
阿南工業高等専門学校
●連絡先：阿南工業高等専門学校総務課企画情報係
〒774-0017 徳島県阿南市見能林町青木265

TEL（0884）23-7215 FAX（0884）22-5424
E-mail：kikaku@anan-nct.ac.jp

技術相談や共同研究・受託研究の実績・取組

■公開講座
①技術者のための3次元CAD/CAM/CAE実践講座（徳島県リカレント講座） ②ザリガニロボットを作って遊ぼう（阿南高専公開講座）

■共同研究
①ベローズ成形型の応力解析（大隆精機）， ②電子部品構造物の放熱特性解析に関する研究（高槻電気）
③高速塑性流動成形における超平面鏡技術の開発（NEDOイノベーション実用化ベンチャー支援事業，高橋金属）

阿南工業高等専門学校 提供可能技術情報（教員）

氏名： 西野 精一所属： 機械コース 専門分野： 機械工学

地域・企業に提供できる研究・技術内容

①材料強度評価
材料の引張試験や疲労試験による特性評価
と電子顕微鏡(EDX,EBSD)，XRDによる分析評価

②構造解析，流体解析
3DCADによるモデリングと応力解析，熱伝
導解析，固有値解析，流体解析

③ザリガニロボット作製と競技
親子ではんだ付けして自由に操作できる
ロボットを作製とゲームの指導
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技術相談や共同研究・受託研究の実績・取組

■共同研究・受託研究
①プラスティック歯車代替用磁気利用非接触小型歯車の開発 （科学技術振興機構ASTEPフィージビリティスタディ）
②板磁石利用による減速機能を有する環境に優しい動力伝達機構の研究開発 （科学技術振興機構ASTEPフィージビリティスタディ）
■技術相談
〇非接触搬送装置

阿南工業高等専門学校 提供可能技術情報（教員）

氏名：原野 智哉所属：機械コース 専門分野：機械要素・設計・電気機器

地域・企業に提供できる研究・技術内容

〇磁気を利用した動力伝達非接触化（オイルレス化・メンテナンスフリー化技術）
①磁気リニア（減速比３） ②磁気歯車（減速比３） ③月面資源掘削用２重反転ドリル



阿南工業高等専門学校
●連絡先：阿南工業高等専門学校総務課企画情報係
〒774-0017 徳島県阿南市見能林町青木265

TEL（0884）23-7215 FAX（0884）22-5424
E-mail：kikaku@anan-nct.ac.jp

技術相談や共同研究・受託研究の実績・取組

■公開講座
①マイコン利用講習会（勝浦テクノクラブ） ②LED関連技術者養成講座（阿南高専公開講座）

■共同研究
①配管清掃用ピグの開発（特許第5943233，大阪サニタリー）， ②簡易型MMSレーザースキャナの開発（津乃峰測量設計）
③LED搭載球体ロボットL-poの開発（大隆精機）

阿南工業高等専門学校 提供可能技術情報（教員）

氏名： 川畑成之所属： 機械コース 専門分野： 機械工学

地域・企業に提供できる研究・技術内容

①振動解析，特性評価，構造最適化

数値シミュレーションによる振動解析，加速度
や変位計測センサを用いた動的特性評価

②メカトロニクス技術
障害物検知，AI技術を応用した画像認識を

用いたドローン制御

③先進材料応用研究

グラフェン，超磁歪素子など先進素材を用
いたセンサ・アクチュエータの開発
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技術相談や共同研究・受託研究の実績・取組

■共同研究
LEDサインボードに関する技術開発
LED照明装置の基礎研究

■受託研究
防虫効果を備えたLED照明装置の開発
光熱分光法を用いたGaNやSiCの半導体材料に対する熱物性評価

阿南工業高等専門学校 提供可能技術情報（教員）

氏名： 釜野 勝所属： 電気コース 専門分野： LED応用事例，半導体光物性，網膜電位信号

地域・企業に提供できる研究・技術内容
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■LED応用技術に関する研究

LED配置によるシミュレーション結果

害虫のERG信号測定

■半導体物性評価に関する研究

光学的半導体熱物性評価システム

LEDに関する様々な応用技術を検討
しながら，取り組んでいます。

（例１）LED筐体に精密加工を施すこと
で，LED配置や視覚効果を評価して
います。

（例２）防虫効果を有するLED照明の
開発を行っています。対象とする
生物がどのような光を感知している
のかを調べるため，網膜電位
（ERG）信号を測定できるシステムを
構築しています。

半導体に代表されるGaAs，Si，GaN，SiCなどの光熱物性（特に不純物準位）を

直接評価できる手法，フォトルミネッセンス測定，ラマン散乱測定などが可能
なシステムを構築しています。
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技術相談や共同研究・受託研究の実績・取組

◆研究・学会活動（学会発表、委員会活動、外部資金など）
①コンクリートへの廃棄資源・新素材の有効利用 ②コンクリート構造物のメンテナンス

◆地域貢献（各種科学イベント、蒼阿祭、高野連体力技術向上研修会など）
①測量（スポーツ、施設などの距離や角度の測定） ②工作・ゲーム指導（セメント工作、サンド工作、あかり工作、建設機械ゲームなど）

阿南工業高等専門学校 提供可能技術情報（教員）

氏名：堀井 克章所属：建設コース 専門分野：コンクリート工学

地域・企業に提供できる研究・技術内容

永久型枠 竹筋

廃棄資源
コンクリート 砕砂

埋込み

永久型枠

竹筋

廃棄資源コンクリート

①地産地消コンクリート
石炭灰、コンクリートガラ、竹などで、竹筋
廃棄資源コンクリートなどを製造します。

②工作教室
セメント、カラーサンド、竹・和紙・ＬＥＤ
などで、工作をしたり、門松もつくれます。

③計測・性能調査

◆測量機器
トータルステーションなどの測量機器で、距離、
高さ、角度などを正確に計測します。スポーツ施
設の点検、ボール投げの距離測定などができます。

◆コンクリート試験機器
ミキサ、載荷試験機、ひずみ測定器、赤外線画像
温度計、超音波測定器、電磁波レーダ、鉄筋探査
機、テストハンマーなどで、様々なコンクリート
の製造や性能調査をします。


Sheet1

		記号 キゴウ		永久型枠
の有無 エイキュウカタワクウム		補強材
種類 ホキョウザイシュルイ		試験時の
供試体の状態 シケンジキョウシタイジョウタイ		はり高さ
（㎜） タカ		ひび割れ本数 ワホンスウ				初期ひび割れ
発生荷重(N) ショキワハッセイカジュウ				最大耐力(N) サイダイタイリョク								破壊荷重
Ｐｕ ハカイカジュウ

												曲げ マ		せん断 ダン		測定 ソクテイ		平均 ヘイキン		測定 ソクテイ		平均 ヘイキン				D70		3673

		W70		無 ム		無筋 ムキン		湿潤 シツジュン		70		1		-		8722		8722		8722		8722				D55		2268

												1		-		8722				8722						W70		3847

		W55						湿潤 シツジュン		55		1		-		6125		5831		6125		5831				W55		2375

												1		-		5537				5537

		BW70		無 ム		竹筋砂無 タケキンスナナ		湿潤 シツジュン		70		1		-		8820		8649		8820		8649

												1		-		8477				8477

		BW55						湿潤 シツジュン		55		1		-		4753		5243		4753		5243								570		9.8				905		9.8

												1		-		5733				5733										525		9.8				810		9.8

		BSW70		無 ム		竹筋砂有 タケキンスナユウ		湿潤 シツジュン		70		2		-		6370		7987		14406		15876								980		9.8				980		9.8

												4		-		9604				17346										850		9.8				850		9.8

		BSW55						湿潤 シツジュン		55		4		-		5194		4876		11564		12789								890		9.8				890		9.8

												4		-		4557				14014										890		9.8				890		9.8

		FW70		有 ユウ		無筋 ムキン		湿潤 シツジュン		70		1		-		9604		8967		9604		8967								625		9.8				625		9.8

												1		-		8330				8330										565		9.8				565		9.8

		FD70						乾燥 カンソウ		70		1		-		5586		5366		8869		8404								830		9.8				830		9.8

												1		-		5145				7938										895		9.8				970		9.8

		FBW70		有 ユウ		竹筋砂無 タケキンスナナ		湿潤 シツジュン		70		1		-		8771		8747		9408		9065								895		9.8				960		9.8

												1		-		8722				8722										890		9.8				890		9.8

		FBD70						乾燥 カンソウ		70		1		-		8134		8453		8134		8820								900		9.8				900		9.8

												1		-		8771				9506										865		9.8				865		9.8

		FBSW70		有 ユウ		竹筋砂有 タケキンスナユウ		湿潤 シツジュン		70		3		-		9065		8453		15974		17812								485		9.8				485		9.8

												4		-		7840				19649										585		9.8				585		9.8

		FBSD70						乾燥 カンソウ		70		3		-		11074		9359		16464		16464								1130		9.8				1680		9.8

												3		-		7644				16464										780		9.8				1680		9.8

		※語）　Ｆ：永久型枠，Ｂ：竹筋使用，Ｓ：竹筋砂付使用，Ｗ：湿潤養生，
Ｄ：乾燥養生，70：はり長さ70㎜，55：はり長さ55㎜　を表す。 ゴエイキュウカタワクタケキンシヨウタケキンスナツシヨウシツジュンヨウジョウカンソウヨウジョウナガナガアラワ																												925		9.8				1630		9.8

																														800		9.8				2005		9.8

																														650		9.8				1470		9.8

																														980		9.8				1770		9.8

																														530		9.8				1180		9.8

																														465		9.8				1430		9.8
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			記号 キゴウ			永久型枠
の有無 エイキュウカタワクウム			補強材
種類 ホキョウザイシュルイ			試験時の
供試体の状態 シケンジキョウシタイジョウタイ			はり高さ
（㎜） タカ			ひび割れ本数 ワホンスウ						初期ひび割れ
発生荷重(N) ショキワハッセイカジュウ						最大耐力(N) サイダイタイリョク						最大耐力(N)
理論値 サイダイタイリョクリロンチ						破壊荷重
Ｐｕ ハカイカジュウ


																		曲げ マ			せん断 ダン			測定 ソクテイ			平均 ヘイキン			測定 ソクテイ			平均 ヘイキン			測定 ソクテイ			D70			3673																		W70			8722			8722


			W70			無 ム			無筋 ムキン			湿潤 シツジュン			70			1			-			8722						8722						3847			D55			2268
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			FW70			有 ユウ			無筋 ムキン			湿潤 シツジュン			70			1			-			9604						9604						3847									625			9.8						625			9.8


																		1			-			8330						8330															565			9.8						565			9.8			FD70			5366			8404


			FD70									乾燥 カンソウ			70			1			-			5586						8869						3673									830			9.8						830			9.8


																		1			-			5145						7938															895			9.8						970			9.8			FBW70			8747			9065
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阿南工業高等専門学校
●連絡先：阿南工業高等専門学校総務課企画情報係
〒774-0017 徳島県阿南市見能林町青木265

TEL（0884）23-7215 FAX（0884）22-5424
E-mail：kikaku@anan-nct.ac.jp

技術相談や共同研究・受託研究の実績・取組

阿南工業高等専門学校 提供可能技術情報（教員）

氏名： 吉村 洋所属： 建設コース 専門分野： 地盤工学

地域・企業に提供できる研究・技術内容

○土質試験（物理的性質，力学的性質）の実施○土と構造物の相互作用を考慮した埋設管渠の
耐震設計法（断面方向）
【FEM解析により合理的な埋設管きょの設計を提案】

○四国横断自動車道軟弱地盤対策技術検討委員会（国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所）
○阿南市トンネル長寿命化修繕計画策定業務に関する検討委員会（阿南市）
○南海地震に備えた四国高専間連携による地震系防災教育・研究の推進（長岡技科大）
○更生工法による幹線管渠の設計手法の開発に関する研究（大阪市建設局，中央復建コンサルタンツ）

圧密試験機 一面せん断試験機 一軸圧縮試験試験機
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技術相談や共同研究・受託研究の実績・取組

◆学会： 土木学会四国支部賞選考委員会
◆公開講座： 厚紙模型実験（阿南高専公開講座）
◆共同研究： ①長大橋梁構造物の動的安定性に関する研究、 ②擬似乱数の応用

阿南工業高等専門学校 提供可能技術情報（教員）

氏名： 松保重之所属： 建設コース 専門分野： 構造工学、確率微分方程式、最適化

地域・企業に提供できる研究・技術内容

①シミュレーションによる解析
例：確率波が作用した場合の構造応答

遺伝的アルゴリズム（遺伝のシミュレーション）による最適化、その効率化など

②伊藤型確率微分方程式に基づく当該問題の定式化とその解法
例：長大橋梁構造物の動的安定性について、など

③擬似乱数とその応用
例：モンテカルロ積分とその効率化、確率波の生成、など

④厚紙模型実験による実現象の再現と検証（写真参照）
例：プレートガーダー橋の上部工の耐荷力、横座屈、など
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技術相談や共同研究・受託研究の実績・取組

●認定資格
・The Bob Pike Group プロフェッショナル認定トレーナー
・2030 SDGs 公認ファシリテター
・SDGs de 地方創生 公認ファシリテーター
・SDGs Outside-in ビジネスカードゲーム 公認ファシリテーター

阿南工業高等専門学校 提供可能技術情報（教員）

氏名： 加藤 研二所属： 建設コース 専門分野： 交通計画，地域計画，都市計画

地域・企業に提供できる研究・技術内容

①SDGs理解のためのカードゲーム体験 ②地域活性化支援 ③意識・行動変容調査・分析

●活動中の委員会等
・徳島県地球温暖化防止活動推進センター長
・徳島県気候変動適応センター長
・NPO環境首都とくしま創造センター理事
・徳島県政策評価戦略会議 他
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阿南工業高等専門学校 提供可能技術情報（教員）

氏名：多田 豊所属：建設コース 専門分野：専門分野：建築設計 建築計画 インスペクション

地域・企業に提供できる研究・技術内容

①ＳＤＧｓいえづくりカードゲームによる
建築業におけるＳＤＧｓへの取り組み

②応急仮設住宅建設協定団体への
配置計画，建築計画に関する支援

③性能向上インスペクションに関する
技術指導，調査方法

●地方中小工務店の量産型一戸建て住宅（木造在来軸組工法）における外皮平均熱損失向上に伴う費用向上緩和手法（㈱姫野組住宅センター）

●産官学福民連携を実現する応急仮設住宅ゲームの開発（徳島県木の家地域協議会）

●応急仮設住宅団地の配置計画の検討（公益社団法人徳島県建築士会）／●阿南市空家等対策協議会委員長（阿南市）

●三木武夫記念碑の製作支援（三木武夫記念碑製作委員会）／●大工育成（一般財団法人住宅産業研修財団大工志塾設計講師会委員）
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技術相談や共同研究・受託研究の実績・取組

阿南工業高等専門学校 提供可能技術情報（教員）

氏名： 小西智也所属： 化学コース 専門分野： 無機材料化学・材料工学

地域・企業に提供できる研究・技術内容

可視発光
サブ

ミクロン

粒子

アップコンバージョン発光蛍光体 希土類フリー蛍光ガラス

近紫外励起

セラミックス粉末スケールアップ合成

 噴霧乾燥法
 水熱合成法
 溶融急冷法

 熱分析(TG-DTA)
 元素分析
 粒度分布
 結晶構造解析

合 成

評 価

 発光スペクトル 密度  蛍光寿命 吸収スペクトル  FT-IR  量子収率

企業技術者研修（材料工学概論・合成技術・測定技術） 公開講座（先端材料・燃料電池・色素増感太陽電池）

企業との共同研究（蛍光インク開発・蛍光ガラス開発・蛍光体発光評価） 受託分析（粒度分析・蛍光体評価）
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阿南工業高等専門学校 提供可能技術情報（技術職員）

氏名： 高岸 時夫所属： 技術部 専門分野： 機械工作、竹（木質）の加工・再利用、遊具の開発

地域・企業に提供できる研究・技術内容

通常業務は、主として、実験実習の技術指導・教育支援を行い、各種製作依頼業務、地域貢献業務等に携わり、以下のような技術支援が可能である。
①実験実習工場（創造技術ファクトリー内）の工作機械、工具等よるものづくりと技術支援
②地元の竹（木質）と廃棄物の再利用、人と地球にやさしい遊具の開発と地球環境意識の啓発

③講演・座学などへの演示実験・企業見学等の企画と技術支援

■公開講座・地域貢献活動等
夏休み子供ものづくり教室「竹と廃棄物で遊び・学べる遊具！竹アート・シャボン玉器」
中学校総合学習支援「ものづくり・人づくり！夢を輝かせるLEDものづくり」

■共同研究・技術相談等
「日本・インドネシア産業クラスター・木材工業における資源有効活用に関する可能性調査」
「阿南市未利用竹材の有効利用と繁殖対策専門部会」地元企業、阿南市など2002、2004年
「地震津波避難用仮設設備」のステー検討、企業紹介など技術相談 地元企業 2020年

実験実習工場（創造技術ファクトリー内）

竹と廃棄物で遊び・学べる遊具 日本・インドネシア産業クラスター調査

製作品例（実習等）
Universal Stationary

製作品例（製作依頼）
AL双結晶用Graphite

製作品例（製作依頼）
LED講座Switch box NC加工
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