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高温超伝導発現機構解明を主眼にした物性

・物性に関する理論的助言

強相関電子系、スピン、電荷

・高温超伝導発現機構の理論的研究

・物性一般

・特にありません
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工業および技術英語の教育指導の支援

・社員の海外派遣事前研修 
・英検，工業英検の受験指導 
・国際論文，国際特許申請書の作成指導

英語学，否定表現

・漫画・絵図を用いた英語教育指導法

・英語学

・パソコン，LL教室
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竹炭等の自然物を利用した河川等の水質浄化 

・自然にやさしい水処理設備の構築　・竹炭などの地域資源の有効活用 
・地場産業の活性化　・地産地消の推進

水処理，竹炭，微生物，自然物，河川

・ 竹炭や軽石（桜島起源）等の自然物を利用した河川等の水質浄化 
・ 都市ごみ焼却灰中の重金属元素の有効利用  
・ シラスおよび火山灰を用いた水質浄化材等の開発

・化学工学　・反応工学　・環境工学

・CODメーター ・マルチ水質モニター ・DOメーター ・レーザー回折式粒度分布測定装置   
・簡易型全窒素/全リン計・原子吸光分光分析器 ・落射式実体顕微鏡 ・電磁式ふるい振とう器 

一般教育科（理系・化学）
大竹　孝明　Ohtake Takaaki
(0995)42-9056
ohtake＠kagoshima-ct.ac.jp
化学工学会，日本溶媒抽出学会，南九州化学工学懇話会

教授

(0995)42-9056

化学工学，反応工学，環境工学
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総合型地域スポーツクラブをベースにした 
生涯スポーツ社会の充実

健康作り 
体力測定

総合型地域スポーツクラブ、生涯スポーツ、健康作り、サッカー

・　総合型地域スポーツクラブの在り方の追求 
・　健康教育  
・　サッカーの技術指導

・　体力測定方法 
・　サッカーの指導方法

・　超高速度カメラ　 
・　体力テスト器材
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社員の英語指導（英検、TOEIC、海外派遣事前研修等）の支援

・社員の海外派遣事前研修（英語発音、英会話） 
・英検，TOEICなどの補講・受験指導

英語発音、ハミング８メソッド、LL授業

１．日本人の英語発音の誤り分析と矯正法　２．ハミング８メソッドを利用しての英語発
音教授法　３．Listening, Speaking, Writing, Readingの指導法　４．LL授業の方法

・英語教育

・パソコン，LL教室
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現代日本の地域スポーツの自立について

地域スポーツ、ビジネス化、身の丈、バスケットボール

・スポーツビジネスの歴史的変遷 
・鹿児島における実践例の研究 
・産学連携からのアプローチ

・地域スポーツのビジネス化の実践例紹介、産学連携によるスポーツビジネスの支援、体育館を使ったスポーツ
イベントの開催、ビジネスとしてのバスケットボール教室の運営
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位相空間論（General Topology）

generalized metric spaces, M3 vs. M1 problem, M3-spaces, stratifiable spaces,  
paracompact σ-spaces

・Generalized Metric Spaces

・位相空間論（General Topology）　・集合と位相　・初等幾何と線形代数

・ なし
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問題解決のための戦略（Strategies of Problem-Solving）

・抱えている問題を解決するためのヒントを示唆できる．

発想法

・　問題解決法 
・　初等数学 
・　ゼーター関数の特殊値

・社員教育　・問題解決

・特に無し
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文章作法及び日本語表現

・場面に応じた基本的文章作法についての助言

文章作法

・上代散文、特に古事記の構想、構造について

・文書作成、日本語表現

・特になし
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コンベンションに関する「合理性」からの検証可能性

コンベンション、合理性、公平性の概念

・１８世紀の哲学者デイヴィッド・ヒュームに関連する哲学 
・現代の合理主義的契約論者であるデイヴィッド・ゴティエの研究 
・英米現代思想研究

・英米哲学・倫理思想に関するご質問

・特になし
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太陽紫外線とオゾン量

太陽紫外線、オゾン層、オゾンホール、UVA、UVB

・太陽紫外線とオゾン量 
・太陽紫外線の長期多点観測・南北半球による違い 
・太陽紫外線の生体への影響（立教大学）

・特になし

・A領域・B領域紫外線放射計、及びデータ
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可換環論 -- 加群の重複度の基礎理論構築

・数学的な考え方、論理的思考による日常業務の効率化　 
・抽象的な思考訓練による具体的な問題解決能力の養成

加群、重複度、整閉包、リース環

・局所環上の有限生成加群に付随する次数環、及び重複度に関する研究 
・巴系加群の重複度に関する基礎理論構築 
・イデアルの混合重複度、多重リース環の研究とその応用　・加群の整閉包の計算

・具体的な計算や理論の検証

・特になし

一般教育科（理系・数学）
早坂　太　Hayasaka Futoshi 
(0995) 42-9050 
hayasaka＠kagoshima-ct.ac.jp 
日本数学会

講師

(0995) 42-9050 

可換環論
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Ｅｘｃｅｌを活用した統計教育

・企業メリット (3行まで表示可能)

シミュレーション

・Ｅｘｃｅｌを活用した統計教育

・統計学の基礎理論の解説

・特にありません

一般教育科（理系・数学）
藤崎　恒晏　Fujisaki Tsunehiro
(0995)42-9049
fujisaki@kagoshima-ct.ac.jp
日本計算機統計学会、日本統計学会、応用統計学会

嘱託教授

統計学
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電子化された教材資料とコミュニケーション授業
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多変量解析を用いた日本書紀編纂の研究

・日本文学  ・日本文化  ・日本語に関する教養教育

日本文学　日本文化　古事記　日本書紀　万葉集　日本神話　古代学

・日本古代文学における編纂論・成立論 
・多変量解析を用いたテキスト分析 
・日本神話研究　・万葉集研究

・日本古典文学一般　　・日本文化一般

・特になし
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化学実験　（Chemistry experiment）

・廃棄物分析に関する助言

化学反応の量的関係、廃棄物、分析化学

・学校教育における化学実験のあり方 
・廃棄物分析

・化学反応　　　廃棄物分析

・特にありません
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堆積粒体の崩壊メカニズム

・粒子（穀物）などの制御

個別要素法計算機シミュレーション、自己組織化臨界現象

・　結晶粒微細化に関するモンテカルロシミュレーション 
・　粒子要素法シミュレーションによる粒状堆積物の崩壊機構に関する研究

モンテカルロ、粒子要素法シミュレーション、金属材料物性

デジタル顕微鏡（KEYENCE製)
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船舶の操縦運動制御系の設計

・船舶設計および船舶運行とその安全性

操縦性指数、制御、設計、船舶、ゲイン

・操縦性指数を用いた船舶操縦制御系の設計 
・非干渉制御を用いた離着桟システムの開発 
・MATLAB/Simulinkを用いた潜水艇の運動モデル構築と水槽実験

・船舶設計、流体貨物の挙動

・特になし

岩本 才次　　 Iwamoto  Seiji
(0995)42-9101
iwamoto＠kagoshima-ct.ac.jp

(0995)42-9101

制御工学，船舶工学，漁船設計、日本海事史
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水素吸蔵合金を用いた簡易水道水冷却装置の開発

水素吸蔵合金、熱交換器、冷却器

・　熱交換器の変流量特性に関する研究 
・　急収縮流れ場における流動特性 
・　60℃以下の温水を熱源とした低温水吸収冷凍機の開発

・伝熱工学　・流体工学

・温度分布測定装置　・速度分布測定装置
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“風レンズ風車”の実働ひずみ計測　および スロッシング現象・ 
In-line流力弾性振動による破損防止技術開発

小型風車の実働ひずみ計測および機械振動，槽内流体の制振制御技術に関することに対応します．

回転機械の振動，小型風車の荷重推定，スロッシング，流力弾性振動

・“風レンズ風車”の実働ひずみ計測 
・スロッシング現象の実験的，解析的研究 
・衝突を伴うIn-line流力弾性振動現象の実験的研究

機械振動学，材料強度学，小型風車の荷重推定，スロッシング実験
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超微細気泡を用いた各種環境機器の開発

流体工学、微細気泡流、マイクロバブル

・微細気泡流の流動特性 
・サイクロン分離器に関する研究

・流体工学　・混相流

・微細気泡発生装置、回流水槽、小型風洞
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可視化情報システムを用いた流れの可視化 
(２円管から流出する脈動噴流)

流れの可視化、速度分布計測、 
流れの構造の把握

流体工学、噴流、流体計測、ウェーブレット解析、ＰＩＶ解析

・２円管から流出する脈動噴流　　・往復振動流による噴流の拡散促進 
・５角形ダクトから流出する噴流

・流れの可視化、流体計測、ウェーブレット解析、ＰＩＶ解析

・可視化情報システム（高解像度カメラ、高速度カメラ、ＹＡＧレーザー、Ar - ionレーザー、 
ＰＩＶ解析ソフト）・熱線流速計　・レーザードップラー流速計　・風洞　・トレーサ発生装置
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ＦＥＭを用いた構造解析 
競技用ソーラーカー・弦楽器

構造解析を行って設計[CAE] 
実験計画法を用いて少ない実験数で決定する[タグチメソッド]

ＣＡＥ　ＦＥＭ解析 韓国文化

・ＦＥＭを用いた構造解析・振動解析 
・タグチメソッドの設計問題への応用

構造解析，研削加工，韓国との交流（釡山情報大学との10年以上の学生交流から）

Solid Works，ANSYS，ラップ盤
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品質工学会、日本工学教育協会、高専学会、韓国工学教育学会、実験力学会
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高速度加工機を用いた塑性加工技術の開発

塑性加工、高エネルギー速度加工

・衝撃波を利用した深絞り加工の基礎研究 
  
 

・塑性加工関係

・回転式粘度計
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切削バリの抑制および除去技術の開発

・バリの抑制により製品加工工程及び納期の短縮化およびコストダウン 
・バリ抑制工具・バリ取り工具の自社開発 
・製品の高品位化（切削抵抗や仕上げ面粗さの評価）

切削加工、バリ、加工変質層、高品位加工

・バリ取り工具の開発 
・難削材の加工面品位に関する研究 
・樹木等細断ロボットの開発

・機械加工、機構学、安全学

マイクロビッカース硬度計、キスラー動力計、マシニングセンタ、NC旋盤、ワイヤ放電加工機、炭酸ガスレーザ
加工機、CNC円筒研削盤、2000kN引張試験機、1000kN曲げ試験機

レーザ顕微鏡、表面粗さ測定機、三次元測定機、実体顕微鏡、
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自然対流の伝熱促進技術

・自然対流を利用した伝熱面の高性能化とコンパクト化 
・省エネルギーおよび省資源

熱伝達、自然対流、伝熱促進、熱交換器

・自然対流の伝熱促進に関する研究 
・強制－自然共存対流の流動と伝熱に関する研究

・熱工学に関する分野

・サーモカメラ、データアクイジッションユニット（温度計測装置）
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メカトロニクス機器の高速位置決め制御

モデリング，制御系設計

・メカトロニクス機器の位置決め制御

・メカトロニクス機器のモデリング・解析・制御系設計

・PC

機械工学科
渡辺　創　　Watanabe So
(0995)42-9109
swatanab@kagoshima-ct.ac.jp
計測自動制御学会，日本機械学会，電気学会

助教

制御工学，メカトロニクス
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ソフトウエア無線技術

・無線機器のコストダウン 
・ソフトウエア無線技術(研究内容)を無線機器(公共業務無線機・データ通信等)へ適用可能

マルチモード/マルチバンド無線機，広帯域受信機/送信機

・ダイレクトコンバージョン受信機のイメージ信号抑圧特性の基礎研究 
・広帯域フィルタ回路の素子感度に関する研究

・無線通信機器，高周波回路，デジタル信号処理

・標準信号発生器，スペクトラムアナライザ，オシロスコープ
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基板表面近傍における原子挙動に関する研究

・実験では得にくいデータをシミュレーションにより解析

結晶成長シミュレーション

・表面拡散制御に関する分子動力学シミュレーション 
・固体表面近傍における粒子挙動に関する研究

・結晶成長シミュレーション，ソフト開発

・特になし．
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絶縁耐圧試験用電源の開発

共同研究、耐圧試験

高電圧試験、パルス電源、MOSFET

インバータサージ電圧下における絶縁巻線の挙動解析

高電圧工学、電気絶縁

デジタルオシロスコープ、電子負荷装置
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薄膜及びセラミックスの作製

■真空蒸着、薄膜、セラミックス、金属酸化物、PTCサーミスタ

■In2O3薄膜の作製 
■ZnO薄膜の作製 
■BaTiO3セラミックスの作製

■電子材料

■高真空蒸着装置（１台）　　■小型電気炉（２台）
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燃料電池とスイッチングコンバータによる発電特性の研究

燃料電池，高効率電源，スイッチングコンバータ，インバータ，

高効率スイッチングコンバータの基礎研究 
燃料電池とスイッチングコンバータによる発電特性の研究 
太陽電池劣化診断システムの基礎研究

スイッチングコンバータ，燃料電池，インバータ，計測制御，磁気計測

スイッチングコンバータ，小容量固体高分子形燃料電池，FPGAボード，電子負荷装置

電気電子工学科
楠原　良人　　Kusuhara Yoshito
(0995)42-9072
y-kusuha@kagoshima-ct.ac.jp
電気学会

教授

(0995)42-9072
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ACサーボドライブシステムの設計

　・ACドライブシステムの性能評価

インバータ，ACサーボモータ，ベクトル制御，センサレス制御

・永久磁石同期モータの位置センサレス制御 
・誘導モータの速度センサレス制御 
・３レベルインバータによる高調波抑制

・PWMインバータの変調法の検討，ACサーボモータの制御系設計，３レベルインバータの設計， 
センサレス制御

・三相インバータ，誘導モータ，モータ駆動用DSP制御装置

- 34 -

職　名 ：准教授
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誘電泳動等を利用した細胞操作用バイオＭＥＭＳ

　細胞のみならず、溶液中の微粒子、コロイドの流動制御への応用が可能 
　種類の異なる微粒子の選別、微小部分への振り分けを低コストで実現可能

誘電泳動、細胞操作、微小流体素子（マイクロフルイディックデバイス）、流動制御　

 ・バイオMEMS（Micro electro-mechanical system）の開発 
 ・液中での物質表面、生体表面の分子レベルでの状態観察

・電気電子材料・電子物性等、生物・生体電子工学（バイオエレクトロニクス）

・マスクレス縮小投影露光装置（自作） 
・倒立型微分干渉顕微鏡
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半導体工学・集積回路製造技術の教育

 　半導体工学、フォトリソグラフィの導入教育に協力できます。

半導体、集積回路、フォトリソグラフィ、真空蒸着、ウェットエッチング、熱拡散

 ・簡易設備による集積回路製造プロセス教育の実現 
 ・パソコン用プロジェクターを用いたマスクレス縮小投影露光装置の開発

 ・半導体工学、微細加工技術、電気電子材料・電子物性等

・マスクレス縮小投影露光装置（自作） 
・真空蒸着装置
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誰にでもできる電子工作・創造教育用の教材開発

・組込システム、電子回路の実践的導入教育においてお役に立てます

電子工作、タッチセンサー、組込マイコン、ものづくり教育

・エレクトロニクス、半導体への興味を広げる導入教育 
・組込マイコンを核としたものづくりによるハード＆ソフトフェア教育のありかた

・組込システムの導入教育 
・各種センサの使い方と計測用アナログ電子回路

・PICマイコン書き込み装置
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生体特有の性質を考慮した計測システムの構築

生体計測

・眼電図による瞬目情報と眼球運動の検出 
・大脳皮質視覚野における情報処理メカニズムの研究 
 

・生体計測に関する分野，脳研究
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予防保全技術『油中部分放電検出に関する研究』

電力機器における絶縁破壊事故の未然防止および余寿命判定 
電力機器の保守の効率化

絶縁診断、変圧器、部分放電、音波、絶縁材料

・電力用変圧器における部分放電検出感度および位置標定精度向上 
・電力用変圧器のカーボンニュートラルな絶縁に関する検討 
・電気機器の高調波に対する耐性の検討

・絶縁破壊試験、絶縁特性測定、絶縁診断、電力品質管理

・高電圧パルスパワー発生装置、絶縁破壊試験装置、高電圧プローブ、電荷量校正器、電源環境試験装置
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遺伝的プログラミングを用いた画像抽出フィルタ設計技術

・特定の対象を抽出する画像フィルタの設計

遺伝的プログラミング，画像抽出フィルタ

・遺伝的プログラミングによる組合せ最適化問題の研究 
・螺旋交叉を用いた遺伝的プログラミングの研究

・Java言語プログラミング，画像処理，遺伝的アルゴリズム
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永久磁石モータ・新エネルギーシステム制御 

・高電圧化，平滑用L，Cミニマム化によるインバータ，モータの小型軽量化 
・次世代パワー素子応用によるインバータの小型，高効率化 
・シミュレーション技術活用によるモータ制御，新エネルギーシステムの開発期間短縮 
・ファン、ポンプ，コンプレッサなどの可変速化による省エネルギー運転

      インバータ，SiCパワー素子，PWM制御，永久磁石モータ，速度制御， 
      新エネルギー応用，燃料電池，電気二重層キャパシタ

・インバータ駆動交流モータの速度制御 
・新エネルギーシステムへのパワｰエレクトロニクス技術適用 
・EV/HEV/FCEV駆動システム

・パワーエレクトロニクス（インバータ，交流モータ制御） 
・新エネルギー応用（太陽電池，風力発電，燃料電池，電気二重層キャパシタ）

・各種モータ　・PWMインバータ　・電気二重層キャパシタ　・太陽電池 
・制御用DSPプログラム開発装置　・制御系設計/電気回路シミュレーションソフト（MATLAB，PSIM)
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職　名 ：嘱託教授
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金属塑性加工プロセスの最適化設計に関する研究

・製品品質を高めると同時に生産コストを下げるネットシェイプ型鍛造部品の製造

鍛造加工、塑性流れ制御、締結加工技術

・金属塑性加工プロセスの最適化設計に関する研究　　　　　　　　　　　　　　　　 
・締結技術に関する研究

　企業におけるニーズ・課題を分析して新しい研究テーマを設定して基礎研究を中心に応用まで共同して研究を
推進したいと思っています．塑性加工、鍛造加工など是非，ご相談ください．

・３００ｔ圧縮試験装置
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環境磁気雑音の特性把握と低減技術に関する研究

環境磁気雑音の測定と環境改善アドバイス（低減方法），微弱磁気測定器具の設置選定 
シラス台地崩壊測定や地震・火山測定，簡単な有限要素法による電磁界解析

開口・多層型磁気シールド，電車，火山活動，電化住宅の漏洩磁場，磁気雑音

・　開口・多層型磁気シールドルームの最適設計手法に関する研究 
・　電化住宅の漏洩磁場に関する検討に関する研究 
・　火山・地震現象，電車の送・帰電流や磁性体の移動に起因する磁気雑音に関する研究

環境磁気雑音の測定や低減方法，火山・地震現象の把握，開口・多層型磁気シールドの最適設計など相談に応じ
ることができます．

電磁界測定器（W＆G社製EFA-3型），磁力計（Applied Physics Systems社製:APS520A），磁気シールドルーム 
磁場発生装置一式（信号発信機（NF社製　WF1946），精密電力増幅器（NF社製　4502））
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画像計測技術による小径エンドミルの挙動監視と 
インプロセス制御システム

  小径回転工具の微小挙動を高速回転中にインプロセスに測定ができる。微小挙動は同一撮影角度
θの測定を繰り返し、その度数分布から平均値を求める方法で、サブミクロンのオーダーの精度を
維持できる。また、エンドミル破損防止のシステムが構築できる。

CCD画像，高速切削，小径エンドミル，監視，インプロセス制御，工具摩耗

・CCD画像による高速小径エンドミルの工具挙動の監視と制御 
・工作機械構造の熱変形に対するインプロセス制御

・数値制御，機械加工

・牧野フライス製ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ（Ｖ３３），CCD画像撮影システム
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職　名 ：特任教授
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ファジィ・ニューラルネットワークによる制御ルールの開発

ファジィ，ニューラルネットワーク，遺伝的アルゴリズム

・遺伝的アルゴリズムを用いたエージェントシステムの構築 
・学習アルゴリズムを用いたファジィ推論ルールの構築

・ソフトコンピューティングに関する分野

・パーソナルコンピュータ　，Ｃ＋＋ソフト言語
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ＣＡＥを用いた製品設計

  
・３Ｄ-CADデータの作成　　・製品開発の高能率・低コスト化 
・３Ｄ-CADデータからCAMデータへの変換

ＣＡＥ、応力解析

・ＣＡＥによる製品設計に関する研究 
・エンドミル加工における加工誤差の推定

・材料強度学　・材料力学　・機械加工

・CAD/CAEシステム
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薄膜EL素子用発光層に関する研究

無機EL、ディスプレイデバイス、スパッタ法

・次世代フラットパネルディスプレイに関する研究 
・透明導電膜に関する研究

・薄膜生成に関する分野 
・電子材料に関する分野

・特になし
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能動騒音制御を用いた騒音低減化技術

・騒音低減化技術

音声、画像、デジタル信号処理、能動騒音制御、逆問題

・能動騒音制御技術を用いた騒音低減制御 
・能動騒音制御技術を用いた騒音低減ヘッドフォンの試作 
・劣化画像の復元技術

・画像処理に関する技術、能動騒音制御に関する技術、信号処理一般

・画像入力装置、音声処理用DSPボード、デジタル信号処理ソフト（MATLAB）
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画像から得られる情報群を用いた人物状況認識

・社員の出席管理や集中度の監視など

画像認識

・非拘束状態下における人物同定手法

・画像認識に関するシステム構築や画像処理ライブラリの利用方法

・画像認識用USBカメラ

- 49 -―��― ―��―



振動特性に関する研究

・振動モードの測定結果は、剛性を高める、あるいは 
 共振周波数を高めるための検討材料になる

振動計、FFT、振動解析

・リモートセンシングに関する研究 
・NIRSデータの解析に関する研究 
・振動解析に関する研究

・振動解析・信号処理

・振動測定装置（レーザードップラー振動系、加振装置、ＦＦＴ)など
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表計算ソフトを用いた電動機駆動制御シミュレーション

・表計算ソフトの活用法

表計算ソフト、シミュレーション

・表計算ソフトの活用法 
・PLC制御

・電気一般

・パソコン、シミュレーションソフト（PSIM,Matlab）、PLC実習装置

- 51 -―�0― ―��―



工作機械の加工状態監視技術と制御

・加工状態の最適化による、ＮＣ工作機械での機械加工における高効率化 
・加工状況の遠隔地での監視・管理　　・加工コストの削減　など

加工監視、適応制御、ＮＣ加工、知能化工作機械

・マシニングセンタにおける監視技術とそのインプロセス制御 
・CCDカメラを用いたエンドミル加工の監視技術

・工作機械の監視・制御

・マシニングセンタ　・ＦＦＴアナライザ（地域共同テクノセンター） 
・ＰＬＣユニット　・A/Dデータ収集装置　・表面粗さ測定器　など
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ネットワークの利便性向上を助ける技術

・ネットワーク管理者にとってのアクセスコントロールリスト最適化による負担軽減 
・ネットワーク利用者にとっての既接続コネクションの継続利用による利便性向上

計算機ネットワーク, TCP/IP, DHCP, wDHCP,（情報源符号化, 論理演算三角法）

・既知の優先順位に基づいたアドレス割当制御を実現するDHCP拡張の提案 
・論理演算三角法とそのデータ圧縮への応用に関する研究

・ネットワークの構築・運用, プロトコルの提案・検証・実証実験 
・FPGAによる符号器・復号器の実装

・一般的なＰＣ
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手書き文字のパターン認識

・線図形に変換できる物体の機械的な判別システムと応用

・パターン認識、数値計算アルゴリズム

・オンライン及びオフライン手書き文字のパターン認識に関する研究 
・数値計算手法の研究

・線で構成された図形の機械的な判別手法とその応用 
・数値計算アルゴリズム

・パソコン、ＷＥＢカメラ
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画像処理（画像圧縮・電子透かし・画像転送・画像計測）

・画像処理，画像計測全般 （目視製品検査の自動化など）

・日立高速画像処理ボード，工業用CCDカメラ，カラーモニタ，ネットワークカメラ
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演奏ロボットの開発

・家庭・教育現場用演奏ロボットキットの販売 
・演奏ロボットを用いたイベント各種

・ロボット、演奏ロボット、音楽

・演奏ロボットの開発 
・音声や音楽等に取り込まれた不要な雑音の除去及び振動計測

・各種演奏ロボットの開発 
・不要な雑音除去及び振動計測

・音響信号処理（雑音除去等）全般のアルゴリズム 
・振動センサ
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　　　　　画像処理（パターン認識，位置・形状計測）　　　　
　　　組込システム（マイコン制御，ディジタル回路設計）
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遠隔コミュニケーション支援のためのヒューマンインタラクショ
ン解析

・コミュニケーション支援システム開発のためのインタラクション解析に関する共同研究

Human Interaction, Nonverbal Communication, Virtual Communication,  
Embodied Communication, Face-to-Face Communication

・ヒューマンインタラクション解析に関する研究

・Human Interface (Human Interaction)
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職　名 ：准教授

遠隔コミュニケーション支援のための
ヒューマンインタラクション解析
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オブジェクト共有空間を用いた分散並列処理システム

Java言語、インターネット、分散並列処理

・オブジェクト共有空間を用いた分散並列処理に関する研究 
・家庭用ゲーム機入力デバイスの応用に関する研究

・Javaによるネットワークプログラミング、Webアプリケーション開発等

・
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気象データと居住環境に関すること

気象データ、建築環境工学、断熱、遮熱

・簡易型気象観測システムの開発と応用 
・太陽電池利用シミュレーションツールの開発 
・遮熱技術を導入した壁体の熱的性能、省エネ性に関する計算

・気象データ利用、環境測定、断熱・遮熱技術

・
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気象データと居住環境に関する研究
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生体磁気刺激に関する研究

・新しい刺激装置の提案 
・モデルによるシミュレーション、測定

磁気刺激、神経刺激、渦電流、誘導電界

・生体磁気刺激の局在性向上に関する研究 
・生体磁気刺激における刺激電流制御に関する研究

・生体磁気に関する分野

・電力増幅器、信号発生器（任意波形発生可能）、差動増幅器、インキュベータ、簡易脳波計
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遺伝的アルゴリズムを用いた最適化問題への応用

・最適化問題への応用

遺伝アルゴリズム，GA，最適化問題

・遺伝的アルゴリズム 
・Web利用アプリケーション

・SOHO関連のネットワーク構築，ソフトウェア教育

・特になし
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ニューラルネットワークを用いた連想記憶の研究

・数学、物性からの理論支援

ニューロン、積結合、ニューラルネットワーク、連想記憶

・脳波、脈波などの波形の解析 
・ATM交換機、WDM-LANの研究、IPv6などを用いた次世代ネットワークの研究 
・ニューラルネットワークを用いた連想記憶の研究

・量子力学、カオス解析、アトラクタ、ウェーブレット解析、次世代インターネット、 
　ニューラルネットワーク、連想記憶

・脈波計、パーソナルコンピュータ
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波形解析に関する研究

・数学、物性からの理論支援

波形解析、FFT解析、カオス解析、アトラクタ、ウェーブレット解析

・脳波、脈波などの波形の解析 
・ATM交換機、WDM-LANの研究、IPv6などを用いた次世代ネットワークの研究 
・ニューラルネットワークを用いた連想記憶の研究

・量子力学、カオス解析、アトラクタ、ウェーブレット解析、次世代インターネット、　 
　ニューラルネットワーク、連想記憶

・脈波計、パーソナルコンピュータ
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火山性骨材のコンクリートへの有効利用

無尽蔵なシラス，軽石，土石流土砂，溶岩等の火山性骨材を建築・土木用コンクリート骨材として
有効利用できる。

流下土砂，土石流，アルカリシリカ反応，シラス，ポゾラン効果，塩害

・流下土砂を用いたコンクリートのアルカリシリカ反応抑制に関する検討 
・海砂に含まれる軽石のコンクリートに及ぼす影響

・コンクリート用骨材，コンクリートの施工　　・硬化コンクリートに関する分野

・万能試験機（200KN，1000KN），データロガ（ひずみ・変位測定） 
・アルカリシリカ反応試験装置一式，各種養生槽
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高度リサイクルによる早期樹林化技術

・建設廃棄物等の有機系廃棄物を植生の成育基盤材として高度リサイクル可能

好熱菌，有機系廃棄物，植生，成育基盤材，炭酸ガス固定

・早期樹林化技術の開発と炭酸ガスの固定，しらす地盤の液状化強度特性，流出火山成土
の土質力学的強度特性 

・しらす及び火山成土の地盤の土質力学的性質に関する分野，植生の早期樹林化技術に関する分野

・三軸試験装置，一軸試験装置，突固め試験装置，透水試験装置等
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複素応力関数を用いた二重連結領域の力学解析

複素応力関数，二重連結領域，弾性学

・等方性および異方性の弾性学 
・可視域および近赤外域衛星データの活用方法

・連続体の力学，衛星データの活用方法

・データロガー，リモートセンシング画像解析装置
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立体格子状回転円板法による排水処理と設計法

・環境に優しい排水処理法の開発

環境工学、下排水処理、水質工学、浄水工学、水質管理

・おいしくて健康に良い水に関する研究　　・セラミック水を用いた農業・生活用水に 
関する研究　　・微生物の特性を活用した交互流回転円板法による廃水処理法　 
・物理的特性を活用した立体格子状回転板法による廃水処理法

・環境工学、衛生工学、水質工学

・ガスクロマトグラフ質量分析装置
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農業用セラミック活水器

・おいしくて健康によい水の開発

環境工学、下排水処理、水質工学、浄水工学、水質管理

・おいしくて健康に良い水に関する研究　　・セラミック水を用いた農業・生活用水に 
関する研究　　・微生物の特性を活用した交互流回転円板法による廃水処理法　　 
・物理的特性を活用した立体格子状回転板法による廃水処理法

・環境工学、衛生工学、水質工学

・ガスクロマトグラフ質量分析装置
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ソフトロンキュ－ブを用いた 下廃水処理

・環境に優しい排水処理法の開発

環境工学、下排水処理、水質工学、浄水工学、水質管理

・おいしくて健康に良い水に関する研究　　・セラミック水を用いた農業・生活用水に 
関する研究　　・微生物の特性を活用した交互流回転円板法による廃水処理法 
・物理的特性を活用した立体格子状回転板法による廃水処理法

・環境工学、衛生工学、水質工学

・ガスクロマトグラフ質量分析装置
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廃棄物焼却残渣の土木資材としての有効利用

・有害な焼却残渣が安価に無害な固化体を製造できる

廃棄物焼却残渣、コンクリート二次製品

・しらすの有効利用、地盤材料、コンクリート資材など 
・廃棄物の無害化

・廃棄物処理　・環境負荷低減を目指した土木資材の開発

・X線分析装置　・ボールミル
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有機性廃棄物(焼酎粕）の高度資源化技術の開発(その1)

本県は畜産業、焼酎製造業が盛んなことから、大量の有機性産業廃棄物が発生しており、これらの
廃棄物から生じる様々な問題を解決するための技術開発を行っております。研究設備も充実してお
りますので、是非企業の研究室としてお使い下さい。

焼酎粕、エコポット、リサイクル、土壌還元、有効利用、ものづくり、下廃水処理

当研究室では、限られた資源を効率的に、しかも可能な限り再利用する循環型社会システムの構築を目指して、
水環境の保全・修復、ならびに都市・産業廃棄物の有効利用に関する方法・技術について研究しています。

都市環境デザイン工学科
山内　正仁　Yamauchi Masahito
(0995)42-9124
yamauti＠kagoshima-ct.ac.jp
土木学会、廃棄物学会、土壌肥料学会、日本環境工学教授協会

教授

(0995)42-9124

廃棄物工学、環境工学、土壌水質工学、土壌肥料学
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有機性廃棄物(焼酎蒸留粕）の高度資源化技術の開発　（その２）

本県は畜産業、焼酎製造業が盛んなことから、大量の有機性産業廃棄物が発生しており、これらの
廃棄物から生じる様々な問題を解決するための技術開発を行っております。研究設備も充実してお
りますので、是非企業の研究室としてお使い下さい。

焼酎粕、高付加価値キノコ、リサイクル、有効利用、高付加価値飼料、緑化基盤材、デンプン粕

当研究室では、限られた資源を効率的に、しかも可能な限り再利用する循環型社会システムの構築を目指して、
水環境の保全・修復、ならびに都市・産業廃棄物の有効利用に関する方法・技術について研究しています。

都市環境デザイン工学科
山内　正仁　　Yamauchi Masahito
(0995)42-9124
yamauti＠kagoshima-ct.ac.jp
土木学会、廃棄物学会、土壌肥料学会、日本環境工学教授協会

教授

(0995)42-9124

廃棄物工学、環境工学、土壌水質工学、土壌肥料学
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嫌気性微生物を利用した各種廃水からの 
エネルギー回収技術の開発

・各種廃水からのエネルギー回収技術の開発 
・水質分析など

水環境工学、環境微生物、下排水処理

・有機性廃水のメタン発酵 
・酸性廃水を対象とした嫌気性処理供給アルカリ度削減に関する研究 
・高温メタン発酵処理　　・有用微生物の探索と分離

・環境水質工学　・嫌気性処理、メタン発酵処理

・TCDガスクロマトグラフ　・FIDガスクロマトグラフ
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技術室職員の専門技術分野と研究

・専門技術に関する技術相談 
・各種公開講座

機械加工，溶接，金属材料実験，シーケンス制御，マイコン制御，ロボット制御，三次元測定，電
気計測，信号解析，コンクリート，土質，測量

・　ロボットに関する研究　　　　　・　焼酎蒸留粕の再利用に関する研究 
・　工作機械の熱変位に関する開発　・　異種材の共削り加工関する研究 
・　桜島火山灰の養浜土砂としての利用価値を検証する研究

　機械加工技術，機械測定技術，制御技術（シーケンス制御・マイコン制御），電気計測技術，プログラミン
グ，コンクリートの各種試験，土木材料の各種試験，測量

CＮＣ工作機械（レーザ加工機・マシニングセンタ・ワイヤカット・旋盤・研削盤），溶接機，三次元測定機，
ロボット，　ＰＬＣ，電気計測装置，信号解析装置，非破壊試験装置，万能試験機，光波測距儀
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施工費用軽減に貢献できる 3DCADデータの導入

・2DCADデーアを3DCADデータで作製することにより、 
　施工期間の短縮が可能であり、人件費等の施工費用の軽減に貢献できる。 
・部材同士の干渉の有無も簡単に検討可能である。

合成桁、構造物設計、3DCADC、ivil3D、AutoCAD

■3Dモデリングによる施工費用の軽減について 
■3Dモデリングを利用した効果的なプレゼン方法について 
■Civil3Dを用いた意匠設計の教材開発とe-learningの開発

2次元図面の3DCADデータ化  3次元データによるプレゼンテーション

AutoCAD3D 2008 　AutoCAD Civil3D 　AutoCAD Map3D
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　機械加工における高品位な加工面を得るための加工法の検討

・機械加工の高品位化

ワイヤ放電加工，旋盤，マシニングセンタ，加工硬化層，バリ，共削り，穴開け

機械加工，ワイヤ放電加工，精密測定

旋盤，ワイヤ放電加工機，マシニングセンタ，投影機，レーザ顕微鏡 
マイクロビッカース硬さ測定機
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　工作機械の熱変位補正制御に関する研究

・専門技術に関する技術相談

CNC制御，温度測定，変位測定，三次元測定

・　工作機械の熱変位に関する開発　 
・　CCDカメラを用いた切削抵抗一定制御に関する研究

　計測技術，オープンCNC制御システム（ハードウェア・ソフトウェア：C言語による制御プログラム）

　CＮＣ工作機械，三次元測定機，CNC制御実験装置
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