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ご あ い さ つ 

新居浜高専～知恵 行動力 信頼～ 

校長 鈴 木 康 司 

 平素より本校の教育・研究に対し格別のご協力と御支援を賜り、心より感

謝いたします。『新居浜高専 研究シーズ集－1４』の刊行にあたり、ご挨拶

申し上げます。 

 新居浜高専の教員は、全体の約 9 割が博士の学位を有しており、高等教

育機関にふさわしい教育・研究を推進しています。教員一人一人が自ら進ん

で新しい分野を開拓し、独自の研究を展開、遂行できることをめざしていま

す。日々の積み重ねを研究論文や成果にまとめ、グローバル社会に向けて発

信しています。こうした高等学校とはまったく異なる特徴的な組織・環境を

感じとりながら、15 歳の中学校を卒業したばかりの若者が学びを進めてい

ます。  

研究シーズ集は、現代の社会ニーズに応えることができるように、教員の

研究内容と主要なテーマを厳選して紹介しています。本校の教育・研究のガ

イドブックとしてご活用いただければ幸いです。

前回のシーズ集発行から１年が経ち、新たに採用された教員の研究シーズ

や更新された内容を含み、多様な分野の教員の研究シーズを紹介しています。

全国の研究シーズは、次の URL で閲覧できるようになっています。

（ https://research.kosen-k.go.jp/research/college_seeds/ ） 

研究シーズの様式は、国立高専機構全体で統一されております。この機会

にぜひ、新居浜高専 研究シーズ集をご一読いただき、当高専の産学連携、

地域連携の活動内容に関してご理解いただきますようお願いします。 

https://research.kosen-k.go.jp/research/college_seeds/


皆さんは、健康診断や病気になって病院に行ったときに、血液検査や尿検査をしたことがありますか？ これは、血液

や尿などに含まれる微量成分を測定して体の状態を調べるためなのです。でも血液や尿には多くの物質が含まれており、

その中から特定の物質だけを検査するのは非常に困難です。それを「酵素」によって特異的にその調べたい物質だけを

反応させる方法があるのです。よってそれらを調べる酵素は産業界にとても重要なものです。バイオテクノロジー技術を

駆使して新しい有用な酵素を探し、遺伝子組換え技術で安く大量に生産できる技術を研究しています。 

ここで用いられている酵素は完全なものなのかというと、まだ改良や新酵素の開発も求められています。たとえば、も

っと熱に安定な酵素がないだろうか、酸性でもアルカリ性でも働く酵素は存在しないのだろうか、ということです。今ある

酵素は、土壌中に生息している微生物から探されています（スクリーニング）。まだ探していない、探し足りない特殊環境、

たとえば温泉や海の汐だまりなどにも微生物は棲息しています。このようにして、臨床診断試薬として用いられる微生物

由来の酵素遺伝子のクローニ

ングと発現を 30 種類以上成功

させてきました。その多くが実際

に商品として販売されていま 

す。これにより診断試薬のコスト

ダウンが図られて、高騰を続け

ている薬価の抑制にも貢献でき

ています。今後も新しい酵素開

発を目指して研究を進めてまい

ります。  

参考文献：臨床診断用酵素の

遺伝子工学的開発 臨床病理､

第 48巻 8号 pp.765～771 

提供可能な設備・機器： 

名称・型番（メーカー） 

バイオハザード対応安全キャビネット（クラス２a） ＰＣＲ用サーマルサイクラー 

振とう培養器 高速冷却遠心機 

オートクレーブ 可視紫外分光光度計 

所属：新居浜工業高等専門学校 

研究タイトル： 

遺伝子工学技術を用いた産業用酵素の開発 

氏名：  鈴木康司／ＳＵＺＵＫＩ Koji E-mail： ksuzuki@niihama-nct.ac.jp 

職名： 校長 学位： 博士（薬学） 

所属学会・協会： 日本農芸化学会，日本生物工学会，日本化学会，日本工学教育協会 

キーワード： バイオテクノロジー、酵素、遺伝子工学、タンパク質工学、バイオレメディエーション 

技術相談 

提供可能技術： 

 微生物が生産する酵素のスクリーニング

 酵素、タンパク質遺伝子のクローニングとその大量発現

 プロテインエンジニアリングの手法を用いる酵素、タンパク質の改質

研究内容： 有用酵素遺伝子のスクリーニング、クローニングと大量発現・タンパク質の改質 
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講師
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教授

13



14



研究内容： スギ角材のクラックの自動評価

スギなどの建築用木材は、森林から伐採された後、乾燥工程を経る。このことで、強度が向上する。またサイズや形

状の変化、菌やカビの繁殖を防止するため品質安定化に不可欠である。さらに、乾燥で水分の質量が少なくなるため輸

送コスト削減にもつながる。 

一般的に高温乾燥が採用されている。しかしながら、乾燥過程で内部割れが発生する。この内部割れは、座屈強度

や接合耐久性などの構造性能低下の原因となり問題視されている。内部割の評価は人間が目視で行っており、その負

担が問題となっている。 

そこで本研究では深層ニューラルネットワークを用いて、内部割れを自動評価することに取り組んでいる。これが実

現されれば、人間の目視評価の負担軽減につながる。 

所属： 新居浜工業高等専門学校 電気情報工学科 

研究タイトル： 

氏名：  加藤 茂／SHIGERU Kato E-mail： s.kato@niihama-nct.ac.jp 

職名： 准教授 学位： 博士（工学） 

所属学会・協会： 感性工学会、ファジィ学会、電気学会、溶接学会 

キーワード： 機械学習、深層学習、ニューラルネットワーク 

技術相談 

提供可能技術： 

・AIを用いた画像評価

・AIを用いた物体や欠陥の自動検出

・AIを用いた音声認識

深層学習を応用した画像評価に関する研究
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特任教授
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准教授
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所属： 新居浜工業高等専門学校 電子制御工学科 

研究タイトル： 

分散可変ゲインロバストコントローラの設計 
氏名：  永井 駿也／Shunya Nagai E-mail： s.nagai@niihama-nct.ac.jp

職名： 助教 学位： 博士（工学） 

所属学会・協会： 電気学会，計測自動制御学会 

キーワード： ロバスト制御，分散制御，可変ゲインコントローラ，LMI

技術相談 

提供可能技術： 

・ロバスト制御

・分散制御

研究内容： 

 制御対象とその数式モデルとのギャップ（不確かさ）を考慮した上で制御系設計を行う「ロバスト制御」が従来から盛ん

に研究されている。しかしながら，従来のロバスト制御の結果は，不確かさの最悪値を想定して設計された固定的なゲ

インのみで構成されたコントローラに関する結果がほとんどで，この固定ゲインコントローラを用いたロバスト制御は，実

際の不確かさの変動幅が想定されていた最悪値より小さい場合は保守的な制御系設計となってしまう。これに対して，

可変ゲインコントローラがいくつか提案されている。これは，対象システムの利用可能な情報を用いて，コントローラのパ

ラメータを逐次調整するものであり，これにより，不確かさの影響による応答特性の劣化を抑制しつつ，過大な制御入力

を避けることができる柔軟な制御系設計が可能となる。

一方，大規模な制御対象をいくつかの“サブシステム”に分割し，複数のコントローラを用いて各サブシステム毎に制

御を行う「分散制御」がこれまで盛んに研究されている。また，前述のロバスト制御と関連して，不確かさを含む大規模

複合システムに対する分散ロバスト制御についても従来から研究されているが，従来の分散ロバスト制御の結果は固

定的なゲインのみで構成されたコントローラに関する結果がほとんどである。固定ゲインロバストコントローラを用いた分

散ロバスト制御は，システムの次数が大きくなると，コントローラを設計するための解くべき制約式である線形行列不等

式（LMI：Linear Matrix Inequality）が高次元化，複雑化してしまい，その解が存在しない，すなわち，コントローラが設計

できないこともある。 

 本研究では，不確かさを含む大規模複合システムに対する分散可変ゲインコントローラの構成法を提案している。提

案する分散可変ゲインコントローラは，各サブシステムの利用可能な情報をコントローラパラメータに導入し，逐次コント

ローラパラメータ（可変ゲイン）を更新することによって，従来の固定ゲインコントローラの場合よりも柔軟で保守性の低

いコントローラ設計が可能となる。また，従来の固定ゲインコントローラを用いた場合に比べ，提案する分散可変ゲイン

コントローラを設計するための解くべき LMIは低次元かつ簡素化されている。すなわち，解くべき LMIが従来の固定ゲイ

ンコントローラの場合よりも解きやすくなっており，従来法では安定化できない制御対象でも，提案手法であれば安定化

できる可能性がある。

⚫大規模複合システム

⚫制御入力 可変ゲイン

不確かさを含むシステムパラメータ

提供可能な設備・機器： 

名称・型番（メーカー） 
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研究内容： 

１．タンパク質の逆ミセル抽出 

 界面活性剤が有機溶媒中で形成する逆ミセルを用いて水相から有機相に溶質を抽出する方法を逆ミセル抽出とい

い、特にタンパク質の分離に適用されている。当研究室では基礎研究から始めて乳化液膜との融合や抽出装置開発な

どの応用に至るまで長年にわたって逆ミセル抽出の研究を続けている。 

２．界面活性剤によるタンパク質沈殿分離 

タンパク質水溶液にイオン性界面活性剤を加えると、タンパク質が凝集・沈殿する。この沈殿に極性有機溶媒を加える

と界面活性剤が除去されて、タンパク質の回収が可能になる。原理的には逆ミセル抽出に似ているが、無極性有機溶

媒を用いず回収が容易な点が特徴であり、新たなタンパク質分離法としての開発を目指している。 

３．着色排水からの染料の抽出回収 

 愛媛県の特産のひとつに今治タオルがある

が、その染色工場からの着色排水を処理する

方法として、溶媒抽出法の適用を試みている。

アニオン性抽出剤を用いた塩基性染料の抽出

およびカチオン性抽出剤を用いた酸性アゾ染

料の抽出において、染料構造と抽出挙動の関

係、逆抽出による染料回収、抽出の動力学な

どを検討している。右図は、アニオン性抽出剤

ジ(2-エチルヘキシル)リン酸 DEHPA による染

料メチレンブルーの抽出の様子と抽出率・逆抽

出率に及ぼす pHの影響を示す。

４．極性有機溶媒－塩・糖系水性二相抽出 

 プロパノールなどの極性有機溶媒の水溶液に多量の塩や糖を加えると相分離を起こす。この二相の極性の違いを利

用してアミノ酸などの水性二相抽出を試みている。種々の有機溶媒－塩・糖の組み合わせにおいて二相形成挙動を調

べるとともに、二相への溶質の分配を予測するために各相の極性評価法の検討を行っている。 

所属： 新居浜工業高等専門学校 生物応用化学科 

研究タイトル： 

抽出を主とした液系物質分離操作 
氏名： 衣笠 巧 ／ KINUGASA Takumi E-mail： t.kinugasa@niihama-nct.ac.jp

職名： 教授 学位： 博士（工学） 

所属学会・協会： 化学工学会、日本化学会、日本溶媒抽出学会、分離技術会 

キーワード： 分離工学、抽出、逆ミセル、水性二相、界面活性剤、タンパク質、染料 

技術相談 

提供可能技術： 

・抽出などの液系物質分離操作に関すること

提供可能な設備・機器： 

名称・型番（メーカー） 

紫外可視分光光度計 （島津 UV -1600） 

カールフィッシャー水分測定装置 （平沼 AQVAQV-7S）

高速液体クロマトグラフィー （日立 L-2130、L-4250、D-2500） 

原子吸光光度計 （島津 AA -6200） 

円二色性分散計 （日本分光 J-805） 
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所属： 新居浜工業高等専門学校 生物応用化学科

研究タイトル： 

環境適応型高性能徐放剤の開発 
氏名： 堤 主計 E-mail： c.tsutsumi@niihama-nct.ac.jp

職名： 教授 学位： 博士（工学） 

所属学会・協会： 日本化学会、高分子学会、日本農芸化学会 

キーワード： 環境適応型高分子材料、ポリ乳酸共重合体、天然由来揮発性化合物、超臨界二酸化炭素 

技術相談 

提供可能技術： 

・環境適応型高分子材料の合成や分解における技術

・環境適応型高分子材料の実用化に関すること

・高分子材料の物性評価（熱的特性・分解性・構造解析・機械的特性など）

研究内容： 超臨界二酸化炭素を用いた高性能徐放剤に関する研究 

食品等における食中毒菌の防除、家屋等建造物内や博物館などにおける壁や家具そして展示品等に繁殖するカビ

の防除、農園や公園などにおける害虫・鳥獣類の駆除は社会的に大きな問題となっている。農作物の害虫や鳥獣類に

よる被害は、気候変動や土地の荒廃などが誘因となり年々甚大な傾向にある。このような微生物、カビ、害虫、鳥獣類

を防除するために、①化学的防除、②物理的防除、③生物的防除の対策が取られている。なかでも、農業分野におい

ては、広大な面積に対処するため一般的に化学的防除が採用されており、生産者はこれまでに害虫や鳥獣類防除の

ために多大な労力を費やし被害を抑えてきた。

上記防除法は一時的な効果は期待できるが、長期におよぶ効果の維持や安全・環境に十分配慮したものではなく、

環境にやさしく長期間薬効が維持できる徐放剤の開発が必要となる。また、忌避あるいは抗菌効果を有する天然由来

化合物は揮発性が高いため、従来の混練法や多孔性樹脂への含浸法では、目的化合物の揮発による含浸量の低下

や効能期間が短いといった問題がある。加工処理中における化合物の揮散や高分子材料の熱による物性の低下を抑

える方法として、超臨界流体処理法を適用することにした。一方、徐放剤の基盤材料は環境に対して低負荷であること

や水分（湿気）などの外的環境因子によって自然に分解される必要性があるため、これら条件にあう材料として生分解

性ポリマーを選択した。図 1 に本徐放剤の含浸と徐放の仕組みを示す。開発した高性能徐放剤は毒性のない超臨界二

酸化炭素（supercritical carbon dioxide: scCO2）を用いることにより、樹脂に目的化合物を確実に含浸させることができ

る超臨界含浸法を利用するとともに、樹脂に生分解性ポリマーを使用した環境適応型の徐放剤である。この製造方法

は加工温度を低くできることから基盤材料へのダメージが少なく、予め成形したものを加工することができる。

本徐放剤は有効期間が長く、徐放速度を調整することができ、幅広い分野で活用が可能である。そのため忌避剤、

抗菌剤、芳香剤など広範な徐放剤の実用化と食品産業はじめ多様な分野への応用・活用が期待される。

超臨界流体法の特徴と用途

メリット

・ 有機溶媒不要
・ 後処理不要
・ 取り扱いが簡単
・ 対象物への熱的ダメージが少ない

デメリット
・ 水溶性化合物は直接取扱い出来ない
・ 基盤材料の大きさは限定される

用途

・ 植物からの有用成分の抽出
・ 有害物質の分解と無害化
・ ポリマーの加工
・ 染料の媒体としての利用

ポリマー

揮発性物質
超臨界流体

ポリマーの可塑化

ポリマーへの注入完了

加水分解放出

分解

分解

放出

図 1 化合物の含浸と徐放 図 2 超臨界二酸化炭素処理装置 

提供可能な設備・機器： 

名称・型番（メーカー） 

核磁気共鳴装置・AVANCE III HD 400（BRUKER） 走査電子顕微鏡・JSM-6510LA(日本電子㈱) 

卓上核磁気共鳴装置・X-Pulse（ジャスコインタナショナル㈱） 引張試験機・SDT-52NA-5LLT（㈱今田製作所） 

時間領域核磁気共鳴装置（Resonance systems） ヘーズメーター・NDH 4000（日本電色工業㈱）

高速液体クロマトグラフ（日本分光㈱） 超臨界二酸化炭素処理装置（オーエムラボテック㈱） 

示差走査熱量計・Thermo Plus 2/DSC8230（㈱リガク） 簡易型マイクロ波反応装置（四国計測工業㈱） 
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所属： 新居浜工業高等専門学校 一般教養科 

研究タイトル： 

氏名：  塚本 亜美／Tsukamoto Ami E-mail：
tsukamoto@gen.niihama-nc

t.ac.jp

職名： 准教授 学位： 修士(応用言語学) 

所属学会・協会： 全国高等専門学校英語教育学会 

キーワード： 談話分析、英語教育 

技術相談 

提供可能技術： 
翻訳 

研究内容： 

 英語談話のコンテンツアナリシスをしている。これまでの研究では、日英の対照言語的な分析をしていた。欧米人、殊

に英語話者は積極的に自分の意見を主張し、相手の意見に遠慮なく反論するように考えられる。一方先行研究による

と、日本人の言語行動の特徴は、聞き手が話し手の発言にあいづちを打ったりして、協調的な会話を展開する傾向が強

いとされる。 

 これまで英語話者の国籍を限定していなかったが、最近は分析する対象をアメリカ人にしぼることにした。同じ英語話

者といっても、国籍が違えば文化的な背景が言語行動におよぼす影響も変わってくるはずだ。中期の研究では、アメリ

カ人の談話の中で語用指標の like がどのように使用されているかを研究している。以下が、主な研究発表物の要約で

あるが、1 番が初期に行なっていた研究内容であり、2 番が中期以降の研究内容である。そして 3 番が最近始めた、英

語教育実践報告をテーマとした研究である。

1. 日本語話者と英語話者の談話パターンの対照研究

 先行研究によると、日本人には「協調的な」会話スタイルがあり、他者の要望に応えようとしているそうである(水谷 

1993)。対照的に、英語話者はとりわけ雄弁と考えられ、積極的に自分の意見を表明し、時には相手の意見に対する反

論も辞さない(Lakoff and Johnson 2003)。 

  この研究では、日英それぞれのグループに異なる二つのトピックを与え、それぞれのトピックについて語る時、彼らが

いかに異なるかを観察した。日本語話者が終始和やかなムードで話す一方、英語話者には激論が展開する場面が見ら

れた。また、日本語話者は自身に卑近ではないトピックについても律儀に話そうとしたが、英語話者はそれについて対

照的な態度を示した。 

2. アメリカ英語の談話における語用指標 likeの使用

 米語の談話を聞いていて、アメリカ英語の談話にある特定の語用指標、like が多く使われることに筆者は気づいた。本

研究ではミスター・オー・コーパスという会話データを使い、話者たちが話し言葉の中で用いる like を抽出し、アメリカ人

話者によるこの語用指標の使用にどのような特徴があるかを観察した。 

アメリカ人話者は、名詞や動詞といった適切な語を想起する際や過去の発言を再現する際に likeを用いた。そういった

場合、likeは日本語のフィラー「えー」のように語句の前に置かれた。 

3. 英語教育実践報告

 新居浜工業高等専門学校で 2020年に実施された、英語の遠隔授業の実施報告をした。高専では Web Class という既

存のプラットフォームを使い、遠隔授業を実施していた。黒板の代わりにパワーポイントファイルが用いられた。本報告

では、どうやって Web Class を介して授業が行われ、どうやって教員と学生が相互に通信していたのかを説明する。ま

た、学生アンケートの結果からこの遠隔授業に対する評価についてまとめた。この口頭発表をもとにして、全国高等専

門学校英語教育学会の研究論集第 41号で論文を発表した。 

英語の談話分析
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所属： 新居浜工業高等専門学校 一般教養学科

研究タイトル： 

日本近代文学における障害当事者文学 
氏名： 沼田真里／Mari NUMATA E-mail：

m.numata@niihama-

nct.ac.jp

職名： 准教授 学位： 博士（文学） 

所属学会・協会： 日本近代文学会、日本社会文学科、新フェミニズム批評の会（日文教） 

キーワード： 日本近代文学、病と障害の文学、郷土と文学、正岡子規、森盲天外、 

技術相談 

提供可能技術： 

・郷土文学の資料調査、研究など。※研究内容を参照のこと

研究内容： 日本近代文学における障害者当事者文学（正岡子規、森盲天外を中心に） 

○正岡子規研究――病者独特の〈時間/空間〉と、子規の〈美〉について

正岡子規の作品において、病や障害の当事者ならではの表現を分析し、身体的制限を超越するための工夫がいか

文学的創造性と結びついたのかなど、障害当事者文学としての独自性を再評価する研究をしている。 

たとえば、子規の文学理論において〈時間／空間〉は、〈客観／主観〉同様に、重要な要素である。そして、この〈時間

空間〉理論が生まれた背景には、健常者以上に〈時間〉〈空間〉が制約される、病者特有の身体性があった。「健康の人

現在ばかりを見て過去も未来も思はぬが常なれども 病体はとかく現在よりは過去未来を考へ候事多く候」と、子規は書

ているが、 病者にとって〈過去／現在／未来〉の時間の連続は、幾度も立ち現われ、反芻され、その度あらたに意味づ

されるものだ。よって、随筆で語られる子規独特の〈時間意識〉は、病者特有の時間意識とも言い換えられる。子規の俳

の主要素〈時間／空間〉は、俳句理論を追求した結果からだけではなく、むしろ子規自身の病者としての身体性の必然

ら探求された方法であった。さらに短歌連作では、〈時間〉が効果的に用いられ、〈死〉や〈喪失〉が〈美〉として昇華される

いう〈美〉の方法にまでたどり着いている。自己の心身の変化を題材に、〈人生〉を考察し再検討しながら進化していく文

や歌自体に、彼の美学と死生観が表出されている。 

○森盲天外研究――郷土文学の再発掘と、当事者文学の可能性

愛媛県の政治家で俳人だった森盲天外の、資料発掘や再評価を試みている。盲天外は、20 代で失明した中途視覚

害者でありながら、数々の功績を残した。伊予郡余土村町長在任時に、森が実践した「余土村是」が万国博覧会で一等

となり全国の模範村になり、のちに道後湯之町長としても財政難を改革している。また、私立愛媛盲唖学校設立、青年

祉事業である私塾「天心園」開設など、福祉や教育にも尽力した人物である。一方、盲天外は俳句、随筆、自伝、評伝な

多彩な文章も残している。代表作の自伝『一粒米』では、そこでは失明するまでの経緯と、失明直後の絶望と混乱、自殺

遂から、自身の思想や精神に目覚めるまでの実体験がありのまま描かれている。視覚障害の状況を率直に発信した行

や、創作の際の方法の工夫など、盲天外の作品には障害当事者作家としても先進性、独創性が見いだされる。当時と

えば社会福祉も十分ではなく、世間には障害者への社会的差別が残っていた。また、明治期の日本文学に登場する盲

といえば、近世文芸の影響や仏教的価値観により悪役として登場することが多く、世間の偏見が投影されていた。森盲

外は小説家ではなかったが、このような時代に視覚障害当事者として自らの体験を描き、自身の思想を世に発信し、意

的に著作を残した人物として、貴重な存在である。そんな森盲天外の再評価と、彼の著述の歴史的意義や価値を提出

ることを、本研究の目標としている。 

提供可能な設備・機器： 

名称・型番（メーカー） 
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所属： 新居浜工業高等専門学校 一般教養科 

研究タイトル： 

氏名：  SHIMAMOTO David Ryo E-mail： r.shimamoto@niihama-nct.ac.jp

職名： 助教 学位： 修士（英語教育） 

所属学会・協会： 全国語学教育学会 

キーワード： 協調学習、会話分析、語用論 

技術相談 

提供可能技術： 

研究内容： 

My research focus is discourse analysis in language education. Using an approach to analyzing social interaction called 

“conversation analysis,” I have investigated interaction in English as a Foreign Language (EFL) contexts. In one of my 

first research projects, I examined the role of teacher power in shaping the nature of classroom talk. I compared this with 

interaction among learners in group discussion settings. This research exhibits the ways in which students’ participation 

changes when the teacher is not present. I have also completed research on how advanced-level Japanese EFL learners 

manage disagreements during group discussions. This research reports on the multitude of ways high-proficiency 

learners attempt to disguise and soften their disagreements, as they prioritize agreement and conflict avoidance. Finally, 

my ongoing research focuses on identity in small-group discussions, particularly the expert-novice relationship and how 

this is negotiated during group tasks.  

提供可能な設備・機器： 

名称・型番（メーカー） 
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新居浜工業高等専門学校技術振興協力会【愛テクフォーラム】 

令和４年７月現在（五十音順） 

特  別  会  員 

1 今治商工会議所 10 西条商工会議所 

2 （株）いよぎん地域経済研究センター 11 四国中央商工会議所 

3 （公社）愛媛県紙パルプ工業会 12 新居浜機械産業協同組合 

4 愛媛県産業技術研究所紙産業技術センター 13 新居浜工業高等専門学校同窓会 

5 （公財）えひめ産業振興財団 14 新居浜商工会議所 

6 愛媛銑鉄鋳物工業団地協同組合 15 新居浜市 

7 （公財）えひめ東予産業創造センター 16 （一社）新居浜ものづくり人材育成協会 

8 （株）西条産業情報支援センター 17 顧問 平田 利實 

9 西条市 

法  人  会  員 

1 （株）アイワ技研 33 （株）曽我部鐵工所 

2 （株）飯尾電機 34 （株）大愛 

3 （株）一宮工務店 35 大豊産業（株）新居浜支店 

4 （株）伊予銀行新居浜支店 36 （株）タイワ 

5 （有）ＳＰＣ 37 高松帝酸（株）新居浜事業所 

6 （株）愛媛銀行新居浜支店 38 （株）田窪工業所 

7 （株）大石工作所 39 （株）テックプログレス 

8 （株）尾崎設計事務所 40 （株）東研サーモテック 

9 おべ工業（株） 41 東邦電気（株） 

10 （株）カンセツ 四国事業所 42 東予信用金庫 

11 共栄電子（株） 43 土佐電子工業（株） 

12 キング通信工業（株） 44 （株）トップシステム 

13 （株）コスにじゅういち 45 南海工業（株） 

14 （株）近藤工作所 46 西機電装（株） 

15 （株）西条環境分析センター 47 日泉化学（株） 

16 （株）サンコー 48 日東電工（株） 

17 三光機械工業（株） 49 日本ケッチェン（株）新居浜事業所 

18 三和エレクトロニクス（株） 50 登尾鉄工（株） 

19 （株）四国機器サービス 51 萩尾機械工業（株） 

20 四国電気工業（株）新居浜支店 52 BEMAC(株) 

21 シブヤ精機（株） 53 フードテクノエンジニアリング（株）

22 （株）伸栄設計 54 不二精機（株） 

23 新和工業（株） 55 （株）藤田製作所 

24 （株）ジンノ工業 56 松山宮地弘商事（株）新居浜営業所 

25 鈴木樹脂工業（株） 57 丸重商事(株) 

26 住化農業資材（株） 58 三浦工業（株） 

27 住友化学（株）愛媛工場 59 MIGACT 

28 住友共同電力（株） 60 三菱電機（株）名古屋製作所 

29 住友金属鉱山（株）別子事業所 61 （株）三好鉄工所 

30 住友重機械イオンテクノロジー（株）愛媛事業所 62 ムラカミテクノワークス（株）

31 住友重機械工業（株）愛媛製造所 63 （株）妻鳥通信工業 

32 （株）セラテック 64 ユースエンジニアリング（株）

〇愛テクフォーラムについて  （https://www.off.niihama-nct.ac.jp/aiteku/） 

≪目的≫ 

 愛テクフォーラムは、新居浜高専が地域社会・産業界との連携・交流を積極的に推進し、地域産業の発展など地域振興に寄与す

るとともに、新居浜高専の教育振興を図るため、地域の皆様のご協力をいただき、平成１７年７月に設立しました。 

≪事業概要≫ 

１．地域産業界等との人的交流、情報の交流 

２．共同研究等技術研究開発の連携推進 

３．リフレッシュ教育等技術者育成支援 

４．高専の教育研究の進行に関する事業 

 会員皆さまのご協力を賜り、地域との連携を深め、上記事業の充実、活性化を図ってまいりたいと思っております。また、会員

には新居浜高専への技術相談における優待制度もありますので、是非、「愛テクフォーラム」へのご入会をお待ちいたしております。67



　本校は産学連携を推進する中核的拠点として2000年に「高度技術教育研究センター」を設

置し、地元企業からの寄贈を含む大型の教育研究設備を導入することでハード面の充実を図

ってまいりました。一方、ソフト面におきましては、2005年に「新居浜高専技術振興協力会

（通称：愛テクフォーラム）」を地域産業界等とともに設立しました。さらに、当センター

内部組織として、「研究推進部門」「地域連携部門」および「高度教育部門」を設置し、効

果的な運用を目指しております。

　本冊子には、工学ならびに人文科学系分野を含めた教員の研究シーズと利用可能な設備等

を掲載しております。技術相談等におきましては、記載の教員へ直接または本校窓口の総務

課へお気軽にお問合せいただけますようお願い申し上げます。

　末筆になりましたが、本校の教育・研究への多方面にわたるご協力に感謝し、本冊子の情

報を通じて、地域社会の教育・研究・産業の質的向上につながることを祈念しております。

2022年8月
高度技術教育研究センター長

編 集 後 記

研究協力の形態

定　　義

研究協力には、次の協力形態があります。

● 提供された研究費は、学校管理のもとに担当する研究者等で利用されます。

● 申込先：総務課　総務企画係…TEL：0897-37-7834 E-mail：tiren-c.off@niihama-nct.ac.jp

共
同
研
究

受
託
研
究

奨
学
寄
付
金

外部機関と高専で共通

の研究テーマを分担し

て実施する研究

外部機関からの委託を

受け委託者の経費負担

により業務として行い、

その成果を委託者に報

告する研究

奨学を目的とした寄付

金による研究

研究員の派遣有り

 (共同研究契約)

研究員の研究料
(６ヶ月２１万円)

必要研究経費

必要研究経費

必要研究経費

任意額

研究員の派遣無し

 (共同研究契約)

(受託研究契約)

タ イ　プ
(必要協定)

外部機関が
負担する研究費用
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〒792-8580　愛媛県新居浜市八雲町7番1号

本センターに関するお問合せ、その他関連事項についてのご照会は、下記へお願いいたします。
新居浜高専　総務課　総務企画係　TEL :  0897-37-7834　FAX :  0897-37-7842

E-mail  :  t i ren-c.off@niihama-nct.ac. jp

https ://www.n i ihama-nct .ac . jp/center/ホームページアドレス

新居浜工業高等専門学校

高度技術教育研究センター

お問
合せ先
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