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地域共同研究推進センター長挨拶 

 

地域共同研究推進センター令和元年度活動記録発行にあたって 

 

 

弓削商船高等専門学校地域共同研究推進センターの令和元年度活動記録を発行いたします。教育活動

に忙しい中、ご協力いただいた教員各位には厚くお礼を申し上げます。今年度の活動を総括し、来年度

についてもより実りのある活動を推進していく所存です。今後の産学官連携活動、教育・研究のご参考

にして頂ければ幸いと存じます。 

本年度、地域共同研究推進センター（以下、地共研推進センター）の活動の大きな取り組みの一つと

して「弓削商船高等専門学校産学連携フォーラム２０１９」（以下、産学連携フォーラム）を開催しまし

た。この産学連携フォーラムは、弓削商船高等専門学校技術振興会「しまなみテクノパートナーズ」（平

成１９年３月設置）（以下、技術振興会）と緊密な連携を図り、従来、開催してきた「技術・経営情報交

換会」と「パネルフォーラム」を一体的に運営したものです。この一体的運営により、本校技術振興会

の会員企業様、また、本校の研究活動に興味を頂いた企業様へのよりよい情報提供の場とすることが可

能となりました。さらに、大きな特徴として、本校「専攻科」の協力により、従来に比べ、本校で行っ

ている研究活動を広く皆様に情報公開できるようになりました。本年度は、特集として「離島工学」に

ついて、現在の本校の取り組みを紹介させて頂きました。産学連携フォーラムでは、地域地場産業の『技

術力・技能力・開発力』などの力と高専の実践的・創造的技術者育成への教育、そして、その現場で行

っている研究を融合（共同研究）し、競争力といったものを生み出せればと思っています。来年度は、

専攻科との本格的な共同開催を行う予定であり、本校技術振興会の支援を基盤として、さらなる躍進を

目指します。 

本校に、地域と連携した教育・研究活動を発展させるべく、地共研推進センターが設置されて１６年

になります。地共研推進センターでは、共同研究や受託研究などの推進に精一杯取り組む所存です。地

域貢献活動をさらに促進させ、新産業を牽引する人材育成とともに、地域の活性化などに挑戦し続ける

高専になるように尽力してまいります。また、弓削商船高専の近隣地域への貢献を第一と考え、緊密な

連携を取り、イノベーション創出のプラットフォームとなれるよう進めていきます。今後とも、より一

層のご支援、ご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

終わりに当たり、本校技術振興会会員企業様、個人会員様、また、地共研推進センターの運営に協力

して頂いた本校教員、そして企画係事務職員に厚くお礼を申し上げ、「地域共同研究推進センターの令和

元年度活動記録」発行のご挨拶と替えさせていただきます。 

 

令和２年３月 

 

弓削商船高等専門学校 

地域共同研究推進センター長 

大根田 浩久 
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令和元年度地域共同研究推進センター活動内容 

 

１．会議等  

（１）地域共同研究推進センター運営委員会（学内） 

【令和元年度第１回地域共同研究推進センター運営委員会】 

日 時：令和元年６月１８日（火）１６：２０～１７：１５ 

場 所：本校第２会議室 

出席者：委員９名、陪席３名 

議 題：＜審議事項＞ 

１．平成３０年度活動記録（案）について 

２．令和元年度の活動内容と役割分担（案）について 

 

【令和元年度第２回地域共同研究推進センター運営委員会】 

日 時：令和元年７月２９日（月）～８月１日（木） 

場 所：メール審議 

出席者：委員１１名、幹事２名 

議 題：＜審議事項＞ 

１．弓削商船高等専門学校産学連携フォーラムの日程変更について 

 

【令和元年度第３回地域共同研究推進センター運営委員会】 

日 時：令和２年２月２５日（火）１３：３０～１４：２０ 

場 所：本校第２会議室 

出席者：委員７名、陪席３名 

議 題：＜審議事項＞ 

１．令和２年度活動計画（案）について 

２．HP の変更について 

＜報告事項＞ 

１．職務発明に関する進展状況について 
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（２）高専機構研究推進・産学連携本部 

【令和元年度第１回研究推進担当者連絡会】 

日 時：令和元年７月２６日（金）１６：００～１６：４５ 

場 所：本校第２会議室（テレビ会議） 

出席者：副校長（研究担当） 筒井 壽博 

地域共同研究推進センター長 大根田 浩久 

企画広報室長、企画係長、企画係員 

議 題：１．安藤理事 挨拶 

       ２．佐藤研究総括参事 挨拶および説明 

（研究推進担当者連絡会（Web 会議）の設置について） 

      ３．科研費査読ネットワークについて 

      ４．科研費講習会（仮称）の開催について 

      ５．産学連携関係イベントスケジュールについて 

      ６．研究者情報の更新について（Researchmap および産学官連携成果事例） 

      ７．２０１９高専機構・防災科研協働コンテストについて 

      ８．その他 

 

【令和元年度第２回研究推進担当者連絡会】 

日 時：令和元年９月１８日（水）１６：００～１６：４５ 

場 所：本校第２会議室（テレビ会議） 

出席者：副校長（研究担当） 筒井 壽博 

企画広報室長、企画係長、企画係員 

議 題：１．科研費講習会（９月４日・５日）について（報告） 

       ２．科研費査読ネットワークについて 

      ３．科研費申請にかかる Researchmap の入力について 

      ４．科研費申請にかかる事務担当者への注意事項について 

      ５．研究プロジェクト経費助成事業研究ネットワーク形成事業の採択結果について（報告） 

      ６．研究プロジェクト経費助成事業（重点支援事業）について（報告） 

      ７．産学連携事務担当者スキルアップ研修について 

 

【令和元年度第３回研究推進担当者連絡会】 

日 時：令和元年１１月２２日（金）１６：００～１６：４５ 

場 所：本校第２会議室（テレビ会議） 

出席者：副校長（研究担当） 筒井 壽博 

地域共同研究推進センター長 大根田 浩久 

企画広報室長、企画係長 

議 題：１．概算要求の状況について（Gear5.0） 

       ２．産学連携事務担当者スキルアップ研修について（第３ブロック） 
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（３）四国地区高専地域イノベーションセンター 

【令和元年度第１回四国地区高専地域イノベーションセンター運営委員会】 

日 時：令和元年９月１０日（火）～１０月３日（木） 

場 所：メール審議 

出席者：地域共同研究推進センター長 大根田 浩久 

議 題：１．平成３０年度第２回四国地区高専地域イノベーションセンター運営委員会 

議事要旨（案）について 

     ２．令和元年度活動計画（案）について 

    ３．令和元年度活動運営費分担金（案）について 

    ４．四国地区高専地域イノベーションセンターのホームページの維持について 

    ５．第４ブロック研究推進ボード研究助成事業中間報告会について 

    ６．その他 

 

【令和元年度第２回四国地区高専地域イノベーションセンター運営委員会】 

日 時：令和２年３月１０日（火）～３月３１日（火） 

場 所：メール審議 

出席者：地域共同研究推進センター長 大根田 浩久 

議 題：１．平成３１年度活動運営費の報告について 

    ２．令和２年度四国地区高専地域イノベーションセンター組織について 

    ３．令和２年度四国地区高専生命倫理委員会について 

    ４．令和２年度四国地区高専地域イノベーションセンター運営委員会名簿について 

 

 【弁理士会四国支部・四国地区高専地域イノベーションセンター連携事業 第５回知財活動研究会】 

日 時：令和２年１月７日（火）１３：３０～１５：３０ 

場 所：本校第２会議室（テレビ会議） 

出席者：地域共同研究推進センター長 大根田 浩久（香川高専にて参加）、 

副校長（研究担当）兼地域共同研究推進センター副センター長 

筒井 壽博（香川高専にて参加）、弁理士会四国支部 弁理士 壬生 優子、 

陪席２名 
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（４）第４ブロック研究推進ボード 

【令和元年度第１回第４ブロック研究推進ボード委員会】 

日 時：令和元年６月４日（火）１６：２０～１６：５５ 

場 所：本校第２会議室（テレビ会議） 

出席者：地域共同研究推進センター長 大根田 浩久 

議 題：１．活動の目的 

    ２．平成３０年度事業報告 

    ３．令和元年度事業計画 

    ４．議題、皆様への協力依頼 

    ５．確認事項について 

 

【令和元年度第２回第４ブロック研究推進ボード委員会】 

日 時：令和元年１０月１５日（火）～１８日（金） 

場 所：メール審議 

出席者：地域共同研究推進センター長 大根田 浩久 

議 題：１．令和元年度第１回第４ブロック研究推進ボード委員会議事要旨（案）について 

    ２．令和２年度第４ブロック内共同研究助成募集（案）について 

    ３．令和元年度第４ブロック研究会旅費助成募集（案）について 

 

【令和元年度第３回第４ブロック研究推進ボード委員会】 

日 時：令和元年１１月１４日（木）～１９日（火） 

場 所：メール審議 

出席者：地域共同研究推進センター長 大根田 浩久 

議 題：１．令和元年度第２回第４ブロック研究推進ボード委員会議事要旨（案）について 

    ２．令和元年度第４ブロック研究会旅費助成募集採択（案）について 

 

【令和元年度第４回第４ブロック研究推進ボード委員会】 

日 時：令和元年１２月２３日（月）～２４日（火） 

場 所：公立学校共済組合岡山宿泊所ピュアリティまきび（岡山市） 

出席者：地域共同研究推進センター長 大根田 浩久 

議 題：１．令和２年度研究助成事業採択グループの選定について 

    ２．来年度以降の活動について 

 

 【令和元年度国立高等専門学校機構第４ブロック研究推進ボード研究助成事業中間報告会】 

日 時：令和元年９月１７日（火） 

場 所：香川高等専門学校 一般管理棟２階第一会議室（高松市） 

参加者：地域共同研究推進センター長 大根田 浩久 
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【第４ブロック産学連携事務担当者スキルアップ研修】 

日 時：令和２年１月２４日（金） 

場 所：香川高等専門学校（高松市） 

参加者：企画広報室企画係 増岡 浪江 

 

（５）四国地域イノベーション創出協議会 

 【令和元年度上期ＩＣ連絡会】  

日 時：令和元年６月１１日（火）１４：００～１７：００ 

場 所：二番町ホール（松山市） 

    出席者：地域共同研究推進センター長 大根田 浩久 

議 題：１．３０年度マッチング事業の結果紹介 

    ２．元年度マッチング事業の進め方 

      ３．イノベ四国の企業支援活動について 

      ４．ＩＣ表彰制度 

      ５．企業情報管理システムの活用 

      ６．イノベ四国副事務局からのお知らせ 

      ７．周知事項等 

 

 【令和元年度イノベ支援機関・ＩＣ連絡会】  

日 時：令和２年１月３０日（木）１４：００～１７：００ 

場 所：高松センタービル（高松市） 

    出席者：地域共同研究推進センター長 大根田 浩久 

議 題：１．令和元年度の活動報告および令和２年度の活動案 

    ２．各支援機関の活動状況紹介 

      ３．ＩＣ表彰について 

      ４．ＩＣおよび支援機関職員のスキルアップ支援について 

      ５．企業情報データベースの運用開始について 
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（６）弓削商船高等専門学校技術振興会 

【第１回実務担当者会議】 

日 時：令和元年５月１０日（金）１４：００～１４：３０ 

場 所：今治地域地場産業振興センター 小会議室（今治市） 

出席者：副校長（研究担当）兼地域共同研究推進センター副センター長 筒井 壽博 

地域共同研究推進センター長 大根田 浩久 

（陪席）企画広報室長、企画係長、企画係員 

議 題：１．技術振興会総会等の資料について 

       （１）平成３１年度（令和元年度）技術振興会理事会、総会等の日程について 

       （２）平成３０年度事業報告（案）及び会計報告について 

       （３）平成３１年度（令和元年度）事業計画（案）及び予算（案）について 

       （４）役員の改選（案）について 

       ２．教員研究への支援経費について 

      ３．その他 

      

【理事会】 

日 時：令和元年６月１３日（木）１３：００～１３：３０ 

場 所：今治国際ホテル２階 会議室「カトレア」（今治市） 

出席者：副校長（研究担当）兼地域共同研究推進センター副センター長 筒井 壽博 

地域共同研究推進センター長 大根田 浩久 

    （陪席）企画係長 

議 事：（１）第１号議案 平成３０年度事業報告について 

      （２）第２号議案 平成３０年度会計報告について 

      （３）第３号議案 平成３１年度（令和元年度）事業計画（案）について 

      （４）第４号議案 平成３１年度（令和元年度）予算（案）について 

      （５）第５号議案 役員の改選（案）について 

      （６）その他 

 

【総会】 

日 時：令和元年６月１３日（木）１４：００～１４：４０ 

場 所：今治国際ホテル２階 会議室「ダイヤモンド」（今治市） 

出席会員：２５名（委任状５６名） 

議 事：（１）第１号議案 平成３０年度事業報告について 

      （２）第２号議案 平成３０年度会計報告について 

      （３）第３号議案 平成３１年度（令和元年度）事業計画（案）について 

      （４）第４号議案 平成３１年度（令和元年度）予算（案）について 

      （５）第５号議案 役員の改選（案）について 

      （６）その他 
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【研究発表会】 

日 時：令和元年６月１３日（木）１４：５０～１５：４０ 

場 所：今治国際ホテル２階 会議室「ダイヤモンド」（今治市） 

［平成３０年度研究支援者による研究成果発表］ 

題 目：「効果的物理実験機器の開発」 

発表者：総合教育科 講師 牧山 隆洋 

題 目：「離島地域における竹資源のバイオマス利用に関する研究 

     －竹ペレットおよび竹炭ペレットの比較・評価－」 

発表者：電子機械工学科 助教 森 耕太郎 

 

【第２回実務担当者会議】 

日 時：令和２年３月５日（木）～９日（月） 

場 所：メール審議 

出席者：地域共同研究推進センター長 大根田 浩久 

副校長（研究担当）兼地域共同研究推進センター副センター長 筒井 壽博 

議 題： １．令和元年度事業報告（案）及び会計報告（案）について 

       ２．令和２年度事業計画（案）及び予算（案）について 

        

（７）その他 

【第５回四国オープンイノベーションワークショップ】 

日 時：令和２年１月２２日（水） 

場 所：レクザムホール（高松市） 

参加者：地域共同研究推進センター長 大根田 浩久 
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２．地域連携事業  

（１）愛媛銀行との連携事業 

【令和元年度愛媛銀行・弓削商船高等専門学校情報交換会】 

日 時：令和元年１１月２８日（木）１４：３０～１５：３０ 

場 所：株式会社愛媛銀行 研修所７階大会議室 

参加者：株式会社愛媛銀行 副頭取 山本 惠三 外６名 

弓削商船高等専門学校 校長 石田 邦光 外７名、陪席３名 

  内 容：＜報告事項＞ 

       愛媛銀行 ・ 近の経済状況 

      ・アンケート結果 

       本  校 ・外部資金獲得状況について（本校） 

            ・第３期中期計画期間中における本校の取組とまとめ 

－主に商船学科を中心に－ 

            ・高専における研究・教育・学生指導－高専プロコンの実践を通して－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．産学連携事業  

（１）弓削商船高等専門学校産学連携フォーラム 2019〈技術振興会との共催〉 

 日 時：令和元年１１月１６日（土）１０：００～１５：３０ 

  場 所：本校アセンブリホール、化学実験室 

  参加者数：３８名 

 

［企業講演］２社 

C01—01「電子制御舶用ディーゼル機関実習について」 

○矢野 大輔 氏（株式会社三井 E&S マシナリー） 

C02-01「海水から水素を作る挑戦！」 

○渡邉 剛 氏（株式会社正興電機製作所） 

 

［教員研究発表］６件 

T01-01「高専における研究・教育・学生指導－高専プロコンの実践を通して－」 

○長尾 和彦（情報工学科） 
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T01-02「離島工学に基づく防災・減災に精通した IoT 技術者育成プログラム－応用研究－」 

○葛目 幸一（情報工学科）、田房 友典(情報工学科) 

T01-03「離島工学に基づく防災・減災に精通した IoT 技術者育成プログラム 

－防災教育と IoT 関連実習－」 

○福田 英次（電子機械工学科）、田房 友典(情報工学科)、多田 光男（商船学科） 

T01-04「離島工学に基づく防災・減災に精通した IoT 技術者育成プログラム 

－災害時のライフラインの確保－」 

○伊藤 武志（総合教育科）、塚本 秀史(情報工学科)、森 耕太郎（電子機械工学科） 

 

T01-05「明示されない知覚経験者を含む知覚構文に関する日英語対照研究 

－主に味覚に着目して－」 

○板垣 浩正（総合教育科） 

T02-01「Tubular 型の自己移入型代数の τ 傾有限性について」 

○宮本 賢伍（総合教育科） 

 

［専攻科生研究発表］１１件（うち、B02-06 は当日欠席） 

B01-01「船舶欠航情報通知システムの上島町における運用」 

○小野 慶太（生産システム工学専攻）、田房 友典(情報工学科) 

B01-02「層状複水酸化物を用いた有機－無機ナノコンポジット独立膜の作製と膜特性評価」 

○金子 和樹（海上輸送システム工学専攻）、池田 真吾（商船学科） 

B02-01「IoT デバイスの活用による教室環境と授業集中度の評価に関する研究」 

○藤原 巧未（生産システム工学専攻）、長尾 和彦（情報工学科） 

B02-02「LED 発光とカメラを用いた協調調査船システムの開発」 

○益田 大輝（生産システム工学専攻）、田房 友典（情報工学科） 

B02-03「小型環境調査船の通信距離と自律制御実験における考察」 

○山本 廉太（生産システム工学専攻）、田房 友典（情報工学科) 

B02-04「地磁気フィンガープリントを用いた自己位置推定に関する研究」 

○宮丸 尚士（生産システム工学専攻）、葛目 幸一（情報工学科) 

B02-05「人工知能とデータベースを用いた船舶のシステム同定に関する研究」 

○後藤 彰宏（生産システム工学専攻）、德田 誠（情報工学科) 

B02-06「バルーン空撮による海面監視のための映像安定化システムの開発」 

○島谷 謙太朗（生産システム工学専攻）、益崎 智成（情報工学科） 

B02-07「癒し効果を有する小型植物栽培支援装置の開発」 

○武田 海（生産システム工学専攻）、大澤 茂治（電子機械工学科） 

B02-08「しまなみ島嶼部における離島航路の交通環境の変化 

－ 架橋による陸上交通、海上交通の変化 －」 

○新川 陽葉（生産システム工学専攻）、塚本 秀史（情報工学科） 

B02-09「海上交通センターの業務に関する考察」 

○永本 維幸（海上輸送システム工学専攻）、山崎 慎也（商船学科） 
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【ポスター展示】会員企業２社（７枚）、教員・専攻科生２３件（２６枚）、講演企業１社（４枚） 

■教員・専攻科生 

１「触感覚による粒子群の認識に関する基礎的研究 

－50 代後半から 60 代前半における感性評価の多変量解析とその特徴－」 

大根田 浩久（電子機械工学科）、渡邊 信一(宇都宮大学)、尾崎 功一（宇都宮大学） 

２「明示されない知覚経験者を含む知覚構文に関する日英語対照研究」 

板垣 浩正（総合教育科） 

 

３「弓削商船高専における離島工学に基づいた取り組みの一例 

～魚島タコの調理・保存方法に関する研究～」 

伊藤 武志（総合教育科） 

４「瀬戸内海の離島における小型測定器を用いた大気中粒子状物質の測定」 

伊藤 武志（総合教育科）、髙木 洋（情報工学科）、 

武田 海（生産システム工学専攻）、佐々木 悠（電子機械工学科５年）、 

高石 悠輝（電子機械工学科５年）、大根田 浩久（電子機械工学科）、 

岡本 渉（名古屋大学 宇宙地球環境研究所）、 

山崎 高幸（名古屋大学 宇宙地球環境研究所）、 

松見 豊（名古屋大学 宇宙地球環境研究所） 

５「Components of the stable AR quiver for a symmetric order 

 over a complete discrete valuation ring」 

宮本 賢伍（総合教育科） 

６「層状複水酸化物を用いた有機－無機ナノコンポジット独立膜の作製と膜特性評価」 

金子 和樹（海上輸送システム工学専攻）、池田 真吾（商船学科） 

７「海上交通センターの業務に関する考察」 

永本 維幸（海上輸送システム工学専攻）、山崎 慎也（商船学科） 

８「マルチフェロイックデバイスの開発」 

山本 悠梨恵（海上輸送システム工学専攻）、柳沢 修実（商船学科） 

９「大容量データと人工知能を用いた外国為替自動取引システムの構築」 

岡野 有志（生産システム工学専攻）、德田 誠（情報工学科） 

10「弓削商船高専における Web 出席管理システム」 

苅田 優海（生産システム工学専攻）、田房 友典（情報工学科） 

11「視覚障碍者のための屋内点字ブロックマップの作成」 

浜田 翔（生産システム工学専攻）、葛目 幸一（情報工学科） 

12「小型環境調査船のモニタリング・操船支援システムの開発」 

正岡 優之介（生産システム工学専攻）、田房 友典（情報工学科） 

13「多チャンネル圧力センサを用いた点字ブロックの自動識別」 

村上 雄大（生産システム工学専攻）、葛目 幸一（情報工学科） 

14「AR マーカを用いた直感的なロボット操縦システムの開発」 

村上 陸（生産システム工学専攻）、益崎 智成（情報工学科） 
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15「地磁気フィンガープリントを用いた自己位置推定に関する研究」 

山本 航平（生産システム工学専攻）、宮丸 尚士（生産システム工学専攻） 

葛目 幸一（情報工学科） 

16「船舶欠航情報通知システムの上島町における運用」 

小野 慶太（生産システム工学専攻）、田房 友典（情報工学科） 

17「人工知能とデータベースを用いた船舶のシステム同定に関する研究」 

後藤 彰宏（生産システム工学専攻）、德田 誠（情報工学科） 

 

18「バルーン空撮による海面監視のための映像安定化システムの開発」 

島谷 謙太朗（生産システム工学専攻）、益崎 智成（情報工学科） 

19「しまなみ島嶼部における離島航路の交通環境の変化」 

新川 陽葉（生産システム工学専攻）、塚本 秀史（情報工学科） 

20「癒し効果を有する小型植物栽培支援装置の開発」 

武田 海（生産システム工学専攻）、大澤 茂治（電子機械工学科） 

21「IoT デバイスの活用による教室環境と授業集中度の評価に関する研究」 

藤原 巧未（生産システム工学専攻）、長尾 和彦（情報工学科） 

22「LED 発光とカメラを用いた協調調査船システムの開発」 

益田 大輝（生産システム工学専攻）、田房 友典（情報工学科） 

23「小型環境調査船の通信距離と自律制御実験における考察」 

山本 廉太（生産システム工学専攻）、田房 友典（情報工学科） 

 

■技術振興会会員 

24 今治造船株式会社 

25 株式会社愛媛銀行 

 

■その他 

26 株式会社正興電機製作所 
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（２）産学官連携による展示やセミナー等への出展 

 【えひめ未来のしごと博・えひめ IT フェア 2019】〈技術振興会からの支援〉 

 日 時：令和元年８月３０日（金）～３１日（土） 

  場 所：愛媛県武道館 

  内 容：弓削商船高等専門学校、情報工学科の研究と教育の紹介」というタイトルで出展し、 

本校情報学科の学生がこれまでに授業や課外活動などで作成した作品の展示を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）資格試験対策講座〈技術振興会との共催〉 

【高所作業車運転特別教育】 

  日 時：令和元年１２月６日（金）、７日（土） 

  場 所：本校 

講 師：（株）アイチコーポレーション 

 受講者数：２０名 

 

 

（４）出張講演〈技術振興会との共催〉 

  日 時：令和元年７月１９日（金）１２：３０～１３：３０ 

場 所：今治商工会議所（今治市） 

題目及び講師：「増加する放置竹林の活用法～竹材地産地消の現状と課題～」 

          弓削商船高専 電子機械工学科 助教 森 耕太郎 

         「自然エネルギーの有効利用－人工システムのサスティナビリティ－」 

          弓削商船高専 商船学科 教授 筒井 壽博 

依頼者：今治商工会議所 

  参加者数：約３０名 
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４．共同研究、受託研究、外部資金獲得の推進  

（１）科研費、A-STEP 等への応募の促進 

【令和元年度第１回科研費レビュー】 

日 時：令和元年７月１日（月）１６：２０～１７：３０ 

場 所：本校第１会議室 

出席者：教員１２名 

 

【令和元年度第２回科研費レビュー】 

日 時：令和元年８月５日（月）１４：４０～１５：４０ 

場 所：本校第１会議室 

出席者：教員３名 

 

【令和元年度第３回科研費レビュー】 

日 時：令和元年９月２５日（水）１６：２０～１６：５０ 

場 所：本校第１会議室 

出席者：教員１２名、職員３名 

 

【令和元年度第４回科研費レビュー】 

日 時：令和元年１０月１６日（水）１６：００～１６：５０ 

場 所：本校第１会議室 

出席者：教員６名 

 

５．知的財産関連事業  

（１）知的財産セミナー〈技術振興会との共催〉 

  日 時：令和元年６月２０日（木）１４：４０～１６：１０ 

  場 所：本校アセンブリホール 

題 目：「現場で役立つ知的財産」 

講 師：壬生弁理士事務所 弁理士 壬生 優子 氏 

参加者数：１３０名（学生、教職員、技術振興会会員等） 
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令和元年度研究等に関する報告 
  
 

１．共同研究  

 

区分 研究題目 研究期間 相手先 研究担当者名 

継続 シート状ヒートパイプの開発 
平成 29 年 9月 1日

～ 

令和元年 8月 31 日

（株）桧鉄工所 筒井 壽博 

継続 
表層潮流発電システム(２号機改良)の実証

研究 

平成 29 年 9月 1日

～ 

令和元年 8月 31 日

（株）桧鉄工所 

長井 弘志（代表）

筒井 壽博 

木村 隆則 

継続 
工場作業におけるロボットスーツ着用効果

の検証 

平成 31 年 2月 1日

～ 

令和 3年 3月 31 日

井原精機（株） 
森 耕太郎（代表）

木村 隆則 

継続 
塗装・研磨作業用排気システムの研究・開

発 

平成 30 年 3月 1日

～ 

令和 3年 3月 31 日

アンデックス（株） 
森 耕太郎（代表）

木村 隆則 

新規 

定期的な短時間のサイクリングは、中高齢

者の体力、身体組成、骨密度にどのような

影響をもたらすのか？ 

平成 31 年 4月 25 日

～ 

令和 2年 3月 31 日

上島町 冨永 亮 

新規 
ヒューマンインタフェースの研究とインタ

ラクション玩具の開発 

令和元年 5月 10 日

～ 

令和 3年 3月 31 日

イ ン タ ロ ボ ッ ト

（株） 
長井 弘志 

新規 
スマートフォンを用いた AIS 情報代替送信

システムの開発 

令和元年 5月 30 日

～ 

令和 3年 3月 31 日

（責）エーアイエ

ス・ライブ・ジャパ

ン 

長井 弘志（代表）

木村 隆則 

新規 近隣船舶相互検知システム 
令和元年 7月 24 日

～ 

令和 2年 3月 31 日

国立研究開発法人

情報通信研究機構 

国立大学法人愛媛

大学 

長尾 和彦 

葛目 幸一 

田房 友典 

徳田 誠 

桝田 温子 

益崎 智成 

二村 彰 

山崎 慎也 

長井 弘志 

新規 
離島型地域マイクログリッド形成に関する

研究 

令和元年 11 月 13 日

～ 

令和 2年 3月 30 日

（株）正興電機製作

所 
森 耕太郎 
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区分 研究題目 研究期間 相手先 研究担当者名 

新規 英語能力及び英語教材の評価に関する研究

令和 2年年 2 月 1日

～ 

令和 6年 3月 31 日

合同会社 PISC 前田 弘文 

 

２．受託研究  

 

区分 研究題目 研究期間 相手先 研究担当者名 

新規 
島しょ部住民と小型船舶のための瀬戸内海

IoT 減災プラットフォームに関する研究 

令和元年 6月 3日 

～ 

令和 2年 3月 31 日

四国総合通信局 

長尾 和彦（分）

葛目 幸一（分）

田房 友典（分）

徳田 誠（分） 

桝田 温子（分）

益崎 智成（分）

二村 彰（分） 

山崎 慎也（分）

長井 弘志（分）

 ※他機関の研究者が代表者で本校研究者が分担者の場合、氏名の後に（分）と表記 

 

３．科学研究費助成事業  

 

区分 研究種目名等 研究課題名 
代表者／ 

分担者 
氏名 

継続 基盤研究(C) 
水域ネットワークを構成して底質を一括走査する協

調型環境調査船システムの開発 
代表者 田房 友典 

継続 若手研究(B) 
マイクロバブルプラズマを用いた船舶ビルジ水処理

装置の開発 
代表者 佐久間 一行 

継続 基盤研究(C) 
VGP に対応した舶用機関用環境配慮型ゲル状潤滑油

の開発 

代表者 

分担者 

村上 知弘 

池田 真吾 

継続 若手研究 
熱延伸 3D プリンティングによる生体用高分子材料

の強化および骨類似機能化 
代表者 福田 英次 

新規 基盤研究(C) 
船員技能の早期習得のための係船状態の見える化シ

ステムの開発 
代表者 二村 彰 

新規 基盤研究(C) 
地磁気フィンガープリントと点字ブロックマップを

融合した歩行支援システムの開発 

代表者 

分担者 

分担者 

葛目 幸一 

桝田 温子 

益崎 智成 

新規 基盤研究(C) 
海上安全に貢献する海洋クラウドとハイブリッド型

AIS システムの開発 
代表者 長尾 和彦 
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区分 研究種目名等 研究課題名 
代表者／ 

分担者 
氏名 

新規 基盤研究(C) 
自動運転技術と協調するスマート交通信号制御に関

する研究 

代表者 

分担者 

桝田 温子 

徳田 誠 

新規 
研究活動 

スタート支援 

主観的解釈を生み出す英語知覚表現の用法に関する

研究 
代表者 板垣 浩正 

継続 基盤研究(S) 
海洋 GNSS ブイを用いた津波観測の高機能化と海底

地殻変動連続観測への挑戦 
分担者 二村 彰 

継続 基盤研究(S) 骨異方性誘導のための「異方性の材料科学」の構築 分担者 福田 英次 

新規 基盤研究(C) 
後期中等教育段階における数学と物理の双方向性の

構築と双方向性指向教材の開発研究 
分担者 牧山 隆洋 

 
４．研究助成等（公募型共同研究含む）  

   

研究題目 研究期間 相手先 研究担当者名 

離島工学にもとづく地域創生に貢献できる人財

育成プログラム 

平成31年 4月 1日

～ 

令和2年 3月 31日

ちゅうでん教育振興財

団 
葛目 幸一 

トリチウム水中における液中プラズマを利用し

た水素同位体分離技術に関する基礎研究 

平成31年 4月 1日

～ 

令和2年 3月 31日

核融合科学研究所 佐久間 一行 

順位付き顕著性物体検出のための評価指標 

令和2年 7月 31日

～ 

令和2年 3月 31日

長岡技術科学大学 
梅木 陽（代表）

峯脇 さやか 

知覚動詞構文における明示されない知覚経験者

に関する日英語対象研究：嗅覚・味覚・触覚に着

目して 

令和元年6月14日

～ 

令和2年 3月 31日

弓削商船高等専門学校

技術振興会 
板垣 浩正 

有限次元対象多元環におけるτ傾変異理論によ

る組合せ的構造の研究 

令和元年6月14日

～ 

令和2年 3月 31日

弓削商船高等専門学校

技術振興会 
宮本 賢伍 

災害時の停電に対応した小規模自立型エネルギ

ーシステムの構築と実証試験研究 

平成31年 4月 1日

～ 

令和2年 3月 31日

（高専機構第 4 ブロッ

ク内共同研究助成・旅費

助成） 

筒井 壽博（分）

磁気アクチュエータ（磁気ギアおよびマルチフェ

ロイック素子）の宇宙利用に関する基礎実験研究

平成31年 4月 1日

～ 

令和2年 3月 31日

（高専機構第 4 ブロッ

ク内共同研究助成・旅費

助成） 

柳沢 修実（分）

 ※他機関の研究者が代表者で本校研究者が分担者の場合、氏名の後に（分）と表記 

 

５．技術相談  

令和元年度実績なし 



令和２年３月発行

独立行政法人国立高等専門学校機構

弓削商船高等専門学校（企画広報室）
〒794-2593 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削1000
TEL（０８９７）７７-４６１３
ホームページ http://www.yuge.ac.jp
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