
 

 

鹿児島大学大学院理工学研究科 

地域コトづくりセンターシンポジウム ご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 催 日 時 ：平成 30 年 12 月 5 日（水）13：00～17：40 

開 催 場 所 ：郡元キャンパス 学習交流プラザ 2F（学習交流ホールと学習ラウンジ 4） 

内     容 ： 定員 100 名程度 

        講演会 （総合司会：地域コトづくりセンター研究部門長 二宮 秀與） 

         13：00～13：05 開会の辞  理工学研究科 研究科長 本間 俊雄 

         13：05～13：10 来賓挨拶 鹿児島県工業倶楽部 会長 岩元 正孝 

         13：10～13：40 基調講演 「ＩＴに係る産学官連携への取組み」 

               株式会社鹿児島頭脳センター 専務取締役 山下 博美 

事例発表【詳細は次ページ以降を参照】 

    13：40～14：00 オーバービュー 

・鹿大・産学・地域共創センター 連携推進部門長 中武 貞文 

    14：00～15：20 鹿児島とＡＩ・ＩＣＴ・ＩoＴ （4 件） 

      ・株式会社富士通研究所      ディレクター 高橋 哲朗 

      ・機械工学専攻（鹿大）        准教授  熊澤 典良 

      ・共同獣医学部（鹿大）        准教授  小澤  真 

      ・肝付町ＩＣＴ推進室         室 長  松岡 遼太郎 

       15：20～15：40          休 憩 

    15：40～17：00 ドローンの可能性と限界 （4 件） 

      ・海洋土木工学専攻（鹿大）      准教授  審良 善和 

      ・水産学部（鹿大）          教 授  西  隆一郎 

      ・建築学専攻（鹿大）         教 授  木方 十根 

      ・情報生体システム工学専攻（鹿大）   助 教  鹿嶋 雅之 

    17：00～17：10    小休憩 

   討論  登壇者と来場者を交えて 

    17：10～17：40 『鹿児島のコトづくり』 

        コーディネーター 地域コトづくりセンター長 武若 耕司 

   閉会の辞 地域コトづくりセンター長      武若 耕司  

 

ポスターセッション【学習ラウンジ 4：詳細は次ページ以降を参照】 

  12：30～13：00、15：20～15：40                

交流会 

18：00～20：00 学習ラウンジ 3 にて行います。（要予約 有料 3,000 円） 

○シポジウム 

『新しいコトづくりの道標 ～鹿児島におけるＡＩ・ＩＣＴ・ＩｏＴの可能性を探る～』 

鹿児島地域における産業活性化のために、鹿児島大学、企業及び自治体で進めている AI、ICT、

IoT の技術を公開し、先端技術導入への道標を提供します。 

○ポスターセッション（同時開催） 

鹿児島大学理工学研究科地域コトづくりセンター所管の１１研究会の活動報告をします。  

ご興味のある方は、各研究会活動へ参加してください。 



講演タイトルと概要 

発表時間 【講演タイトル】と概要 発表者 

13：10 
 ～13：40 

基調講演：【ＩＴに係る産学官連携への取組み】 
当社は官民の出資による第三セクターで，地域産業の高度化や地域活性化、企業や自治

体に係る IT コンサルティングを行っている。 

公益性・公共性の観点から産学官より IT に係わる相談を受けることも多く、その中から

事例等を紹介しながら連携への取り組みについて語る。 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島頭脳センター 

専務取締役 

山下博美 

13：40 
 ～14：00 

【オーバービュー～ＡＩ・ＩＣＴ・ＩｏＴを待ちわびている産業は何か、地域
はどこか？】 
理学や工学などの学術を基盤に、企業と大学との連携「産学連携」が進展してきた。近

年、これらに AI・ICT・IoT といったツールが介在するプロジェクトやビジネスが脚光を

浴びるようになってきた。今回のテーマの下、鹿児島地域における産学・地域連携のこれま

での取り組みから、AI・ICT・IoT を待ちわびている産業分野や地域についての仮説を提示

する。 

 

 

 

 

 

 

 

産学・地域共創センター

連携推進部門長 

中武貞文 

14：00 
 ～14：20 

【人工知能とその応用例としてのチャットボット】 
近年 AI の技術発展が急速に進んでおり、実社会においてもさまざまな場面でその活用

が進んできている。そして大学などの研究機関だけでなく産業界においても AI の開発や活

用に対する関心が高まってきている。本講演では AI の概要について説明すると共に、AI の

中の一つの事例であるチャットボットについての紹介を行う。チャットボットは従来から

対話システムという名前で長年研究されてきた自然言語処理の一つのテーマである。対話

システムの概観についての説明に加え、社会における応用について紹介する。 

 

 

 

 

 

 

富士通研究所 

ディレクター 

高橋 哲朗 

14：20 
 ～14：40 

【地域コトづくりセンター IoT実証ラボの紹介】 
地域コトづくりセンター中央実験工場は大学設置基準に定められる実験・実習工場であ

る．この度，中央実験工場は，IoT による地方企業の生産性の向上に寄与することを目的と

して，IoT 実証ラボとしての新しい役割を担うことになった．IoT 実証ラボは IoT 化のシ

ョーケース(ショールーム)として全てをオープンに，地方企業の IoT 化に関する技術と知

識の提供を目指している．本発表では工場内の工作機械を IoT 化することで「見える化」

されたデータと構築したシステムを紹介する． 機械工学専攻 

准教授  熊澤典良 

14：40 
 ～15：00 

【ロボット技術ならびにＩＣＴ技術を活用した肉用鶏飼養衛生管理システム】 
広大な床面積の鶏舎内において数万羽単位で平飼いされることが多い肉養鶏は、農業人

口の高齢化や後継者不足も相まって、その生産業務の省力化・効率化が求められている。ま

た、高病原性鳥インフルエンザなどの感染症の蔓延を防止へ向けた防疫体制の強化も喫緊

の課題となっている。このようなブロイラー養鶏の課題の解決へ向けて、われわれは、ロボ

ット技術とＩＣＴ技術を組み合わせた、新しい肉用鶏飼養衛生管理システムの開発に取り

組んでいる。本講演では、開発中の肉用鶏飼養衛生管理システムの概要を紹介するととも

に、畜産分野におけるロボット技術ならびにＩＣＴ技術の活用の意義や可能性について考

察する。 

共同獣医学部 

准教授 小澤 真 

15：00 
 ～15：20 

【肝付町における AI・ICT・IoTの取り組み】 
わが国では現在、少子高齢化・人口減少という「静かなる有事」が忍び寄っており、2040

年代には、全国の約 4 分の 1 の自治体で、人口が半減するとの推計があります。 

一方で、ICT は猛スピードで進化を続けています。現代は、IoT・ビッグデータ・AI など

の登場により「第四次産業革命」・「Society5.0」の社会が到来しつつあるといわれます。こ

の ICT をうまく活用していければ、「静かなる有事」という「ピンチ」を「チャンス」に変

えられる可能性があります。       肝付町では、町の様々な分野で ICT を活用し、

少子高齢化・人口減少の最先端の現場で「ピンチ」を「チャンス」に変える取り組みを進め

ています。今回は、これらの事例をご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

肝付町ＩＣＴ推進室 

室長 松岡遼太郎 

 

 



発表時間 【講演タイトル】と概要 発表者 

15：40 
 ～16：00 

【土木分野におけるドローン活用の現状と課題】   
土木分野は、防災や老朽化対策などの社会の安心・安全の確保とともに経済成長を支える

インフラ整備など重要な役割を担っているが、予算の制約や労働人口の減少の中で社会的

使命を果たすべく、国土交通省では、ICT の活用等により調査・測量から設計、施工、維持

管理までのあらゆる建設生産プロセスにおいて、抜本的な生産性向上を目指す「 i-

Construction」の取組みが進められている。ドローンは注目される技術の一つであり、空中

から静止画や動画などが取得できるため、測量、工事の進捗や出来形管理などに活用され、

今後、維持管理業務などへの拡大が望まれている。ここでは、事例等を紹介するとともに今

後の課題について示す。 

 

 

 

 

 

 

 

海洋土木工学専攻 

准教授 審良善和 

16：00 
 ～16：20 

【災害支援、環境調査、地域づくり等における汎用型 UAV（無人航空機・ドロ
－ン）の利活用】 

UAV に関しては航空局の審査官に事故情報の提供を依頼されたり、フライト指導を行っ

たり、総理官邸が関わる案件でドロ－ン運用中の写真を提供したことがある。UAV の必要

性を 30 年近く感じていたものの、運用はあきらめていた。しかし、東日本大震災の災害支

援過程で避けて通れなくなり、全国各地で試行錯誤を繰り返した。UAV 利活用の目的は多

様であり、氷点下、強風、高温など様々な気象条件の下で、単独でフライトを行うことも多

く、数多くの失敗を重ね、フライト技術、撮影技術、デ－タ解析技術のノウハウを蓄積して

いる。本講演では、限界があると言うよりは無限の可能性があるという立場で、海や陸上で

の事例紹介と注意点について述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

水産学部 

教授 西 隆一郎 

16：20 
 ～16：40 

【鳥の眼は景観の本質に迫れるか】 
本年 6 月に世界遺産登録が決まった「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構

成資産のほとんどが、教会堂や史跡ではなく「集落景観」であることをご存じでしょうか。

私の研究室ではこの登録への取り組みも含めて、集落景観の歴史や文化性について調査研

究しています。従来の調査研究方法は、建築製図の基礎技術を駆使した集落空間のスケッチ

や実測、民俗学的手法であるヒアリング、歴史・地理学的手法である文献調査でしたが、近

年私の研究室では、GPS・GIS といった地理情報システムの援用や、ドローンを利用したよ

り簡便かつ直接的な空間把握の手法を援用しています。こうした試みについてご紹介しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

建築学専攻 

教授  木方十根 

16：40 
 ～17：00 

【ドローンからの空撮映像にもとづく画像センシング】 
ドローンの爆発的な普及により、上空からの空撮映像が安価に、また容易に得られるよう

になった。上空から地上を撮影した空撮映像には多くの有益な情報が含まれており、地上か

らの映像だけでは得られなかった情報を得ることが可能になった。ドローンから得られる

映像情報は、地上のものと比較して広範囲のものであるが、対象物の撮影サイズは小さくな

る。我々の研究グループでは、ドローンから得られた空撮画像をもとに、樹木や農作物の生

育過程の解析、鳥獣の個体数の解析手法の構築、また素性ドローンと組み合わせた、海浜の

深度の計測手法の構築などに関する研究を行っている。 

 

 

 

 

 

 

情報生体システム 

工学専攻 

助教 鹿嶋雅之 

 

＜会場へのアクセス＞                                   

JR 鹿児島中央駅東口より 

【徒歩】正門まで約 1.7 ㎞、約２２分 

【市電】郡元行きに乗車して、 

・唐湊電停で下車（西門から） 

    ・工学部前電停で下車（工学部門から） 

【市営バス】9・11・20 番線（鴨池港行）鹿大正門前で下車 

 

 

 

 

 

 

    

＜お問合せ先＞ 
〒890-0065 鹿児島市郡元 1 丁目 21 番 40 号 
鹿児島大学大学院理工学研究科 地域コトづくりセンター 
☏ 099-285-7689   
✉ kotozukuri@gm.kagoshima-u.ac.jp 
🏠 http://kotozukuri.eng.kagoshima-u.ac.jp/top/ 



＜ポスターセッション＞地域コトづくりセンター所管研究会 

分野 研究会 代表者 概要 

地域創生 

・ 

安全工学 

バイオマス燃焼灰の 

再資源化研究会 

山口 明伸 

(海洋土木工学) 

産業廃棄物として処理される有害な燃焼灰の無害化及び再資源化する

ことにより、バイオマス発電における新たな資源循環システムを提案

する。 

コンクリート構造物の 

診断技術研究会 

武若 耕司 

(海洋土木工学) 

コンクリート構造物に対する維持管理の重要性に鑑み、建設後の構造

物の状態を正しく診断するための既存技術の応用及び新技術の開発研

究を行うと同時に地元で活躍する土木技術者の技術力向上を図る。  

加工計測ＩｏＴ研究会 
近藤 英二 

(機械工学) 

機械加工の高度自動化を行うための加工計測、状態監視、制御、IoT を

統合するシステムの研究を産学官で推進し、そのノウハウにより県内

企業の生産性の向上に寄与することを目指す。 

鹿児島版地盤情報 

データベース研究会 

酒匂 一成 

(海洋土木工学) 

これまでに県内のボーリング等のデータ収集に取組み、これらのデー

タを元に鹿児島県の任意の三次元地盤図を表示・活用するためのシス

テムの構築などを行ってきた。構築してきたデータベースの内容向上

や土木技術者等を対象にした利活用方法について検討し、システムの

実用化を目指している。 

環境 

・ 

エネルギ

ー 

ライフサイクルハウス 

研究会 

鷹 野 敦 

(建築学) 

木材のみで建物を作る「Ｊログ工法」を基盤と し、木材の特性を最大

限に活かした”人”にも”自然環境”にも最適な新しい木質工法システム

（ライフサイクルハウスシステム）の研究開発を行う。 

住環境研究会 
二宮 秀與 

(建築学) 

鹿児島に適した住宅の考え方について検討する。①開口部のデザイ

ン、②断熱リフォーム、部分改修の性能評価、③部分改修に使える間

仕切り開口部のディテール。 

有人離島における再生可能

エネルギーを活用した  

地域社会モデル研究会 

山 城 徹 

(海洋土木工学) 

本土から遠く離れた小離島のような厳しい地理条件に置かれた地域が

抱える様々な問題を解決し豊かな地域社会を形成するため、再生可能

エネルギーの効率的な作り方から貯め方、使い方を研究することを目

的とする。 

医療 

・ 

福祉工学 

ＨＴＳバイオ分子 

設計研究会 

伊東 祐二 

(生命化学) 

より高速で確実な機能性分子の創生に向け、広範囲な分子ライブラリ

ーからの機能性分子の特定における、次世代シークエンサーを使った

ＨＴＳ（高速配列解析）技術の導入と高度化、さらにその普及を目的

とする。  

先進物資 

材料開発 
食品加工開拓研究会 

中 里 勉 

(化学生命 

・化学工学) 

卵白や黒酢等の食品加工を視野に入れた独自の粉体化と経験的に効能

がある素材での機能性成分の特定、抽出、複合化等の技術に興味をも

つ南九州地区の産学官の交流・討議の場とする。 

天文宇宙 

次世代電波望遠鏡ＳＫＡに

利用可能な工学技術検討会 

半田 利弘 

(物理・宇宙) 

九州地区を中心に日本国内での技術を俯瞰することで、英国を中心と

した国際共同計画である次世代大型電波望遠鏡ＳＫＡへの技術提案の

可能性について検討を行う。 

鹿児島ハイブリッド   

ロケット研究会 

片野田 洋 

(機械工学) 

小型ハイブリッドロケットに必要な各種要素技術の情報収集と各自技

術の開発を行い、県内企業とも協力しながら鹿児島県産小型ハイブリ

ッドロケットの製造と打ち上げを目指す。 
 


