宮崎県機械技術センター ・ 宮崎大学産学 ・ 地域連携センター共催

第3回

延岡
宮崎大学まちなかキャンパス（宮崎市）で定期開催している 「マッチングのためのラウンドテーブル in
宮崎」 の県北版として、 延岡市で３人の研究者によるリレープレゼンを開催します。
第 3 回は菅本和寛先生＠生理活性成分の活用、 櫻井倫先生＠森林利用学、 武田彩希先生＠放
射線と LSI の 3 テーマをお話いただきます。 ご関心をお持ちの皆様、ぜひこの機会にご来場ください。
※一方的なセミナー形式ではなく、 テーブルを囲んで参加者の相談内容、 質疑に対して双方向で行う
進行形式です。 お気軽にご参加ください。

■日 時

６月 19 日（火）13：30－17：30

■会 場

延岡市駅前複合施設エンクロス 2 階

■定 員

２０名（事前申込み必要）※どなたでも参加可能です

■参加費

無料（ドリンク代 200 円）

〒882-0053 宮崎県延岡市幸町 3 丁目４２６６番地５
＊駐車場（市営駐車場 2 時間まで無料）は有料となりますので、 できるだけ公共交通機関をご利用ください。

※氏名 ・ 会社名 ・ 連絡先（電話 ・ FAX ・ メール）を 6 月 15 日（金曜）までに
下記のいずれかへ FAX またはメールでご連絡ください。

■お申し込み ・ お問い合わせ先

宮崎大学産学 ・ 地域連携センター（担当：西片）

TEL：0985-58-7946 FAX：0985-58-7793
E-mail：miya-miya@of.miyazaki-u.ac.jp

宮崎県機械技術センター（担当：石黒）

TEL：0982-23-1100 FAX：0982-23-1104
E-mail：ishiguro@mmtc.or.jp

お申込み書
●相談内容（取り組みたい ・ 解決されたい事項）

所属名
氏 名
TEL
FAX
E-mail

役職／部署

三つの研究シーズから考える宮崎の新産業

延岡

in

大学
¼
企業

Presenters
菅本 和寛（すがもと

かずひろ）

経歴 ・ 職歴：
宮崎大学大学院工学研究科修士課程
工業化学専攻修了
熊本大学大学院自然科学研究科
応用物質化学専攻博士後期課程
博士（工学） 大阪大学
1995 年 宮崎大学工学部 助教
2011 年 宮崎大学 准教授
研究分野：有機合成化学、 天然物化学、 環境化学

櫻井 倫（さくらい

りん）

参加者へのメッセージ：
植物が有する生理活性物質に着目し、 宮崎特産品である
ヒュウガトウキ、 ブルーベリー葉と茎、 ホウレンソウ、 お茶、 ピー
マンなどの成分の分離や分析を行っています。 また、 宮崎の
香りを作りたいと考え、 飫肥杉や日向夏のエッセンシャルオイ
ルを廃棄物から取り出しています。 その他、 環境に負荷のか
からない環境調和型有機合成反応を開発し、 開発した反
応を利用して生理活性を有する天然物の合成を行っておりま
す。 素晴らしい宮崎の素材に付加価値を付けられるお手伝
いができればと考えております。

宮崎大学農学部 森林緑地環境科学科 准教授

経歴 ・ 職歴：
2001 年 3 月 東京大学大学院
農学生命科学研究科博士課程修了
博士（農学）
2008 年 2 月～
東京大学大学院農学生命科学研究科 助教
2015 年 11 月～ 宮崎大学農学部 准教授
研究分野：森林利用学（林業機械，森林作業シ
ステム，林道，森林土木，労動科学）

武田 彩希（たけだ

宮崎大学工学教育研究部 環境応用化学科 准教授

あやき）

経歴 ・ 職歴：
2014 年 3 月 総合研究大学院大学 高エネルギー
加速器科学研究科 修了 博士（理学）
2014 年 4 月～ 京都大学大学院 理学研究科
特定研究員
2017 年 1 月～ 宮崎大学 工学部 助教
研究分野：
物理計測システム（半導体イメージセンサ，放射線
計測，集積回路，データ処理システム）

参加者へのメッセージ：
生産業としての林業の発展のために、 林業用機械の適切な
組み合わせや機械ごとの生産性の測定や適地の判定、 森林
内の道路ネットワークの分析や計画の方法論、 作業の安全
性向上と負荷の軽減、 バイオマスを含む木材サプライチェーン
の最適化などを研究しています。
いま宮崎の林業は曲がり角を迎えています。 これからも林業が
宮崎で力強くありつづけるために、 なにか貢献できればと考えて
います。

宮崎大学工学教育研究部 電子物理工学科 助教
参加者へのメッセージ：
次世代宇宙Ｘ線観測のために、 半導体放射線イメージセンサ
を研究開発しています。
半導体イメージセンサはスマートフォンやデジタルカメラなどの 「眼」
にあたるものです。 既存技術ではとらえることができない現象を観
測するため、 新しい技術を開発しています。 また、 物理現象を
とらえるための計測システム全般も手がけています。
宮崎に来て１年ばかり。 研究開発した技術を基礎科学のため
だけではなく、 宮崎の産業発展へ役立つことができればと考えて
います。

３名の研究者から、 研究の一端をご紹介します。 マッチングのためのラウンドテーブルは、 プレゼンターと参加者とが同じテーブルに着き、
忌憚なく双方向でディスカッションする場です。 宮崎の県北エリアの産業と、 宮崎大学の研究の 「今」 をつなぐ、 未来の新産業創出
に向けた新たな出会いにご期待ください。
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＊お車でお越しの際は、駐車場は市営駐車場（北または西）を
ご利用ください。２F 市民活動カウンターにて 2 時間無料、
以後 100 円 / 時間がかかります。
＊会場内は１F スターバックスコーヒー以外の飲食はできません
ので、ご了承ください。

