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無線コンサルティング
「ワイヤレスデザイン」

■代表プロフィール
　ワイヤレスデザイン 代表 長谷 良裕（はせ よしひろ）さん。

　自慢は、このセンター関係者で最も通勤距離が短いという
相模原市西橋本在住の54歳。
　無線通信について知識・経験・ネットワーク、どれをとっても
日本有数のエキスパートである長谷さんの趣味はオーディオ
アンプ作り。 秋葉原へもよく部品を調達しに行きます。

■起業しようと思ったきっかけは？
　郵政省通信総合研究所（現情報通信研究機構）で20年以
上、衛星通信システム・移動通信システム等の無線通信システ
ムの研究開発・研究企画業務等に従事。その間に横浜国立大
学助教授、霞が関の郵政本省勤務等も経験した後、(株）
ＹＯＺＡＮに転職。自ら考案した自治体向け地域情報配信シ
ステム事業の立ち上げや、無線呼出システムのインフラ全面
更改と運営等に約6年間従事するなど、さまざまな無線システ
ムの開発にかかわってきました。また、産学官の全セクターに
かかわり、技術開発を中心に営業・教育・経営といった分野ま
で非常に幅広い仕事を経験してきました。
　この夏に会社を退職したのをきっかけに、今後は、これまで
の知識や経験を生かしてお客様が目指すシステム開発をサ
ポートできるようにと、技術コンサルタントという形で独立し
ました。

■事業紹介
　ワイヤレスデザインは無線システムの構築や運営に関す
るワンストップサービスを目指すコンサルティング。無線シス
テムに関する技術コンサルティング、電波計測関連システ
ム・ソフトウェアの開発・販売、各種測定作業・ソフト開発等
の請負、無線関係研修講師など、無線に関することなら、ど
んなご相談でも引受けています。

【開発にかかわった主な無線システム】
　　　○自治体向け地域情報配信システム
　　　○首都圏無線呼出システム
　　　○成層圏無線中継システム
　　　○ミリ波無線ＬＡＮシステム
　　　○航空機衛星通信システム
　　　○陸上移動衛星通信システム　他多数

※自動車のキーレスエントリーの電池交換はしなくてもい
　いの？ 日本一のアンテナは？などなどホームページ上で
　の「無線トリビア」も公開中！

■一番苦労していることは？
　忘れっぽい性格のせいか、あまり苦労した記憶がないん
です。まあ、現実的にお金の面ではいつも苦しいですね。

■これからの目標は？
　無線ビジネス業界は『3年先は闇だ』とよく言われますが、
過度なビジネス指向ではなく、公共的な分野での開発プロ
ジェクトに関わって、今までの知識・経験をわずかでも社会
に還元できればと思っています。

連絡先： ワイヤレスデザイン
　　　　電話：042-770-9380　
　　      mail: Hase@WirelessDesign.biz
　　      HP :http://www.WirelessDesign.biz/

その55その55

ワイヤレスデザイン
SIC-1　３2３

毎月、SIC に入居された企業をご紹介しています。

長谷 良裕さん

　趣味の副業として真空管アンプの製作をやっています。ご興味のあ
る方は連絡ください。
　真空管ではありませんが、電池駆動の 8Ｗ+8Ｗのデジタル（D級）
アンプです。通常の状態（平均出力 1Ｗくらい）なら 10時間以上は
電池が持つ、超小型・超軽量・超エコロジーアンプです。ちなみに、
電池は単三乾電池８本です。
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＊ エレベーター点検　SIC-1 10:00～11:00　SIC-2　9:30～12:00 の間はご利用になれません。
＊ 警備センサー作動点検　SIC-1 9:30～12:00　SIC-2　13:00～16:00   各お部屋３分程度。   お問い合わせは　生井（内線1116）まで

御用納め

＊SIC-1
エレベーター点検

SICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせ

SIC 大掃除

【今月の経営スケジュール（参考）】
　　　　経理：1１月源泉税・地方税納付、賞与計算、年末調整、給与計算・試算表作成
　　　　社会保険・労働保険：賞与支払届

会議室2月分
予約受付開始  

経営塾

職場リーダー
養成塾
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ヒマラヤ杉の球果（松ぼっくり）：別名シーダーローズ。
ヒマラヤ杉（ヒマラヤシーダー）のばら（ローズ）の花の
ような松ぼっくり。この松ぼっくりは、花が散るようにバラ
バラと剥がれ落ち、先端の果鱗（シーダーローズ）が残る。
ところで、SIC-1 の入り口へ向う歩道にある街路樹は、
知らず知らずの内に SIC へと誘っている事をご存知でしょ
うか？設計者の想いがここから始まっている。知る人ぞ知
るSIC-1のエントランスなのです。お気付きでしたか？

＊SIC-２
エレベーター点検

SIC-1 フィルター清掃
SIC-2 ガラスクリーニン

産学マッチング会

天皇誕生日

＊SIC-1・2 
警備センサー
作動点検

もちつき

　　　　第２回

ー平成 20年 10 月 15 日（水）安倍川〜島田ー
　安部川駅から方向を間違えたが、地元の親切な方に道案
内をして頂き丸子 (まりこ) 宿へ入る。茅葺の茶屋丁子屋が
あり、名物のとろろ汁で精をつけて宇津ノ谷を目指したそう
である。雨も上がり、しっとりとした空気に醸し出された宇
津ノ谷は、閉ざされた山中の家並みが残され、古老の話も
聞くことができて、これまでの道中では見たことのないタイム
スリップした感じであった。
　明治時代にできた幽霊がでるというトンネルをくぐると、
バイパスを走る車の音で現代に戻り岡部宿へ向かう。旅籠
の一軒であった柏屋は歴史資料館になっている。平坦な街
道を６ｋ程進むと商店街が続き大きな宿場の藤枝となる。
土地柄であろうがお茶の問屋が多くみられ、社寺も多く、中
でも大慶寺の日蓮が植えたと伝えられる「久遠の松」は見
事な枝振りである。東海道本線に沿って島田宿を目指すも、
帰る時間も迫ってきたので、一駅手前の六合にて本日は
２５ｋで上がりとした。
ー平成 20年 1１月２日
　　（日）島田〜掛川ー
　8：10六合駅を出発、
国道 1号線の道標は東
京から206.5ｋ。島田
宿を抜けるといよいよ
大井川になる。
　当時は水深に応じた
川札を購入、人の肩や
輦台に乗り渡った様子が復元された川会所 ( かわかいしょ )
に展示してある。1ｋの大井川橋を渡りきると金谷宿で、こ
の日は大井川鉄道のＳＬ運行日で、久しぶりに現物を見物
できて大変得した気分。金谷坂・菊川坂の石畳（写真）を
抜けると、箱根峠・鈴鹿峠とともに三大難所といわれた小
夜の中山峠となる。お茶畑が広がり見晴らしは良いが上り下
りは厳しい。七曲りの急坂を下りきると日坂 ( にっさか ) 宿
で旅籠や高札場があった。掛川までは 7.5ｋほどであったが
思った以上に応えた一日でした。　　　　　　　　つづく

第４回THE☆もちもち 開催のご案内
　恒例の「THE☆もちもち」を開催いたします。今回は、
食べる事をメインにいたしますので、お昼ご飯にお餅をどう
ぞ。皆様のご参加をお待ちしています。

　　■日時：１２月１８日 (木 )　１１:00～１4:00
　　■場所：お食事　SＩC-１　ロビー
　　　　　　餅つき　SＩC-１とSＩC-２の連絡通路
　　■参加費：お一人様　５００円

　※詳細につきましては、近日中に
　　館内に掲示いたします。
　　　お問合せ：SICスタッフまで

石川の東海道　道中記石川の東海道　道中記石川の東海道　道中記石川の東海道　道中記石川の東海道　道中記

SIC 年末年始休業　12月 27日（土）～1月 4日（日）

 

SIC-2
フィルター清掃

川上・川下
第２回交流会

 



職業能力開発総合大学校　
機械制御システム工学科

安田研究室
　教授　安田  克彦 氏

　　　　　　　　　　　　我々の研究室では、ものづくり
　　　　　　　　　　　技術を溶接・接合の分野から捉え、
　　　　　　　　　　　現場に即対応可能な各種材料の溶
　　　　　　　　　　　接や高品質溶接、高効率溶接の施
　　　　　　　　　　　工法の開発を行っております。　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　特に、最近は、ものづくりの中
　　　　　　　　　　　心に「人」を置き、
　①人が得意とする部分は人が、逆に人が不得意で機械が
　　得意とする部分は機械が行い、両者が協調して行う写
　　真のような「人と機械の協調溶接法」
　②人の技を解析し、ロボット機能に適応可能なデータを
　　ロボットのティーチング段階で利用するロボット溶接
　　の施工法
などの方法で溶接の高品質化、高効率化を実現させていま
す。

1）各種材料の溶接法の開発
　従来から現場で広く利用されている各種のアーク溶接
法を使用し、一般的な炭素鋼からステンレス、アルミ、
チタン、マグネシウム材料まで、各材料の溶融特性や溶
接継手の変形特性などを独自の方法で解析し、高品質の
溶接が比較的容易に得られる方法を確立しています。

2）高品質化溶接法の開発
　特に、薄板溶接に着目、溶接した材料を成形する「溶
接と板金加工の複合加工」を進め、各材料の用途目的に
適した溶接法を提案しています。最近は、高付加価値製
品となる密閉容器の製作における溶接の開始端から終端
までの溶け込みを均一に保つ溶接法を数種の方法で可能
としています。

3）高効率化溶接法の開発
　溶接の高効率化を目的に、溶接の高速化や深溶け込み
溶接を目指し、①熱源の複合化、②アーク熱源の制御、
③溶接施工面の工夫、などで可能にしています。特に、
深溶け込み溶接に関しては、開先の形状やティグ溶接用
電極先端の形状設定など、従来はほとんど見過ごされて
きた手軽な要素をうまく工夫し、組み合わせることで十
分な成果の得られることを見出しています。

4）薄板溶接
　各種材料の中でも0.2～1.6mmの薄板材の溶接に着目、
ハンドレーザを効果的に利用する方法や制御したティグ
やプラズマ熱源を使用する方法を検討しています。さら
に、これら作業をできるだけ技能レスの方法で行える簡
便な治工具の開発などにもトライアルしています。加え
て、溶接を工夫することで、板金加工の限界に挑戦する
試みなども行っています。

職業能力開発総合大学校ホームページ
　　　　　　http://www.uitec.ehdo.go.jp/

産学連携産学連携産学連携 職業能力開発総合大学校職業能力開発総合大学校大学・研究室紹介大学・研究室紹介
Polytechnic University

　第２回交流会
■日時：平成２０年１２月12日（金）10:00～18:30
■場所：サン・エールさがみはら　ホール・第 1研修室
■入場無料
○微生物による水素発酵とその応用　　　　北里大学
○半導体製造装置分野から燃料電池など次世代エネル　
　ギー分野への挑戦　　　　　株式会社テクノメイト　
○熟成オゾン水生成システムと冷温水蓄熱技術を活用し
　た環境負荷軽減システムの開発について
　　　　　　　　　　　　株式会社リガルジョイント　
○モバイル用燃料電池など次世代エネルギーシステム分
　野に挑戦ー環境に配慮した部品・素材開発への取り組
　みについてー　　　　　　　　　株式会社ニックス
○当社電磁ポンプの燃料電池や環境機器への適用事例の
　ご紹介　　　　　　日本コントロール工業株式会社
○究極のエコ・カー　燃料電池自動車と電気自動車開発
　の現状　　　　　　　　　　　　　　武蔵工業大学　
各講演終了後の個別面談を受付ています。
【お申込み・お問い合わせ先】担当　永井 (内線 2002)

安田 克彦教授

ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内

※詳しくはSICホームページをご覧下さい。

■日時：平成２０年１２月９日（火）15:00～19:00
■場所：サン・エールさがみはら　第 1研修室
■定員：４０名　入場無料
○職業能力開発総合大学校
　『屋上緑化の熱的効果に関する研究』
　建築システム工学科　環境工学・設備工学研究室
　　橋本 幸博准教授
○東京工業高等専門学校
　『東京高専における産学連携　事例紹介』
　地域連携テクノセンター　佐々木 桂一専任助教
○神奈川工科大学
　『アクティブRFID の受信強度変化を利用した
　 状態情報共有システム』
　情報工学科　田中 博教授、五百蔵　重典准教授
○サレジオ工業高等専門学校
　『GIS をもっと利用しよう！簡単な商圏分析を例題と
　して』　情報工学科　島田 陽一准教授
先着順で個別相談を受付ています。
【お申込み・お問い合わせ先】担当　稲垣 (内線 2003)



編集
後記

１２月、和風名月では皆様ご存知の『師走』。地球温暖化も手伝ってか、旧暦は現在の季節とづれがあるようです。でも、
師走に関してはづれはありません。慌ただしく走るのではなく、この一年を静かに振り返る、そんな1年に来年はしたい！。
さて、SIC かわらばんの地域版を創刊いたしました。両かわらばんについてのご意見・ご感想をお待ちしております。 　

橋本駅から徒歩１０分の本格インド料理のお店を紹介します。
インドの高級ホテルで腕をふるったシェフが厨房に立つ本格派。
今回食べたのは「マトンとほうれん草のカレー」、「野菜のカレー」、
「ナン」、「シークカバブ」でした。
本格的なインド料理やカレーをほとんど食べたことがないのですが
食べやすくおいしくいただきました。
店内も明るくカジュアルでいい雰囲気です。
お店の方もとても感じが良かったです。
ご家族やカップルでどうぞ。

★ご意見・ご感想をお待ちしています。    （株）さがみはら産業創造センター（SIC)　〒229-1131 相模原市西橋本 5-4-21 電話 :042-770-9119  
FAX:042-770-9077  ホームページ：http://www.sic-sagamihara.jp　E-mail: koho@sic-sagamihara.jp

■住所　相模原市東橋本 1丁目２１-１２　ロードサイドヒルズ１F 　■電話　042-860-7645　■不定休　■営業時間　11:00 ～ 23:00(L.O.22:30)　

【シリーズ企画　企業支援の現場から・・・『人材採用のポイント』３回連続】

vvool.4５l.4５

　前号では、【就職活動の実際（転職者編）】と題して、『転
職者は、自分と企業の関係を重視した就職活動を行っ
ていることをお伝えしました。第二回目の今回は【就
職活動の実際（大学生編）】をお送りします。

SIC インキュベーションマネージャー
　上野　泰和（社会保険労務士有資格者）

第 2回　就職活動の実際（大学生編）
　ある大学の就職支援者は、昨今の就職活動に奔走す
る学生を「就職活動というイベントに参加させられて
いる」と表現していました。そのことを裏付けるように、
学生の９０％以上が合同セミナーや企業説明会（大手
企業による自社単独開催や就職情報提供会社主催など）
に参加し、その平均は６回以上となっています（（株）
リクルート調査結果）。そのセミナーや説明会に参加し
ないことには、就職活動のスタートラインに立つこと
ができないのですから、その割合の高さや回数の多さ
は、必然なのでしょう。そのため、学生は、セミナー
や説明会に関する情報収集やエントリーなどの作業に
膨大な時間を費やしています。

　では、学生がセミナーや説明会の情報をどのように
収集しているかというと、ほとんどの学生が就職情報
サイト（リクナビ、マイナビ等）からです。そこで、
どのような企業が採用を計画しているかを知り、企業
のホームページを閲覧し、セミナーや説明会に応募す
るかどうかを決定しています。

　学生の就職活動の対象の大部分は大手企業や中堅企
業であり、中小企業も含めて就職活動を行っている学
生は、少数派です。いわゆる“大企業志向”です。しかし、

（株）毎日コミュニケーションズの調査結果では、「何
がなんでも大手」は約１０％、「ヤリガイのある仕事が
できるのであれば、中堅・中小企業でもよい」は約
３９％と、半数近い学生は、“大企業志向” でないこと
がわかります。世間で言われているほど “大企業志向”
は強くないのです。

　以前、ある大学の教授から、学生がどのように就職
活動を進めているのかについて話しを伺いました。「大
学では、２年次から就職活動に向けたガイダンスやセ
ミナーを行い、早期に就職活動を始める必要性や重要
性を説明している。その結果、多くの学生は、３年の
秋頃から就職活動をスタートさせるが、その時に提供
されている採用情報のほとんどが大企業のものばかり
です。そしてまた、最近の学生は、地元志向が強くなっ
てきています。」とのことでした。
　
　これらのことから、大学生の就職活動における問題
点は「地元中小企業に関する情報が少ない」「学生自身
が明確な目的意識をもって就職活動に臨んでおらず、
その結果、企業規模や知名度で企業を選択している」
ことが分かります。

　次回は、転職者や
新卒者に伝えるべき
採用情報は何か、そ
の情報をどのように
伝えるかなどについ
てみていきたいと思
います。
第 3回へつづく

インドの恵み　山本のめし屋レポート　

相模原駅北口
　SIC アドバイザー　権藤徹志さん画

橋本駅北口
スーパーアルプスの横を過ぎて京王相模原線
の高架下をくぐって一つ目の信号近くにあり
ます。

カレーは二十数種類か
ら選ぶ事ができて、辛
さもマイルドから大辛
まで。


