
電気エネルギー制御科

No テーマ名 氏　名 内　容 完成図・写真 指導教員

1 電動車両の製作

木内 欣希
田口 聖人
中野 真一郎
藤ノ木 友輔

近年では資源制約や環境問題への
関心の高まりを背景に電気自動車や
電動バイク等が注目を集めており、各
企業においても開発がすすめられて
いる。そのEVを製作し、授業におい
て負荷装置として使用できる、かつ、
オープンキャンパスや学園祭などに
おいて科のPRとなるものの製作に取
り組んだ。

栗秋 亮太

2 リニアモータによる模型の製
作

高橋　雄也
藤田　卓見
渡　祐大

リニアモータの原理による模型の制
作を通して、モータの動作原理等に
ついて、より一層の理解を深めるた
め、直線運動を生みだすリニアモー
タを利用したレール上を走行するリニ
アモータカーを製作した。

若林 革

3 ３軸クレーンゲームの設計・
製作

阿部 祐一郎
中田 裕貴
長澤 拓也
本宮 康平
森 卓也

これまでシーケンス制御、PLCプログ
ラミング、FA(ファクトリーオートメー
ション)制御などの学習を行った。
本製作では、その知識と技術の集大
成・自身の能力向上を目標にクレー
ンゲームの製作を行う。

谷口 昌也

4 発電機の製作

森 潤太
柏木 昴也
菅原 直人
桒島 陸

電磁誘導現象を応用した発電機の
製作に取り組んだ。当科の前身であ
る制御技術科の総合制作実習で製
作した風力発電機の性能試験の方
法とその結果を報告する。その結果
を踏まえ、性能向上の取り組みとし
て、改良型発電機を試作した。

佐久間 富美夫
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*1 住居環境科    
Department of Housing Environment 
 

仕事と日本人 
About Japanese Working Style 

 

木 村 泰 昌 *1 

Yasumasa KIMURA  
 
要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の



電子情報技術科

No テーマ名 氏　名 内　容 完成図・写真 指導教員

1 遠隔監視装置の製作
秋山 直樹
立入 壮真

応用課程の標準課題で実施している
遠隔監視装置は、組込みシステムの
設計から実装まで一貫した課題であ
る。しかし、この遠隔監視装置は表
示速度が遅く、Linuxボードが旧式
で高価である。さらに、表示画面が
小さく、画像のみ表示しているだけ
である。そこで、本卒業制作では、
新型のLinuxボードを用いて、新た
に遠隔監視装置を作成した。

奥秋　清次

2
非接触型ICカードを用い
た出席管理システムの制
作

沢畑 優希
重藤 大輔
村上 直輝

　非接触ICカードを専用機器（リー
ダーモジュール）でデータの読み書
きができることから、出席管理シス
テムに使えるのではないかと検討を
行い、制御プログラムを制作した。
また、ICカードに記録したデータを
読み取りExcelにデータを保存する
アプリも開発した。

幸田　啓

3 電子制御によるドキドキ飛
び出しゲームの製作

高畑 翔一
中村 俊樹

　実際に触れて楽しめる製作物を作りた
いと考え、ルールが簡単で老若男女問
わず楽しめる「黒ひげ危機一髪(ﾀｶﾗﾄ
ﾐｰ）」をモチーフにした電子ゲームを製
作した。剣が刺さっていることを検知す
るセンサーやハズレを引いてしまった時
に点滅するLEDや音を出すスピーカー
を備えている。

幸田　啓

4 小型時計台のイルミネー
ション製作Ⅱ

今別府 善信

　千葉キャンパスの食堂前に設置さ
れている小型時計台のイルミネー
ション機能のリニューアルを行っ
た。
　光源にはテープ型のRGBフルカ
ラーLEDを使用し、マイコンによる
点灯制御回路を製作して複数の点灯
パターンをプログラムでで制御でき
るようにした。

吉野　正樹

5 LED CUBEの製作Ⅱ

島田 晃利
新妻 浩一
安部 望夢
斉藤 晴輝

　フルカラーLEDを立体状に配置して、
文字や図形を立体的に表現できるLED
CUBEの製作に取り組んだ。
　縦・横・奥行にそれぞれ12個（計1728
個）のLEDを格子状に組んで、マイコン
のプログラムで点灯パターンを制御して
いる。
　今年度はCUBE全体が完成し、単純
なパターンの表示まで達成できたが、
図形や文字の動的表示は次の課題と
なった。

吉野　正樹

6 ETロボコン競技会用制御
プログラムの制作

植草 佑介
鵜木 翔太
河西 駿

宍倉 圭佑
福島 隼人

 ETロボコンとは、決められた走行体に
各々で設計したソフトウェアを搭載し、
指定されたコースを自律走行させス
ピードと難所攻略を競う競技である。今
年度は、EV3という新しいロボットで取り
組むこととなり、開発環境も変わるなか
新しい走行プログラムを作るだけでな
く、様々なサポートツールも開発し取り
組んだ。

野口　和久
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要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の



7 二足歩行ロボットの制御と
製作Ⅱ

石毛 大輔
森田 浩平

 二足歩行ロボットによる競技では、ヒト
の格闘技と同様に相手をダウンさせて、
そのカウント数で勝敗を決める“ROBO
ONE light”がある。これは市販品の公
認ロボットや大会規定に則した自作ロ
ボットを使用する。本制作では公認ロ
ボットを用い、競技用動作に係るプログ
ラムの最適化を行い大会に参加した。
また、今後、自作ロボットでの参加を目
指すため、歩行ロボットの製作に取り組
んだ。

渡邊　正和

8 カメラ、センサーによる
走行型ロボットの制御

土屋 智和
藤井 貴紀

　カメラやセンサ技術を用いた走行型
ロボットを製作し、将来的に二足歩行ロ
ボットに搭載するため、カメラやセンサ
の機能に関して技術的な検証に、オム
ニホイールによる走行型ロボットの製作
を目的とした。また、マイコン
RaspberryPi2 Model Bを使用し、画像ラ
イブラリにより、対象物検知の処理技術
の確認を行った。

渡邊　正和

9 不正アクセスを防ぐ最適な
ネットワークの構築

福田 貴優

　近年、インターネット上での不正アクセ
スが、社会問題となっている。不正アク
セスには、ポートスキャン、DDoS攻撃、
コンピュータウイルスがある。これらの不
正アクセスの中でシステムダウンにつな
がる、DDoS攻撃が非常に深刻である。
そこでDDoS攻撃を防ぐため、どのように
すればこの攻撃を防げるか、ネットワー
クを構築して確認した。

奥秋　清次

10 就職活動関連情報閲覧シ
ステムの構築

宮前 圭衣

　過去の就職関連データ等において、
整理がされていなかったため、有益な
情報を閲覧・検索・整理しやすくすると
ともに、今後のデータ化のための統一し
たフォーマットを決め、データベースを
用いて効率良く閲覧したい内容を検索
するシステムの構築をおこなった。

吉野　正樹
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要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の



住居環境科

No テーマ名 氏　名 内　容 完成図・写真 指導教員

1 都市・建築・コンペ等への取り組み

加藤　駿
北代　遊楽
新藤　良明
田村多喜子

建築設計競技（コンペ）に、一人一
件応募した。また、それに関連した
テーマを各自ひとつ設定し、取り組
んだ。第１は、都市づくりの展望につ
いて。第２は、地方都市の活性化に
ついて。第３は、木造トラスを用いた
屋根の構造デザインについて。第４
は、バウビオロギー（建築生態学）に
学ぶ建築設計手法について。以上
の４テーマに、おのおのが挑戦し
た。

木村泰昌

2 建築作品研究および建築設計提案
Architecture　過去から学び、未来への挑戦

石川　麻由
日下　拓海
髙岡　昌世
寺岡　義貴

各自が現存する著名建築物の作品
研究のため書籍・図面を読み、３
DCADによるモデリングデータ作成
及び模型製作を行う追体験を行い、
さらに公募されている建設予定の住
宅およびマンションのﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ等の
実践的な建築設計競技に参加し、
限られた時間での３DCADによるプ
レゼンテーション技術を身に付け、
多くの応募作品から設計案の多様さ
を学び、今後の建築設計実務に活
かす。

鈴木良行

3 木造在来軸組構法の構造模型製作

梶原　達哉
劔持　晃
佐藤　宏祐
白土　千博

在来木造軸組の模型を製作する事
によって在学中に学んだ木質構造
について再確認し、さらに断熱材や
内外装の施工を行うことによって、一
層の理解を深めるとともに、今後教
材として活用していく可能性につい
て報告する。

黒瀬敏浩

4 屋外ベンチ改修・製作

伊藤　莉己
佐々木　恭生
武田　彩恵
新野　浩之

本校設立当時の実習製作物として
長年使われてきた、鉄骨製ベンチの
改修を通して、ストック（実習製作物）
継続使用のための、改修計画・改修
実施要項の提案を行う。

佐野豊
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*1 住居環境科    
Department of Housing Environment 
 

仕事と日本人 
About Japanese Working Style 

 

木 村 泰 昌 *1 

Yasumasa KIMURA  
 
要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の



生産技術科

No テーマ名 氏　名 内　容 完成図・写真 指導教員

1 LED時計と機械式時計の製
作

大竹　喬也
篠塚　友也
高倉　良知
長屋　稔真
山田　実玖

これまでに学んだ機械加工の技能・
知識、NC工作機械のプログラミング
技術を活かす目的で、重りを動力と
した機械式の振り子時計の製作に取
り組んだ。また機械式子時計の製作
と合わせて、「体育の時に時間が確
認できない」という問題を解決したい
と考え、情報処理実習で学んだプロ
グラミングの知識を使い、Arduinoを
使用したLED時計の製作にも取り組
んだ。

高橋　麗

2 エアバランサーの製作

磯崎 成大
ジョーンズ ジェシー航
希
高岡 亜輝
辻 祐也
藤掛 拓磨

校内の旋盤実習や技能検定練習
時、３爪チャックと４爪チャックの交換
作業が頻繁に発生する。チャック重
量が30～40kg有り、交換時の作業性
や安全性に問題があった。今回、
我々はこの旋盤のチャック交換作業
改善を図ることを目的としエアバラン
サーの製作に取り組んだ。

小山　昌孝

3 ゼネバによる割出し位置決
め機構の製作

武井　亮太
田村　和司
柳田　雅輝

これまでに学んだ機械加工や
CAD/CAMの知識を活かし、さらに
技能の向上を目標にしてテーマを考
えたところ、技能五輪「精密機器組
立」の課題である「ゼネバによる割出
し位置決め機構」製作に挑戦するこ
とにした。

隈元　康一

4 空気軸受けスピンドルシス
テムの製作

井橋　裕樹
星野　聡大

本システムは手軽に主軸の機構を再
現できるようにするために、ハウジン
グ部分に空気穴をあけて内部に空気
を循環させてスピンドルが回転すると
いう機構を採用した。

隈元　康一

5 技能向上に向けた取り組み
保坂　俊博
山口　大智

総合制作実習では、これまでに習得
した汎用工作機械に関する作業時
間の短縮や加工技術の技能をさらに
向上させることを目的とし、同じ課題
を複数制作することで得られたデー
タを基に加工技能の熟練度を評価
することにした。

日熊　義隆

6 手動クランプ装置の製作
大﨑　優
小澤　一馬

これまでに学習した機械加工に関す
る知識及び技術を活かし、より高度な
加工に挑戦することで「モノづくり」の
面白さや発展性、技能向上を目指
す。また図面から工程表を制作し、ス
ケジュールの計画や役割分担など工
程管理や５Sのスキルを修得する。

日熊　義隆
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Yasumasa KIMURA  
 
要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の



メカトロニクス技術科

No テーマ名 氏　名 内　容 完成図・写真 指導教員

1 自動倉庫装置の設計・製作

岩佐太仁
芝山直之
鳥塚宗義

インターネットの発達とともに物流の
利用が多くなり倉庫の自動的管理の
重要性が増している。本装置ではＡ
６サイズの本を自動で取出・収納する
機能をＰＬＣとマイコン制御により実
現させた。

植木正則
木村裕之
坪内左京

2 自動コマ回し装置の製作

神戸貴久
廣瀬翼
皆川丈慶

近年、コマ大戦に参加するなかで、
その対策として一人で対戦練習がで
きる装置を開発した。本装置はハンド
がコマをつまみあげ、ピックアンドプ
レイス装置の動作にコマを回す機能
を付加したものとなっている。

植木正則
木村裕之
坪内左京
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Yasumasa KIMURA  
 
要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の


