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１，取り組みの背景・目的と概要 

 工学部および工学研究科では既に実践的工学技術者育成のための数々の取り組みを実施してき

た。学部教育では、各学科が平成 15 年度から日本工学技術者認定機構（JABEE）による技術者教

育プログラム受審に取り組み、平成 23年度に全ての学科の教育プログラムが JABEEに認定された。

さらに、文部科学省特別研究経費（教育改革）「実践型専門技術者を育成する学部教育の充実」（平

成 17～19年度）と文部科学省の大学教育・学生支援推進事業「自主を促す工学技術者キャリア教

育」（平成 21～23 年度）により、正課カリキュラム教育および自主的な正課外教育の両面からの

アプローチによる学部教育の改革を継続してきた。一方、工学研究科でも、文部科学省特別研究

経費（教育改革）「農工連携等による先端的・融合的教育分野の充実」（平成 17～18年度）」、文部

科学省・若手研究者育成経費「魅力ある大学院教育イニシアティブ」（平成 17～18 年度、略称大

学院 GP）および経済産業省のパートナーシップ人材育成事業「太陽光発電関連産業のニーズに応

える高度専門性を持つ人材育成プログラム」（平成 21～22 年度）などでの大学院修士課程教育の

改革を行ってきた。例えば、修士課程教育カリキュラムの共通選択科目群に技術経営（Management 

of Technology）関連科目として「技術経営とベンチャービジネス論」、「知的財産管理と技術者倫

理」、「MOT and Venture Business（英語での講義科目）」などを開講したり、長期インターンシッ

プを導入したりして、専門知識だけでなく企業等で必要な知識・素養を修得できる仕組みを確立

してきた。 

 （社）日本経済団体連合会が 2009年 4月に発表した意見書「競争力人材の育成と確保に向けて」

では、「実践教育の充実と産学連携の強化（産学共同人材育成プログラム等の開発など）」と「理

工系学生と技能人材の確保（自ら考え工夫することができる自立した技能人材の育成など）」とが

学校教育に求められることとして指摘されている。意見書の中で、企業が求める人材像として(ⅰ)

自主性・積極性、(ⅱ)進取の精神、(ⅲ)柔軟な発想と深い考察力、(ⅳ)コミュニケーション力、(ⅴ) 

国際的な視野と多様性の受容を挙げている。また、経産省では、若者の社会人基礎力（職場や地

域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力）として、「前に踏み出す力」、「考

え抜く力」、「チームで働く力」の３つの能力の育成に取り組んでいる。大学および大学院の教育

において、専門知識・技能に加えて、学生へのこれらの能力育成教育が強く求められるようにな

ってきている。 

これらの要請に応えるには、工学部および工学研究科修士の教育でもさらに教育改善を進める

必要がある。このため、平成２２年度から宮崎大学戦略重点経費の支援を受けて、企業で専門技

術者として必要な実践力として、研究・技術開発業務でのコミュニケーション能力（積極的・建

設的な発言や議論ができる力）、チームワーク力、柔軟な洞察力・考察力などを育成するプログラ

ムを開発する取り組みを始めた。取り組み２年目の平成２３年度は、取り組み内容を改良して定

着させる段階にあり、「①産学共同での修士研究を通した実践的技術者能力育成教育プロジェク

ト」および「②専門技術者に必要なコミュニケーション能力を高める課外講座」の２つの取り組

みを実施した。 

企業等の研究者・技術者と教員との産学共同教育が修士学生に実践的な研究コミュニケーショ
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ン力を身につけさせるのに有効なことおよびコミュニケーションエクササイズを多用するコミュ

ニケーションスキル講座で、学生に積極的に発言や議論する姿勢を持たせることができることが

できることが取り組みの教育成果として明らかになった。 

 

２．取り組み内容 

（１）産学共同での修士研究を通した実践的技術者能力育成教育プロジェクト 

企業等の研究開発技術者とのチームワークでの研究を通した学生の実践研究力の育成および産

学共同での実践コミュニケーション力の育成を目指すことが目的である。教員と企業技術者とが

共同で、学生の修士論文研究などの研究実験の指導をしたり、研究発表のアドバイスをしたりす

る産学共同教育プロジェクトを公募した。修士論文研究全体を共同で行わなくてもよく、研究の

一部分で企業技術者と修士学生とが互いに議論、計画して推進するものであればよいこととした。

取り組み推進必要な修士論文研究費の旅費や消耗品費の一部に充当できる研究推進補助費（約１

０万円）を、採択した学生の指導教員の管理で使用できるようにした。１１月に工学部教員にプ

ロジェクトの募集を案内した。その結果、企業関係者と教員とのチーム指導体制で学生の実践研

究力を育成するプロジェクトとして、以下の６件を採択した。それぞれのプロジェクトで行われ

た内容の詳細は、３月に報告レポートとしてまとめてもらった。 

個別に行われたプロジェクトではあったが、企業等大学教員以外の研究者・技術者が修士学生

の研究テーマの議論や発表（発表練習を含む）の場に加わって、指導教員と共に指導することで

の教育効果が高いことがわかる。今回の取り組みプロジェクトの実施結果から、企業等と共同研

究や受託研究を行っている共同研究先企業等の協力で、産学共同研究指導は容易に実施可能と考

えられた。企業関係者に学生の実践コミュニケーション能力を育てるような指導を予め依頼した

上で、企業と教員による共同研究や受託研究の研究打ち合わせや成果発表の場に、差し支えない

範囲でその研究に関係する学生を同席させ、かつ学生本人に発表や発現を促すような取り組みを

するとよいと思われる。数人の学生に実施後のヒアリングを行ったところ、「企業関係者と直接話

す機会の増加自体が有益な体験になる」、「企業の方のアドバイスが新鮮に思えた」、「企業での研

究開発のミーティングの様子を知れてよかった」などと感想を述べていたので、学生にとっても

好評な取り組みであることがわかった。学生を参画させた研究打ち合わせや成果発表を積極的に

行う取り組みを今後実施していただきたい。 
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表 実施した実践的技術者能力育成教育プロジェクト 

番号 プロジェクト名 専攻 代表者（教員） 修士学生氏名（学年） 

１ 化合物系太陽電池材料の評価技

術開発を通した学生の実践的技

術者育成 

応用物理学 福山 敦彦 河野洋平（2 年） 
鈴木章生（2 年） 

 深刻化する地球温暖化やエネルギー問題解決のために低炭素化社会実現のための研究開発が

国内外で盛んである。そのキーデバイスが太陽電池であり、国内外で様々な研究開発が行われ

ている。本プロジェクトでは、共同研究企業（株式会社トヨタ自動車）と行っている次世代太

陽電池材料の成膜および評価技術開発を通して、担当学生のコミュニケーション能力やチーム

ワーク力、柔軟な洞察力・考察力を養うことを目的とする。 
 

２ 農作物の有効利用の開発を通し

た技術者能力育成教育 
物質環境化学 菅本 和寛 柴田 嵩大（2 年） 

中岡 延之（2 年） 
茶圓 武仁（2 年） 

 農作物であるマンゴー，茶，シークワーシャー，バラ，タケ，稲ワラなどを有効活用する共

同研究を（株）SUNAO 製薬や（株）Y・D・M 仁田脇バラ園」と行い、具体的には、（１）マ

ンゴー種子核，茶種子核，シークワーシャー果皮などの有効利用の開発、（２）バラウォーター

の開発、（３）タケ，稲ワラを用いたバイオエタノール製造の基礎研究を実施する。企業との打

合せ，学会発表等に学生を参加させたり，修士論文発表などの練習時に企業経営者などにアド

バイスをもらったりすることで，学生のコミュニケーション能力や洞察力・考察力を育成する。 
 

３ 殺菌・脱色用アスピレータ型オ

ゾナイザの開発研究に伴う実践

的能力開発 

電気電子工学 迫田 達也 有吉 純也（1 年） 
有村 拓也（2 年） 

 平成 21～22 年度に殺菌・脱色用水中プラズマオゾナイザ（オゾンやラジカルを水中で生成あ

るいは水中に高効率で溶解させて被処理水を殺菌・脱色する。）の開発に関して旭有機材工業㈱

と共同研究を実施した。一方、今年度は共同研究という形態はとってはいないものの基礎的な

研究、装置改良に関する研究で引き続き協力している。本プロジェクトにおいて、学生は、企

業力が発揮される実証試験及び改良、製品化に関する実験研究に積極的に参画し、企画・計画

力、実践力を養う。また、ミーティングや研究発表会を重ね、コミュニケーション力、プレゼ

ンテーション能力を向上させる。以上のように、企業と協働することで研究、製品に対する消

費者・企業の具体的なニーズが認識できるともに、実践的な製品開発力を学ぶことができる。 
 

４ 追尾型太陽電池発電システムの

デモ教材開発 
電気電子工学 穂高 一条 牛水 将憲（1 年） 

  太陽電池に対する関心が，その普及に伴い高まりつつある。とくに高校生や大学生も高い関

心をもっているが，現状ではそれが科学的興味に必ずしも結びついていない。そこでこの取組

では，太陽電池とその周辺発電システムの小型デモ教材を，工業高校と共同開発して，生徒，

学生の科学的探究心を掘り起こすことを目指す。この取組を通して，担当学生は高校教員と問

題意識を共有して，実践的場面におけるコミュニケーション力を獲得できる。また，担当学生

はデモ教材に関するプレゼンテーションを高校教員に対して行う。 
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５ 大学院生―企業技術者相互派遣

プログラム－実践的技術者能力

育成教育－ 

電気電子工学 吉野 賢二 神谷 なお美（1 年） 
 

  企業の技術者、研究者と共同で研究を行うことにより、大学院生の実践的技術者能力を育成

されると考えられる。特に、企業技術者、研究者の仕事に対する考え方、必要な知識、技術、

さらには、コミュニケーション能力（積極的・建設的な発言や議論ができる力）、柔軟な洞察力・

考察力を育成されると考えられる。さらには、知財に対する考え方を学ぶことが出来、修士論

文にも大きく影響を与えると考えられる。企業の方に、アンケートの形で学生の評価の回答を

してもらう。また、学内でプレゼンをさせ、考え方、必要な知識、技術を学び、コミュニケー

ション能力、柔軟な洞察力・考察力を評価する。 
 

６ 自動検査ラインを題材とした実

践的技術者能力育成 
機械システム工学 川末 紀功仁 井上 晃裕（1 年） 

  修士論文で取り組む画像処理の研究に関して，実際の工場（(株)花菱塗装）への実用可能性お

よび実用化する場合に想定される様々な問題について調査する。学生自らの情報収集や地元企

業の技術者とのミーティングによって実践的技術者能力を育成する。 
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化合物系太陽電池材料の評価技術開発を通した 

学生の実践的技術者育成 

代表者：材料物理工学科准教授 福山敦彦 

工学研究科応用物理学専攻 河野洋平、鈴木章生 

 
１．概要 

深刻化する地球温暖化やエネルギー問題解決のために低炭素化社会実現のための研究開発が国

内外で盛んである。そのキーデバイスのひとつに太陽電池がある。地球温暖化の原因となるCO2
を排出しないことや、駆動部がなくメンテナンスに優れているといった利点から、住宅用発電シ

ステムだけにとどまらず、大規模太陽光発電所の建設も盛んに行われるようになっている。ただ

し未だに変換効率が低く、基幹電力には成り得ていない。本プロジェクトでは、共同研究企業と

行っている次世代太陽電池材料の品質向上のための研究を通して、担当学生のコミュニケーショ

ン能力やチームワーク力、柔軟な洞察力・考察力を養うことを目的とする。 
 

２．実施内容 

 本プロジェクトの目的達成のために、以下の点を担当学生に実施させる。 

（１）共同研究企業から提供される半導体材料の各種光学的測定 
表面反射・透過過程は FTIR 法、発光再結合過程はフォトルミネッセンス（PL）法、非発

光再結合過程は圧電素子光熱変換分光法（PPT）法でそれぞれ学生に測定させる。 
（２）測定データの取りまとめ 

取りまとめに際して必要となる半導体材料の素性については、担当学生が共同研究企業担当

者との間のメールのやり取りで把握させる。 
（３）成果報告 

学生に研究成果報告書を執筆させ、教員による添削を繰り返して報告書を完成させる。取り

まとめられた成果は学会等で発表させる。 

以上の項目を実施することで、担当学生のコミュニケーション能力、洞察力・考察力の向上を

目指す。 

 

  
図 1：共同研究企業で成膜した SiGe 膜の断面 SEM 像 
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図２：半導体材料の光学的測定（FTIR法による反射・透過測定） 

 

３．達成状況 

 現在主流の太陽電池材料である Si に変わる材料として期待されている SiGe に注目した。同材

料は Si 系化合物であるため、これまでに Si 太陽電池セル作製プロセスの技術を流用できる点で

注目されている。共同研究を実施している企業（T 社）にて成膜されている SiGe 膜は Si 基板上

に成膜されており、基板の影響をどのように差し引いて SiGe 膜の信号を取得するかが重要なポ

イントとなった。まず、本大学機器分析センターにて断面 SEM 像を撮影させ、その構造解析と

そこから予想される測定信号についての考察を行わせた。その結果、Si 基板のみの測定信号をバ

ックグランドとして差し引く手法では不十分で、SiGe 膜内の光学干渉を計算にて算出し、その比

較から SiGe 膜のみの信号を抽出することとした。 
 今回得られた結果は、SiGe 膜の熱伝導率が報告されている値よりも非常に低く、太陽電池動作

による発熱が変換効率低下を引き起こす可能性を示すことが出来た。これらの解析作業では、本

プロジェクト学生が積極的にデータ解析および光学干渉を計算し、T 社担当者とメールのやり取

りを行いつつ実施することができた。学会発表においても事前に発表許可願いをお願いするため

の資料等も全て学生に準備させることにより、共同研究（共同作業）の実施方法について十分理

解する機会を与えることができたと思われる。なお、得られた成果は平成 23 年度応用物理学会九

州支部会学術講演会（平成 23 年 11 月 26-27 日、鹿児島大学工学部）にて学生が発表を行った。 
 
４．今後に向けた改善点 

 今回提供されたSiGe膜は、太陽電池材料としてはまだまだ品質が低く、実施した光学的測定で

得られたデータもノイズの大きいものであった。そのため参加学生らも解析に困る場面も多々あ

り、解析不足で学会予稿提出日に間に合わず、投稿を辞退することもあった。提供資料の準備段

階から学生に参加してもらうことで避けられた可能性もあり、我々指導する側の反省点であった。

学会発表の準備等については学生同士あるいは教員による指摘は行ったものの、共同研究を実施

している企業の指摘・意見を十分反映させることは出来なかった。学会前の事前準備に十分な時

間を掛けるようにする事も今後の改善点である。 

 

以上 
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植物バイオマスの有効活用の開発 

代表者：物質環境化学科 菅本 和寛 

工学研究科物質環境化学専攻 柴田 嵩大，中岡 延之，茶圓 武仁 

 
１．概要 

農作物である，マンゴー，茶，アシタバ，シークワーシャー，バラ，タケ，稲ワラ，これらの

資源を有効活用する方法を開発する。共同で研究を実施する企業は「株式会社 SUNAO 製薬」，で

具体的には以下の項目の検討を行った。 

（１）マンゴー種子核，茶種子核，アシタバ各部位，シークワーシャー果皮などの有効利用の開

発 

（２）バラウォーターの開発 

（３）タケ，稲わら用いたバイオエタノール製造の基礎研究 

上記の内容を検討し，商品開発に向けて企業との打合せ，学会発表等を実施した。また，修士

論文発表などの練習時に企業経営者などにアドバイスを頂いた。以上の事を実施し，学生のコミ

ュニケーション能力，チームワーク力，洞察力・考察力を育成した。 

 

２．実施内容 

有効利用に関しての企業との打ち合わせは 14回，関連する学会発表は 3件，企業の方に同席し

て頂いての修士論文の発表練習 2回を実施した。発表の様子は以下の通りである。 

 

学会発表 

1）2011日本化学会西日本大会（徳島大学） 2011年 11月 13日 

タイトル：プレニルあるいはゲラニル基を有する 2’-ヒドロキシカルコン類の単離および合成と

その生物活性 

発表者：柴田 嵩大・菅本 和寛・松下 洋一 

 
 

2）第 13回分析講演会（宮崎大学）2011年 12月 14日 

タイトル：マイクロ波加熱装置を用いたタケの糖化前処理の検討 

発表者：中岡 延之・松下 洋一・菅本 和寛 
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3）第 13回分析講演会（宮崎大学）2011年 12月 14日 

タイトル：アシタバの成分の分離・分析とその生物活性 

発表者：柴田 嵩大・菅本 和寛・松下 洋一 

 
 

修士論文の発表練習 

1）修士論文の発表練習 1回目 2012 年 2月 6日 

発表者：柴田 嵩大，中岡 延之，茶圓 武仁 

アドバイザー：株式会社 SUNAO製薬  

 
 

 

2）修士論文の発表練習 1回目 2012 年 2月 8日 

発表者：柴田 嵩大，中岡 延之，茶圓 武仁 

アドバイザー：株式会社ワコーケミカル  

 
 

３．達成状況 

以下 3つのテーマを検討した。 

 

１）マンゴー種子核，茶種子核，アシタバ各部位，シークワーシャー果皮などの有効利用の開発

について 

 今年度は各種試料の成分を溶媒抽出し，HPLC,GC,GC/MS などを用いて分析した。さらに抽出物

の成分をカラムクロマトグラフィーで分離し，NMR，IRなどを用いて構造を確認した。その結果，

マンゴー各種から従来報告例のない成分を単離できた。 
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2）バラウォーターの開発 

 こちらの実験は実施できていないが，企業と打ち合わせを繰り返し，実験の方向性を決めた。

今後実験を開始する予定である。 

 

3）タケ，稲ワラを用いたバイオエタノール製造の基礎研究 

 タケはアルカリ前処理ではセルラーゼ糖化しにくい材料であるが，過酸化水素を添加しアルカ

リ前処理すると効率的にセルラーゼ糖化できることがわかった。稲わらは，アルカリ前処理で容

易にセルラーゼ糖化できる。今回はアルカリ前処理した材料の構成成分を詳細に分析した。 

  

 以上の研究成果を学会発表や修士論文発表で報告した。さらに，この成果を基に企業と打ち合

わせを繰り返した。有効利用の検討をさらに実施する予定である。 

学会発表や修士論文発表での発表体験，修士論文発表練習で企業の方にプレゼンやコミュニケ

ーション方法のアドバイスを頂いたことで，学生のコミュニケーション能力，チームワーク力，

洞察力・考察力を育成できたと考えている。 

 

４．今後に向けた改善点 

学生達に今回実施したプロジェクトの感想を聞いてみると，特に企業の方との修士論文発表練

習が良い経験になったと言っている。本番前に緊迫した雰囲気での発表は良い練習になるし，違

う目線からのアドバイやコミュニケーション方法のアドバイスが大変参考になり，コミュニケー

ション能力，洞察力・考察力などが向上したと実感しているようである。今後もこの取り組みは

継続して実施していきたいと考えている。 
 

以上 
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殺菌・脱色用アスピレータ型オゾナイザの開発研究 
に伴う実践的能力開発 

 
代表者：電気電子工学科准教授 迫田達也 

工学研究科電気電子工学専攻 有吉純也, 有村拓也 
 
１．概要 

申請者及び学生は，殺菌・脱色用水中プラズマオゾナイザ（オゾンやラジカルを水中で生成あ

るいは水中に高効率で溶解させて被処理水を殺菌・脱色する。）の開発に関して旭有機材工業㈱

と協力している。本プロジェクトにおいて，学生は，企業力が発揮される実証試験及び改良，製

品化に関する実験研究に積極的に参画し，企画・計画力，実践力を養う。また，ミーティングや

研究発表会を重ね，コミュニケーション力，プレゼンテーション能力を向上させる。以上のよう

にして企業と協働することで研究，製品に対する消費者・企業の具体的なニーズが認識できると

もに，実践的な製品開発力を学ぶことができる。 
 

２．実施内容 

 本プロジェクトの目的達成のために，申請代表者及び学生は，以下の取り組みを行う。すなわ

ち，大学のみならず旭有機材工業㈱と協働して実験を行うとともにミーティングを重ね，企業人

から企画・計画力，実践力を養うとともに，コミュニケーション力，プレゼンテーション能力を

極める。 
 
(1) 旭有機材工業㈱とのプロトタイプの性能評価試験 

   代表者と本プロジェクト参加学生及び旭有機材工業とは，アスピレータ構造型のプラ

ズマ生成装置を用いた水処理システムを提案しており，OH ラジカル等による促進酸化

処理を行っている。宮崎大学では，主に，アスピレータ構造型オゾナイザの発光観測を

行い，アスピレータ構造型の放電機構を検討する。また，同プラズマ生成装置を用いて

メチレンブルーの脱色試験を行い，同装置の処理効率を評価する。なお，上記装置はガ

ラス２重管構造となっており，内側ガラス管，外側ガラス管の半径や両ガラス管との間

隔については，学生も含めて旭有機材工業㈱と検討を続けてきたものである。また，性

能評価試験時においては旭有機材工業㈱の技術者の方にも確認頂きながら条件を検討す

る。このような取組みにより，学生は企業力が発揮される実証試験及び改良，製品化に

関する実験研究に積極的に参画し，企画・計画力，実践力を養う。 
 

(2) 旭有機材工業㈱との定期的(2ヶ月程度に 1度)なミーティング 

   （１）で得られた実験結果を整理し，パワーポイントを使用して発表用スライドを準

備する。作成したスライドに沿って，旭有機材工業において研究の進捗を報告する。結

果については，旭有機材工業の技術者と検討を重ね，以降の研究計画・方法についても

検討する。このような取組により，コミュニケーション力，プレゼンテーション能力を

向上させることとした。 

 
３．達成状況 

分光器に依る放電発光の観測を行い，波長 300 nm 台のスペクトルを観測した。その結果，O
や OH ラジカルによる発光スペクトルを確認することができ，アスピレータ構造型のプラズマ生

成装置において促進酸化処理が期待できることが明らかとなった。また，メチレンブルーの脱色
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試験においては，従来型のオゾンによる脱色処理に比べて促進酸化処理を行うことのできる開発

品では短時間での処理が完了することが明らかとなった。これらの結果を得る過程においては，

旭有機材工業㈱の技術者からのアドバイス，特に，電極の設定方法や放電生成条件に関しての情

報は有用であった。このような実証試験及び改良を企業の技術者と協働して行い，企画・計画力，

実践力を身につけることができたように思う。 

旭有機材工業㈱においては，12 月と 2 月の２回にわたって研究の進捗状況について報告した。

写真１は，2012 年 2 月 24 に旭有機材工業㈱で行った報告・検討会の様子である。簡易な装置構

造と高い効率，低コストを強く意識した技術者からのコメントが印象的で，大学の教育だけでは

不十分な視点・考え方にも多く触れることができたようであった。また，旭有機材工業の技術者

との検討により，翌月以降の研究計画・方法についても検討したが，自分達の計画の立て方が曖

昧で具体性に欠けている事をより認識できたようであった。なお，コミュニケーション力，プレ

ゼンテーション能力については，ご担当の方々より高い評価を得た。大学での予行練習が功を奏

したのかもしれないが，緊張感をもってやりとりを繰り返した成果であると考えている。 

以上のように，本プロジェクトにより，学生は先端的な専門知識や専門技術に加えて，企業で

専門技術者として必要な実践力，すなわち，研究・技術開発業務でのコミュニケーション能力，

チームワーク力を向上させたものと判断する。 

 

 
 

写真1 宮崎県延岡市の旭有機材工業でのミーティング（2012年2月24日の様子） 

（左側：有村, 右側：有吉） 

 

４．今後に向けた改善点 

 企業が求める人材像は，(ⅰ) 自主性・積極性，(ⅱ) 進取の精神，(ⅲ) 柔軟な発想と深い考察

力，(ⅳ) コミュニケーション力，(ⅴ) 国際的な視野と多様性の受容などである。本プロジェク

トにより，（ⅰ）～（ⅳ）については向上もしくはその継続的な発展が十分に期待できる礎を築

くことができたと考えている。しかし，(ⅴ)については未だ検討の余地があり、実施方法に関し

て更に改善を行っていきたい。 

 

以上 
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追尾型太陽電池発電システムのデモ教材開発 

代表者：電気電子工学科 穂高 一条 

工学研究科電気電子工学専攻 牛水 将憲 
 

１．概要 

 太陽電池に対する関心が，その普及に伴い高まりつつある．とくに高校生や大学生も高い関心

をもっているが，現状ではそれが科学的興味に必ずしも結びついていない．そこでこの取組では，

太陽電池とその周辺発電システムの小型デモ教材を，工業高校と共同開発して，生徒，学生の科

学的探究心を掘り起こすことを目指す．この取組を通して，担当学生は高校教員と問題意識を共

有して，実践的場面におけるコミュニケーション力を獲得できる． 
 

２．実施内容 

 この取組では，小型・安価な追尾型太陽光発電システムを製作し，科学的興味を引く教材開発

を目指した．システムの製作にあたって，工業高校教員と協力し，高校生や大学生にとって仕組

みがよく分かるようなシステム設計を重要視した． 

 通常は太陽電池パネルを固定して発電するが，それに対して太陽を追尾することでより発電量

を増すことができる．ただし追尾式にすることによって固定式に対してどの程度の発電量増が見

込めるかはあまり明らかにされていない．とくに各地域によってその発電量増は異なるため，本

取り組みではまず，宮崎を含む各地域における発電量増の見込みを算出した． 

 下の図は，各地域において，太陽電池パネルを特定の傾斜角で固定したときに見込める最大発

電量である．この結果から，宮崎においては追尾型太陽電池を利用した場合，最大40%の発電量増

が見込めることが確認できた． 

 
 

本取り組みでは，下図のような追尾型太陽電池発電システムを設計・製作した．実験では，発

電していることは確認できたが，効率が期待していたほどよくはなかった．また，仕組みをわか

りやすく説明する冊子を開発していく予定である． 



13 
 

 

 
 

 
 

３．成果発表 

 今回申請した予算に関連する内容で今年度参加した学会は以下の通りである． 

 

・第30回計測自動制御学会九州支部学術講演会・第９回学生発表交流会 2010年12月3日 

塩入 俊太朗：「コンデンサ充電による太陽電池I-Vカーブ測定法」 

 

・第30回計測自動制御学会九州支部学術講演会・第９回学生発表交流会 2010年12月3日 

牛水 将憲：「太陽電池追尾式発電システムについて」 

 

・第30回計測自動制御学会九州支部学術講演会・第９回学生発表交流会 2010年12月3日 

加藤 康泰：「太陽電池発電における最大電力制御について」 

以上 
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大学院生―企業技術者相互派遣プログラム 

－実践的技術者能力育成教育－ 

代表者：電気電子工学科教授 吉野 賢二 

工学研究科電気電子工学専攻 神谷 なお美 
 

１． 概要 

企業が求める人材像は、(ⅰ) 自主性・積極性、(ⅱ) 進取の精神、(ⅲ) 柔軟な発想と深い考察

力、(ⅳ) コミュニケーション力、(ⅴ) 国際的な視野と多様性受容などとなっており、工学研究

科修士課程での教育には、先端的な専門知識や専門技術に加え、企業で専門技術者として必要な

実践力、研究・技術開発業務でのコミュニケーション能力（積極的・建設的な発言や議論ができ

る力）、チームワーク力、柔軟な洞察力・考察力を育成することが重要とされている。 

これらの能力を育成するために、大学院生―企業技術者の相互派遣を行い、共同で研究を行う。

このことにより、大学院生の実践的技術者能力を育成することを目的とする。特に、企業技術者、

研究者の仕事に対する考え方、必要な知識や技術を学び、コミュニケーション能力、柔軟な洞察

力・考察力を育成することは、学生にとって必要不可欠である。 

 

２．実施内容 

企業との共同研究をベースに、大学院生―企業技術者の相互派遣を行い共同で研究を行う。大

学からは、インターンシップを利用する。企業からは来学していただき、共同で実験を進める。

本事業では、山口県周南市にある(株)東ソーファインケムと行った。 

インターンシップは、１１月１５日～２５日まで行った。企業からは、羽賀研究員が１２月８

～１０日に来学し、一緒に実験を行った。 

 内容は、スプレー法による酸化亜鉛透明導電膜の作製を行うことである。 
 
３．達成状況 

透明導電膜の１つである酸化亜鉛の薄膜をスプレー法による技術の確立を行った。湿度の制御

をして、低温での作製メカニズムを理解することが出来た。得られた知見の一部は、３月に行わ

れる応用物理学会全国大会で発表する。 

また、企業において勉強会や検討会を行い、綿密な計画とそれに伴う行動、安全を確認し決し

て無理をしない事、危険予知を行い、安全を作る努力や整理整頓などを学んだ。 

さらに来学の際には、実験や学内の設備のほか、環境に関するアドバイスを受けることが出来

た。 

 

４．今後に向けた改善点 

 学生にとって企業での研究は、企業の研究環境を知るとても有意義な時間であった。実験の消

耗品を大学から支援していただき、とても助かったので、今後も継続して支援していただきたい。

企業からの来学での研究も、安全面を含め指導していただき、非常に参考になった。可能であれ

ば、企業の方が来学される際の旅費についても、大学から支援をいただければと思いました。 
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宮崎大学での実験風景 

 

企業で学んだこと 
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自動検査ラインを題材とした実践的技術者能力育成 

代表者：機械システム工学科教授 川末紀功仁 

工学研究科機械システム工学専攻 井上 晃裕 

 
１．概要 

修士論文で取り組む画像処理の研究に関して，地元の工場（(株)花菱塗装）への実用可能性お

よび実用化する場合に想定される様々な問題について調査する．学生自らの情報収集や地元企業

の技術者とのミーティングによって実践的技術者能力を育成する． 

 

２．実施内容 

（１）自動化が望まれるテーマについて，企業との事前ミーティングを行った． 

現場の作業における諸問題について，工場長などから説明を受けた．このミーティングには指導

教員も参加している． 

 

（２）職場体験 

学生自ら製造ラインに参加することで，自動化が望まれる課題について体験した．特に企業から

の提案から，①マスキング②IPAワイピング③脱ラック④目視検査の工程について体験している．

図１は体験の様子である． 

職場体験を終えての学生の感想は以下の通りである． 

・ライン上で、それぞれ担当業務があり、工程で決められたことをしっかりと守らないとお客様

の製品として問題が発生するという重要性を学んだ． 

・検査工程には不良基準が細かく整備されていた． 

・自動車の高外観品質を維持するには誰が行ってもミスが出ないように検査項目を標準化するこ

との重要性を学んだ． 

・工場の方から話を聞き、問題が発生した場合、三現(現場、現物、現実)の展開で真の原因を知

ることが最良の解決策だということを学んだ． 

 

  
図１ 学生の作業体験の様子 

（３）情報収集 

・ロボットビジョンに関する内容であることから，実施内容に関連する見本市（画像機器：

横浜）において，必要となる機材や周辺技術の情報収集を行った．同時に開催された画像セ

ミナーにも参加し，関連する研究者と情報交換を行った． 
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３．達成状況 

 企業から与えられたテーマを基に実験を行った．具体的には自動車のドアノブ上での塗装不良

箇所を自動的に検出するシステムを試作した．図２は，本プロジェクトで試作したソフトウェア

の一部である．画像処理により，キズを強調した例を示している．メタリック塗装の部品も含ま

れていることから，塗料に含まれる粒子がノイズとなる問題が生じた．本問題については，画像

の二値化処理を工夫することで，改善している．また，光源として蛍光灯やLEDなどのいくつか

試みた結果，白色LED光源を用いると最も良好な画像が撮影できることがわかった． 

 今後システムの開発に改善が必要なこととして，以下に示す不良の種類の分類に応じたアルゴ

リムの開発，不良箇所検出システムの自動化があげられる． 

 

不良の種類 

・同色ブツ 塗装と同じ色の埃などのゴミが付着した不良 

・異色ブツ 塗装と異なる色の埃のようなゴミが付着した不良 

・糸ブツ(繊維) 繊維状のゴミが付着してできた不良 

・当てキズ 製品同士が塗装の際にぶつかってできた不良 

・素地キズ 製品にできた、引っ掻いたような不良 

・フクレ 塗装が膨れて平坦になっていない不良 

・タレ 塗料が垂れてできた不良 

 

   
図２ 不良品（繊維）の例 

 

（１）企業とのミーティング（中間報告） 

 ・研究の途中経過について企業の技術者に対し中間報告会を実施した． 

 ラインを流れてくる部品が正確に同じ場所に位置することがないため，この位置ずれのために

キズが無い場所でもキズとして検出してしまう問題について，学生本人から説明がなされた． 

 

（２）企業担当者との報告会事前打ち合わせ（メール確認） 

・最終報告会内容および資料の確認をメール会議によって行った． 

 

（３）最終報告会 

 ・プレゼンテーション形式で最終報告会を実施した．その時の学生の感想は以下の通りである． 

「企業では，お客様の要求を満たすため，そしてコスト競争力に勝つために様々な問題に直面し

ており，それに対し共同研究などで，大学と企業がお互いに協力し合いながら取り組む必要があ

る．」 
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４．今後に向けた改善点など 

 ロボットの製造ラインを題材にした実践教育は昨年に引き続き今回が2回目となる．修士の学内

における研究は，一般的に研究室内で行われるために，研究成果が実際にはどのように活かされ

るのかが学生自身には実感できない場合が多い．今回も昨年度と同様に地元企業の協力を得て，

工場現場で課題になることが多い自動化ラインを題材に，テーマ提供，見本市における資料収集，

ミーティング等を行うことで，研究成果をどのような形で現場に活かせるかを体験させることが

できた．企業の方々からも現場での経験に基づく直接的なコメントを頂き，責任をもって仕事を

行う技術者としての実践能力を教育することができたと思われる．対象となった学生は修士課程

の１年生で特別研究の前半を終えた形になる．後半についても今回の経験を活かして積極的に研

究に取り組むものと思われる．学生自身も２年目も本プロジェクトを引き続き実施することを希

望している．今後，他の事業である長期インターンシップとの連携など，実施方法の検討が必要

である． 

 

以上 
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２．専門技術者に必要なコミュニケーション能力を高める課外講座 

 工学研究科修士課程の正規授業で開講する「技術経営とベンチャービジネス論」、「知的財産管

理と技術者倫理」、「MOT and Venture Business（英語での講義科目）」の技術経営（Management of 

Technology）関連科目とは別に、課外講座での技術者スキルを学ぶために、企業でチームワーク

により製品開発をする上で必要な技術コミュニケーションスキルの講座を開講した。企業で実際

に技術開発を担当しかつコミュニケーションスキル研修講師の能力も有する専門家を招聘講師と

した。具体的には、株式会社ソニーで開発技術者として勤められた後に、定年後にクオリティク

リエイト株式会社を設立され、品質工学やコミュニケーションスキルについてコンサルタント業

をされている塩澤 潤一氏を招聘した。 

昨年度に引き続いての開講であるが、昨年度実施した「品質工学」の講座は大学生には難しす

ぎることもあり、今年度は昨年度参加した学生に好評であった「課題解決に役立つコミュニケー

ションスキル｣の講座のみを計画した。１０月に次ページの参加案内で参加者を募集した。本年度

は学部学生にも受講対象を広げた。１１月２５日（日）から２７日（火）までの３日間で「コミ

ュニケーションスキル」の課外講座を１５時間の講座として実施した。参加者は修士学生と学部

学生で人数的にはおよそ半分ずつになった。日程設定で１日目は他の授業との重なりで、また日

曜日は数学統一試験との重なりで参加できない学生があり、参加人数が少なくなった。修了者に

は修了証を交付した。 

 
講座日時： 

①平成２３年１１月２５日（金） 14:50 ～18:10  

②平成２３年１１月２６日（土）  8:40 ～16:20  

③平成２３年１１月２６日（日）  8:40 ～16:20 

 

参加者： 

 参加人数／人 

修士課程専攻 ①１日目 ②２日目 ③３日目 

物質環境化学専攻 

機械システム工学専攻 

情報システム工学専攻 

１ 

５ 

１ 

１ 

５ 

１ 

１ 

３ 

１ 

学部学科    

物質環境化学科 

土木環境工学科 

機械システム工学科 

１ 

１ 

２ 

４ 

０ 

２ 

４ 

０ 

２ 

計 １１ １３ １１ 

 

 講義の全体を e－ラーニングシステム“メディアサイト”で収録して、ストリーミングコンテ

ンツとして大学内外からいつでも「課題解決に役立つコミュニケーションスキル」の課外講座を

視聴できる。１５時間にも及ぶ講義であるが、ファイルを複数に分けているので、少しずつ e－

ラーニングでの学習を続けられるようにしている。 

二つの講座講義を視聴するには、工学部ホームページのＳＣＥプログラムのバナーからＳＣＥ
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ホームページに入り、右下の「e－ラーニングについて」のバナーをクリックして、e－ラーニン

グページに入る（URL は http://www.miyazakiac.jp/sce/outline/e-learning/）。中段にある e-ラーニング

システム「Mediasite Live（MSL）」をクリックし、右上ログインから MID とパスワードでログイ

ンするとコンテンツの一覧がでる。「コミュニケーションスキル講座」のフォルダを選んで視聴で

きる。 
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平成２３年１０月１日 

工学研究科修士課程および学部学生の皆さんへの課外講座の参加案内 

工学部教育改革推進センター  

教育改革推進部門長 松下洋一 

●宮崎大学教育戦略重点経費 

｢産学共同で行う修士課程での実践的技術者能力育成教育｣での課外講座 

｢課題解決に役立つコミュニケーションスキル｣ 
 

企業が大学生に求める能力の一つに，コミュニケーション能力があります。企業の人事採用担当者

の多くが，採用面接試験でコミュニケーションの力を評価の項目に入れています。また，自分の研究

成果をスムーズにかつ自分の個性を十分に発揮してプレゼンテーションできることは，専門技術者と

して大事な能力・素養です。この講座の目的は，修士課程の学生の皆さんに，専門知識・技術に加え

て「課題解決に役立つコミュニケーションスキル」を身につけてもらうことを目指しています。 

講師は元ソニー技術者で，現在は技術コミュニケーションスキルや品質工学について企業のコンサ

ルタントをされている塩澤 氏です。他人にうまく情報・意思伝達するコツや一人ひとりの個性にあ

うようなプレゼンの仕方について身につけられるように，十分に演習(エクササイズ)の時間をとった

講座内容となっています。是非，この講座に参加して，自分のコミュニケーション能力のさらなる向

上を目指して下さい。 

講座では３日間で集中してコミュニケーションスキルの講義と実践を体験して習得できるようにプ

ログラムが組まれています。このため，受講を希望される方は，講座の全課程に出席されるようお願

いします。エクササイズが行える適正なクラスサイズとするため，受講生数は先着３０名と限らして

もらいます。受講希望者は日程を確認の上で早めに申し込んで下さい。 

記 
１．今回の講座で達成する目標：  

 聴き手を考慮したプレゼンテーションの方法を理解する。  

 他人とのコミュニケーションを円滑にする自己認識力向上について理解する。  

 チームワークのアウトプットを最大化するファシリテーションを理解する。  

 課題解決に必要な思考方法について理解する。  

２．講師：塩澤潤一氏（クオリティクリエイト株式会社・取締役）  

３．実施期間：11月25日(金) 13:00 ～11月27日(日) 14:30  

①11月25日(日) 13:00 ～18:10 

②11月26日(月)  8:40 ～16:30  

③11月27日(火)  8:40 ～14:30  

４．実施場所：工学部総合研究棟 プレゼンテーション･ルーム  

５．募集人数：先着３０名（先着順です！申込みはできるだけ早くに！） 

６．申込み方法  

参加申込み期間：10月3日(月)～10月28日(金)  

受講希望者は，下記事項を記入してメールで申込んでください。 

★メール題名："コミュニケーション講座申し込み"と書いてください！  

★メール本文の記載項目：  

①学科・専攻名，②学年，③学籍番号，④氏名，⑤連絡先電話番号 

【申込み先】工学部教育研究支援室 キャリア教育担当（A301） 

メールアドレス  sce-um@cc.miyazaki-u.ac.jp 

 

講座案内配布物（表） 
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｢課題解決に役立つコミュニケーションスキル｣ 講 座 概 要 

クオリティクリエイト(株)  塩澤 潤一  

自分の個性を十分活かしたプレゼンをして， 

コミュニケーションスキルの向上を図ろう！ 

  
【講義目的】  

難解な課題を解決するために，多くの人の知識と経験を有機的に結集することは，課題解決に

とって有効な方法です。そのためには，課題解決に関わる人々のコミュニケーションが円滑に行

われることと課題解決に必要な思考方法の理解が必要です。コミュニケーションスキルと思考方

法について理解することを目的に，講義と演習を行います。 

【講義内容】  

プレゼンテーションスキルとファシリテーションスキルについての基本的なことと課題解決に

必要な思考方法について論理的な側面と創造的な側面について講義します。講義では理解を助け

るために，情報伝達ゲーム，自分の会話を収録したビデオを見ながらグループ・ディスカッショ

ン，グループ課題でのファシリテーションの体験，事例を通した思考ステップのグループ体験な

ど数多くのエクササイズを実施します。講義だけにならない双方向の研修講座です。 

【主な講座内容テーマ】 

 課題解決におけるチームワークとコミュニケーション  

 プレゼンテーションスキル  

 ファシリテーションスキル  

 コミュニケーション能力向上に欠かせない自己認識力向上  

 課題解決能力と思考法の概要  

 課題解決のための思考ステップ  

 課題発見思考分析  

 創造的思考  

 論理的思考と創造的思考の融合  

 スキルアップエクササイズ 

【主な体験型エクササイズ】 

１．画像伝送ゲーム  二人でペアになり、画像情報を言葉で伝達します。 

２．ほめちぎりゲーム  二人でペアになり、相手を10項目まで褒めます。 

３．一分間プレゼンテ

ーション 

自己紹介を一分間できっちりプレゼンテーションを行います。 プレゼ

ンテーションの様子をビデオ撮り、良い点と改善点を話し合います。 

４．ランキングゲーム チームディスカッションにより製品売上ランキングを当てます。 

５．ファシリテーション

エクササイズ  

ファシリテーション手法理解のためのエクササイズを幾つか行いま

す． 

６．課題解決思考法

に関するディスカッショ

ン 

課題解決思考法を理解するために、講義中にチームでディスカッショ

ンを行います。 

 

以上 

講座案内配布物（裏） 



23 
 

【講座の内容と講義の様子】 

この講座では座学ばかりではなく，次の体験型エクササイズも実施した。コミュニケーション

能力を高めるための実践的なスキルや知識についても解説され、グループディスカッションでコ

ミュニケーションを体験しながら学ぶので、受講者はわかりやすく能力向上を行うことができた。

就職活動時期にあたり、２，３日目に不参加が多く、次年度は開講時期を変える必要がある。 
【体験型エクササイズ】 
１．画像伝送ゲーム  

  二人でペアになり、下のような画像情報を言葉で伝達します。 

  
 

２．ほめちぎりゲーム  

  二人でペアになり、相手を10項目までほめます。  

３．一分間プレゼンテーション  

  自己紹介を一分間できっちりプレゼンテーションを行います。 プレゼンテーションの様子をビデオ

撮り、良い点と改善点を話し合います。 チームに分かれて実施します。  

４．ランキングゲーム  

  チームディスカッションによりランキングを当てます。  

５．ファシリテーションエクササイズ  

  ファシリテーション手法理解のためのエクササイズを幾つか行います。 
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【修了証書見本】 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮崎大学工学部 教育改革推進センター 

〒889-2192 宮崎市学園木花台西１－１ 
TEL  0985-58-2871 
FAX  0985-58-2876 
http://www.miyazaki-u.ac.jp/tech/ 
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