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都城工業高等専門学校における地域貢献活動に関する目的、基本方針及び目標

都城工業高等専門学校（以下「本校」という。）における地域貢献活動に関する目的、基

本方針及び目標については、以下のとおり取扱うものとする。

（地域貢献活動の定義）

本校における地域貢献活動とは、地域に力を尽くして、より良い結果をもたらす活動、並

びに地域及び本校の発展に資する活動をいう。

（目的）

本校は、地域における教育研究支援活動、学習ニーズ呼応活動、産学官連携活動及び高

専施設開放活動等の拠点となり、地域の発展のため、その役割を果たすことを目的とする。

（基本方針）

１．本校教職員は、地域の一員として積極的に地域社会との共生を図る。

２．本校及び本校教職員は、教育研究活動等で培った知識、技術及び施設資源に基づいて、

地域の期待に応える。

（目標）

本校は、地域ニーズを的確に把握し、研究成果の還元、人的交流及び施設開放等に基づき、

地域教育文化及び研究基盤レベルの向上、地域産業の振興並びに地域サービスの充実を目指

し、地域に頼られる存在になることを目標とする。
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校長巻頭言

都城工業高等専門学校長
岩佐　健司

高等専門学校、通称である高専は中学校卒業後 ５年間の一貫教育と研究活動する学校として全国で
国立高専５１校、公立 ３校、私立 ３校の合計５7校が設置されています。設置学科の多くは工業系でありま
すが、商船学科を有する学校 ５高専の他、経営、流通関係の学科を有する高専もあります。都城高専は、
実践的エンジニア人材育成を目的として昭和３9年に機械工学科、電気工学科、そして工業化学科の ３学
科を配置し、高等教育機関として設置されました。その後、時代の産業構造の変化と社会が求める技術
者の要請から、学科改組を行い、現在は機械工学科、電気情報工学科、物質工学科、そして建築学科の
４学科となり １学年１６0名を受入れて、卒業までの ５年間で産業人として有意な人材輩出をして参りま
した。さらに卒業後、機械電気工学専攻、物質工学専攻、建築学専攻からなる専攻科は高度な研究活動
を通じて更なる産業界での飛躍が期待される人材育成を行っており、 ２年間の専攻科修了課程を修める
ことで学士（工学）号を得ることができます。　
　現在の産業そして労働環境は大きな変化の潮流があることはすでに明らかです。とりわけ製造業を中
心としたものづくりの現場では、世界規模のグローバル化により東アジア諸国への事業の積極的な海外
展開、国内においては少子高齢化による就業人口の減少と相まって、新規産業への開発力や研究力の低
下の懸念もあり、日本のものづくりの停滞を危惧する声も聞かれます。また、これから到来することで
あろう内閣府が定義づける「サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合さ
せたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会」Society５.0に向けた
情報化社会や産業に向けた取り組みも急務となってきています。
　我国と地域に取り巻く産業環境の厳しさと新しい社会への期待と不安が交錯する時代においてこそ、
科学技術の追求とグローバルでかつ地域社会に視点（グローカル）を有したエンジニア育成、そして産
学官との連携のもと地域の特徴を最大限生かした新産業育成への取り組みはますます重要になっていま
す。本校もその役割の一端を担うべく国際化、地域貢献、新産業育成の観点を踏まえた教育・研究を進
めています。
　地域社会とのつながりでは本校地域連携テクノセンターが中心となって活動しています。霧島工業ク
ラブ会員企業、包括協定を締結している都城市、三股町をはじめ、多くの団体や組織と連携し現在も技
術相談や共同研究を実施しています。その研究活動を含む、本誌「地域連携テクノセンター報」は、本
校教員が取り組んでいる研究活動と研究シーズを提供し、地域企業の皆様の技術支援や共同研究の強化
と高専と地域社会との密接な関係をより深く築くための情報誌であります。
　今後とも地域の中で存在する高等教育機関として利用していただき、本校と都城市を含む南九州が産
業を通じてこれからも発展できますよう皆様のご協力とご支援をよろしくお願い申し上げます。
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地域連携テクノセンター長あいさつ

都城工業高等専門学校·
校長補佐（研究・社会連携担当）

地域連携テクノセンター長
高橋　明宏

　地域連携テクノセンター長を仰せつかっております高橋·明宏です。当センターでは、技術開発と教
育研究の両活動を基軸にした地域貢献、農工連携、学生参加型共同教育の推進に向けて各種業務に取り
組んでおります。平成 ２年度に総合材料開発センターとして創立され、３0年近くになろうとしています。
さて、高等専門学校（以下、高専）は、学校教育法等で 7年以内を １サイクルとして認証評価機関

から評価（後に公開される）を受けることが義務づけられています。これを高専機関別認証評価といい、
これまでに平成１7年度、２４年度に ２度の評価を受け、令和元年度は ３度目の評価を受けることになって
おります。この評価の機関は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構であり、専攻科生へ学位授与
を行っているところでもあります。前述しましたように、前回の審査・評価は平成２４年度でした。おか
げさまで評価基準を満たしているという結果を受けました。その中で、主に優れた点が ６つ挙げられて
おり、地域連携に関する点をご紹介いたします。「（都城高専は、）都城圏域や鹿児島県の一部の異業種
交流グループとして平成 ４年に設立された霧島工業クラブの一員として、また、近年には、宮崎県工業
会との包括連携協力協定書の締結、JSTイノベーションサテライト宮崎との産学官連携に関する覚書の
締結、NPO法人みやざき技術士の会との連携協力に関する協定書の締結など、約２0年間、共同研究や
インターンシップ等を通じたそれぞれの組織・機関と綿密な連携を図り、外部の教育資源を有効かつ多
面的に活用して成果を上げている。」という評価でした。さらに優れた点として「地域連携センター（当
時）を中心として、平成２0年度から地域産業コーディネーターを任用し、インターンシップを行う県内
企業の開拓に実績を上げ、平成２３年度からは、その事業を継続・包含する形で、キャリア支援室を設置
し、女子学生の進路のためのキャリア研修会を含む有効な講演や就職模擬面接指導等のキャリア支援を
効果的に行い、低学年次から高学年次までの系統的かつ総合的なキャリア支援教育を有効に企画、実施
している。」とありました。高評を得たこれらの活動は現在でも続いているものがあり、霧島工業クラ
ブ様をはじめ、多くの地域の皆様に支えられて成り立っていると思い、深く感謝申し上げます。
　本紙が昨年度の発刊から ２回目を迎えました。平成３0年度のセンター活動概要および本校教員の研究
テーマ等を取り纏めております。手にとってご覧頂きまして、少しでも多様な課題に対する解決手法や
基盤技術向上へのヒントにつながることを願っております。
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一般社団法人霧島工業クラブ

一般社団法人霧島工業クラブ
専務理事

久保　秀夫

　一般社団法人　霧島工業クラブは、１99２年１１月に設立されて以来２7年になり、現在、正会員４9社、賛
助会員 ４社、特別会員 ６団体で構成され、地域連携テクノセンター内 １階に事務局がありますが、お陰
様で年々会員数が増加し、地域におけるプレゼンスも益々高まってきております。設立当初より、都城
工業高等専門学校（以下、都城高専）を核とした地域協力型異業種交流グループですが、都城高専と密
接に連携協力し、共同研究、技術相談、新卒及び既卒者の就職支援、就職支援講演会への講師派遣やイ
ンターンシップ受入等の人材育成を通じて地域に貢献しています。また、連携強化の為、都城高専校長
並びに名誉教授に顧問として、地域連携テクノセンター長（校長補佐）に特別会員にご就任頂いており
ます。
　今年度の具体的な活動内容としては、以下のような各種イベントを展開しています。
　 　 １ 　合同企業説明会（都城高専体育館にて当クラブが共催し、会員企業３8社が参加）
２　都城高専主催の就職支援後援会（ ４回/年）へ会員企業より講師派遣

　 　 ３ 　特別講演会（都城高専グローカル農工学教育研究センター長　高木夏樹准教授「アグリエンジ
ニアリングと社会実装をテーマとした教育・研究」）

　 　 ４ 　特別講演会（都城高専··高橋利幸准教授「一樹工業技術奨励会」の助成金交付の対象
　　　　テーマ/·研究シーズの紹介と企業ニーズのマッチング促進の一環として開催）

５　特別講演会（ＰＥＣ協会主任研究員··三浦聡彦氏「現場を変え、経営を変えるカイゼン」）　
６　高専ロボコン研究奨学資金支援（全国高専ロボコン文部科学大臣賞（アイデア賞）受賞）
7　おもしろ科学フェスティバル協力支援（未来の技術者の育成/会員企業 ４社より協力）
8　都城高専文化祭支援（都城高専同窓会との連携/会員企業による協力を得て焼鳥等振舞）
9　「九州沖縄地区高専技術振興会サミット」へ参加（２0１9年久留米宣言採択）
１0　地方創生推進事業（COC＋）への協力支援（シンポジューム・Weekly·Work·Cafe参加）　
１１　「全国高等専門学校第３0回プログラミングコンテスト」開催への後援支援
１２　都城高専評議員会への出席（学校運営活動に関する重要事項の審議と学校長への助言）
１３　シンガポールのナンヤンポリテクニックやさくらサイエンスによる会員企業視察見学
１４　モンゴル高専生のインターンシップ受入によるキャリア支援協力及び雇用促進
１５　その他

　特に、モンゴル高専生の我国でのインターンシップ受入によるキャリア支援協力及び雇用促進につい
ては、現在、都城高専が全国５１校の幹事校となって、モンゴル ３高専（国立科技大付属高専、モンゴル
工業技術大学付属高専、新モンゴル学園高専）の教育及びキャリア支援を推進していることからONE·
TEAM（ワンチーム）となって産学がウィンウィン（win-win）の関係を構築できるよう協力支援し、
地域に貢献することを目指していく所存です。
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都城高専（地域連携テクノセンター）と宮崎県よろず支援拠点

宮崎県よろず支援拠点
コーディネーター

倉吉　教文

平成２６年 ６ 月に経済産業省により、全国４7都道府県に設置された中小企業、小規模事業者の無料経
営相談窓口も ６年目を迎え、年間で 7千件前後の相談に対応してきております。
相談内容は、売上拡大、経営改善、創業、事業承継等々ありまして、それぞれの課題に対しまして、

どのような方法で課題解決へ導いていくか、関係する支援団体（学、官、金）とネットワークを形成し、
チーム一丸となって対応をしております。
具体的には、様々な補助金制度（ものづくり補助金事業等）や助成金制度（労務関係）の紹介や手

続きのサポート、企業に有利に働く事業計画（経営改善計画等）の承認申請のサポート、資金繰りの相
談、IT活用術や広告デザインへの助言、海外ビジネスへのサポートそして法律問題等、まさによろず
屋として地域密着型の相談所として、日々奮闘しております。
　本県の基幹産業である第一次産業に起因する課題も多く、過去に経験した口蹄疫、鳥インフルエン
ザ、現在、中部地方で発症中の豚コレラ等の家畜伝染病から如何にして大切な家畜を守るか等の相談も
多く、地域連携テクノセンターを窓口として、機械、電気情報、物質、建築学科の皆様方の培われた経
験に基づく知識や技術力に協力を頂き、民間企業との共同開発や技術相談による分析及びアドバイス等
のマッチングも行っておりますが、都城高専は教育機関であり、民間企業の最終目標はビジネスへの展
開であります。開発時間、開発費用等十分な協議を行い、産学の信頼関係の構築を行いながら地域との
連携をより強い絆へと醸成していく役割があると考えております。
　　　　　　　　　
令和元年度事例

標　題 学　科

県産材活用による簡単組立畜舎研究開発 建築学科

ITを活用した畜舎管理システムの研究開発 電気情報工学科

自動給餌装置の研究開発　　　　　　　　　　　　　　 電気情報工学科

アミノ酸分析器により成分分析 物質工学科

手織りはた織り機の改良　 機械工学科

養殖技術向上の共同研究 技術支援センター
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１．地域連携テクノセンター組織概要
１－１．センター紹介

　本センターは、創造的・実践的技術者の育成や技術者の再教育を基本方針として、地域の中小企業の
特性を生かした産業イノベーションに積極的に取り組んでいます。その活動は、高専の技術と専門知識
を広く学外に PRし、企業等からの技術相談に応え、企業等と高専による共同研究を推進することで、
地域に貢献することを目指しています。
　現在、高専においては、「研究推進・産学官連携活動」が「教育と同等の重みをもつ基本使命」と位
置づけられており、本校は、その地理的条件から県内はもとより、鹿児島県大隅半島地域における産業
振興の担い手として大きな期待が寄せられております。本センターでは、そのような期待に応えるべく
地元企業との共同研究や技術相談等に積極的に取り組んでおります。

【方針】
　地域と共にある高専を視座とし、創造性豊かな実践的技術者への育成のための、新技術開発に関す
る教育研究と農工連携の推進。

【業務】
　テクノセンターの運営に関わること
　地元企業等との共同研究・技術相談の推進
　技術説明会・展示会・各種連携事業への参加など
　公開講座等の開講
　小中学校等教育支援（出前実験・授業）→　小中学校教育支援グループ
　産学官連携に関する事業の参加・実施
　各種連携事業・共同教育
　特許出願の推進

【平成30年度センター員紹介】
　セ ン タ ー 長　高橋　明宏（機械工学科・教授）
　副センター長　佐藤　浅次（機械工学科・教授）
　知的財産部門長　野地　英樹（電気情報工学科・教授）
　計測分析部門長　野口　大輔（物質工学科・教授）
　技術開発部門長　杉本　弘文（建築学科・准教授）
　技術教育部門長　向江　頼士（一般科目・准教授）
　事 務 担 当　総務課企画係

（ １）センターの役割
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アミノ酸分析計（日立ハイテクサイエンス製 L8900）

１ 回の分析（ １ 検体）は ５0～１00 分程度で、検出限界が ３ pmol という高速で高精度計測が可能です。
また、県内公設試が所有する分析計と同タイプであるため、高い信頼
性と安定性を備えています。前もって検体試料の前処理に関する検討
が必要ですが、本校のスタッフと技術的な相談が可能です。

【仕様】
１ ．分析時間：５0～１00 分／ １ 検体
２．検出法：ニンヒドリン法
３．検出限界： ３ pmol
４ ．検出器（光度計・波長）：５70nmと４４0nm
５ ．カラム：イオン交換樹脂（４.６mmID×６0mm）

走査型電子顕微鏡（超高分解能電界放射形日立ハイテクノロジーズ製SU8020）

　高分解能FE-SEMであり、主に試料表面の微細構造観察を目的とした走査型電子顕微鏡です。FE電
子銃を搭載し、観察目的に合わせた高コントラスト観察を可能にする信号検出系を有しています。また、
作業操作環境も好評を得ています。更にエネルギー分散型X線分析（EDX分析）が可能です。前もっ
て観察試料に関する検討が必要ですが、本校のスタッフと技術的な相談が可能です。

【仕様】
１ ．観察可能物質：金属・合金
２．観察情報：表面凹凸・組成情報・結晶情報
３．対象レンズ：セミインレンズ
４．倍率：２0～800,000倍（カタログ値）
５．電子銃：冷陰極式FE電子銃イオン
６．加速電圧：0.１ ～ ３0kV
7 ．観察試料サイズ：直径５0×高さ１0mm以下

詳しくは、本校ホームページをご覧ください（右のQRコードからアクセス可能です）。
この機会に是非ご利用ください。

（ 2）機器紹介

金属間化合物の薄膜表面観察
（25,000 倍）

金属の破面観察
（5,000 倍）
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１－２．学術・社会連携・国際交流協定

【単位互換関係】
●九州沖縄地区 9国立高専（平成２１年１0月 １ 日実施）
●高等教育コンソーシアム宮崎（平成２２年 ４ 月 １ 日締結）
●みやざきCOC+（プラス）事業（平成２8年 ４ 月 １ 日当初締結、平成３0年 ３ 月３0日更新締結）

【大学院入学関係】
●北陸先端科学技術大学院大学（平成１7年１２月２６日締結）
●早稲田大学大学院情報生産システム研究科
（平成１8年 ６ 月１２日当初締結、平成２8年 １ 月 8 日更新締結）

【教育連携関係】
●九州沖縄地区 9国立高専、社団法人九州経済連合会（平成２４年 9 月２0日締結）
●株式会社FIXER（平成３0年 ２ 月１６日締結）

【教育研究連携関係】
●大阪大学工学部・大学院工学研究科（平成２7年 ４ 月 １ 日締結）
●九州大学工学系部局、九州地区及び沖縄に所在する国立高等専門学校（平成30年12月 1 日締結）

【社会連携関係】
●社団法人宮崎県工業会（平成１8年 ６ 月 8 日締結）
●宮崎県（連携協議会）（平成２２年 ２ 月 ２ 日締結）
●特定非営利活動法人みやざき技術士の会（平成２２年 ３ 月２8日締結）
●日本弁理士会、九州沖縄地区 9国立高専（平成２４年１２月１0日締結）
●日本弁理士会九州支部、九州沖縄地区 9国立高専（平成２５年 ２ 月１9日締結）
●宮崎県（地方創生に係る包括連携）（みやざきCOC+（プラス））（平成２8年 ３ 月２２日締結）
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●都城市（包括連携）（平成２9年 ２ 月２２日締結）

●三股町（包括連携）（平成２9年 ３ 月１５日締結）

·

●新富町及び一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（平成３0年 ３ 月１２日締結）

·



－10－

【国際交流関係】
●モンゴル科学技術大学土木・建築工学科（平成２５年１２月２４日当初締結、平成30年 9 月13日更新締結）
●ペトロナス工科大学（九州沖縄地区 9国立高専）（平成２６年 ２ 月 ６ 日締結）
●ガジャマダ大学（九州沖縄地区 9国立高専）（平成２６年 ２ 月 ６ 日締結）

　●ガジャマダ大学専門学校（九州沖縄地区 9国立高専）（平成２６年 ２ 月 ６ 日締結、平成30年 3 月29日
更新締結）
●キングモンクット工科大学北バンコク校（九州沖縄地区 9国立高専）（平成２６年 ２ 月 7 日締結）
●カセサート大学（九州沖縄地区 9国立高専）（平成２６年 ２ 月１0日締結）
●ハノイ大学（九州沖縄地区 9国立高専）（学術交流）（平成２６年 ６ 月 9 日締結）
●厦門理工学院（九州沖縄地区 9国立高専）（平成２６年 ６ 月２8日締結）
●モンゴル科学技術大学（九州沖縄地区 9国立高専）·（平成２６年 8 月 ２ 日締結）
●モンゴル科学技術大学（平成 7年 ３月２7日当初締結、平成２６年１１月１６日更新締結）
●ハノイ大学（九州沖縄地区 9国立高専）（学生交流）（平成２7年 ６ 月１５日締結）
●キングモンクット工科大学トンブリ校（九州沖縄地区 9国立高専）（平成２8年 ３ 月 １ 日締結）
●ダナン・科学技術大学（九州沖縄地区9国立高専）（学術交流）（平成２9年 ２ 月２２日締結）
●モンゴル国立科技大付属高専（平成３0年 ２ 月 ５ 日締結）
●モンゴル工業技術大学（IET）付属高専（平成３0年 ２ 月 ５ 日締結）
●新モンゴル学園高専（平成３0年 ２ 月 ５ 日締結）
●泰日工業大学工学部（平成30年 7 月 9 日締結）
●ナンヤン・ポリテクニック（令和元年 7月 １日締結）

　　

·



２．活動記録
２－１．平成30年度センター活動

【産学官連携活動】
平成３0年 ４ 月２５日　　　　一般社団法人霧島工業クラブ　平成３0年度通常総会出席

５月１7日　　　　平成３0年度都城工業高等専門学校・宮崎県連携協議会
５月２５日　　　　都城市「はばたけ都城六次産業化推進協議会」総会出席
５月３１日　　　　COC+地元定着推進室会議出席
６月 １日　　　　一般社団法人霧島工業クラブ　平成３0年 ６ 月度例会出席
６月 7日　　　　平成３0年度宮崎県産学官交流会出席
６月１２日　　　　日本弁理士会九州支部との意見交換
６月２0日　　　　宮崎県イノベーション共創プラットフォーム事務局との意見交換
7月 ６日　　　　宮崎県工業会県西地区部会出席
7月１３日　　　　平成３0年度都城工業高等専門学校・みやざき技術士の会連携協力推進会議

　　　　　 7月２４日　　　　一般社団法人霧島工業クラブ　平成３0年 7 月度例会出席
7月２５日　　　　COC+地元定着推進室会議出席
7月３１日　　　　第 ３回みやざきCOC+推進協議会出席
8月 １日　　　　九州イノベーション創出戦略会議通常総会及び特別講演会出席
8月 9日　　　　平成３0年度公益財団法人宮崎県産業振興機構業務報告会及び交流会出席
9月１0日　　　　一般社団法人霧島工業クラブ　平成３0年 9 月度例会出席

　　　　　１0月１２日　　　　宮崎県工業会　第５１回交流会出席
１0月１7日　　　　一般社団法人霧島工業クラブ　ロボコン見学会
１0月２３日　　　　宮崎大学産学・地域連携センター　第２５回技術・研究発表交流会参加
１１月１４日　　　　平成３0年度都城市企業立地推進ネットワーク会議出席
１１月１６日～１7日　第２５回みやざきテクノフェア出展
１２月 ５ 日　　　　一般社団法人工業クラブ　平成３0年１２月度例会及び交流会出席
１２月１0日　　　　COC+地元定着推進室会議出席

平成３１年 １ 月１8日　　　　一般社団法人霧島工業クラブ　平成３１年 １ 月度例会出席
　　　　 １月１8日　　　　平成３0年度都城工業高等専門学校－宮崎県工業会産学連携会議

【地域連携活動】
平成３0年 ４ 月～翌 ３月　　公開講座・教養講座（ ２ － ２ 　公開講座・教養講座の実施状況のとおり）
　平成３0年 ４ 月～翌 ３月　　出前実験・出前授業（ ２ － ３ 　出前実験・出前授業（理科教育支援）の実

施状況のとおり）
平成３0年１１月１8日　　　　第 ６回都城高専おもしろ科学フェスティバル

【高専間の連携活動】
平成３0年 8 月 9 日　　　　第 １回第 ５ブロック拡大研究推進ボード会議及び情報交換会出席

8月２0日～２２日　平成３0年度全国高専フォーラム参加
9月 ５日　　　　平成３0年度研究推進担当責任者・会計事務担当者説明会出席
１１月１４日　　　　第 ２回第 ５ブロック拡大研究推進ボード会議出席
１月２３日～２４日　平成３0年度第 ５ブロック研究・産学連携・地域連携合同会議及び
　　　　　　　　日本弁理士会九州支部との交流会

【その他の活動】
　平成３0年·7月·５·日　　　　第 １回都城市社会教育委員会議及び都城市公民館運営審議会
　　　　　 8月１0日～１２日　平成３0年度国立科学博物館「２0１8夏休みサイエンススクエア」出展
　　　　　１0月１５日　　　　宮崎日機装株式会社·工場竣工祝賀会出席
　　　　　１１月１４日　　　　知財広め隊セミナー·in·宮崎「ヒット商品・ブランド化へのヒント」参加
　平成３１年 ２ 月２１日　　　　みやざき知的財産セミナー参加
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２－２．公開講座・教養講座

平成30年度の公開講座等実施状況及び令和元（平成31）年度の公開講座等開講状況を以下に示す。

【平成30年度公開講座・教養講座の実施状況】
区分 期 講座名 開設時期 時間帯 対象者 募集人員 受講者数

公
開
講
座

前
期

工作教室
　－紙飛行機を作って飛ばしてみよう－ H30/6/10

午前の部
10：00－12：00

午後の部
13：30－15：30

小学生（ 3年生以下
は保護者同伴） 各20 17

おりがみ建築+α H30/7/29 10：00－15：00 中学生 8 8

都城高専ランニング教室
H30/8/27、8/28、
 8/29、9/10、9/11、
9/12（全 6回）

18：00－19：00 小学 3～ 6年生 20 23

ロボットをつくろう H30/9/1、10/6
（全 2回） 9：00－17：00 小中学生 各20 25

クリップモーターをつくろう H30/8/17 13：00－17：00 小学 4年生～中学生 30 19

ロボコン教室 第 1回  8/18
第 2 回  8/19 9：00－16：00 中学生 30 22

楽しい化学実験 H30/9/22 9：00－16：00 中学生 30 10

夏休み工作教室 H30/8/25
午前の部

10：00－12：00
午後の部

13：30－15：30

小中学生
（小学生は保護者同伴） 各15 40

親子でログハウス風犬小屋を作ってみよう H30/8/26 9：00－16：00 小中学生と保護者 10 9

後
期

日本建築学会九州支部宮崎支所文化事業  
熊本城の今 H30/10/20 8：00－19：00 中学生以上の学生、

市民一般 30 29

たのしい工作教室
　－空気砲を作ろう－ 
　－ストローインテリア（ヒンメリ）を作ろう－

H31/3/10
午前の部

10：00－12：00
午後の部

13：30－15：30

小中学生（ 3年生以
下は保護者同伴） 各20 35

教
養
講
座

通
年 源氏物語と、関連する漢文を読む

H30/5/24、6/7、 
6/21、7/5、7/19、 
9/27、10/1、 
10/25、11/8、 

11/22（全10回）

18：30－20：00 市民一般 25 27

前
期

盆地細見
  －地形図で訪ねる都城のあちらこちら－

H30/5/9、5/16、 
5/30、6/13、6/27、 
7/11、7/25、8/8、 

8/22、9/5（全10回）
19：00－20：30 市民一般 20 38

知的財産権入門 H30/7/4、7/11、7/18
（全 3 回） 19：00－20：30

高校・大学生、
高専生、
市民一般

10 5

海外旅行で役立つ英会話（ツアー編）
H30/7/3、7/5、7/10、 

7/12、7/17 
（全 5 回）

19：00－21：00 市民一般 20 21

刃物と砥石の基礎と包丁の研ぎ方教室 H30/8/29、8/31、9/1 
（全 3 回）

8/29、8/31 
18：30－20：00 

9/1
9：30－11：30

市民一般 10 10

硬式テニス（初級コース、中級コース）
H30/9/18、9/19、 
9/21、9/25、9/26、 
9/28（全 6 回）

19：30－21：30 市民一般 20 15

後
期

地名で歩く霧島盆地
H30/10/17、10/31、
11/14、11/28、12/12、 
12/26、H31/1/9、 
1/23（全 8 回）

19：00－20：30 市民一般 20 48

海外旅行で役立つ英会話（一人旅編）
H30/11/12、11/15、

11/19、11/22、
11/26（全 5 回）

19：00－21：00 市民一般 20 12
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【平成30年度公開講座等委員会】
委　員　長　　　高橋　明宏（機械工学科・教授）
委　　　員　　　佐藤　浅次（機械工学科・教授）· 向江　頼士（一般科目・准教授）

野地　英樹（電気情報工学科・教授）· 永松　幸一（一般科目・准教授）
野口　大輔（物質工学科・教授）· 吉井　千周（一般科目・准教授）
杉本　弘文（建築学科・准教授）

·

公開講座　工作教室－紙飛行機をつくって、飛ばしてみよう－　　　　公開講座　おりがみ建築+α

公開講座　都城高専ランニング教室

公開講座　ロボットをつくろう（小学生の部）（中学生の部）
　－全日本小中学生ロボット選手権 2018　都城高専地区予選－

公開講座　クリップモーターをつくろう
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公開講座　おもしろメカニカルワールド－ロボコン教室－

公開講座　夏休み工作教室

　　
公開講座　親子でログハウス風犬小屋を作ってみよう

公開講座　たのしい工作教室－空気砲を作ろう－　－ストローインテリア（ヒンメリ）を作ろう－

教養講座　源氏物語と、関連する漢文を読む
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教養講座　盆地細見－地形図で訪ねる都城のあちらこちら－

　
教養講座　知的財産権入門

　
教養講座　海外旅行で役立つ英会話（ツアー編）

教養講座　刃物と砥石の基礎と包丁の研ぎ方教室

教養講座　硬式テニス（初級コース・中級コース）
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【令和元（平成31）年度公開講座・教養講座の開講状況】

区分 期 講座名 開設時期 時間帯 応募期間 対象者 募集人員

公
開
講
座

前
期

工作教室
－10連発ゴム銃を作って
みよう－

R01/6/9
午前・午後
（全 2回）

午前の部 
10：00－11：30 
午後の部 

13：30－15：00
Ｈ31/4/22－R01/5/17

小中学生
（小学 3 年生以下は
保護者同伴）

各20

おりがみ建築+α R01/7/28 10：00-15：00 R01/6/24－7/11 中学生 8

夏休み工作教室 R01/7/28、8/25
（全 2回）

午前の部
9：30－12：00
午後の部

13：30－16：00
R01/6/24－7/11 小中学生

（小学生は保護者同伴） 各15

ロボットをつくろう
全日本小中学生ロボット
選手権2019  九州南地区 
宮崎県  予選

R01/7/20、8/31
（全 2回）

小学生の部
9:00－12:00
中学生の部
1：30－17：00

R01/6/21－7/5 小中学生
（小学 4年生以上）

小学生 
20 

中学生 
16

ロボコン教室 R01/8/17、/8/18
（全 2回） 9：00－16：00 R01/7/12－8/8 中学生 各15

クリップモーターを作ろう R01/8/19 13：00－17：00 R01/7/16－8/5 小学生（4年生以上） 30

楽しい化学実験 R01/9/7 9：00－16：00 R01/8/9－8/29 中学生 30

都城高専ランニング教室 R01/9/18 ～ 20
（全 3回） 18：00－19：30 R01/8/26－9/9 小中学生

（小学生は保護者同伴） 20

後
期

日本建築学会九州支部
宮崎支所文化事業　熊本
城の今

R01/11/24 8：30－19：00 R01/10/28－1/15 中学生以上の学生、
市民一般 40

工作教室
－手作りギターを作って
みよう－

R02/3/1
午前の部

10：00－12：00
午後の部

13：30－15：30
R01/1/17－2/7

小中学生
（小学 3 年生以下は
保護者同伴）

各20

教
養
講
座

前
期

源氏物語と、関連する漢
文を読む

H31/4/25、R01/5/9、
5/23、6/6、6/20、7/11、
7/25、8/29（全 8回）

18：30－20：00 H31/3/18－4/11 市民一般 25

地図で歩く都城市街地
R01/5/15、5/29、
6/12、6/26、7/10、
7/24、8/7、8/21
（全 8回）

19：00－20：30 H31/4/1－4/22 市民一般 30

海外旅行で役立つ英会話 
（ツアー編）

R01/6/27、7/1、7/4、
7/8、7/11
（全 5回）

19：00－21：00 R01/5/15－6/7
高校・大学生、
高専生、
市民一般

20

刃物と砥石の基礎と包丁
の研ぎ方教室

R01/9/6、9/7
（全 2回）

9/6 
18：30－20：30 

9/7 
9：00－12：00

R01/7/29－8/16 市民一般 10

～素粒子で宇宙を探る～ R01/10/2 18：30－20：30 R01/9/12－9/26 市民一般 5

硬式テニス
R01/11/19、
11/20、11/22、
11/26、11/27、
11/29（全6回）

19：30－21：30 R01/10/15－11/5 市民一般 20
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2－3．出前実験・出前授業

平成30年度の出前実験・出前授業（理科教育支援）の実施状況を以下に示す。

【出前実験・出前授業（理科教育支援）の実施状況】

実施日 実施場所 対象 活動内容

平成30年 6 月16日 三股町立三股小学校 小学 3年生 90人
保護者

簡単！スライム
大玉シャボン玉

平成30年 6 月23日 都城市立大王小学校 小学 2年生　76人
保護者

簡単！スライム
大玉シャボン玉
空気砲

平成30年 6 月24日 都城市立祝吉小学校 小学 2年生　150人
保護者

簡単！スライム
空気砲

平成30年 7 月 8 日 都城市立菓子野小学校 小学 4年生　21人
保護者

簡単！スライム
大玉シャボン玉
ストロートンボ

平成30年 7 月11日 都城市立丸野小学校 小学 1年生　15人
保護者 大玉シャボン玉

平成30年 7 月14日 曽於市立柳迫小学校 小学 5年生　23人
兄弟、保護者、教員 すっ飛びスーパーボールロケット

平成30年 7 月28日 都城市立大王小学校 小学 1年生　93人
保護者、兄弟

簡単！スライム
大玉シャボン玉

平成30年 8 月 1 日 明和小ひいらぎ児童クラブ 小学 1年～ 5年生　40人 ストロートンボ

平成30年 8 月 3 日 日南学園高校 中学 1学年　30人 橋をつくろう

平成30年 8 月 3 日 日南学園高校 中学 2学年　30人 人の声に似た音って、作れるかな

平成30年 8 月 8 日 都城市立上長飯小学校 小学 1～ 6年生　68人 簡単！スライム
大玉シャボン玉

平成30年 8 月18日 関之尾 小中学生 火山スクールで夏休みの研究に使える
ようなこと

平成30年 8 月26日 都城市図書館プレピカ 小学 1～中学 3年生　80人
職員 ロボット

平成30年 8 月28日 都城市立西小学校 小学 1年生　148人
職員 大玉シャボン玉

平成30年 8 月31日 都城市立志和池小学校 小学 2年生　33人
保護者 簡単！スライム

平成30年 9 月 2 日 都城市立西小学校 小学 2学年　150人
保護者

大玉シャボン玉
簡単！スライム

平成30年10月14日 三股町立梶山小学校 小学 1～ 6年生　30人
保護者　

大玉シャボン玉
使い捨てカイロ

平成30年10月21日 都城市立川東小学校 小学 5年生　50～60人
保護者

簡単！スライム
大玉シャボン玉
空気砲
使い捨てカイロ

平成30年10月26日 都城市立乙房小学校 小学 3～ 4年生　54人
教員 ストロートンボ

平成30年10月26日 都城市立乙房小学校 小学 3～ 4年生　54人
教員 大玉シャボン玉

平成30年10月27日 都城市立南小学校 小学 4年生　70人
保護者 ストロートンボ

平成30年10月27日 都城市リサイクルプラザ
「さいせい館」 年齢不問　来場者　 環境まつり　

スライムでかんきょうを学ぼう

平成30年11月 4 日 都城市立高崎小学校 小学 2年生　38人
保護者

簡単！スライム
大玉シャボン玉
使い捨てカイロ
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実施日 実施場所 対象 活動内容

平成30年11月11日 都城市立明道小学校 小学 1～ 6年生　100人 大玉シャボン玉

平成30年11月17日 都城市立東小学校 小学 3年生　80人
保護者 ストロートンボ

平成30年11月20日 宮崎市立清武小学校 小学校 5年生　105人 「夢を語る会」

平成30年12月 4 日 宮崎大学付属中学校 中学校 3年生　156人 SCRATCH授業

平成31年 3 月24日 都城市図書館Mall mall（Cプラザ） 幼児～小学校高学年 KOSENまちなか科学フェスティバル

平成31年 3 月27日 山田地区総合福祉センター
（けねじゅ苑）

小学 5～ 6年生
中学生　30人 ロボット体験

出前実験・出前授業の様子
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２－４．共同研究

過去 ４年間（平成27年度～30年度）の共同研究の受入状況を、以下に示す。

【平成27年度】

研究題目 研究担当者 契約相手方

水ガラスを出発原料とした感温性無機耐火被覆材の実生産への導
入研究 物質工学科　清山　史朗 三生技研株式会社

併用式スパッタリング法を用いた酸化物成膜技術 物質工学科　野口　大輔 株式会社神戸製鋼所

リングプロジェクション溶接に関する研究 機械工学科　高橋　明宏
技術支援センター　山元　直行 株式会社清水製作所宮崎

シラスを用いた軟練りコンクリートの実用化研究 建築学科　原田　志津男 株式会社高千穂

多軸鍛造（MDF）加工による高強度マグネシウム合金の開発研究 機械工学科　高橋　明宏 豊橋技術科学大学

酸性雨対策としてスラグを利用した場合の生物への影響 物質工学科　高橋　利幸 豊橋技術科学大学

カルコゲナイド系化合物太陽電池高効率化のための科学 電気情報工学科 赤木　洋二 豊橋技術科学大学

迅速・簡便な微生物細胞レベルでのオンサイト・センシング技術
の開発 物質工学科　高橋　利幸 豊橋技術科学大学

太陽電池についての研究・教育のための高専-TUT-連携・協同プ
ログラム 電気情報工学科　赤木　洋二 豊橋技術科学大学

データセンター向省エネ空調装置の実用化に向けた改良実験 機械工学科　白岩　寛之 八洋エンジニアリング株式会社

シラスを用いた機能性フィルムの開発 物質工学科　野口　大輔 株式会社高千穂

マイクロカプセル調製技術開発 物質工学科　清山　史朗 株式会社MCラボ

メカノケミカル法によるCu（In,Ga）Se2結晶の微細化の検討 電気情報工学科　赤木　洋二 長岡技術科学大学

生命工学と構造分析学を融合した藻類増殖活性を有する高分子の
機能・構造解析 物質工学科　高橋　利幸 長岡技術科学大学

太陽電池モジュールの洗浄・コーティング用機材の設計・開発
機械工学科　髙木　夏樹
建築学科　大岡　優
技術支援センター　津浦　洋一

株式会社宮防

高性能電子線レジスト 物質工学科　岩熊　美奈子 ファインマテリアルシステム有限会社
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【平成28年度】

研究題目 研究担当者 契約相手方

シラスを用いた軟練りコンクリートの実用化研究 建築学科　原田　志津男 株式会社高千穂

異分野融合による藻類増殖活性因子の機能解析とその合成を目指
した応用利用 物質工学科　高橋　利幸 長岡技術科学大学

高性能電子線レジスト 物質工学科　岩熊　美奈子 ファインマテリアルシステム有限会社

シラスを用いた機能性フィルムの開発 物質工学科　野口　大輔 株式会社高千穂

ガラス表面洗浄装置、塗装用具の設計・試作 機械工学科　髙木　夏樹
技術支援センター　津浦　洋一 株式会社宮防

データセンター向省エネ空調装置の実用化に向けた研究 機械工学科　白岩　寛之 八洋エンジニアリング株式会社

化合物・有機半導体系太陽電池の高効率化の科学 電気情報工学科　赤木　洋二 豊橋技術科学大学

多軸鍛造（MDF）を施した高強度マグネシウム合金の開発研究 機械工学科　高橋　明宏 豊橋技術科学大学

太陽電池についての研究・教育のための高専－TUT－連携・協同
プログラム 電気情報工学科　赤木　洋二 豊橋技術科学大学

廃シリカゲルと刈り芝等を用いた芝のラージパッチ病抑制用微生
物資材開発の可能性調査 物質工学科　濵田　英介 株式会社松山物産

バイオシグナリングセラミックスによる焼酎の還元熟成機能評価 物質工学科　清山　史朗 株式会社メタル・テクノ

微細加工に関する研究 機械工学科　高橋　明宏 株式会社アルプスエンジニアリング

【平成29年度】

研究題目 研究担当者 契約相手方

バイオスティミュラントの新たな新素材（ヒナイグリーンⓇ）を用いた
安定化技術確立のための複合微生物群制御技術の開発 物質工学科　黒田　恭平 十和田グリーンタフ・アグロサイエン

ス株式会社

飛散ゼロを目指す吹付塗装装置（主要部）の試作開発 技術支援センター　津浦　洋一 
機械工学科　髙木　夏樹 株式会社宮防

擦傷試験性能向上を目指したシラス薄膜の表面修飾技術の開発 物質工学科　野口　大輔 株式会社高千穂

単一液相内の気泡生成に関する統一理論に向けた諸検討 機械工学科　藤川　俊秀 豊橋技術科学大学

マイクロカプセル調製技術開発 物質工学科　清山　史朗 株式会社MCラボ

微細藻類研究と幹細胞工学の融合による生物進化の実験的再現法
の開発 物質工学科　高橋　利幸 長岡技術科学大学

長岡地域課題「大口れんこんの線虫被害」の原因解明および抑止
技術の開発 物質工学科　黒田　恭平 長岡技術科学大学

計算流体力学解析と可視化実験による流量計内部流れの解明と流
体制御に関する研究

機械工学科　藤川　俊秀 
機械工学科　白岩　寛之 株式会社オーバル

シラスを原料とするスパッタリングターゲットの製造技術および
防曇アプリケーション開発 物質工学科　野口　大輔 高千穂シラス株式会社 

株式会社高千穂

材料の微細加工に関する研究 機械工学科　瀬川　裕二 
機械工学科　高橋　明宏 株式会社アルプスエンジニアリング
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【平成30年度】

研究題目 研究担当者 契約相手方

計算流体力学解析と可視化実験による流量計内部流れの解明と流
体制御に関する研究

機械工学科　藤川　俊秀
機械工学科　白岩　寛之 株式会社オーバル

マイクロカプセル調製技術開発 物質工学科　清山　史朗 株式会社MCラボ

界面活性剤のレジスト塗布性能への影響の研究 物質工学科　岩熊　美奈子 ファインマテリアルシステム有限会社

畜舎設備の自動化に関する研究 機械工学科　髙木　夏樹 株式会社新原産業

材料の微細加工に関する研究 機械工学科　瀬川　裕二 株式会社アルプスエンジニアリング

宮崎県内における日射量と太陽光発電の実発電量の関係について 電気情報工学科　赤木　洋二 エコシティ株式会社

シラスを原料とするスパッタリングターゲットの製造技術および
防曇アプリケーション開発 物質工学科　野口　大輔 高千穂シラス株式会社

株式会社高千穂

ナノコンポジット構造を特徴とするシラス薄膜の開発 物質工学科　野口　大輔 株式会社高千穂

除菌剤をマイクロカプセル化して配合した除菌遮熱塗料の開発 物質工学科　清山　史朗 株式会社宮防

フュージョン溶着製品接合面の非破壊検査可能性調査 機械工学科　高橋　明宏 株式会社清水製作所宮崎

畜舎を対象とした木質構造骨組の接合部に関する研究 機械工学科　佐藤　浅次 株式会社新原産業

バイオスティミュラントの新たな新素材（ヒナイグリーンⓇ）を用いた
農作物生産性向上のための複合微生物群制御技術の開発 物質工学科　黒田　恭平 十和田グリーンタフ・アグロサイエンス

株式会社

焼酎粕を中核とした資源循環システムの構築 物質工学科　黒田　恭平
長岡技術科学大学
鹿児島工業高等専門学校
出水農産株式会社

有用バチルス・線虫優占化堆肥による「長岡市大口れんこん」実
圃場の線虫被害抑止技術の実用化 物質工学科　黒田　恭平 長岡技術科学大学

バイオマス由来素材を用いた赤潮原因藻類などの増殖抑制法の開発 物質工学科　高橋　利幸 長岡技術科学大学

多軸鍛造（MDF）を施した高強度マグネシウム合金の開発研究 機械工学科　高橋　明宏　 豊橋技術科学大学

単一液相内の気泡生成に関する統一理論に向けた諸検討　　 機械工学科　藤川　俊秀　 豊橋技術科学大学
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２－５．受託研究

過去 ４年間（平成27年度～30年度）の受託研究の受入状況を、以下に示す。

【平成27年度】

研究題目 研究担当者 契約相手方

災害地域における聴覚障碍者らへの情報保障に関する広域連携の検証研究 技術支援センター　上野　純包 独立行政法人科学技術振興機構

【平成28年度】

研究題目 研究担当者 契約相手方

－ － －

【平成29年度】

研究題目 研究担当者 契約相手方

葉ネギ生産性向上を目的とした土壌微生物群集構造及び多様性の評価 物質工学科　黒田　恭平 十和田グリーンタフ・アグロサ
イエンス株式会社

【平成30年度】

研究題目 研究担当者 契約相手方

反応性スパッタによる光触媒膜高速成膜量産化技術の開発 物質工学科　野口　大輔 株式会社ホンダロック

２－６．外部資金の受入状況

過去 ４年間（平成27年度～30年度）の外部資金の受入状況を、以下に示す。
（単位：千円）

区　分
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

共同研究 17 7,568 13 8,015 10 7,396 19 8,888

受託研究 1 1,417 0 0 1 3,500 1 600

寄 附 金 17 8,543 17 10,358 14 9,114 32 10,813
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２－７．技術相談

本校には、機械、電気、化学、生物、建築及び情報といった各工学分野における多数の教員や技術職
員が在籍しております。企業等が現場で抱えられている技術的問題等について解決するため、相談に応
じております。

技術相談の申込みについて
　・申込みは、「技術相談申込書」に、相談内容をできるだけ具体的にご記入の上、総務課企画係へご
提出願います。

　・申込みいただいた相談内容に対して、お答えできる相談員が本校にいない場合は、相談に応じられ
ませんので、ご了承ください。

　・都城工業高等専門学校の名称を利用することのみを目的とする相談には応じられません。
　・初回及び ２回目の技術相談料は無料ですが、 ３回目以降の相談料は原則、有料（前納）となります。

【主な技術相談実績例】

 相談内容  本校対応者

高速低温成膜技術を利用した各種素材への薄膜生成 物質工学科　野口　大輔

ヒートポンプ技術を活用した機械装置の冷却システムの開発案件 機械工学科　白岩　寛之

新規溶接技術の開発と改善など 機械工学科　高橋　明宏

マイクロカプセル調製について 物質工学科　清山　史朗

プレス加工の成形欠陥とトライボ状態の評価 機械工学科　瀬川　裕二
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３．研究
３－１．地域との共同研究

　平成３0年度の地域貢献及び共同研究事例をご紹介いたします。

●新富町及び一般財団法人こゆ地域づくり推進機構との施設園芸の効率化・能率化に関する共同研究
【機械工学科　髙木夏樹　准教授】
　都城高専は、平成３0年 ３ 月１２日に、新富町及び一般財団法人こゆ地域づくり推進機構と農業振興等に
関する協定を締結した。新富町は、ピーマンやきゅうりの施設園芸栽培が大変盛んであるが、農業従事
者の人手不足や、それに伴う多様な問題が顕在化している。そこで本校では、髙木准教授が一般財団法
人こゆ地域づくり推進機構と連携し、農業振興に係る研究プロジェクトや専攻科生のインターンシッ
プ、社会実装研究を開始した。地元農家からのヒアリングや現地実地調査に基づいて、農作業の能率化・
効率化（写真左）や、害虫の防除（写真右）に関する機器開発などを進めている。

　
●飼料サイロの残量監視等に関する共同研究
【電気情報工学科　臼井昇太　准教授】
　南九州を中心に畜産建築物の設計・施工、資材及び機器製造
等を展開している地元企業から技術相談があり、畜舎設備のひ
とつである小型サイロ（飼料を蔵置・収蔵する倉庫、あるいは
タンク）の残量監視及び自動発注システムの研究開発を共同で
取り組んでいる。畜産従事者の高齢化と後継者不足、そして物
流業界の人手不足が全国的に深刻な課題である中、都城圏域も
同様であり、これらの問題をICT/IoT技術でいかに補うかが要
望されている。臼井准教授は、新しい通信方式（LPWA）を
用いて測定データを送信し、可視化する手法を考案し、実効性
と持続性を兼ね備えたシステムとなるよう、本校に設置された
小型サイロ（写真）を用いて、現在も研究を精力的に進めている。
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●持続可能なまちづくりの計画的方法論の検討と実践
【建築学科　杉本弘文　准教授】
　都城市庄内町における地域活性化プロジェクトに学生を主体として「まちの縁側育み隊」として加わ
り、アクションリサーチを通じて、地域の課題分析や若者が集う場づくり、地域住民と来街者の交流促
進、地域経済の活性化、情報発信など複合的な視点の基、『持続可能なまちづくり』を推進する種々の
活動に取り組み、地域再生のプロセスとまちの活性化に向けた方法論について検討している。また、本
事業の活動拠点としているもちなが邸は平成３0年 ５ 月に国の登録有形文化財建造物の指定を受けてお
り、伝統的建築物の保存・修復手法に関しても計画的・構造的両側面から研究を実施している。

●宮崎県内陸上養殖に関する共同研究
【技術支援センター　上野純包　技術専門職員】
　南九州の養殖業者をはじめ、淡水養殖が実現可能な魚種を扱う業者らは、陸上閉域での大量増殖に向
け、水利その他資源が豊富な山間地域での新たな生産設備の開発を目指している。上野技術専門職員は、
長年にわたる淡水肥育改善の経験から、各種陸上養殖に必要な装置技術開発を進めてきた。この案件は、
平成３0年度に宮崎県よろず支援拠点（本校事務局の倉吉氏）から寄せられた県内業者の技術相談に対応
した内容である。生産性の向上とコスト抑制を達成するために、ICT/IoT技術を導入した設備設計と養
殖水監理を提案している。以下の図は陸上養殖の課題解決に向けたスキーム図である。
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３－２．卒業研究

平成３0年度の卒業研究（分野、研究題目及び指導教員）を以下に示す。

【機械工学科】
分　野 研究題目 指導教員

機械材料・材料力学 産業用 3Ｄプリンターで作製されたＡｌ合金の疲労強度に関する研究 永野　茂憲

機械材料・材料力学 ショットピーニング処理したマルエージング鋼の疲労強度に関する研究 永野　茂憲

流体工学 リンパ管弁下流を模擬した流れの可視化実験と計算流体力学解析 藤川　俊秀

流体工学 キャビテーション初生の解明に関わる計算流体力学解析とキャビテーションタンネルの製作 藤川　俊秀

流体工学 輸送用車両車体の空力抵抗に影響を及ぼす車体まわりの流れ場の解析 藤川　俊秀

流体工学 プラズマアクチュエータによる輸送用車両車体に生じる剥離渦の抑制 藤川　俊秀
白岩　寛之

熱工学 プラズマアクチュエータの熱流動特性に及ぼす電極形状の影響 白岩　寛之

熱工学 シュミット理論を応用したスターリング型パルス管冷凍機の設計手法 白岩　寛之

機械材料・材料力学 火山灰粒子と水の混合物による金属溶接用スパッタ付着防止剤の試作と効果検証 高橋　明宏

機械材料・材料力学 飫肥杉における晩材の機械的性質および破壊挙動 高橋　明宏

機械材料・材料力学 植物由来の材料を添加した木粉成型材の強度特性 豊廣　利信

機械力学・制御 Braccioを用いた小中学生向けロボットアーム操縦教材の開発 髙木　夏樹

機械力学・制御 複合環境制御を実現する人工光型植物育成実験装置の開発に関する研究 髙木　夏樹

機械力学・制御 豚舎の空調制御システムの開発に関する研究 髙木　夏樹

機械力学・制御 画像処理によるきゅうりの形状評価に関する研究 髙木　夏樹

機械力学・制御 光を用いたミナミキイロアザミウマ防除装置の開発に関する研究 髙木　夏樹

機械力学・制御 簡易選果機の開発に関する研究 髙木　夏樹

生産工学・加工学 金属プレス成形のしわが超音波斜角探傷の反射特性に及ぼす影響 瀬川　裕二

生産工学・加工学 超音波フェーズドアレイを利用した金属プレス成形のしわ評価 瀬川　裕二

生産工学・加工学 マイクロブラスト加工における露光と現像に関する教材開発 瀬川　裕二

生産工学・加工学 マイクロブラスト加工の加工特性に関する教材開発 瀬川　裕二

機械力学・制御 水添加によるプロパンDCアークジェットの性能改善 増井　創一

知能機械学・機械システム 環境が及ぼす太陽光発電の影響調査と対策法の検討 増井　創一

知能機械学・機械システム 電気自動車に関する基礎的教材の開発 増井　創一

設計工学・機械機能要素 吸引機能を有するソフトロボティクスハンドグリッパの研究 𡈽井　猛志

設計工学・機械機能要素 CloudCompareを用いた点群データの解析に関するカスタマイズプラグインの開発 𡈽井　猛志

設計工学・機械機能要素 ソフトロボティクスを用いた新しいロボットハンドグリッパーの開発 𡈽井　猛志

設計工学・機械機能要素 ブラシを有する回転体を利用した操作型防草装置の開発 𡈽井　猛志

機械力学・制御 キャスティングマニピュレータの制御に関する研究 佐藤　浅次

機械力学・制御 １軸マニピュレータによる対象物の操作に関する研究 佐藤　浅次

機械力学・制御 3軸マニピュレータの受け取り動作に関する研究 佐藤　浅次

機械力学・制御 フレキシブルマニピュレータの振動抑制に関する研究 佐藤　浅次

生産工学・加工学 帰納法による円弧状材料の圧延加工平板化条件の導出と実験的検討 山中　　昇
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【電気情報工学科】

分野 研究題目 指導教員

ソフトコンピューティング SVMによる人狼知能の陣営推定精度の向上 丸田　　要

ソフトコンピューティング 句構造規則の活用による日本語対応手話文から自然な日本語文への翻訳 丸田　　要

ソフトコンピューティング 話者の感情をSeq2Seqに利用した音声データの要約 丸田　　要

通信・ネットワーク工学 大規模MIMOにおける確率伝搬（BP）アルゴリズムを用いた計算量削減 迫田　和之

通信・ネットワーク工学 自動較正機能を有する到来方向推定法の評価 迫田　和之

通信・ネットワーク工学 カオスMIMOのセキュリティ評価 迫田　和之

制御・システム工学 鳩認識による校内の鳥害対策について 臼井　昇太

ヒューマンインターフェース・
インタラクション 画像認識による自己商品説明システムの開発 臼井　昇太

ヒューマンインターフェース・
インタラクション クラウド自然対話を用いた高齢者向け対話ロボットの開発 臼井　昇太

ヒューマンインターフェース・
インタラクション LPWAを活用した畜産農家の負担軽減のための検討 臼井　昇太

電子デバイス・電子機器 インピーダンス変換器の設計に関する研究 田中　　寿

電子デバイス・電子機器 バンドパスフィルターによる正弦波の作成に関する検討 田中　　寿

ハードコンピューティング 学生実験向けCOMETⅡ計算機の設計 小森　雅和

知能情報学 CNNのパターン認識特性に関する研究 小森　雅和

電子・電気材料工学 単相のAg8SnS6薄膜の作製 赤木　洋二

電子・電気材料工学 Ag8SnS6薄膜太陽電池の作製 赤木　洋二

電子デバイス・電子機器 電子回路学生実験の改良・再構築Ⅰ～AFの特性解析と実験～ 白濱　正尋

電子デバイス・電子機器 電子回路学生実験の改良・再構築Ⅱ～AFの特性解析と実験～ 白濱　正尋

電子デバイス・電子機器 電子回路学生実験の改良・再構築Ⅲ～VF/FVコンバータの作製～ 白濱　正尋

電子デバイス・電子機器 電子回路学生実験の新設　～ AD/DA変換器の作製と応用～ 白濱　正尋

電力工学・電力変換・電気機器 CORC超電導ケーブルの交流損失の解析 野地　英樹

電力工学・電力変換・電気機器 4層BSCCO超電導ケーブルの交流損失の解析 野地　英樹

電力工学・電力変換・電気機器 高周波銅ケーブルの抵抗値の解析 野地　英樹

無機材料・物性 鉛ビスマス合金の相互作用距離の磁束ピンカ影響 濱田　次男

無機材料・物性 超伝導体とリード線の接続の検討 濱田　次男

電力工学・電力変換・電気機器 誘導電動機の速度センサレスベクトル制御 永野　　孝

電子デバイス・電子機器 ペンローズの三角形による不可能モーションの再現 御園　勝秀

電子デバイス・電子機器 複合現実を実現するヘッドマウントディスプレイの開発 御園　勝秀
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【物質工学科】

分野 研究題目 指導教員

分析化学 紫外線吸着剤の保存性と性能の評価 岩熊　美奈子

分析化学 シラン化合物ベースの紫外線吸着材料の開発と性能評価 岩熊　美奈子

分析化学 レジストの塗布特性とパターン倒れの解明 岩熊　美奈子

機能性高分子 N- ヒドロキシエチルアクリルアミドと N-3 ジメチルアミノプロピルアクリドアミドを用
いたヒドロゲルの合成とその性質 福留　功博

機能性高分子 2- ヒドロキシエチルメタクリレートと N- イソプロピルアクリルアミドを用いたヒドロゲ
ルの合成とその性質 福留　功博

機能性高分子 N- ヒドロキシエチルアクリルアミドと N- イソプロピルアクリドアミドを用いたヒドロゲ
ルの合成とその性質 福留　功博

材料化学・材料工学 ナノコンポジット構造を特徴とするシラス薄膜の開発 野口　大輔

材料化学・材料工学 ガラスの分相現象を利用したシラス薄膜の多孔質化 野口　大輔

生物物理・生化学・細胞生物学 FRETプローブを用いた tau の構造変化の検出 野口　太郎

生物物理・生化学・細胞生物学 αシヌクレレイン凝集体可視化細胞の開発 野口　太郎

生物物理・生化学・細胞生物学 αシヌクレレインによるアクチン及びアクチン結合タンパク質への影響の解析 野口　太郎

生物物理・生化学・細胞生物学 茶含有飼料給餌牛の乳汁による免疫機能向上の検討 野口　太郎

分析化学・計算科学 2BPの着色反応機構解明とカドミウム検出剤としての性能評価 藤森　崇夫

分析化学・計算科学 ホウ素吸着マイクロカプセルの調整のためのアデノシンモノマーとの共重合モノマーの検討 藤森　崇夫

分析化学・計算科学 多核アルミニウム化学種におけるグリコースの役割に関する研究 藤森　崇夫

分析化学・計算科学 Al　NMR法を用いた植物細胞内組織におけるAl の局在部位と化学形態の決定 藤森　崇夫

有機光化学 マイクロリアクターにおける高効率な 2相反応 山下　敏明

有機光化学 2相流マイクロリアクターを用いた芳香族化合物の光アミノ化反応の高効率化 山下　敏明

有機光化学 Pt-TiO2 を用いたベンゾフランのサリチルアルデヒドへの変換反応の高効率化 山下　敏明

有機光化学 酸触媒固定化マイクロリアクターの開発 山下　敏明

化学工学・反応工学・微粒子工学 含浸型吸湿性マイクロカプセルの調整とその吸着特性 清山　史朗

化学工学・反応工学・微粒子工学 PC８８A固定化マイクロカプセルによるInの分離 清山　史朗

化学工学・反応工学・微粒子工学 多孔中空マイクロカプセルに含浸させた TOPOによる In の抽出 清山　史朗

化学工学・反応工学・微粒子工学 酸化水酸化鉄固定化マイクロカプセルによるヒ素の分離 清山　史朗

化学工学・高分子工学 親水性ゲル微粒子を利用した新規な感温性ゲルの合成－速度的検討－ 金澤　亮一

化学工学・高分子工学 沈殿重合を利用した球状の感温性ゲルの合成 金澤　亮一

化学工学・高分子工学 親水性微粒子を利用した新規な感温性ゲルの合成－機械的強度の検討－ 金澤　亮一

有機物性化学・計算化学・
糖質工学・タンパク質工学 魚鱗由来水酸アパタイトを原料とした蛍石の単結晶生成 岡部　勇二

有機物性化学・計算化学・
糖質工学・タンパク質工学 染色廃水中の染料除去を目的とした選択的吸着剤の開発 岡部　勇二

有機物性化学・計算化学・
糖質工学・タンパク質工学 脱水炭化法により活性炭製造法の検討 岡部　勇二

有機物性化学・計算化学・
糖質工学・タンパク質工学 シクロデキストリンの包接錯体形成過程の理論的解析 岡部　勇二

微生物工学・分子生物学・
環境工学・工学教育 土壌改良資材と菌根菌資材を核とした羽ネギの収量増加方法の検討とそのメカニズム解明 黒田　恭平

微生物工学・分子生物学・
環境工学・工学教育 土壌改良資材「十和田石」を用いた食用植物栽培土壌中の微生物群集構造解析 黒田　恭平

微生物工学・分子生物学・
環境工学・工学教育

下水汚泥堆肥を用いた高付加価値マッシュルーム子実体共生微生物の解析及び新規下水汚
泥堆肥の条件検討 黒田　恭平

微生物工学・分子生物学・
環境工学・工学教育 プラスチック製造過程における複合廃水を対象としたUASB反応槽における連続処理実験 黒田　恭平

環境農学・生化学・細胞生物学・
分子生物学 培養条件に応じた糖分泌型藻類の糖分泌量の変化とその評価法の検討 高橋　利幸

環境農学・生化学・細胞生物学・
分子生物学 微細藻類の増殖制御とその分析法の開発 高橋　利幸

環境農学・生化学・細胞生物学・
分子生物学 海水成分を含む試料における微生物量の定量に関する技術開発 高橋　利幸

環境農学・生化学・細胞生物学・
分子生物学 木材などの材料表面へのキトサン被膜形成の可否と微生物の塗布方法の検討 高橋　利幸
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【建築学科】

分野 研究題目 指導教員

建築計画 モンゴル・ウランバートル市における生活空間計画に関する研究
－集合住宅に付随する屋外共用空間の傾向的特性－ 杉本　弘文

都市計画 地域特性を活かした地方都市の再活性化に関する研究
－宮崎県延岡市をケーススタディとして－ 杉本　弘文

建築計画 複合型公立図書館の空間構成に関する研究
－都城市立図書館を対象として－ 杉本　弘文

建築歴史・意匠 「ローマとアウグストゥス神殿」におけるアーキトレーブのモールディングBead&Reelの復元 中村　裕文

建築歴史・意匠 「ローマとアウグストゥス神殿」におけるアーキトレーブのDarts＆Tongueの復元 中村　裕文

建築構造 浸水を経験したスギの材料特性に関する研究 大岡　　優

建築構造 都城市における伝統木造住宅の地震応答解析 大岡　　優

建築構造 飫肥スギを用いたCLTの材料特性に関する実験的研究 大岡　　優

防災工学 都城市における地震時脆弱性に関する研究 大岡　　優

建築構造 木造住宅の屋根に堆積した火山灰の効果的な除灰方法に関する研究
－除灰方法の提案と除灰を行うタイミング－ 山本　　剛

建築構造 勾配屋根に降下する火山灰の堆積特性と形状係数に関する研究 山本　　剛

建築構造 宮崎県産杉を用いたCLTのローリングシア強度の評価 山本　　剛

建築構造 屋根に堆積する火山灰の排水特性に関する研究 山本　　剛

建築構造 組立材の力学特性に関する基礎的研究
－平成30年度デザコン出場作品の制作を踏まえて－ 加藤　巨邦

建築構造 新しい接合金物を用いた木造トラスに関する基礎的研究
－畜舎建築物の屋根架構への適用を目指して－ 加藤　巨邦

環境工学 近年のオフィスビルにおける設備システムの動向調査 小原　聡司

環境工学 鹿児島市内と近郊に建つ住宅のエネルギー消費に関する分析 小原　聡司

材料施工 フライアッシュ混入シラスコンクリートを用いた構造体コンクリートの強度発現性状 原田　志津男

材料施工 高温加熱を受けたコンクリートの給水処理による補修効果 原田　志津男

建築計画 白鳥神社本殿の文化財的価値に関する一考察 中村　孝至

材料施工 HPFRCCのウォールエフェクトを考慮した繊維配向性の評価 浅野　浩平

材料施工 PVA 単繊維同士の接触による引張性状への影響 浅野　浩平

建築設計 災害の延長線上にある施設の設計 杉本　弘文

建築設計 次世代型斎場と樹木葬霊園の設計 杉本　弘文

建築設計 次世代農業支援施設の設計 中村　孝至
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３－３．専攻科特別研究

平成３0年度の専攻科特別研究（分野、研究題目及び指導教員）を以下に示す。

【機械電気工学専攻（機械）】

分野 特別研究題目 指導教員

機械材料・材料力学 多軸鍛造を施したAZ31マグネシウム合金の極低温下における力学的性質の研究 高橋　明宏

機械材料・材料力学 マルエージング鋼の疲労特性に及ぼすショットピーニング処理の影響 永野　茂憲

機械力学・制御 プロパンアークジェットスラスタの推力測定 増井　創一

機械力学・制御 画像処理を用いた窓ガラスの親水性評価手法の開発 髙木　夏樹

熱工学 ウィルソンプロット法による流下液膜式熱交換器の伝熱特性に関する研究 白岩　寛之

熱工学 スターリング型パルス管冷凍機のガス運動可視化用装置製作および理論解析 白岩　寛之

【機械電気工学専攻（電気）】

分野 卒業研究題目 指導教員

制御・システム工学 GPGPUと DeepLearning の併用による物体認識精度と処理速度に関する研究 臼井　昇太

ヒューマンインターフェース・
インタラクション

スマートミラーによるヘルスケアシステム開発のための表情認識に関する実装
と評価 臼井　昇太

電子デバイス・電子機器 FG-MOSを用いた弱反転領域で動作する乗算器の設計に関する検討 田中　　寿

【物質工学専攻】

分野 卒業研究題目 指導教員

材料化学・材料工学 スパッタリング法によるSiC 薄膜の低温結晶化 野口　大輔

材料化学・材料工学 PDMS(PolyDiMethylSiloxane) 基板上への親水性薄膜の作製 野口　大輔

材料化学・材料工学 ナノコンポジット構造を特徴としたシラス薄膜の開発 野口　大輔

環境農学・生化学・細胞生物学・
分子生物学 多糖類ポリマーを用いた微細藻類含有カプセルの開発とその性質分析 高橋　利幸

化学工学・反応工学・微粒子工学 抽出剤固定化イオン液体ゲル微粒子による金属イオンの抽出特性 清山　史朗

化学工学・反応工学・微粒子工学 高吸湿性イオンゲル微粒子の調製と吸湿特性 清山　史朗

有機光化学 Pt/TiO2 を用いたアルコールからアルデヒドへの選択的光酸化反応 山下　敏明

【建築学専攻】

分野 卒業研究題目 指導教員

都市計画 意識・活動特性からみたまちなかの再活性化に関する研究
－宮崎県内の中心市街地における店舗経営者と来街者の比較を通した考察－ 杉本　弘文

建築歴史・意匠 アテネのローマとアウグストゥス神殿の復元的研究 －石材寸法の決定法について－ 林田　義伸

建築構造 宮崎県における伝統木造建築物の耐震性能評価 大岡　　優

建築構造 既存免震建物における層内の環境調査研究 加藤　巨邦

建築構造 学校建築における積載荷重の実態調査研究 加藤　巨邦

材料施工 フライアッシュによるシラスコンクリートの品質改善効果 原田　志津男

材料施工 繊維配向性が HPFRCC の引張性状における寸法効果に与える影響 浅野　浩平
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３－４．学会等発表一覧

平成30年度の学会等発表（表題、発表機関及び指導教員等）を以下に示す。

【機械工学科】

表題 発表機関（学会、誌名） 巻、号、ページ、年 指導教員 表彰

Tensile Properties and Microstructure 
Evolution by MDFed AZ31 Magnesium 
Alloy

International Workshop on Fundamental 
Research for Science and Technology 
2018 （GEMS 2018）

pp. 11-14, 2018 高橋　明宏

Fracture Characteristics in Yttria-Sta-
bilized Zirconia Ceramics Sintered at 
High Temperatures

International Workshop on Fundamental 
Research for Science and Technology 
2018 （GEMS 2018）

pp. 17-18, 2018 高橋　明宏

Study on Miniature Specimen for Wood 
Temsile Test

International Workshop on Fundamental 
Research for Science and Technology 
2018 （GEMS 2018）

pp. 58-63, 2018 高橋　明宏

Fracture Toughness of Miniature Zirco-
nia Ceramics Sintered at various Tem-
peratures

International Workshop on Fundamental 
Research for Science and Technology 
2018 （GEMS 2018）

pp. 90-91, 2018 高橋　明宏

Lathe Workshop Practuce of Miyakono-
jo KOSEN

International Workshop on Fundamental 
Research for Science and Technology 
2018 （GEMS 2018）

pp. 93-94, 2018 高橋　明宏

Laser Processing Machine for Metal 
Cutting Work

International Workshop on Fundamental 
Research for Science and Technology 
2018 （GEMS 2018）

pp. 95-96, 2018 高橋　明宏

Hybrid Car is Frapping by Worldwide
International Workshop on Fundamental 
Research for Science and Technology 
2018 （GEMS 2018）

pp. 97-100, 2018 高橋　明宏

KOSEN ROBOCON at College of 
Technology in Japan

International Workshop on Fundamental 
Research for Science and Technology 
2018 （GEMS 2018）

pp. 101-102, 2018 高橋　明宏

Tensile Behavior on Dried Latewood in 
Japanese Cedar

13th International Symposium on Ad-
vanced Science and Technology in Exper-
imental Mechanics 2018 （13th ISEM 2018）

p. 88, 2018 高橋　明宏

A Study on Evaluation for Tensile 
Properties of Latewood in Cedar

8th International Joint Symposium on 
Engineering Education 2018
（8th IJSEE 2018）

pp. 111-116, 2018 高橋　明宏

Solidification Behavior of Welding 
Spatter on SUS304 Plate Coated by 
Spatter Adhesion Preventive Agent

8th International Joint Symposium on 
Engineering Education 2018 
（8th IJSEE 2018）

pp. 167-171, 2018 高橋　明宏

Agri-Engineering Education at National 
Institute of Technology, Miyakonojo 
College

8th International Joint Symposium on 
Engineering Education 2018 
（8th IJSEE 2018）

pp. 150-155, 2018 高橋　明宏
Best 
Presentation
Award

Propagation of Angle Beam for Wrinkle 
Evaluation in Sheet Metal Forming

International Workshop on Fundamental 
Research for Science and Technology, 
2018 （GEMS2018）

pp. 82-85, 2018, 
Poster session 瀬川　裕二

Equipment Designing and Theoritical 
Analysis for Visualization of Working 
Fluid in a Stirling Type Pulse Tube Re-
frigerator

International Workshop on Fundamental 
Research for Science and Technology 
2018 （GEMS 2018）

pp. 63-67, 2018, 
Poster session

白岩　寛之
東　　利樹

Optimization of Plasma Actuator In-
stalled in Transportation Equipment 

The 13th International Symposium on Ad-
vanced Science and Technology in Exper-
imental Mechanics （13th ISEM 2018） S06, 
2018

S06, 2018, Poster 
session

白岩　寛之
藤川　俊秀
東　　利樹

The Best 
Research 
Award

PIV計測とCFD解析による輸送用車両車
体まわりの流れ場の可視化 日本実験力学会2018年度年次講演会　 18号, pp. 87-88, 

2018
藤川　俊秀
白岩　寛之

シュミット理論を応用したスターリング
型パルス管冷凍機の設計手法

日本機械学会九州支部宮崎地区第11回
学生研究発表会 講演番号103, 2019 白岩　寛之

シュミット理論を応用したスターリング
型パルス管冷凍機の設計手法

日本機械学会九州支部宮崎地区第11回
学生研究発表会 講演番号107, 2019 白岩　寛之
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【電気情報工学科】

表題 発表機関（学会、誌名） 巻、号、ページ、年 指導教員 表彰

Cu2ZnSnS4薄膜太陽電池における組成
比の影響 第 8回高専-TUT太陽電池合同シンポジウム PSO-35, 2018 赤木　洋二 ポスター発表

優秀賞

Characteristics of Ag-rich Ag8SnS6 
thin film 第28回日本MRS年次大会 G1-P20-034, 2018 赤木　洋二

組成比の異なるAg8SnS6薄膜の構造的
特性 第 3回 フロンティア太陽電池セミナー P23, p. 92, 2018 赤木　洋二

Ag8SnS6薄膜におけるSb添加量の影響 第 3回 フロンティア太陽電池セミナー P6, p. 75, 2018 赤木　洋二

Ag8SnS6薄膜における熱処理条件の検討 第10回 半導体材料・デバイスフォーラム P16, 2018 赤木　洋二

Ag8SnS6薄膜における秤量モル比の影響 第10回 半導体材料・デバイスフォーラム P15, 2018 赤木　洋二

AC loss Calculation of Two-layer RE-
BCO Superconducting Cable by 3D 
Electromagnetic Field Analysis

Int. Workshop on Fundamental Research 
for Sci. and Tech. （GEMS2018）

vol. 13, pp. 40-44,
2018 野地　英樹

Dependence of AC loss on helical 
pitch of three-layer REBCO supercon-
ducting cable

Int. Workshop on Fundamental Research 
for Sci. and Tech. （GEMS2018）

vol. 13, pp. 103-108,
2018 野地　英樹

Estimation of Irreversibility Fields in 
Superconducting Pb-Bi Alloys

Int. Symposium on Advanced Science and 
Technology in Experimental Mechanics

vol. 13, pp. 152-155,
2018 濱田　次男

Interaction Distance in Pb-Bi Alloys 
Controlled Flux Pinning Strength

Int. Workshop on Fundamental Research 
for Sci. and Tech. （GEMS2018） pp. 125-128, 2018 濱田　次男

FG-MOSを用いた弱反転領域で動作する
乗算器の設計に関する検討

平成30年度 第17回 電子情報系高専フォー
ラム講演論文集 pp. 71-74, 2018 田中　　寿

オペアンプの設計に用いるトランジスタ
の占有面積に関する検討

平成30年度 第17回 電子情報系高専フォー
ラム講演論文集 pp. 75-78, 2018 田中　　寿

低電源電圧で動作するOTAの設計と検討 平成30年度 第17回 電子情報系高専フォー
ラム講演論文集 pp. 79-82, 2018 田中　　寿
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【物質工学科】

表題 発表機関（学会、誌名） 巻、号、ページ、年 指導教員 表彰

Effect of Cellulose Coating on Alginate 
Capsules containing Chlorella like Mi-
croalgae

3rd STI-GIGAKU 2018 Conference, 
BEST POSTER AWARD 2018 高橋　利幸

Development for controlling microalgal 
growth and for its analysis method

3rd STI-GIGAKU 2018 Conference, 
BEST POSTER AWARD 2018 高橋　利幸

微細藻類含有アルギン酸カプセルのバガ
ス由来セルロース包括とその性質分析

日本化学会秋季事業　
第 8回CSJ化学フェスタ2018 2018 高橋　利幸

セルロースを用いた微細藻類含有アルギ
ン酸カプセル包括法の開発 第28回日本MRS年次大会 2018 高橋　利幸

ナノコンポジット構造を特徴としたシラ
ス薄膜の開発 2018年日本表面真空学会 2018 野口　大輔

スパッタリング法によるSiC薄膜の低温
結晶化と物性評価 2018年日本表面真空学会 2018 野口　大輔

PDMS基板上への親水性薄膜の作製 2018年日本表面真空学会 2018 野口　大輔

高吸湿性イオンゲルの調製と吸湿特性 化学工学会　第50回秋季大会 PA255, 2018 清山　史朗

抽出剤固定化イオン液体ゲルによる金属
イオンの抽出 化学工学会　第50回秋季大会 PA260, 2018 清山　史朗

【建築学科】

表題 発表機関（学会、誌名） 巻、号、ページ、年 指導教員 表彰

鐘楼付木造建築物の構造特性に関する
研究 第15回　日本地震工学シンポジウム GO05-01-01, 2018 大岡　　優

490N級建築構造用鋼材のひずみエネル
ギー量のばらつきに関する一考察
その 1 ．簡易算出法の提案とミルシー
トを用いて求めた簡易算出値による検
討について

日本建築学会九州支部研究報告 第58号，構造系，
pp. 301-304，2019 加藤　巨邦

モンゴル・ウランバートル市街地の集
合住宅地区に関する研究　その12　居
住者の住み替え意識の傾向的特性につ
いて

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北） 建築計画,　
pp. 1179-1180, 2018 杉本　弘文

地方都市における中心市街地の再生に
関する研究　その 3　－宮崎県都城市
をケーススタディとして－

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北） 建築計画,　
pp. 353-354, 2018 杉本　弘文

地方都市におけるまちの再活性化・持
続可能なまちづくりのための具体的方
法論の実践と検討

平成30年度（2018年度）　社会実装教育
フォーラム

ショートオーラル及
びポスターセッショ
ン, 2019

杉本　弘文

地域主体のまちづくりにおける持続可
能性に関する研究
―地域に根ざした活動拠点づくりに関
する考察―

日本建築学会九州支部研究報告 第58号，計画系，
pp. 285-288, 2019 杉本　弘文
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３－５．教員別研究テーマ

　平成 30 年度教員別研究テーマ（抜粋）

学科 研究テーマ 教員氏名

機械工学科 1．熱機器の熱流動特性と高性能化に関する研究
2．プラズマアクチュエータに関する研究

機械工学科
1．がんの非侵襲治療法に係わるマウスリンパ管内流れの抵抗則の解明
2．高速水中物体表面近傍におけるキャビテーション初生の研究
3．プラズマアクチュエータによる競技用車両車体の空力特性最適化に関する研究

藤川　俊秀

機械工学科
1．金属プレス成形のインプロセス評価に関する研究
2．金属プレス成形のトライボ特性評価に関する研究
3．マイクロブラスト加工の加工特性に関する研究

瀬川　裕二

機械工学科
1．多軸鍛造を施したマグネシウム合金の力学的性質
2．瞬間的に接合を可能にする鋼材向けプロジェクション溶着
3．国産木材の晩材部における引張挙動に関する研究

高橋　明宏

機械工学科 1．マニピュレータの軌道計画に関する研究
2．マニピュレータの振動抑制に関する研究 佐藤　浅次

電気情報工学科 1．化合物半導体薄膜の作製技術の確立
2．Ag系化合物薄膜太陽電池の高効率化に向けた技術開発 赤木　洋二

電気情報工学科 1．超電導電力ケーブルの交流損失の低減に関する研究
2．超電導体の3次元電磁界解析を短時間で行うことに関する研究 野地　英樹

電気情報工学科 1．低電源電圧を使用したアナログ集積回路の設計に関する研究
2．多値集積回路の設計に関する研究 田中　　寿

物質工学科
1．スパッタリング法による機能性無機薄膜の作製と物性評価
2．金属化合物薄膜（酸化膜及び窒化膜）の高速低温結晶化成膜技術
3．シラスを原料とした新規機能性薄膜材料の開発

野口　大輔

建築学科
1．集住における生活・居住環境デザインに関する研究
2．居住者参加の住まいづくり・まちづくり
3．持続可能なまちづくりに関する研究（中心市街地再生等）

杉本　弘文

一般科目
1．粉粒体の流れ
2．粉粒体の堆積物の外部からの働きかけ（加振、せん断、温度変化等）に対する応答
3．その他物理に関すること

若生　潤一

一般科目 1．位相空間論
2．教育工学 友安　一夫

一般科目
1．中小企業の知的財産戦略
2．データベースを中心とした企業内ICT活用
3．工学系・事務系社員のキャリアコンサルティング

吉井　千周

一般科目 量子散乱問題で探る重力理論 阿部　裕悟

一般科目 曲面上のグラフ理論 向江　頼士

本校教職員の教育・研究、産学連携・知的財産活動に関する研究技術シーズ等の各
種情報は、「国立高専研究情報ポータル」をご覧ください。（右のQRコードからアク
セス・検索が可能です。）
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４．規則集

地域連携テクノセンター関係
・都城工業高等専門学校地域連携テクノセンター規則
・都城工業高等専門学校地域連携テクノセンター利用規則

共同研究
・都城工業高等専門学校共同研究取扱規則
・独立行政法人国立高等専門学校機構共同研究実施規則
・独立行政法人国立高等専門学校機構共同研究実施規則取扱要領

受託研究
・都城工業高等専門学校受託研究取扱規則
・独立行政法人国立高等専門学校機構受託研究実施規則
・独立行政法人国立高等専門学校機構受託研究実施規則取扱要領

寄附金
・都城工業高等専門学校寄附金取扱規則
・独立行政法人国立高等専門学校機構寄附金取扱規則

受託試験
・独立行政法人国立高等専門学校機構受託試験取扱規則

技術相談
・都城工業高等専門学校技術相談等に関する規則

機器利用
・都城工業高等専門学校地域連携テクノセンター利用規則

その他
・独立行政法人国立高等専門学校機構間接経費取扱規則

　上記の各規則等については、右のQRコードから閲覧できます。テクノセンターの
施設若しくは機器の利用申請又は各種お申込みの際は、事前にご確認ください。
また、利用申請書及び各種申込書の様式がダウンロードできます。
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都城高専までのアクセス

交通機関利用

JR都城駅から
【宮崎交通バス】
51・52番線 小林バスセンター行き 高専前下車
特急バス 宮崎空港・宮崎行き 　　〃
 （いずれも所要時間約10分）

JR宮崎駅から
【宮崎交通バス】
特急バス 西都城駅前行き（高速道路経由） 高専前下車
 （所要時間約1時間15分）

宮崎空港から
【宮崎交通バス】
特急バス 西都城駅前行き（高速道路経由） 高専前下車
 （所要時間約45分）

自家用車利用
都城ICから国道10号線を都城市街地方面へ約4km（所要時間約7分）

編集

令和元（平成31）年度　地域連携テクノセンター運営委員会

地域連携テクノセンター長 高橋 明宏（機械工学科・教授）

副センター長 佐藤 浅次（機械工学科・特任教授）

知的財産部門長 野地 英樹（電気情報工学科・教授）

計測・分析部門長 野口 大輔（物質工学科・教授）

技術開発部門長 杉本 弘文（建築学科・准教授）

技術教育部門長 向江 頼士（一般科目・准教授）
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