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
明日、明後日のコトを創り出す。
将来の「ありたい姿」へ向けて！！

センター長からのご挨拶
地域コトづくりセンターは、企業や団体が地域に還元可能な新たな価値の創造や事業などの行動
（コト）を起こそうとする取り組みを積極的に支援するとともに、地域活性化と地域発イノベー
ション創出、さらにそれらに貢献可能な人材育成に寄与することを目指し、以下に示す理念の下、
平成26年に鹿児島大学大学院理工学研究科（以下、理工学研究科）の中に創設されました。
１．本学理工学研究科の強みを活かし、地域（特に南九州地域）に新しい価値創造を目指す。
２．「知」の新たな結合を促し、恒常的かつ自立的な活動の中から未来に必要な地域の母胎
となるセンターを目指す。
３．地域に必要とされるイノベーション人材の育成・輩出を目指す。
組織構成としては、「教育部門」「開発部門」「研究部門」の３つの部門を設置し、それぞれが
連携した活動を進めています。さらに研究部門の中には、「地域創生・安全工学分野」「環境・エ
ネルギー分野」「医療・福祉工学分野」「先進物質材料開発分野」「天文宇宙分野」の５つの研究
分野を設け、理工学研究科の強みと特徴を活かした支援が可能な体制を整えています。現在、コト
づくりセンターの元に1１の研究会が設置され、活発な研究活動が行われています。研究会の特徴
は本学教員と地域の企業、支援者が一緒になって地域の課題に取り組んでいる点です。研究会を通
じて大学と地域との輪が広がっています。
地域コトづくりセンターでは、地域のニーズと理工学研究科の研究シーズのマッチングや、新た
な技術、資源、市場などを開拓するための研究グループの形成支援、さらにそれらの成果を基にし
た新たな組織づくりや事業化のための助言や支援も行っています。
イノベーション人材育成に関しては、学内での教育・研究支援はもちろん、グローバル企業への
研究型インターンシップのコーディネートなど、最先端の実践教育も支援しています。また、地域
の課題や時節を捉えた話題に対するシンポジウムや意見交換会を定期的に開催し、先端技術の動向
や各分野の最新情報を広く提供する機会を設けています。さらに、教育部門や開発部門と連携した、
ものづくりに関する先端技術の修得支援や実習・研修の受入れ、産学連携による新たな技術開発支
援等の活動もすすめていきます。

これからも、当センターは、設立理念に基づき、地域の様々な要請に応えるべくさらにアクティ
ビティーを高めていく所存です。新たな発見やアイデアの種をお持ちの方、未だその種をお探しの
方、私共地域コトづくりセンターは、皆さまの種を将来の大輪の花に繋げるお手伝いをいたします。
是非、気軽にお立ち寄りいただき、ご相談いただければ幸いです。

二宮 秀與 大学院理工学研究科 工学専攻 建築学プログラム 教授

＜地域コトづくりセンターの目的＞
•

理工学研究科の強みである５つの分野の強化とその効果的な学内外へのプレゼンスを発揮せしめる
ことおよび、その強化を通じて博士後期課程のイノベーション人材育成にも資すること。

•

地域（特に南九州地域）との関わりの中で、地域活性化や地域産業界の競争力向上に資するため、
地域ニーズに基づく課題解決や新たな提案型の課題形成（戦略的な領域形成、拠点形成）によって

もたらされる新たな経済的価値や社会的価値、すなわちイノベーションを創出する一翼を担うこと。
•

それら価値創出が継続して産み出されるための「しくみ」として、本学理工学研究科の５つの分野
の教員グループと、それに対峙して研究開発成果の出口となる「事業化」までを担っていただく、
地域企業や関係機関等によって構成される事業化グループを形成すること。この両グループによる
開かれた産学官の関係を以て自立的でオープンな地域イノベーション創出の母胎と成すこと。

•

その場をさらに発展させ、他の地域に後れをとっている地域イノベーション創出の拠点化形成、領
域（クラスター）形成を目指すこと。

教育部門

部門長

熊澤 典良 大学院理工学研究科 工学専攻 機械工学プログラム 准教授
本センター中央実験工場の職員は自身の専門技術を生かし、ものづくりを通した教育
に携わっています。中央実験工場では、学生など本施設利用者への技術的な相談や指導、
および本学教育センター・教育学部・理学部・工学部の機械加工やものづくりに関する
授業支援等を行っています。本センターの提供する教育・技術支援により、ものづくり
の魅力を体感、実感してもらうことで、ものづくり教育による創造的な人材の育成に寄
与することを目指しています。

開発部門

部門長

上谷 俊平 大学院理工学研究科 工学専攻 機械工学プログラム 教授
開発部門は、理工学研究科技術部から派遣されたセンター技術職員が中央実験工場の
各種機械加工設備を使用して、学内研究室等からの依頼された実験装置・設備、試験片
等の製作を行うとともに、装置の設計製作に関する相談等にも応じ、理工学研究科のみ
ならず学内の教職員、学生の研究活動を支援しています。また、センター研究部門の研
究会等からの依頼による装置・設備等の設計・製作を始め、センター長が必要と認める
技術開発等の業務、工場設備の維持管理に関する業務にも携わっています。

研究部門

部門長

片野田 洋 大学院理工学研究科 工学専攻 機械工学プログラム 教授
研究部門は、理工学研究科教員の専門性を活かして地域の課題に取り組みます。本
学の強みである５つの分野（地域創生・安全工学分野、環境・エネルギー分野、医療・
福祉工学分野、先進物質材料開発分野、天文宇宙分野）に属する研究会を活動の場と位
置付け、地域企業、地方行政団体、ならびに大学・高専等と連携して、地域に眠るシー
ズを掘り起こし、具体的な技術開発に繋げるための取り組みを行います。地域のニーズ
は、地域に留まらず世界に通じる課題であると私たちは考えています。研究を通じて地
域に必要とされる人材の育成と輩出を目指します。

事務局
橘

まき 大学院理工学研究科 地域コトづくりセンター 特任専門員
理工学研究科の大学院生を対象とした、イノベーション人材育成の支援として、企業
等外部の組織への研究インターンシップのマッチング業務を進めるため、専任のコー
ディネータとして配置されました。研究インターンシップを通じ、理工学研究生の活躍
の場を広げ、社会に貢献する人材育成を目指します。

理工の強み ５分野からこの指止まれの仲間を集める
研究部門分野長の紹介
地域創生・安全工学分野
酒匂 一成 大学院理工学研究科 工学専攻 海洋土木工学プログラム 教授
地域創生・安全工学分野では、人が安心・安全で活動しやすい地域ならびに生活
空間の創造、自然環境の持続可能な維持・保全、ならびに自然災害の脅威の抑止を
具現化するための事業の創出と革新的な技術の開発を実現させるための研究シーズ
の創出を目指します。具体的には、地震、津波あるいは地滑り等の自然災害に対す
る防災・減災の観点からの各種手法の開発、ライフライン強靭化のための具体的な
仕組みの提案とこれを達成するための技術の創造、ならびに、地域の未利用資源あ
るいは廃棄物等の有効活用のための技術開発等について、地域企業、地方行政団体、
ならびに大学・高専等が一体となって取り組むための組織づくりと、その中で生ま
れるシーズを具体的な技術へ繋げるための取り組みを行います。

環境・エネルギー分野
鷹野 敦 大学院理工学研究科 工学専攻 建築学プログラム 准教授
環境・エネルギー分野は、南九州の風土に根ざし、その強みを活かした環境・エ
ネルギー関連事業の創出と、革新的な技術開発につながる研究シーズの創出を目指
します。化学物質のようなミクロレベルから、都市や海洋環境のようなマクロレベ
ルまで、人間を含めた全生物にとって持続可能な環境を実現するための研究課題を
対象とします。キーワードとして、微量汚染物質、建造環境、海洋、島嶼、再生可
能エネルギー、ゼロカーボンなどが挙げられます。地元企業や行政団体、学術・研
究機関と連携して、地の利を活かした具体的な技術開発につながる取り組みを行い
ます。

医療・福祉工学分野
伊東 祐二 大学院理工学研究科 理学専攻 化学プログラム 教授
高齢化社会や介護社会、地域医療における課題を取り上げて、例えば、医薬品・
診断薬の研究開発、センサー等の病気の検査システムの研究開発、リハビリテー
ションや 医療機器における補助システムの研究開発、人の感覚情報を利用した介
護・福祉機器への応用などのプロジェクト形成を目指し、地域とのコラボレーショ
ンを通じて新たな価値創造（‟コトづくり”）を目指します。 またそれらに従事でき
る人材育成、ライフサイエンス、医療情報（離島を抱えた地域独自性） へ積極的に
取組み、斬新な技術を提案出来る人材の育成なども併せて目指します。

先進物質材料開発分野
二井 晋 大学院理工学研究科 工学専攻 化学工学プログラム 教授
先進物質材料開発分野は、原子・分子レベルからマクロレベルの広い視点から、
有機・無機・生体材料およびこれらが有機的に機能する複合材料等の新規創製や基
礎物性・機能性評価、構造・組織制御、製造プロセス、ナノ構造制御、機能計測・
解析、機能・特性を発現させるメカニズム解明、機能・特性の変化を予測するシュ
ミレーション技術、再資源化技術などに関して、地域企業・関連機関・教員グルー
プ等とともに地域発の優れた実用化技術の事業化促進および新事業の創出ならびに
革新的な技術の開発につながる研究シーズ創出を目指します。

天文宇宙分野
片野田 洋 大学院理工学研究科 工学専攻 機械工学プログラム 教授
鹿児島は薩摩藩の時代から天体観測を行ってきました。また、鹿児島県には日本
で唯一、国家プロジェクトしてのロケット射場があり、毎年定期的に打上げが行わ
れています。近年では、超小型人工衛星の打上げ需要の増大を背景に、世界的に小
型ロケットの開発が盛んになっています。
天文宇宙分野では、宇宙に深く関わり続けてきた鹿児島県という土地柄と、最近の
社会的なニーズを背景に、小型民間ロケットの打上げ等、地域の企業・団体ととも
に鹿児島発の宇宙開発を実現させるための様々な研究シーズの創出を行います。
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【共同研究講座】
お問合せ先
鹿児島大学大学院 理工学研究科
建築学棟１号館 １階 事務局
Ｅ-mail :kotozukuri@gm.kagoshima-u.ac.jp
ＨＰ：http://kotozukuri.eng.kagoshima-u.ac.jp/

CRS資源循環ｼｽﾃﾑ共同研究講座
研究代表者
海洋土木工学プログラム 教授

山口 明伸

事務局の主な業務
・センターの管理運営

【 ＳＤＧｓ 推進事業】

ＴＥＬ : 099-285-7689 （特任専門員 橘 ）

海×島ＳＤＧｓ推進プロジェクト
海洋土木工学プログラム 教授

ＴＥＬ : 099-285-7363 （事務補佐員 福田）

山城 徹

・研究会の支援
・地域課題の取組支援
・研究インターンシップの
コーディネート
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