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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（以下、高専）は、中学校卒業後に有意な産業人材育成を目的として５年間の一貫教育
と研究活動を行う高等教育機関として全国で国立高専においては 51 校が設置されています。現在、全
国で５万人の高専学生が学生生活を行っています。50 年を超える伝統のもと、卒業生は産業界のみな
らず多くの分野で活躍しております。
都城高専は、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学科が設置されました。

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 名の入学生を受入れています。
卒業後は、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において、高度な研究活動を
通じて産業界での更なる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。卒業生および専攻科修了生は、総じて 7000 名を超え、技
術者そして研究者として国内のみならず世界各地でグローバルな活躍をしています。
さて、今年度はコロナ禍により、産業界のみならず社会全体が不透明でかつ不安な雰囲気に覆われて

います。先の見通しは明瞭ではありませんが、コロナ終息後は、教育環境、産業構造や労働環境など多
岐に亘り、大きな変革があるとの観測もされております。到来する社会は、ICTを利用した構造変化
が起きることは明らかなようです。もっともコロナ禍以前から、製造業を中心とした世界規模のグロー
バル化による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日
本のものづくりの停滞を危惧する声もありました。Society5.0 を支える核心技術である IoT、高度通信
ネットワーク、ロボティクスなどのさらなる研究開発と社会実装がこの度のことで国の施策として加速
されることでしょう。
我が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を有した（グローカルな）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。一般社団法

人霧島工業クラブ会員企業、包括連携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。このたび、地域連携テクノセンターからのテ
クノセンター報も第３報となります。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すること
で、地域企業の皆様の技術支援や共同研究を強化し、高専と地域社会との密接な関係をより深く築きた
いと祈念する次第です。
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

新しく平成から令和へ年号が改まり、産業の国際化と変容が進む中で、我が国のものづくり技術が
益々発展し続けることが要請されています。固定観念にとらわれることなく、新しい構想、価値観が生
まれ成長していく時代になっていると思われます。地域連携テクノセンターでは英語名称を Regional…
Technology…Collaboration…Center…（旧称：Techno…Center…for…Collaborative…Research…and…Education）と
しました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
地域連携テクノセンターは、平成２年に創設された総合材料開発センター（初代センター長：草野昭二

教授）を受け継ぎ、平成 26 年５月にセンター棟が竣工され現在に至っています。当センターの役割と目
的は、本校技術開発および教育研究の活動を主軸とした地域社会貢献、農工連携と共同教育の推進であ
ります。
思い返すと、昨年度は大変多忙な年でした。10 月の全国高専プログラミングコンテスト第 30 回都城

大会と高専ロボコン 2019 九州沖縄地区大会（別府市）の両日程が重なり、次週には第１回九州沖縄地区
高専技術振興会サミット（久留米市）、そして第 14 回都城市環境まつり、本校での体育競技会・文化祭、
高専機関別認証評価の現地受審、第 26 回みやざきテクノフェア（宮崎市）、第７回都城高専おもしろ科
学フェスティバルの重要行事・イベントが各週にわたって開催されました。稠密な日程が続いたわけで
すが、いずれも盛会且つ無事に終えることができ、これも本校学生、一般社団法人霧島工業クラブ様を
はじめ地域の皆様のご支援の賜であり、大変ありがたく感じます。
ところで令和２年１月、北九州市長の北橋健治様が本校を訪問されました。その趣旨は、人口減少の

歯止めと地方の魅力を高めることの意見交換、インターンシップ、就職状況などの情報交換でした。高
専に期待すること、ITや農業分野への参入、在宅ワークの新しい働き方の実現など、熱意のあるお話
に圧倒されました。一方で当センターのチャレンジングな活性化策が発信されていないことを反省した
次第です。
さて、本紙は一昨年度の発刊から３号目を数えました。主に令和元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。本紙を見て技術相談に来たというケースが散見され始め
ました。ローテク、ハイテクに関わらず、技術に関するお悩みがあればぜひ都城高専にご相談をお願い
申し上げます。
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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 28 年になり、正会員 51 社、賛助会
員３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に事務局がありますが、お蔭様で年々
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います。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
プ受入の人材育成等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）に特別会員としてご就任頂いております。
令和元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ました。
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（九州経済産業局国際部国際化調整企画官　篠原修一氏、演題「高度外国人材の

活用で自社の未来を創る！」　高度外国人材の現状や国の施策等について講演）
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」及び「利

益 200％を目指すカイゼンの秘訣」　トヨタ生産方式カイゼンの知見を紹介）　　
６　特別講演会（一般社団法人トラストコーチングの川越くみ氏、演題「従業員の定着率とモチベー

ションを上げる方法を考える」　コーチングの手法を紹介）　　　　　　　　　　　　　　　　
７　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）
８　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）
９　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）
10　「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）
11　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）　
12　「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
13　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）
14　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
15　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

令和 2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、数々のイベントが中止または延期となってい
ますが、今後、コロナと共存しながら活動を行うウィズコロナの時代に「新しい生活様式」を取り入れ
ながら、産学官金連携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

中小企業、小規模事業者の無料経営相談窓口である宮崎県よろず支援拠点も７年目を迎え、コーディ
ネーター 18 名で日々県内企業の相談に対応してきております。
特に今年は、新型コロナウイルス感染症の影響により大きな打撃を受けた事業所の相談が多く、事業

の継続を行うための喫緊の課題に対応する必要性があり、国、県、市の給付金事業や補助事業及び金融
機関による特別利子補給制度融資等を紹介し、急場を凌ぐことが出来た事業所も数多くありました。
しかし、根本的な解決策を見出していない事業所も多く存在し、コロナ以前の状態に少しでも経済を

戻すことが理想でありますが、現実は厳しい状況にあります。
先般、各省庁の令和 3年度概算要求が公開され、ウィズコロナ/ポストコロナ社会に向けた新たな成

長を促すための予算要求がありました。
特に、私共に関係の深い経済産業省のポイントは、「新たな日常」の先取りによる成長戦略として、
・デジタル基盤・ルールの整備
・デジタルを活用した産業の転換
・脱炭素化に向けたエネルギー転換
・循環経済への転換
・国民の命を守る物資の確保
・予防・健康づくりの実現
以上が挙げられますが、これらすべてのテーマの実現に向けて、私共よろず支援拠点も新年度から具体
的な事業のサポート役として活動の輪を広げていく事になります。それには、高専（地域連携テクノセ
ンター）をはじめとする高等教育機関の持つ経験と知識が不可欠であり、そこに必要なのが連携であり
ます。
この変革を実現できる人材の育成こそが「新たな日常」を先取りするために、欠かせない必須条件にな

ると考えます。特に高専における人材育成は、デジタル化へ向けたこの国の成長戦略に欠かせない存在
であり、国が今後推し進めるGIGAスクール構想の中心的役割を担う事は必須であります。
今後も「新たな日常」の実現に向けて成長する高専生に寄り添い、高専と企業、行政を繋ぐ架け橋とし

て精一杯のエネルギーを注いでまいります。
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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います。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います。

（１）センターの役割

【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】　　　　　　　　　　　　　
１．…テクノセンターの運営に関わ
ること

２．…地元企業等との共同研究・技
術相談の推進

３…．…技術説明会・展示会・各種連
携事業への参加など

４．公開講座等の開講
５．…小中学校等教育支援（出前実験・

授業）※

６．…産学官連携に関する事業の参
加・実施

７．各種連携事業・共同教育
８．特許出願の推進
※…主に小中学校教育支援グループに
よる活動

【平成 31（令和元）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・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）
事 務 担 当　総務課企画係

【地域連携テクノセンター及び関係機関概略図】
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（２）センター設置機器の紹介

◆アミノ酸分析装置（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３pmol
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
分析装置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：３pmol
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）

◆超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡（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。

金属の破面観察
（5,000 倍）

金属間化合物の薄膜表面観察
（25,000 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、一般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】
●一般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）（平成 28 年３月 22 日締結）
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【社会連携関係】

●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）
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【国際交流関係】
●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）
●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 31 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）
●國立臺北科技大學（九州沖縄地区９国立高専）（平成 27 年３月３日締結）
●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）
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２．活動記録
２－１．平成 31（令和元）年度センター活動

【産学官連携活動】
平成31年
令和元年

令和２年

４月12日
５月22日
５月24日
６月５日
６月11日
６月13日
７月９日
７月11日
７月17日
７月29日
８月21日
９月４日～５日
９月24日
10月25日
11月８日～９日
12月３日
12月23日
１月14日
２月４日
３月25日

宮崎県工業会第52回交流会出席
「はばたけ都城六次産業化推進協議会」総会出席
宮崎大学産学・地域連携センターラウンドテーブルに関する打合せ
2019年度『宮崎県産学官交流会』出席
みやざきファシリティネットワーク運営委員会出席
（一社）霧島工業クラブ令和元年度通常総会出席
（一社）宮崎県工業会県西地区部会第27回通常総会出席
令和元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
（一社）霧島工業クラブ令和元年7月度例会出席
九州イノベーション創出戦略会議（KICC）通常総会出席
令和元年度都城圏域産学官金交流会出席
国際フロンティア産業メッセ2019出展
（一社）霧島工業クラブ令和元年９月度例会出席
宮崎県工業会第53回交流会出席
第26回みやざきテクノフェア出展
2019年度環境・エネルギー　新技術説明会出展
（一社）霧島工業クラブ令和元年12月度例会及び交流会出席
（一社）霧島工業クラブ令和２年１月度例会及び新年会出席
（一社）霧島工業クラブ令和２年２月度例会出席
都城市ふるさと産業推進局（六次産業化推進担当）との打合せ・物質工学科研
究室及び設備等視察

【地域連携活動】
平成31年

令和元年

４月～翌３月
４月～翌３月

８月28日

11月17日

公開講座・教養講座（2-3…公開講座・教養講座の実施状況のとおり）
出前実験・出前授業（2-4…出前実験・出前授業（理科教育支援）の実施状況のと
おり）
高等教育機関との連携による地域産業創生に向けた協議～都城市大学振興・
地域産業創生推進コア会議～出席
第７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】
令和元年

令和２年

６月24日
８月21日～22日
10月19日
12月７日

２月25日～26日

令和元年度第１回第５ブロック拡大研究推進ボード会議出席
令和元年度全国高専フォーラム参加
九州沖縄地区高専技術振興会サミット出席
第15回沖縄高専フォーラム・第29回九州沖縄地区高専フォーラム参加及び九
州沖縄地区高専フォーラム理事会出席
令和元年度第５ブロック研究・産学連携・地域連携合同会議及び第６回日本
弁理士会九州会との交流会出席

【その他の活動】
令和元年

令和２年

６月19日
10月24日
３月

日本弁理士会九州会学校支援委員（弁理士）との情報交換
研究応援セミナー（講師：（株）リバネス）
地域連携テクノセンター報2019（Vol.2）刊行
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【各種委員会】
平成31年

令和元年

令和２年

４月24日
４月24日
５月22日
６月13日
６月21日
７月17日
８月22日～28日
９月24日～25日
９月25日
10月23日
11月20日
12月13日
１月15日
２月４日～７日
２月19日
２月28日
３月17日

第１回地域連携テクノセンター運営委員会
第１回公開講座等委員会
第２回地域連携テクノセンター運営委員会
第３回地域連携テクノセンター運営委員会
第４回地域連携テクノセンター運営委員会（メール審議）
第５回地域連携テクノセンター運営委員会
第６回地域連携テクノセンター運営委員会（メール審議）
第２回公開講座等委員会（メール審議）
第７回地域連携テクノセンター運営委員会
第８回地域連携テクノセンター運営委員会
第９回地域連携テクノセンター運営委員会
第10回地域連携テクノセンター運営委員会
第11回地域連携テクノセンター運営委員会
第３回公開講座等委員会（メール審議）
第12回地域連携テクノセンター運営委員会
第４回公開講座等委員会（メール審議）
第13回地域連携テクノセンター運営委員会

－ 12 －



２－２. 社会連携に関する TOPICS

　平成 31（令和元）年度の社会連携に関するTOPICS を以下のとおりお届けします。

（１）共同研究
令和元年 11 月 1 日（金）、「第 25 回素形材月間記念式典」が機械振興会館（東京）にて開催され、本

校の高橋明宏教授（機械工学科、写真 1の右から 2番目）と山元直行技術支援センター長（写真 1の右
から 1番目）が、共同研究者の森木信一氏、北原実氏（株式会社清水製作所宮崎）、そして堀江知義名
誉教授、二保知也准教授（九州工業大学）と共に令和元年度一般財団法人素形材センター・素形材産業
技術賞（素形材センター会長賞）を受賞しました。
本表彰は、令和元年度で第35回目を数えますが、高専教職員の受賞は初めてとなります。技術テーマ

は「ステンレス鋼管のプロジェクション溶接技術の開発」（図 1）であり、この受賞技術・製品は他の
受賞技術と共に経済産業省本館１階ロビーにおいて令和元年11月11日から12月13日まで展示されました
（写真 2）。

写真 1　第 25 回素形材月間記念式典 写真 2　経済産業省での受賞展示

図 1　技術概要
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（２）寄附金
本校では、株式会社宮崎銀行取扱商品「みやぎんCSR型私募債（With）」に基づき、平成 31（令和元）

年に株式会社東通メディア様、株式会社メタルテクノ様、株式会社富士燃料様からご寄附を賜りました。
いただきましたご寄附につきましては、本校の教育活動の充実に活用させていただいております。

株式会社東通メディア代表取締役社長
赤池　文孝　様（中央）
株式会社宮崎銀行橘通支店長
福山　裕茂　様（右）
岩佐校長（左）

株式会社メタルテクノ代表取締役
椎屋　幸雄　様（中央右）
株式会社宮崎銀行谷頭支店長
岩永　尚一　様（右）
岩佐校長（中央左）、山下教務主事（左）

株式会社富士燃料代表取締役
小牟禮　八誠　様（中央右）
株式会社宮崎銀行都城北支店長
楠生　吉広　様（右）
岩佐校長（中央左）、山下教務主事（左）
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２－３．公開講座・教養講座
平成 31（令和元）年度の公開講座・教養講座の開講状況は、以下のとおりです。

【平成 31（令和元）度公開講座・教養講座の開講状況】
区分 期 講座名 開講時期 時間帯 対象者 募集定員 受講者数

公
開
講
座

前
期

工作教室 −10連発ゴム銃を作ってみよう−
R1/6/9

午前・午後
（全２回）

午前の部
10：00−11：30

午後の部
13：30−15：00

小中学生
（小学 3 年生以下は

保護者同伴）
各20 41

おりがみ建築 + α R1/7/28 10：00−15：00 中学生 8 6

夏休み工作教室
R1/7/28
R1/8/25

（全 2 回）

午前の部
９：30−12：00

午後の部
13：30−16：00

小中学生
（小学生保護者同伴） 各15 96

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

R1/7/20
R1/8/31

小学生の部
９：00−12：00

中学生の部
13：30−17：00

小中学生
（小学 4 年以上）

小学生
20

中学生
16

29

ロボコン教室
R1/8/17
R1/8/18

（全２回）
９：00−16：00 中学生 各15 26

クリップモーターを作ろう R1/8/19 13：00−17：00 小学 4 年生～中学生 30 11

都城高専ランニング教室 R1/9/18 ～ 20
（全３回） 18：00−19：30 小学生

（保護者同伴） 20 17

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 R1/11/24 ８：30−19：00 中学生以上の学生、

市民一般 40 8

工作教室−手作りギターを作ってみよう− R2/3/1 10：00−12：00
13：30−15：30

小中学生
（小学 3 年生以下は

保護者同伴）
各10 26

教
養
講
座

前
期

源氏物語と、関連する漢文を読む

H31/4/25、
R1/5/9、5/23、

6/6、6/20、7/4、
7/18、8/1
（全８回）

18：30−20：00 市民一般 25 29

地図で歩く都城市街地

R1/5/15、5/29、
6/12、6/26、
7/10、7/24、
8/7、8/21
（全８回）

19：00−20：30 市民一般 30 62

海外旅行で役立つ英会話（ツアー編）
R1/6/27、7/1、
7/4、7/8、7/11

（全５回）
19：00−21：00 市民一般 20 19

刃物と砥石の基礎と包丁の研ぎ方教室 R1/9/6、9/7
（全２回）

９/６
18：30−20：30

９/７
9：00−12：00

市民一般 10 10

硬式テニス

R1/11/19、
11/20、11/22、
11/26、11/27、

11/29
（全６回）

19：30−21：30 市民一般 20 10

【平成 31（令和元）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・特任教授）
…　　　　　　　　野地　英樹（電気情報工学科・教授）
…　　　　　　　　野口　大輔（物質工学科・教授）
…　　　　　　　　杉本　弘文（建築学科・准教授）
…　　　　　　　　向江　頼士（一般科目・准教授）
…　　　　　　　　永松　幸一（一般科目・准教授）
…　　　　　　　　松﨑　　賜（一般科目・教授）
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公開講座　工作教室－１０連発ゴム銃を作ってみよう－

　　

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 2019　九州南地区宮崎県予選－

　

公開講座　工作教室－手作りギターを作ってみよう－

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 2年度の公開講座・教養講座の開講状況は、以下のとおりです。

【令和 2年度公開講座・教養講座の開講状況】

区分 期 講座名 開講時期 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− 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

日本国憲法入門 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

知的財産権入門 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

夏休み工作教室 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

おりがみ建築 + α 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

ロボットをつくろう 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

ロボコン教室 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

楽しい化学実験 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

都城高専ランニング教室 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

クリップモーターを作ろう R2/9/12 13：00−17：00 R2/8/5−8/19 小学4年生～中学生 30

後
期

情報学入門 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

工作教室−空気砲を作ってみよう− 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

教
養
講
座

前
期

源氏物語と、関連する漢文を読む（継続） 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

まなび長屋・都城哲学カフェ 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

刃物と砥石の基礎と包丁の研ぎ方教室 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

後
期 ～素粒子で宇宙を探る～ R2/10/2 18：30−20：30 R2/8/24−9/11 市民一般 60
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　２－４．出前実験・出前授業
平成 31（令和元）年度の出前実験・出前授業（理科教育支援）の実施状況は、以下のとおりです。

【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

令和元年５月26日 旭地区公民館 小学1～6年生　30人 大玉シャボン玉

令和元年６月９日 都城市立菓子野小学校 小学１～２年生　27人
保護者、兄弟

簡単スライム 
大玉シャボン玉

令和元年６月16日 都城市立明和小学校 小学４年生　70人 
保護者

空気砲 
簡単スライム

令和元年６月30日 都城市立中霧島小学校 小学４年生　24人 
保護者

ストロートンボ
簡単スライム

令和元年７月６日 三股町立三股小学校 小学5年生　40人 
保護者

空気砲 
大玉シャボン玉

令和元年７月21日 都城市立西小学校 小学2年生　180人 
保護者

簡単！スライム 
大玉シャボン玉

令和元年７月31日 大王小児童クラブ 小学１～5年生　35人 
保護者

大玉シャボン玉 
スライム

令和元年７月31日 日南学園高校 中学1年生　44人 石橋の模型

令和元年８月２日 都城市立上長飯小学校 小学1～6年生　35人 スライム 
大玉シャボン玉

令和元年８月７日 東小ひいらぎ児童クラブ 小学1～5年　90人 空気砲

令和元年８月22日 もちお保育園 小学1年～3年生　35名 大玉シャボン玉 
簡単！スライム

令和元年８月27日 都城市立西小学校 小学1年生　132人 大玉シャボン玉

令和元年10月15日 美郷町立美郷南学園 中学1～3年生　23人 電気に関する実験、授業

令和元年10月19日 都城市立東小学校 小学1年生　100人 
保護者

簡単スライム 
空気砲

令和元年10月20日 都城市立高崎小学校 小学2年生　43人 
保護者

簡単！スライム 
大玉シャボン玉 
使い捨てカイロ

令和元年10月26日 都城市リサイクルプラザ 年齢不問　来場者 都城市環境まつり

令和元年11月９日 志布志市立伊﨑田小学校 小学4年生　15人 
保護者

スライム 
空気砲

令和元年11月10日 都城市立明道小学校 小学1年～6年生　100人 
保護者 大玉シャボン玉

令和元年11月23日 都城市立東小学校 小学2年生　50人 
保護者

簡単！スライム 
大玉シャボン玉

出前実験・出前授業の様子
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２－５．第 7回都城高専おもしろ科学フェスティバル

都城高専では、令和元年 11 月 17 日（日）に第 7
回都城高専おもしろ科学フェスティバルを開催しま
した。
このフェスティバルは、小中学生を中心とした未

来ある子どもたちに、科学のおもしろさを伝え、将
来の日本の産業界を支えるための人材育成に寄与す
る目的で開催しているものです。この日、1,600 名
以上の多くの方々にご参加いただき、各ブースにお
いて、さまざまな実験や工作、そして選りすぐりの
体験型ものづくり活動に親しんでいただきました。
理科教育に熱心な企業の皆様や九州各地の高専生の
ブースが設けられ、ほれぼれとするものばかりでし
た。また、ご家族の皆様もいっしょに楽しむ姿が見
られ、大変にぎわいのある科学フェスティバルにな
りました。

クリップモーターをつくろう！ つくってみよう！らくらく建築！
世界にひとつだけ！

自分だけの模様をつくろう！ スライムをつくってみよう！

針金からばね電話をつくろう！ ドローンをとばそう！ オリジナルシールをつくろう！ ポンプをつくって実験しよう！

モノづくりの楽しさ体験
（モーター＆板金パズル）

輝け！
ウォーターライトキャンドル

ナットについて学んで！
あそぼう！

ロボットを操って
積み木を動かそう！
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２－６．共同研究

過去 5年間（平成 27 年度～平成 31（令和元）年度）の共同研究の受入状況は、以下のとおりです。

【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

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

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

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

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

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

－ 20 －



【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

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

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
技術支援センター　山元　直行 株式会社アルプスエンジニアリング
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【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

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
技術支援センター　山元　直行

株式会社アルプスエンジニアリング

3 次元破壊形態学への非接触表面形状計測の応用（及び IoT 型・
人的資源活用型の教育・研究開発の試行） 機械工学科　永野　茂憲

鹿児島大学
鹿児島県工業技術センター
第一工業大学

地域天然資源からの有用物質の探索とその活用に関する研究 物質工学科　野口　太郎 室蘭工業大学
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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
機械工学科　高橋　明宏
技術支援センター　山元　直行
技術支援センター　冨山　光照

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
技術支援センター　山元　直行 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
建築学科　加藤　巨邦
技術支援センター　山元　直行
技術支援センター　冨山　光照
技術支援センター　海田　英生

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
物質工学科　野口　太郎

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

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　

３次元破壊形態学への非接触表面形状計測の応用
（及び地域 IoT 型人的研究資源活用） 機械工学科　永野　茂憲

鹿児島大学
鹿児島県工業技術センター
第一工業大学
宮崎大学
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【平成 31（令和元）年度】

研究題目 研究担当者 契約相手方

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
機械工学科　高橋　明宏
技術支援センター　山元　直行
技術支援センター　冨山　光照

株式会社アルプスエンジニアリング

飼料サイロの残量監視・自動発注システムの開発及び飼料の自
動混合装置の開発 電気情報工学科　臼井　昇太 株式会社　新原産業

ガラスの相分離現象を利用したシラス薄膜の多孔質化 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

追熟抑制エチレンガス吸着機能付き包装シートの開発
一般科目理科　中島　里紗
物質工学科　高橋　利幸
物質工学科　黒田　恭平

長岡技術科学大学

新規 Ag 系化合物太陽電池用材料の構造的・光学的性質の解明 電気情報工学科　赤木　洋二

EFD・CFD・気泡力学の融合によるキャビテーション気泡生成
機構の解明 機械工学科　藤川　俊秀

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

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

蓄熱材（高温・低温）をマイクロカプセル化し、塗料機能の向
上を図る 物質工学科　清山　史朗 株式会社宮防

畜舎を対象とした木質構造骨組の接合部に関する研究
建築学科　加藤　巨邦
機械工学科　佐藤　浅次
技術支援センター　冨山　光照
技術支援センター　海田　英生

株式会社新原産業

紫外線吸収コーティング剤の溶剤・紫外線吸収剤の研究 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

プレス成形におけるインプロセス欠陥評価に関する研究 機械工学科　瀬川　裕二 株式会社小西金型工学

地域発進の次世代素材・製造技術ならびに人材育成に関する研究 機械工学科　永野　茂憲

鹿児島大学
鹿児島県工業技術センター
第一工業大学
宮崎大学
鹿児島工業高等専門学校

牛舎スタンチョン IoT 化機器共同開発 電気情報工学科　臼井　昇太 シブシス合同会社
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２－７．受託研究

過去 5年間（平成 27 年度～平成 31（令和元）年度）の受託研究の受入状況は、以下のとおりです。

【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

【平成 31（令和元）年度】

研究題目 研究担当者 契約相手方

非公開 建築学科　山本　剛 非公開
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２－８．外部資金の受入状況

過去 5年間（平成 27 年度～平成 31（令和元）年度）の外部資金の受入状況は、以下のとおりです。

（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 平成 31

（令和元）年度

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

共同研究 16 7,568 12 5,855 12 7,396 17 8,888 15 5,424

受託研究 1 1,417 0 0 1 3,500 1 600 1 7,540

寄 附 金 16 8,543 17 10,358 16 12,113 35 9,073 35 11,416

※　平成 30 年度の共同研究の受入金額には、研究分担者分の受入金額を含む。

２－９．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
員が在籍しています。企業等の皆様が現場で抱えている技術的問題等を解決するため、様々な相談に応
じています。

【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

昇降ロボット開発と機械製作について 機械工学科　𡈽井　猛司

【技術相談の申込みについて】
・お申込みは、「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。

・お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、相談に応じられ
ないことがあります。あらかじめご了承願います。

・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。3回目以降の相談料は原則、有料（前納）となります。

「技術相談申込書」は、本校ホームページからダウンロード可能です。
（右のQRコードからアクセス可能です）。
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３．研究
３－１．地域との共同研究
平成 31（令和元）年度の地域貢献及び共同研究事例をご紹介します。

（1）農工連携
●新富町、こゆ財団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（こゆ財団）
と農業振興などに関する協定を締結して以来、機械工学科の髙木准教授を中心として工業的手法
を用いた農作業の省力・効率化の支援に取り組んでいる。特に学生が参画した農工連携を主体に
社会実装活動を行っており、南九州を中心に畜舎建築の設計・施工等の事業を展開している株式
会社新原産業との共同研究も実施している。
以下【１】から【４】は、令和元年度社会実装フォーラム（東京高専主催 ,…令和 2年 3月 6日－ 7日、…
ポスター審査のみ実施）にエントリーした社会実装研究の活動内容である。
【１】小型ピーマン選果機の開発（機械工学科 4年生 4名）
【２】光を用いた採虫システムの開発（機械工学科 3年生 5名）
【３】拡張現実（AR）を用いたきゅうりの収穫補助システム（機械工学科 5年生 1名）
【４】畜舎の空調自動化に向けたシステム開発（機械工学科 3年生 2名）

　　次に上記【１】の内容を示す。

また、こゆ財団を代表機関とした農林水産省委託事業「スマート農業技術の開発・実証プロジェ
クト」（課題名：施設園芸野菜（ピーマン等）における自動収穫機を活用した「生産管理体制の構築」
収穫・栽培管理の実証）に、髙木准教授が事業分担者として参画し、活動している。
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● LPWA及び ToFセンサを用いた飼料の残量測定及び回路の低消費電力化の検討
　【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、都城圏域も同様の問題を抱
えており、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、低
消費電力で広範囲の通信ができる新しい通信方
式（Low…Power…Wide…Area/LPWA）を用いて
飼料の残量データを送信し、可視化する手法を
考案し、本年 7月より、本校に設置された小型
サイロ（写真）を用いて実証実験を実施している。
また、装置はコスト低減とメンテナンス性を考
慮し、極限までシンプルな構成となっている。
現在、実証実験で出てきた課題を解決しながら、
実用化に向けて研究を進めている段階である。

● IoT スタンチョン装置の開発
　【電気情報工学科　臼井昇太　准教授】

志布志市に本社を構える企業から技
術相談があり、牛の給餌の際に首を固
定するスタンチョン装置を自動化する
ための研究開発を共同で取り組んでい
る。農業や畜産業向けのスマート農業
用の製品は既に様々なものが商品化さ
れているが、その多くは大規模農家向
けのものが多く、中小農家中心の都城
市の需要には適合しておらず、また高
額機器が多いため損益分岐点までの期
間が長いとの課題があった。また、毎
日の労力負担軽減のため、スタンチョ
ン装置の自動化の要望は高く、多くの
農家で需要が見込まれることから共同開発に至った。臼井准教授は、スマートスイッチとアクチュ
エータを用いてスタンチョンのロックを自動的に解除する手法を考案した。現在、本校に設置され
たスタンチョン装置（写真）を用いて開発を進めている段階である。
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（２）地域連携
● LPWAを活用した介護施設職員支援システムの開発
【電気情報工学科　臼井昇太　准教授】
都城市にある介護施設の職員から技術相談が

あり、送迎車の位置情報のトラッキング及び施設
に近接した際に職員に通知するシステムの開発を
実施した。高齢化社会の進行に伴い、介護の需要
は増加しているが、それに反して介護労働者の不
足が深刻な社会問題化している。介護施設におい
て、送迎車が到着するときには、職員が待機して
おき安全に誘導する必要があるが、職員の数の不
足により待機が間に合わず、利用者が転倒する事
故の発生を危惧しており、IoT 技術でこの問題の
解決を望まれていた。臼井准教授は、低消費電
力で広範囲の通信ができる新しい通信方式（Low…
Power…Wide…Area/LPWA）を用いてGPS で取得
した位置情報をサーバに送信し、施設に近接した
場合に担当職員の持つ端末にメール等で通知する
手法を考案し、装置（写真）及びシステムの開発
を行った。同様のシステムはスマートフォンを使っても実現は可能であるが、本システムではスマー
トフォンを使った場合と比較して 1/20 以下までランニングコストを削減することに成功した。こ
のシステムは、東京で開催された京セラコミュニケーションシステム株式会社主催の「Sigfox を使っ
た IoTアイデアコンテスト」において、全国の高専・大学・大学院からの 60 点以上の応募の中から、
6点が選ばれる本選でプレゼンテーションを行った。本システムは、介護施設の送迎車だけではな
く、介護タクシーやデマンドタクシー、コミュニティバスなど様々な箇所に転用が期待できる。

●マイクロカプセルMCの応用利用技術と地域貢献
【物質工学科　清山史朗　教授】
マイクロカプセルは、様々な機能を包み込む
微細中空粒子であり、高い用途ポテンシャルを
もった工業用機能材料である。本研究は、畜舎、
鶏舎を対象とし簡易的に量産でき、環境負荷が
極力低い高蓄熱マイクロカプセルを主とした機
能性ペースト材料の開発を目的とした。これは、
県内企業から本校に事務所を構える「宮崎県よ
ろず支援拠点」へ技術相談があり、三者で検討
を重ねた結果、共同研究開発を行う事になった。
写真は数十マイクロメートルのオーダーで調製
できたマイクロカプセルである。本研究の成果
として、簡易的手法で蓄熱効果を有するマイクロカプセルを開発することができた。さらに蓄熱効
果に併せて断熱効果を兼備することができた。マイクロカプセル研究は進化を続け、すでに香料を
包含した化粧品などが上市されており、今後も様々な応用利用や地域貢献への寄与が期待できる。
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●地方都市における地域特性を活かした持続可能なまちづくり・まち育てに関する研究
【建築学科　杉本弘文　准教授】
　人口減少、少子高齢化、空き家・空き地・空き店舗の増加などは全国的に深刻な問題となっており、
特にその傾向は地方都市で顕著にみられる。本研究は地方都市において、地域居住者の集う拠点
形成に視座をおき、まちづくり活動としての拠点形成プロセスが地域居住者及び運営主体者の意
識・活動にどのような影響を与えるか検証するものである。
都城高専・杉本研究室では、地方都市におけるまちの再生に向けて、都城市中心市街地や郊外

エリア（都城市庄内地区）において種々の地域活性化事業に研究者（学生）自らが加わり、アクショ
ンリサーチを通じて、人・活動・空間の関係性とその変容を明らかにし、地方都市において持続
可能なまちづくり・まち育てを推進するための具体的方法論の検証を行っている。2019 年度にお
いては、宮崎『ひと・まち・みらい』づくりに関する研究・活動等助成事業（公益財団法人宮崎
県建設技術推進機構による研究助成）の一環として、主に以下【１】から【６】の研究・活動を
展開した。
【１】…みんなのおうちプロジェクト

…：都城高専の学生を主体とした空き家再生（DIYリノベーション）事業
【２】地域拠点施設整備事業（空き店舗の再生による地域拠点整備）
【３】地域の子ども達を対象とした工作教室・DIY等のワークショップ
【４】地域居住者に対する意識・活動実態調査
【５】各種地域施設の空間分布と土地利用状況調査による都市空間の定量的評価
【６】地域の情報共有ツールとしての地域情報誌「Co住創」の発行

図１…宮崎日日新聞記事（2019…年 12…月 5…日掲載）
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図２　学生による地域居住者への研究発表の様子

図３　都城高専の学生主体で 2019 年より発行している地域情報誌『Co住創』
※種々の情報はKosen- まちの縁側育み隊のFacebook ページで公開中。
→ https://www.facebook.com/EngawaHagukumitai

なお、本研究は 2020 年度においても宮崎『ひと・まち・みらい』づくりに関する研究・活動等
助成事業に採択されており、今後も継続して事業を展開する予定である。
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３－２．ダイジェスト研究

General…Education
一般科目 文科

関　幹雄（SEKI Mikio）
助教（Res.Assoc.（Ph.D.））
博士（文学）
専門分野：東アジア思想史（中国哲学史・日本漢文）
seki.mikio.304@miyakonojo.kosen-ac.jp

■技術協力・相談分野
　（思想史分野）近世…東アジアの朱子学・陽明学（教育分野）文章表現法・東アジア言語教育

■研究テーマ
　１．思想史研究：江戸期の儒学を中心とした東アジア思想史研究
　２．文献研究：幕末維新期の写本資料の解読・翻刻
　３．地域研究：近世…九州地区の学統に関する研究

■研究概要
【１．思想史研究】江戸期の日本で大きな影響力を持っていた儒学思想（朱子学・陽明学）に関する
研究を行っています。特に、山崎闇斎 (1618-1682)とその門人達の学問集団（闇斎学派・崎門と呼ばれます）
が儒学を如何に研究・実践していたのかということに関心を持ち、研究を継続しています。この研究を
進めるには「東アジアの思想史を把握」し、「資料を確保する」という２つの大きな壁を乗り越えねば
なりません。
江戸期の学者は、中国（宋明時代の）儒学・朝鮮儒学の影響を多分に受けていますので、「東アジア

思想史」という大きな視点から比較研究を行う必要があり
ます。したがって宋・明・李氏朝鮮朝にまたがり思想史を
攻究しています。
【２．文献研究】あわせて思想（史）研究の土台となる
文献研究にも注力しています。資料は往々にして「写本」
の形態をとって各地に散在していますので、資料収集と文
献学的な整理を精力的に実施してきました。この「漢文」
あるいは「くずし字（変体仮名）」によって書かれた知的
遺産を今後の資源とするため、読解を積み重ね研究成果（訳
註や翻刻）を発表しています。
【３．地域研究】江戸時代には、この南九州でも多くの
儒学者が活躍していました。はたして、今…ここに生きる
我々はその知的遺産を十分に活かすことができているので
しょうか。近世東アジア思想史研究という土台を活かして、
南九州の思想家・教育家を追っていきたいと考えています。
そこで得られた見知を、自身の教育、ひいてはこの地域の
方々へ還元することも研究の射程に入れています。
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３－３．卒業研究
平成 31（令和元）年度の卒業研究（分野、研究題目及び指導教員）は、以下のとおりです。

【機械工学科】
分　野 研究題目 指導教員

機械材料・材料力学 アルミニウム合金の疲労特性 永野　茂憲

機械材料・材料力学 マルエージング鋼の時効処理と逆変態オーステナイトの影響 永野　茂憲

流体工学 有限半径の孔から噴出する半無限空間内の流れ場の可視化 藤川　俊秀

流体工学 非循環型小型キャビテーションタンネルの性能試験と流動様式の分類 藤川　俊秀

熱工学 矩形サーモサイフォン凝縮部に着目した熱伝達特性に関する研究 白岩　寛之

熱工学 プラズマアクチュエータの電極形状最適化に関する研究 白岩　寛之

機械材料・材料力学 付着防止を目的とした溶接スパッタ球状化メカニズムに関する一考察 高橋　明宏

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引張破壊挙動 高橋　明宏

機械材料・材料力学 マグネシウム合金の円周切欠きを有する丸棒材の延性破壊に及ぼす応力三軸度の影響 高橋　明宏

機械材料・材料力学 異なる温度で焼結した安定化ジルコニアセラミックスの破壊靱性 高橋　明宏

機械材料・材料力学 木部心材から作製した木粉成型材の強度特性 豊廣　利信

機械材料・材料力学 植物由来の材料を用いた粉末成型材の曲げ強さ 豊廣　利信

機械力学・制御 物干し竿へのシーツ展開を目的とした自動投射機構の開発（高専ロボコン 2019 における
競技課題達成のための挑戦） 髙木　夏樹

機械力学・制御 移動ロボットシステムに搭載する SLAM に関する研究 髙木　夏樹

機械力学・制御 スマートグラスおよび拡張現実を用いたきゅうりの形状評価システムの開発 髙木　夏樹

機械力学・制御 移動ロボット用操縦アプリケーションの開発 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 マイクロブラスト加工の加工性能に関する研究 瀬川　裕二

生産工学・加工学 金属プレス成形のしわが超音波フェーズドアレイ計測に及ぼす影響 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焼付き評価装置の製作 瀬川　裕二

機械力学・制御 独楽の運動解析と偏心の与える影響 松本　良雄

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の開発 𡈽井　猛志

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 不整地における柔軟な構造を有した移動機構の研究 𡈽井　猛志

設計工学・機械機能要素 Arduino を用いたプログラミング学習用マイクロマウス型プラットフォームの製作 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軌道計画 佐藤　浅次

機械力学・制御 モバイルロボットの開発　−速度制御の検討− 佐藤　浅次

機械力学・制御 不安定なベース上のマニピュレータに関する研究 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制御に関する研究 佐藤　浅次
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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 ニューラルネットワークを用いて役職推定・行動選択を行う人狼知能の開発 丸田　　要

ソフトコンピューティング 単語レベルダウン辞書を用いた日本語ニュースの小学生向け自動翻訳 丸田　　要

ソフトコンピューティング キャッチコピー作成支援のための GA によるアナグラム自動生成 丸田　　要

ソフトコンピューティング LSTM による小説における人物間の動的感情推定 丸田　　要

ヒューマンインターフェース・
インタラクション LPWA を利用した高齢者向け防災対策装置の開発 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 を活用した介護施設職員支援システムの開発 臼井　昇太

制御・システム工学 IoT プラットフォームを活用した植物自動観察教材の開発 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 宮崎県における観光支援装置の開発 臼井　昇太

電子デバイス・電子機器 ウィーンブリッジ発振器の設計と評価 田中　　寿

電子デバイス・電子機器 LTA 回路を用いた MIN 回路の設計に関する研究 田中　　寿

電子デバイス・電子機器 低消費電力で動作する V-I コンバータの設計と評価 田中　　寿

電子デバイス・電子機器 電源電圧 1[V] で動作する CMOS OTA の設計と応用 田中　　寿　

電子デバイス・電子機器 CMOS カスコード型オペアンプの低電源電圧動作に関する検討 田中　　寿

知能情報学 LIF ニューロンモデルにおける STDP 学習則に関する考察 小森　雅和

ハードコンピューティング C++ による CNN の作成 小森　雅和

ハードコンピューティング C++ による畳み込みオートエンコーダの作成 小森　雅和

ハードコンピューティング 学生実験向け COMET Ⅱ計算機の設計 小森　雅和

電子・電気材料工学 真空蒸着法を用いた Ag8SnS6 薄膜における Sb 添加の効果 赤木　洋二

電子・電気材料工学 真空蒸着法を用いた Ag8GeS6 薄膜の作製と評価 赤木　洋二

電子デバイス・電子機器 電磁共鳴方式によるワイヤレス給電 白濵　正尋

電子デバイス・電子機器 電界結合方式によるワイヤレス給電 白濵　正尋

電子デバイス・電子機器 電子回路学生実験の構築～差動増幅回路の作製と特性解析～ 白濵　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～ 白濵　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～高次 AF の特性解析と実験～ 白濵　正尋

電力工学・電力変換・電気機器 Double coaxial ケーブルにおける CORC ケーブルの巻き付けピッチに対する
交流損失の変化 野地　英樹

電力工学・電力変換・電気機器 単層 REBCO 超電導ケーブルの交流損失の巻き付けピッチ依存性 野地　英樹

電子デバイス・電子機器 ワイヤレス給電の効率化安 濵田　次男

無機材料・物性 超伝導現象におけるピンニングポテンシャルの変化に伴う臨界電流 濵田　次男

電子デバイス・電子機器 Alexa と RaspberryPi を用いた音声操作可能なロボットの開発 濵田　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における一次・二次抵抗の推定法 永野　　孝

電力工学・電力変換・電気機器 誘導電動機のベクトル制御時における瞬時有効電力、瞬時無効電力を用いた
一次・二次抵抗同時同定法 永野　　孝

電子デバイス・電子機器 フォトフレームを用いた忠実な色再現に及ぼすγ補正と変換行列の効果 御園　勝秀

電子デバイス・電子機器 農業自動化のための要素技術開発 御園　勝秀

電子デバイス・電子機器 ペッパーズゴーストを利用した疑似 3D 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 酸素原子と硫黄原子を有する抽出剤 岩熊　美奈子

分析化学 EHTG 樹脂による金属の抽出特性 岩熊　美奈子

機能性高分子 アクリルアミドと N-3- ジメチルアミノ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-3- ジメチルアミノプロピルアクリルアミドとヒドロキシエチルメタクリレートを用いた
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-3- ジメチルアミノ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 ヒドロキシエチルアクリルアミドと N- ビニルアセトアミドを用いた
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 スパッタ法を用いて作製したシラス薄膜への分相処理プロセスの検討 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

材料化学・材料工学 多孔質シラス薄膜の低温分相化技術開発 野口　大輔

材料化学・材料工学 シラス薄膜の抗菌性制御因子の抽出 野口　大輔

生物物理・生化学・細胞生物学 Baraitser Winter 症候群の原因とされる変異アクチンの機能解明 野口　太郎

生物物理・生化学・細胞生物学 TC タグ融合型αシヌクレイン発現可能な細胞の開発 野口　太郎

生物物理・生化学・細胞生物学 グァバと焼酎粕を含む培地を用いて栽培したキクラゲの免疫亢進作用の確認 野口　太郎

生物物理・生化学・細胞生物学 力による細胞内アクチンの構造変化と結合タンパク質局在の関係解明 野口　太郎

分析化学・計算科学 27AlNMR 測定による Al 化学種の反応次数の決定 藤森　崇夫

分析化学・計算科学 2- ベンゾイルピリジン光反応における生成物の同定 藤森　崇夫

分析化学・計算科学 ホウ酸吸着剤開発に向けた N6-Acryloyladenosine monomer の調整 藤森　崇夫

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

有機光化学 マイクロリアクターを用いた 2 相反応の効率向上化 山下　敏明

有機光化学 マイクロリアクター中でのトルエンの光酸素酸化反応 山下　敏明

化学工学・反応工学・微粒子工学 抗菌剤のマイクロカプセル化とその抗菌性 清山　史朗

化学工学・反応工学・微粒子工学 内水相滴を反応場とした酸化水酸化鉄の合成と同時マイクロカプセル化及び砒素の分離特性 清山　史朗

化学工学・反応工学・微粒子工学 低湿度領域から吸湿性を示す高吸湿性マイクロカプセルの開発 清山　史朗

化学工学・反応工学・微粒子工学 親水性を付与した PC88A 固定化マイクロカプセルによる Cu の抽出 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とその強度 金澤　亮一

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 感温性ポリマーの転移温度の制御−溶媒の影響− 金澤　亮一

化学工学・高分子工学 NIPA-AA 複合化ゲル性質的検討 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 脱水炭化法における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 新規人工蛍石結晶合成方法の開発 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 新規汚染物質の選択的吸着剤としてのα−CD−デンプンポリマーの合成 岡部　勇二

微生物工学・分子生物学・
環境工学・工学教育 UASB リアクターによる PET 製造複合模擬廃水の高負荷連続処理実験 黒田　恭平

微生物工学・分子生物学・
環境工学・工学教育 嫌気性廃水処理汚泥中の DPANN アーキアの集積培養の試み 黒田　恭平

微生物工学・分子生物学・
環境工学・工学教育 「十和田石」の建設廃材が土壌微生物群集構造形成に与える影響評価 黒田　恭平

微生物工学・分子生物学・
環境工学・工学教育 十和田石の施用がミニトマト栽培の収量、土壌微生物及び土壌化学性に与える影響評価 黒田　恭平

環境農学・生化学・細胞生物学・
分子生物学 糖分泌型藻類における糖分泌の制御機構の解析と自然環境下での培養可能性の検討 高橋　利幸

環境農学・生化学・細胞生物学・
分子生物学 微細藻類包括カプセルの食料や飼料への利用可能性の検討 高橋　利幸

環境農学・生化学・細胞生物学・
分子生物学 微細藻類による金属資源回収の可能性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 細菌の評価における自動セルカウンターの性能評価 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 ウランバートル市居住者の近隣空間における余暇活動の特性に関する研究 杉本　弘文

都市計画 地方都市における中心市街地の再生に関する研究
−宮崎県内３市の中心市街地活性化の取組みの考察− 杉本　弘文

建築計画 認定こども園における空間構成及び運営実態に関する研究
−宮崎県都城市の認定こども園を対象として− 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ダーツ＆タンの復元 中村　裕文

建築歴史・意匠 AR を用いた建築物構内の案内システムの提案 中村　裕文

建築構造 都城市における伝統木造住宅の限界耐力計算 大岡　　優

建築構造 伝統木造建築物における仕口のめり込みに関する実験的研究 大岡　　優

建築構造 二棟造伝統木造建築物の限界耐力計算 大岡　　優

建築構造 衝撃波伝搬速度計測による部材の強度特性把握 大岡　　優

建築構造 平面せん断試験による飫肥杉を用いた CLT のローリングシア強度の評価 大岡　　優
山本　　剛

建築構造 南九州一都市の在来木造住宅の耐力壁配置に関する調査 山本　　剛

建築構造 屋根上に堆積した火山灰の含水量の経時変化 山本　　剛

建築構造 組立材の力学的特性に関する基礎的研究
−令和元年度デザコン応募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
−コンパクト化した接合板を用いた検討− 加藤　巨邦

建築構造 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基礎的研究
−引張試験結果を踏まえて求めたひずみエネルギー量をもとにして− 加藤　巨邦

環境工学 近年のオフィスビルにおける空調設備システムの動向調査 小原　聡司

環境工学 南九州に建つ住宅のエネルギー消費に関する実測データの整理と分析 小原　聡司

環境工学 EA データに基づく鹿児島 ･ 宮崎県の主要都市における地中温度の整理 小原　聡司

材料施工 高温加熱を受けたコンクリートの受熱温度推定法 原田　志津男

材料施工 都城市におけるコンクリートの長期暴露性状 原田　志津男

材料施工 宮崎県下の生コンクリートの品質管理状態に関する考察 原田　志津男

建築計画 宮崎県の神社建築の現況に関する研究 中村　孝至

材料施工 ひび割れ幅が SFRCC の電気抵抗率に与える影響 浅野　浩平

材料施工 SFRCC における導電経路のパーコレーション転移に関する研究 浅野　浩平

材料施工 SFRCC の電気的特性に関する基礎的研究 浅野　浩平

建築設計 集落の未来をつくる学校 杉本　弘文
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３－４．専攻科特別研究
平成 31（令和元）年度の専攻科特別研究（分野、研究題目及び指導教員）は以下のとおりです。

【機械電気工学専攻（機械）】
分野 研究題目 指導教員

流体工学 非循環型キャビテーションタンネルの開発と張力下にある液体中での単一気泡核の初
生条件の予測法 藤川　俊秀

設計工学・機械機能要素 製袋用熱刃における熱的挙動の有限要素解析を用いた推定手法に関する研究 𡈽井　猛志

【機械電気工学専攻（電気）】
分野 研究題目 指導教員

電力工学・電力変換・電気機器 REBCO 超電導電力ケーブルの交流通電特性 野地　英樹

電力工学・電力変換・電気機器 3 次元電磁界解析による 2 層 REBCO 超電導ケーブルの交流損失計算 野地　英樹

ヒューマンインターフェース・
インタラクション OpenPose を使用した剣道選手の骨格検出法の提案 臼井　昇太

電子デバイス・電子機器 センサ誤作動改善のための低電源 OTA を用いた Gm-C ローパスフィルタの設計 田中　　寿

電子デバイス・電子機器 低電源電圧で動作するオペアンプの設計 田中　　寿

【物質工学専攻】
分野 研究題目 指導教員

材料化学・材料工学 シラスを原料としたスパッタリング用ターゲット製造プロセス開発 野口　大輔

材料化学・材料工学 シラス薄膜における防曇特性の膜厚依存性 野口　大輔

材料化学・材料工学 複合酸化物の抗菌性評価 野口　大輔

生物物理・生化学・細胞生物学 機械的刺激によるアクチンフィラメントの構造変化の解析 野口　太郎

微生物工学・分子生物学・環境
工学・工学教育

有用微生物優占化土壌改良資材施用による寄生性線虫害防除方法の検討および黒皮症
被害診断方法の開発 黒田　恭平

有機光化学 糖を犠牲試薬とする Pt/TiO2 光触媒を用いた水素発生のためのマイクロリアクターの
開発 山下　敏明

【建築学専攻】
分野 研究題目 指導教員

都市計画 地方都市における子育て支援の場のあり方に関する研究
−宮崎県を対象として− 杉本　弘文

都市計画 地方都市における空き家・空き地発生要因に関する研究
−宮崎県都城市を対象として− 杉本　弘文

都市計画 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− 杉本　弘文

建築構造 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基礎的研究 加藤　巨邦
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３－５．学会等発表一覧
平成 31（令和元）年度の学会等発表（表題、発表機関及び著者又は指導教員等）は、以下のとおりです。

【機械工学科】
表題 発表機関（学会、誌名） 巻、号、ページ、年 著者又は

指導教員 表彰

模型実験による競技用車両車体に働く
抗力の測定と流れ場の可視化 実験力学

19 巻 ,3 号 , 
pp.188-194, 
2019/9

白岩　寛之
藤川　俊秀
東　　利樹

The Design Method of a Stirling 
Type Pulse Tube Refrigerator Ap-
plying Schmidt Theory

Proc. of International Workshop on 
Fundamental Research for Science 
and Technology 2019

poster_presentation, 
pp.39-44,2019/9

白岩　寛之
東　　利樹

模型実験による競技用車両車体の抗力
低減と流れの可視化

2019 年度年次講演会
（日本実験力学会講演論文集）

oral_presentation, 
講演番号 C301，
pp.168-169,2019/9

白岩　寛之
藤川　俊秀 優秀講演賞

プラズマアクチュエータの流動特性に
及ぼす電極形状の影響

2019 年度年次講演会
（日本実験力学会講演論文集）

oral_presentation, 
講演番号 C104，
pp.57-58,2019/9

白岩　寛之
藤川　俊秀

Contact Angle Measurement of Arc 
Welding Spatter after Coating with 
Spatter Adhesion Preventive Agent

Journal of Tropical Resource Sustain-
able Science, Special issue 1 pp. 17-19,2019/8

高橋　明宏
豊廣　利信
山元　直行
冨山　光照

Tensile fracture behavior in MDFed 
AZ31 magnesium alloy

Proceedings in International Work-
shop on Fundamental Research for 
Science and Technology 2019

2019/9/2 高橋　明宏

Tensile Fracture Behavior in 
Wrought Magnesium Alloy Fabri-
cated by Multi-Directional Forging 
Technique

International Journal of Innovations in 
Engineering and Technology

pp. 117-123,
2019/6 高橋　明宏

Fracture Toughness of Zirconia 
Ceramics with 3% MgO by SENB 
Test

Proc. of 5th International Conference 
on Applied Electrical and Mechanical 
Engineering 2019

pp. 35-37,2019/9
豊廣　利信
高橋　明宏
山元　直行

Fracture Mode and Tensile Strength 
on Latewood in Japanese Cedar

Proc. of 5th International Conference 
on Applied Electrical and Mechanical 
Engineering 2019

pp. 39-42,2019/9
豊廣　利信
高橋　明宏
山元　直行

Flows of a Free Jet with Re<O(1) 
from a Hole of Finite Radius –A 
Theoretical Methodology–

The 16th Asian Congress of Fluid 
Mechanics (Accepted for publication 
from Springer)

口頭発表等 ,2019/12 藤川　俊秀

Low Reynolds number flows in a 
microscopic and tapered tube with 
a permeability

Fluid Dynamics Research 51 巻 ,2 号 ,
p.25504,2019/4 藤川　俊秀

Axisymmetric free jet of Re → 0 
from a round tube Fluid Dynamics Research 52 巻 ,1 号 ,

p.15507,2020/2 藤川　俊秀

Influence of Wrinkles in Sheet Met-
al Forming on Ultrasonic Reflection 
Characteristics of Angled Beam

Sensors and Materials
31 巻 ,10 号 ,
pp. 3163-3171,
2019/10 

瀬川　裕二

Ultrasonic Reflection Character-
istics of Wrinkle in Sheet Metal 
Forming -Evaluation by FDTD Anal-
ysis and Ultrasonic Measurement 
Using Model Specimen-

Materials Transactions
60 巻 ,6 号 ,
pp. 997-1003,
2019/5 

瀬川　裕二

超音波フェーズドアレイを利用した金
属プレス成形の欠陥評価

日本機械学会九州支部九州学生会
第 51 回学生員卒業研究発表講演会 口頭発表等 ,2020/3 瀬川　裕二

Workability of Al2O3 and Adhe-
siveness of Dry Film Resist in Micro 
Blasting

International Workshop on Funda-
mental Research for Science and 
Technology 2019

口頭発表等 ,2019/9
瀬川　裕二
高橋　明宏
山元　直行
冨山　光照

板成形におけるしわ数が超音波反射に
及ぼす影響 第 70 回塑性加工連合講演会 口頭発表等 ,2019/10 瀬川　裕二

サイドシール用熱刃の周期的温度変化
に関する 数値解析による推定手法につ
いて

日本包装学会 第 28 回年次大会 oral_presentation, 
2019/7

𡈽井　猛志
白岩　寛之

A Study of a manipulator on a mov-
ing base

Proceedings of The 24th Internation-
al Symposium on Artificial Life and 
Robotics 2019

pp. 777-780, 
2020/1 佐藤　浅次
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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 著者又は

指導教員 表彰

Effect of sulfurization process on 
Ag8SnS6 thin films

Abstract of The 4th International Con-
ference on “Science of Technology 
Innovation” 2019

P.87, 2019/11 赤木　洋二

Effect of sulfurization process on 
Ag8SnS6 thin films Prepared by 
Vacuum Evaporation

Proceeding of The 29th International 
Photovoltaic Science and Engineering 
Conference

pp. 1046-1049, 
2019/11 赤木　洋二 　

Effect of Ag/Sn Mole Ratio of Ag-
rich Ag8SnS6 Thin Film Prepared by 
Vaccum Evaporation

Extended Abstracts of the 2019 In-
ternational Conference on Solid State 
Devices and Materials

pp. 815-816, 
2019/9 赤木　洋二 　

Effect of Ag/Sn ratio for Ag8SnS6 
thin films

The Seventh International Symposium 
on Organic and Inorganic Electronic 
Materials and Related Nanotechnolo-
gies

pp. 3-28, 2019/6 赤木　洋二 　

Effect of KF addition to 
(Cu,Ag)2SnS3 thin films prepared 
by sulfurization process

Physics Status Solidi A pp. 1800870-1800872, 
2019/6 赤木　洋二 　

高専ネットワークを活用した新規銀系太
陽電池および過酷環境対応放射線検出器
の開発

SEAJ Journal 168 巻 , pp. 28-31,
2020/2 赤木　洋二

中規模都市における「小 • 中学校向け理
科教育支援」～高専サイエンス支援ネッ
トを利用した学生を主体とした活動を中
心として～

中谷医工計測技術振興財団 科学教育振興
助成 平成 30 年度 成果報告書 pp. 49-52, 2019/5 赤木　洋二

Effect of Ag/Sn ratio for Ag8SnS6 
thin films

The 7th International Symposium on 
Organic and Inorganic Electronic Ma-
terials and Related Nanotechnologies

poster_presentation, 
2019/6/22 赤木　洋二 　

Preparation of Ag8SnS6 thin films 
by an evaporation method

The 7th International Symposium on 
Organic and Inorganic Electronic Ma-
terials and Related Nanotechnologies

poster_presentation, 
2019/6/21 赤木　洋二

Ag8GeS6 の作製および評価 第16回次世代の太陽光発電システムシン
ポジウム

poster_presentation, 
2019/7/4 赤木　洋二

仕込み組成比 Ag/Sn が Ag8SnS6 薄膜
に及ぼす影響

第16回次世代の太陽光発電システムシン
ポジウム

poster_presentation, 
2019/7/4 赤木　洋二

Ag-Sn-S 積層薄膜に対する熱処理条件の
検討

第16回次世代の太陽光発電システムシン
ポジウム

poster_presentation, 
2019/7/4 赤木　洋二

Sb を添加した Ag-rich Ag8SnS6 薄膜
の作製

第16回次世代の太陽光発電システムシン
ポジウム

poster_presentation, 
2019/7/4 赤木　洋二

都城高専における外部資金の獲得と取り
組み事例 令和元年度全国高専フォーラム oral_presentation,

2019/8/22 赤木　洋二

Effect of Ag/Sn Mole Ratio of Ag-
rich Ag8SnS6 Thin Film Prepared by 
Vacuum Evaporation

2019 International Conference on 
Solid State Devices and Materials

poster_presentation, 
2019/9/4 赤木　洋二

同時蒸着法による Cu2GeS3 薄膜の作製 第80回秋季応用物理学関係連合講演会 poster_presentation, 
2019/9/19 赤木　洋二

高温硫化を用いた Cu2SnS3 及び
(Cu,Ag)2SnS3 薄膜太陽電池の作製 第80回秋季応用物理学関係連合講演会 poster_presentation, 

2019/9/19 赤木　洋二

Ag-rich Ag8SnS6 薄膜の作製と評価 第80回秋季応用物理学関係連合講演会 poster_presentation, 
2019/9/19 赤木　洋二
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Preparation of Cu2GeS3 thin films 
by a co-evaporation method

29th International Photovoltaic Sci-
ence and Engineering Conference

poster_presentation, 
2019/11/4 赤木　洋二

Effect of Sulfurization Process on 
Ag8SnS6 Thin Films Prepared by 
Vacuum Evaporation

29th International Photovoltaic Sci-
ence and Engineering Conference

poster_presentation, 
2019/11/5 赤木　洋二

Effect of H2S Annealing for Sb-
doped Cu2SnS3 Thin Films Pre-
pared by Vacuum Evaporation

29th International Photovoltaic Sci-
ence and Engineering Conference

poster_presentation, 
2019/11/4 赤木　洋二

Effects of Sulfurization Process on 
Ag8SnS6 Thin Films

The 4th International Conference on 
“Science of Technology Innovation” 
2019

poster_presentation, 
2019/11/8 赤木　洋二

Preparation of Sb-doped Cu2SnS3 
Thin Films 第 30 回日本 MRS 年次大会 poster_presentation, 

2019/11/28 赤木　洋二

新規 Ag 系化合物薄膜太陽電池の開発 Semicon Japan 2019
「The 高専 @SEMICON」

poster_presentation, 
2019/12/12 赤木　洋二

同時蒸着法を用いた Cu2GeS3 薄膜太
陽電池の作製

令和元年度多元系機能材料研究会
年末講演会

poster_presentation, 
2019/11/16 赤木　洋二

高温硫化を用いた Cu2SnS3 薄膜太陽
電池の作製

令和元年度多元系機能材料研究会
年末講演会

poster_presentation, 
2019/11/16 赤木　洋二

真空蒸着法を用いた Ag8GeS6 薄膜の
作製と評価 第11回 半導体材料・デバイスフォーラム poster_presentation, 

2019/12/21 赤木　洋二

ATS 太陽電池作製に向けた Ag8SnS6
薄膜の 高品質化の検討 第11回 半導体材料・デバイスフォーラム oral_presentation, 

2019/12/21 赤木　洋二

同時蒸着法を用いた Cu2GeS3 薄膜太
陽電池の作製 第9回高専-TUT太陽電池合同シンポジウム poster_presentation,

2019/12/26 赤木　洋二

SiO2 基板上に作製した Cu2SnS3 薄膜
太陽電池の硫化温度依存性 第9回高専-TUT太陽電池合同シンポジウム poster_presentation,

2019/12/26 赤木　洋二

真空蒸着法を用いた Sb 添加 Ag8SnS6
薄膜の作製 第11回 半導体材料・デバイスフォーラム poster_presentation, 

2019/12/21 赤木　洋二

ATS 薄膜太陽電池作製に向けた
Ag8SnS6 薄膜の高品質化の検討 第9回高専-TUT太陽電池合同シンポジウム poster_presentation,

2019/12/26 赤木　洋二

半導体材料・デバイス研究ネットワーク
の形成と成果について 第9回高専-TUT太陽電池合同シンポジウム oral_presentation,

2019/12/27 赤木　洋二

カルコゲナイド系化合物薄膜太陽電池の
研究開発 ～新規 Ag 系化合物薄膜太陽
電池の研究開発を中心として～

第9回高専-TUT太陽電池合同シンポジウム poster_presentation,
2019/12/26 赤木　洋二

Cu2SnS3 薄膜における Bi 添加の影響 第9回高専-TUT太陽電池合同シンポジウム poster_presentation,
2019/12/26 赤木　洋二

単相 CORC 超電導ケーブルの交流損失
解析

Proceeding of JSST(Japan Society for 
Simulation and Technology) Annual 
International Conference on Simula-
tion Technology 2019

pp. 12-15, 2019/11 野地　英樹 　

2 層 REBCO 超電導電力ケーブルの交流
損失特性の研究

Proceeding of JSST(Japan Society for 
Simulation and Technology) Annual 
International Conference on Simula-
tion Technology 2019

pp. 8-11, 2019/11 野地　英樹 　
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4 層超電導電力ケーブルの交流通電特性
Proceeding of JSST(Japan Society for 
Simulation and Technology) Annual 
International Conference on Simula-
tion Technology 2019

pp. 4-7, 2019/11 野地　英樹

Numerical Study of the Current-Loss 
Properties of a Two-layered REB-
CO Power Cable Using 3D Finite 
Element Method

ISS (International Symposium on Su-
perconductivity) 2019

poster_presentation,
2019/12/3 野地　英樹

AC transport-current properties of 
four-layer REBCO superconducting 
power cable

JSST(Japan Society for Simulation 
and Technology) Annual International 
Conference on Simulation Technology 
2019

poster_presentation,
2019/11/6 野地　英樹

Study of AC loss properties of 
two-layer REBCO superconducting 
power cable

JSST(Japan Society for Simulation 
and Technology) Annual International 
Conference on Simulation Technology 
2019

poster_presentation,
2019/11/6 野地　英樹

AC loss analysis of single-layer 
CORC superconducting cable

JSST(Japan Society for Simulation 
and Technology) Annual International 
Conference on Simulation Technology 
2019

poster_presentation,
2019/11/6 野地　英樹

Residue effect of parallel interfer-
ence canceller in belief propagation 
decoding in massive MIMO systems

International Journal of Electrical and 
Electronic Engineering & Telecommu-
nications

9 号 ,1 巻 , 
pp.13-17,2020/1 迫田　和之 　

Chaotic encryption for belief prop-
agation decoding in massive MIMO 
systems

Journal of Communications Technolo-
gy and Electronics

65 号 ,2 巻 , 
pp.172-178, 2020/2 迫田　和之 　

非線形力学系としての大容量無線通信 第10回数理モデリング研究会 oral_presentation, 
2020/3/8 迫田　和之 　

Residue effect of parallel interfer-
ence canceller in belief propagation 
decoding in massive MIMO systems

2019 2nd IEEE International Confer-
ence on Information Communication 
and Signal Processing

oral_presentation, 
2019/9/29 迫田　和之

Best 
Presentation 
Award

Proposal of Skeletal Detection 
Method for Kendo Player Using 
OpenPose

Proceedings of International Work-
shop on Fundamental Research 
for Science and Technology 2019 
(GEMS2019)

pp.1-8, 2019/9 臼井　昇太

機械学習を体験する中学校技術・家庭科
における情報科学実験についての考察

日本教育工学会研究会
教育の情報化と授業研究 / 一般

oral_presentation, 
2019/5 臼井　昇太 　
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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 著者又は

指導教員 表彰

Multifunctional Effect of the Polymer 
Extractant Thiomethylbenzoxazoyl-
α -Methylstyrene on the Extraction 
of Au( Ⅲ )

Solvent Extraction Research and De-
velopment, Japan

26 巻 ,2 号 ,
pp.91-98,2019 岩熊　美奈子

Routine Management of Microalgae 
Using Autofluorescence from Chlo-
rophyll

Molecules 24 巻 ,24 号 ,
p.4441,2019/12 高橋　利幸

材料と微生物との相互作用とその評価

令和元年度研究プロジェクト経費助成事業 
研究ネットワーク形成支援事業 「材料・バ
イオ・海洋」「次世代バイオ電池」「イオン
液体」ネットワーク形成合同ミーティング 
第２回研究会

public_discourse,
2020/2/1 高橋　利幸

スラグ表面への微生物付着挙動の定量解
析と微生物付着の効果

一般社団法人日本鉄鋼協会
第 179 回春季講演大会

oral_presentation,
2020/3/18 高橋　利幸

バイオマスの 5F（食物・繊維・飼料・肥料・
燃料）に貢献する微細藻類の簡易な管理
と取り扱い法の開発

社団法人霧島工業クラブ
令和元年９月度例会

invited_oral_
presentation,
2019/9/24

高橋　利幸

植物ホルモン処理した微細藻類の凝集・
増殖挙動

日本化学会秋季事業
第 9 回 CSJ 化学フェスタ 2019

poster_presentation,
2019/10/15 高橋　利幸

微細藻類バイオマスの増殖技術へのセル
ロースの活用 第 29 回日本 MRS 年次大会 oral_presentation,

2019/11/27 高橋　利幸

Technology development for an 
environmental improvement and an 
organic material production using 
non-edible microalgae

Nature’s 150th Anniversary Sympo-
sium

poster_presentation,
2019/4/4 高橋　利幸

Nature’s 
150th
Anniversary
Symposium, 
POSTER 
SESSION 
FINALISTS

Real-Time 3D Imaging and Inhibi-
tion Analysis of Various Amyloid 
Aggregations Using Quantum Dots

International Journal of Molecular 
Sciences 21 巻 ,6 号 ,2019/4 野口　太郎

Glycerol as a Superior Electron 
Source in Sacrificial H2 Production 
over TiO2 Photocatalyst

IntechOpen pp.93-108, 2019/4 山下　敏明

マルトースを犠牲試薬とする Pt/TiO2 
光触媒を用いたマイ クロリアクターに
よる水素生成

光化学討論会予稿集 2019/9 山下　敏明

27Al NMR 法を用いた植物細胞内組織
における Al 局在部位と化学形態の探索 日本分析化学会年会講演要旨集 p.628,2019/8 藤森　崇夫

野口　太郎

アデノシンモノマーを用いたホウ素吸着
マイクロカプセル調製の最適条件の検討 日本分析化学会年会講演要旨集 p.447,2019/8 清山　史朗

藤森　崇夫

2- ベンゾイルピリジンの光反応に対す
るカドミウムの効果 日本分析化学会年会講演要旨集 p.612,2019/8 藤森　崇夫

安友　政登

サッチ分解菌 Bacilluspumilus を内包
するカプセルの長期安定性とそのサッチ
分解能の評価

化学工学会第 85 年会 口頭発表等 ,2020/3 清山　史朗

オキシム系抽出剤を分散内包した架橋ゲ
ルマイクロカプセルによる Cu(II) の抽
出特性におよぼす調製条件の影響

化学工学会姫路大会 口頭発表等 ,2019/11 清山　史朗

アデノシンモノマーを用いたホウ素吸着
マイクロカプセル調製の最適条件の検討 日本分析化学会 第 68 年会 口頭発表等 ,2019/9/11 清山　史朗

藤森　崇夫
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【建築学科】
表題 発表機関（学会、誌名） 巻、号、ページ、年 著者又は

指導教員 表彰

7283 地方都市における地域主体のまち
づくりの持続可能性に関する研究 宮崎県
都城市庄内町をケーススタディとして そ
の 1

都市計画 2019 号 ,pp.593-
594,2019/7/20 杉本　弘文

5507 地方都市における子育て支援の場
のあり方に関する研究 宮崎県小林市を対
象として

建築計画 2019 号 ,pp.1029-
1030,2019/7/20 杉本　弘文

5668 モンゴル・ウランバートル市街地
の集合住宅に関する研究 その 13 集合住
宅に付随する屋外共用空間の傾向的特性
について

建築計画 2019 号 ,pp.1361-
1362,2019/7/20 杉本　弘文

木造住宅の屋根に堆積した火山灰の除灰
方法に関する研究 その３．除灰を必要と
する火山灰堆積厚さの検討

日本建築学会九州支部研究報告 59 号 ,pp.593-596,
2020/3 山本　剛

木造住宅の屋根に降下する火山灰の堆積
性状 日本建築学会大会学術講演梗概集(北陸) pp.27-28,2019/9 山本　剛

地方都市に建つ免震建物における免震層
内の環境調査研究 鉛直クリアランス部に
取り付ける目地仕様に関する−考察

日本建築学会九州支部研究報告／環境系 59 号，pp.181-184，
2020/3 加藤　巨邦 　

400N 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 日本建築学会九州支部研究報告／構造系 59 号，pp.385-388，

2020/3 加藤　巨邦

フライアッシュ混入によるシラスコンク
リートの品質改善効果 日本建築学会 研究報告 九州支部 第 59 号 oral_presentation,

2020/3/1 原田　志津男

混和材を大量混合したコンクリートの弱
酸性環境における耐硫酸性に関する研究 
その 5 硫酸溶液浸漬 174 週までの実験
結果

日本建築学会 研究報告 九州支部 第 59 号 oral_presentation,
2020/3/1 原田　志津男

フライアッシュ外割コンクリートの各種
環境下における耐久性に関する研究 その
３．弱酸性の硫酸環境における長期暴露
実験１

日本建築学会 2019 年度大会学術講演梗概
集（北陸）

oral_presentation,
2019/9 原田　志津男
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【一般科目】
表題 発表機関（学会、誌名） 巻、号、ページ、年 著者又は

指導教員 表彰

Strategic Approach to Adopt ICT in 
SMEs Journal of Engineering and Technology 7 巻 ,1 号 ,

pp.73-80,2019/8 吉井　千周

「法」に関する根本的な問いへの示唆 ケ
ニアの呪術を用いる紛争処理、「人間」
の存在を問う試み（石田 慎一郎（2019）

『人を知る法、待つことを知る正義』勁
草書房）

週刊読書人 2020/2/9 吉井　千周

地方におけるコンビニエンスストアの役
割と公共空間 みやざき研究所だより 98 号 ,pp.4-10,

2020/1 吉井　千周

タイの知的財産権をめぐる現状 都城工業高等専門学校研究報告 54 巻 ,1 号 ,
pp.25-31,2020/1 吉井　千周

外国史学習の動機づけに関するアンケー
ト調査と分析ー岩手県を中心にー 岩手県立大学盛岡短期大学部研究論集 22 号，pp.57-63，

2020/3 田村　理恵

『読我書楼文草』翻刻（一）―九州大学附
属図書館蔵「吉村文庫」の研究〔Ⅰ〕― 中国哲学論集 45 号，pp.92-105，

2019/12 関　幹雄 　

『読我書楼長暦』翻刻（一）―九州大学附
属図書館蔵「吉村文庫」の研究〔Ⅰ〕― 活水日文 61 号，pp.11-28，

2020/2 関　幹雄

『朱子語類』巻百九「論取士」訳注 (2) 東洋古典學研究 47 巻，pp.151-161，
2019/5 関　幹雄

対数スター関数で足される項の数でグ
ループ化する正整数のユニバーサル符号 電子情報通信学会論文誌 A

J102-A 巻 ,11 号 , 
pp.284-288，
2019/11

中村　博文

Usages of Macro of C Programming 
Language such as Prefix Style Oper-
ator “jointly worked”

Research Reports of National Institute 
of Technology(KOSEN), Miyakonojo 
College

54 巻 , pp.1-9，
2020/1 中村　博文

S-matrix Unitarity and Renormaliz-
ability in Higher Derivative Theories

PROGRESS OF THEORETICAL AND 
EXPERIMENTAL PHYSICS 8 号，2019/8 阿部　裕悟

S-matrix Unitarity in Higher Deriva-
tive Gravity

Miyazaki Workshop on Particle Phys-
ics and Cosmology 2020

invited_oral_presentation,
2020/1/28 阿部　裕悟

S-matrix Unitarity and Renormaliz-
ability in Higher Derivative Theories

4th Korea-Japan bilateral workshop 
on String axion cosmology

oral_presentation,
2020/1/18 阿部　裕悟

S-matrix Unitarity in Higher Deriva-
tive Gravity with Matter Strings and Fields 2019 poster_presentation,

2019/8/20 阿部　裕悟

Inflation from 5-dimensional Gravity 
and Gauge Theory Seminar in Hanoi University (Vietnam) invited_oral_presentation,

2019/9/12 阿部　裕悟

Inflation from 5-dimensional Gravity 
and Gauge Theory

Seminar in Institute of Physics, Viet-
nam Academy of Science and Tech-
nology (Vietnam)

invited_oral_presentation,
2019/9/17 阿部　裕悟

Matter scattering and unitarity in R2 
gravity

The 3rd Korea-Japan bilateral work-
shop on String Axion Cosmology

invited_oral_presentation,
2019/10/15 阿部　裕悟

逆ラプラス変換とヘビサイドの目隠し法 第 101 回全国算数・数学教育研究（沖縄）
大会：高専・大学部会

oral_presentation,
2019/8/8 友安　一夫

Development of Novel Ethylene 
Gas Removing Packaging Sheet by 
Using Plant Based Chemicals

4th International Conference on ”Sci-
ence of Technology Innovation” 2019 口頭発表等 ,2019/11/8 中島　里紗

高橋　利幸

Application of vegetable plants 
and calix[4]resorcinarene for novel 
adsorbents for ethylene gas

International Workshop on Funda-
mental Research for Science and 
Technology 2019

口頭発表等 ,2019/9/2 中島　里紗
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３－６．教員別研究テーマ
平成 31（令和元）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. 矩形サーモサイフォン凝縮部に着目した熱伝達特性に関する研究
2. プラズマアクチュエータの電極形状最適化に関する研究
3. 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再生器効率の検討

白岩　寛之

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. 放電プラズマの生成・診断・モデリング・応用に関する研究
2. 照明および放射の応用に利用する光源に関する研究
3. 照明・ディスプレイ・印刷物の色彩に関する研究

御園　勝秀

電気情報工学科
1. 誘導電動機の速度センサレスベクトル制御における一次・二次抵抗の推定法
2. 誘導電動機のベクトル制御における瞬時有効電力・瞬時無効電力を用いた一次・二次抵抗同時同定法
3. 速度オブザーバを用いた速度センサレスベクトル制御系の安定性解析

永野　　孝

電気情報工学科 1. 超伝導体の特性評価（不可逆曲線）
2. クラウド技術の応用 濵田　次男

電気情報工学科 1. 化合物太陽電池の高効率化に向けた作製技術の確立
2. 太陽電池の応用利用に関する調査研究 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. 3 次元電磁界解析・解析時間の高速化に関する研究 野地　英樹

電気情報工学科
1. アクティブフィルタ回路の設計と開発
2. ＶＦ／ＦＶ、ＡＤ／ＤＡコンバータの設計と開発
3. インスツルメンテーション・アンプの設計と開発

白濵　正尋

電気情報工学科 スパイキングニューロンモデルにおける STDP 学習に関する研究 小森　雅和

電気情報工学科
1. 深層学習による剣道の審判システムの検討と開発
2. 戦略的な地産地消のための新規就農者支援ツールの開発
3. 中学校の技術教育における機械学習のための教材開発

臼井　昇太

電気情報工学科 1. 低電源電圧で動作するオペアンプおよびトランスコンダクタンスアンプの設計に関する研究
2. 低電源電圧における多値論理回路の設計に関する研究 田中　　寿

電気情報工学科 非線形科学の手法を用いた大容量無線通信の研究 迫田　和之

電気情報工学科 各ユーザの個性を学習した固有性を持つ対話システムの開発 丸田　　要

物質工学科
1. シラス薄膜の抗菌性制御因子の抽出
2. ガラスの分相現象を利用したシラス薄膜の多孔質化
3. シラスを原料としたスパッタリング用ターゲット製造プロセス開発

野口　大輔
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物質工学科
1. 化学的または生物学的処理によるスラグの機能変化とその評価・分析
2. カチオン吸着性微細藻類カプセルによる金属イオンの制御
3. 糖分泌型藻類における糖分泌の制御機構の解析と自然環境下での培養可能性の検討

高橋　利幸

建築学科 宮崎県の社寺建築に関する研究 中村　孝至

建築学科

1. 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基礎的研究
2. 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

−コンパクト化した接合板を用いた接合部耐力の検討−
3. 組立材の力学的特性に関する基礎的研究

−令和元年度デザコン応募作品の制作を踏まえて−

加藤　巨邦

建築学科
1. 南九州に建つ戸建住宅の温熱環境と消費エネルギーの実態調査
2. 簡易型クールチューブの熱性能に関する研究
3. 近年の事務所ビルにおける空調システム・エネルギー源の動向調査

小原　聡司

建築学科 1. 遺跡部材形状の三次元的復元方法についての研究
2. AR を利用した建物内案内システムについての研究 中村　裕文

建築学科 1. 屋根に降下する火山灰の堆積性状
2. 屋根に堆積した火山灰の効果的な除灰方法 山本　　剛

建築学科
1. 持続可能なすまいづくり・まちづくりに関する研究
2. モンゴル・ウランバートル市街地における集合住宅地区に関する研究
3. 幼児・児童施設および子育て環境に関する研究

杉本　弘文

建築学科
1. 伝統木造建築物の耐震性能評価に関する研究
2. 木材のめり込み特性に関する研究
3. CLT の強度特性に関する研究

大岡　　優

建築学科 混入繊維により形成される導電経路を利用した FRCC の欠陥評価に関する基礎的研究 浅野　浩平

一般科目 1. 距離に依存するコンパクト化の位相構造と力学系の研究
2. 工学系数学の ICT に特化した次世代型教材及び教授法の開発 友安　一夫

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 1. 曲面上の辺極大なグラフの構造について
2. グラフの分割問題について 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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