキルアップを目的とした専門別技術研修
ならびに組織力向上などを目的とした階層別研修を、技術支援センター予算を利用し
て継続的に行っています。ここではいくつかの研修の概要を抜粋して掲載しています。
詳細はセンター H Pよりお問い合わせください。
山浦 賢太郎

キカガク「機械学習実践コース」

様々な機械学習アルゴリズムの実装スキルを学ぶために本講習を受講した。データ
の前処理やモデルの評価等を演習形式でコーディングしながら体系立てて学び、必要
に応じて講義形式で理論を学んだ。与えられた課題に基づき各自で最適な機械学習ア
ルゴリズムを実装する実践演習も行われ、一通りの実装スキルを習得することができ
た。今後は、機械学習を用いた研究支援の場において、今回習得したスキルを積極的
に活用していきたいと考えている。

富士通ラーニングメディア「基礎から学ぶセキュア環境構築・運用入門編」

草野 利樹

情報処理センターの支援業務においてサーバ等の情報機器を運用しているが、
運用上のリスクと必要な対策に関する知識が乏しく、実施しているセキュリティ
対策が十分なのか評価できていなかった。本研修にて、セキュリティ対策の方針の
決定方法、構築に必要な要素毎の役割とその組合せ方について講義にて学習した。
また、リスクの分析から対処方法の検討に至るまで、セキュリティ対策構築への一
連の流れについて演習を行った。その結果、情報機器へのリスク分析と対策および
対策への評価が可能になったので今後実践していく。

吉田 勇太

タワシテック「ロボット導入講習 2 日間コース」

本講習では、ロボットに関する法令や資格、基礎知識、ティーチング方法について学ん
だ。具体的には、主要4社のロボット動作体験を通じ、各社のロボットに対する歴史や考え
方の違いがあるゆえに活用事例とティーチング方法に相違があることを学んだ。また、動
作スピードに関しては、新聞紙上等で取り上げられることが多い人協働、垂直多関節ロ
ボットよりも、従来からのいわゆる産業ロボット、水平多関節ロボットの方が優れている
ことを改めて実感した。今後は、講習で習得した知識を研究支援含め多方面からの考案に
役立てたい。

日本 FEI「X 線光電子分光装置 Nexsa 技術講習」

上野 悠一

分析計測センター支援業務で担当している、X線光電子分光装置の新型機種である
NEXSAのオプション測定
（紫外光電子分光：UPS、
反射エネルギー損失分光：REELS、
イオン
散乱分光：ISS）
に関する講習を受講した。本講習を通じて、測定手順、
ホルダ取り扱い時の注
意点や解析方法等について習得し、
オプション測定の依頼に対応できるようになった。
受講後
にUPS測定の依頼業務を担当し、講習の成果を業務に活かすことができた。今後もスキルの
向上に努めていきたい。
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トピックス
新規業務依頼の開拓に向けた取り組み
〜ドローンの免許制に向けて〜
吉田 昌弘／近藤 みずき／中村 健／山本 浩／山口 貴幸
、
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はじめに

技術支援センターは、個々の技術職員が直接担当する教育・研究分野の垣根を超えて、分野横断的な支援業務を
組織的に実施することが目的の一つとなっています．これまでの分野横断型支援業務としては、情報系における教
育支援 1) や各分野の専門技術を持ち寄り協働した研究支援 2) などの実績があります．現在では本学において機器
共用やDX化を進めているところであり、限られた人材の中で担当分野を横断した形での技術支援が増えてくる見
込みです。
無人航空機（UAV、通称ドローン）に関する技術支援は、2014年の離岸流の観測の技術支援 3) を皮切りに、近年
では環境社会基盤系を中心として徐々に需要が増えてきています。2022年度にドローンの免許制が導入され、安
全のためには複数の有資格者を確保することが求められることから、関連する技術支援が拡張されていくと予想
されます。そこでドローンを操縦する技術職員のスキル向上と後進の育成を目的として多様な分野の技術職員を
対象として研修を行いました。
本稿では研修の内容ならびにドローンを用いた支援業務の事例を紹介します。
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技術支援センターで実施したドローンに関する研修

2020年度ならびに2021年度に以下の研修を行いました。

●金井度量衡「ドローン安全講習・基礎トレーニング」
（2020年度 参加者5名）
ドローンの安全運用に必要な技術的知識から機械的知識、関係法
令、飛行トラブルの要因や航空法による飛行申請が必要となる条件な
どを座学で学んだ後に、初歩的な操縦訓練と合わせ非センサー支援下
における操縦訓練を行いました。

●「NIST STM for sUAV」準拠の操縦訓練及び免許制導入に向
けた情報共有（2021年度 参加者7名）
前年度の研修参加者の他に研究支援業務にて操縦実績のある技術
職員を新たに加えてフォローアップ研修を実施しました。2022年度
に控えた免許制導入に向けての準備状況や改正航空法の内容、研究支
援業務に関する情報共有を行いました。また「NIST STM for sUAV」に準拠した目視外飛行の操縦訓練を実施し
ました。
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これまでの業務事例

●空撮ラボ
「空撮ラボ」は本学の戦略的技術者育成アドバンストコースの一環である「セカンドラボ」のひとつです。ドロー
ンを用いた空撮を軸とした活動を行っており、飛行計画の立案から操縦、現場の安全管理、取得データの加工まで
学生が主体的に取り組んでいます。技術支援センターからは2名の技術職員が参加し、操縦技能に関する技術指導
だけでなく、ドローンの飛行特性に関わる地理・気象条件、空撮領域の安全管理や関連法令に関する講習、現場立ち
合いなどの技術支援を行っています。

●水圏防災工学研究室
ドローンを用いた離岸流の観測への技術支援を行って
います。離岸流は岸から沖へ強く流れる海水の流れであ
り、それを可視化するために海面着色剤を投入して観測し
ます。従来の地上からの観測では離岸流の規模や流れの速
度などの計測に限界がありましたが、ドローンを導入する
ことにより上空からの撮影が簡易に出来るようになりま
した。撮影した動画から離岸流の解析を行うことでメカニ
ズムについて詳細に把握できるようになりました。2021
年までの8年間でドローンを使用した現地調査への技術支援を30回以上行っています。

●コンクリート研究室
ドローンを用いた橋梁等の3次元写真測量への技術支援を行っています。橋梁等の構造物の維持管理コストの最
適化を目的として、仮想空間技術を応用した構造物の劣化予測を行うシステムの開発が進められています。3次元
仮想空間上での数値シミュレーションには3次元測量等によって取得した構造物データが必要になります。そこで
ドローンを用いて橋梁および周辺地形を多方向から撮影し、3次元データを得るための技術支援を行いました。得
られたデータを用いて気象データや構造物劣化を再現するシステム開発が進められているところです。

4

おわりに

技能資格を有する技術職員がドローンの操縦業務を担っているケースもあるものの、多くのケースでは各研
究室の学生がドローンを操縦しています。そのため、2022年度に予定されている免許制導入以降では、従来の
ように容易に飛行させることができなくなることが懸念されます。ドローンの安全な飛行計画の立案と実行に
おいては、オペレータ以外の役割も大変重要となってきます。機体の状況を知らせる観測員（スポッター）や現場
領域の安全を確保する保安員（グランドクルー）、そしてそれらを統べる現場監督者（ディレクタ）のいずれも
が、ドローンの安全運用に必要な知識と技能を有し、交代要員としてドローンを操縦できる状態が望ましく、有
機的な「チーム」として運用できる体制が理想的であると考えられます。
これまでの研修により「チーム」としての礎はできつつあります。今後、ドローンに関する技術支援のニーズに
関する調査を実施しながら、ニーズに則した支援ができるよう技術の研鑽に励んでいく所存です。

1) 安部真：情報・経営システム工学課程3学年「経営情報システム工学実験Ⅰ」、2015年度技術報告集（長岡技術科学大学）、p.49 (2016)
2) 高田晋：呼吸連動昇降装置の開発支援、018年度技術支援報告（長岡技術科学大学）、p.33-34 (2019)
3) 山本浩：UAV（無人航空機）を使用した離岸流の観測、2014年度技術報告集（長岡技術科学大学）、p.29 (2015)
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業務依頼について
本センターでは依頼元からの「業務依頼」を活動の基本としています、業務依頼申請の詳細につきましては、別紙
（学内のみ配布）をご参照下さい。

■業務依頼フローチャート

業務依頼相談

■業務依頼区分
内

業務

教育支援

（系担当または業務管理グループ）

業務依頼書作成（技術職員代行可）

容

○実験・実習・演習への技術指導
○実験室・実験機器・薬品等の保守管理
○その他教育支援に関すること

業務依頼書提出（業務管理グループ宛）
研究支援

業務承認案の作成 - 担当者選任
（業務実施委員会）

業務適否判定

（センター長）

大学運営

新規定期
業務

および管理
○教育研究に関わる技術開発支援
○その他研究支援に関すること

系・
センター支援

継続定期業務、
臨時業務

○研究・実験装置の設計、開発、維持

業務適否判断

（技術支援企画・調整会議）

○施設・設備の維持管理
○利用者への対応、教育
○共通センター運営支援に関すること

○学内委員・安全衛生巡視
○学内行事（入試・入学式・卒業式等）
○その他大学・系の運営に関すること

社会貢献

業務承認書発行（依頼者・業務担当者宛）
業務遂行（業務担当者）
業務報告書記入（依頼者・業務担当者記入）

学外技術
支援対応

業務報告書提出（業務管理グループ宛）
業務完了

○オープンキャンパス、オープンハウス
○高大連携事業
○理科実験体験教室
○出前実験（科学教育啓発活動）
○その他社会貢献に関すること

○教育・技術指導
○実験・加工・分析委託業務
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