
早稲田大学
情報生産システム
研究センター

北九州市立
大学
特殊実験棟

北九州市立大学
計測分析センター

環境エネルギー
センター

﹇
交
流
パ
ー
テ
ィ
会
場
﹈

共同研究
開発センター

情報技術
高度化センター

至折尾

学研都市ひびきのバス停

一般来場者用駐車場

体育館体育館

早稲田大学
情報生産システム
研究センター

北九州市立
大学
特殊実験棟

運動場運動場

北九州市立大学
計測分析センター

環境エネルギー
センター

カ
フ
ェ
テ
リ
ア

カ
フ
ェ
テ
リ
ア

共同研究
開発センター

情報技術
高度化センター

会議場会議場

学術情報センター

技術開発交流センター技術開発交流センター

﹇
交
流
パ
ー
テ
ィ
会
場
﹈

北九州市立大学
九州工業大学大学院

事業化支援センター

産学連携センター早稲田大学大学院

北九州市立大学
九州工業大学大学院

事業化支援センター

産学連携センター早稲田大学大学院
学術情報センター

会議場イベントホール

技術開発交流センター

国立高専4高専専攻科学生研究発表会

若手研究者のためのポスターセッション
化学系の大学生・大学院生による

（10月21日（金） 10：00～12：00）

ロボット関連
自動車技術センターと研究会等パネル展示、ビデオ上映

ULV（Ultra lightweight vehicle）の試乗会

ひびきのＬＥＤアプリケーション創出協議会の製品紹介

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業の紹介

クルマの未来館ひびきの公開

自動車関連

半導体・エレクトロニクス関連

電気自動車（日産リーフ）で使われ
ている部品、軽量化部品サンプル、
地元企業の開発製品などの展示の
他、自動車技術に関する最新情報
の掲示、子供向けのミニカー走行
制御プログラム体験コーナーなど
があります。また、自動車技術セン
ターのコーディネータが、実物を目
の前に部品や技術の説明、技術相
談、業界の最新情報を解説します。

自動車技術センターの事業活動
の紹介と今年度の計画を紹介し
ます。
また、研究会活動として「九州・ひ
びきの自律走行研究会」「ひびき
のAI社会実装研究会」の内容を
パネルとビデオで紹介します。

早稲田大学の大貝研究室で製作したULV（超小型電気自動車）
が試乗できます。
乗り心地や感想等のアンケートにご協力頂きます。

半導体・エレクトロニクス技術センターでは、半導体を活用した新たなアプリケーションの創出のた
め、「ひびきのＬＥＤアプリケーション創出協議会」の活動を支援しています。今回は、同協議会参画
企業の特色あるＬＥＤ製品とＬＥＤを活用した新たなアプリケーションをご紹介します。

ナノテクノロジーに関する最
先端の研究設備とその活用
のノウハウを持つ全国２６の
大学・研究機関が連携して
皆様の課題解決を加速・支
援する文部科学省の事業で
す。今回は、その事業概要と
成果事例をご紹介します。

レゴカーを使って、今話題の自動停
止や自動運転（ライントレース）を学
習します。初心者を対象に、プログ
ラムの基礎を分かりやすく学習し、
実際に自分で作ったプログラムを
使ってレゴカーを動かします。どな
たでも参加できます。ぜひ体験して行ってください。

公益財団法人北九州産業学術推進機構   キャンパス運営センター
ＴＥＬ：（093）695-3111　ＦＡＸ：（093）695-3010　E-mail : fair@ksrp.or.jp　URL : http://fair.ksrp.or.jp/

－装置と情報の共有化による研究開発の新展開－

社会に貢献するロボット

産業用ロボット導入
支援センターの公開

インフラ点検ロボット（ドローン活用）
新日本非破壊検査（株）
計測検査（株）

編隊飛行型３次元計測ロボット
北九州工業高等専門学校 滝本隆 研究室
管渠検査ロボット
（株）石川鉄工所

静脈血栓症予防ロボット
九州工業大学 石井和男 研究室

次世代産業用
AIロボット
九州工業大学 
西田健 研究室

電動アシストカートロボット
（有）ICS SAKABE

スレート屋根補修ロボット
（株）三和綜合土木

鉄道車両洗浄ロボット八祥産業（株）

歩行リハビリ支援ツール リーフ（株）

介護ロボット
運動機能および認知機能を測定し、結果および、その
人に合った生活様式や推奨トレーニングメニューを提
示する、「健康度測定器（安川電機）」と、ベッドとトイレ
の往復など、屋内での移動および立ち座り動作を支援
する「屋内移動アシスト装置（安川電機）」、会話の出来
る癒し系コミュニケーションロボット「PALRO（パル
ロ）（富士ソフト）」の体験ができる。

10:00／11:00／13:00／14:00／15:00
技術開発交流センター　正面玄関前

ドローンが飛びますっ！飛びますっ！
場　所
デモ時刻

新日本非破壊検査（株）計測検査（株）

(株)朝日工芸社
日本プライスマネジメント(株)
(株)マリンテック
(株)ＳＴＥＱ

事務局：半導体・エレクトロニクス技術センター

(株)環境フォトニクス
(株)豊光社
(株)ロクリア
KOA(株)

健康度測定器
（株）安川電機

PALRO（パルロ）
富士ソフト（株）

レゴカープログラム体験教育紹介

屋内移動
アシスト装置
（株）安川電機

文部科学省ナノテクノロジー
プラットフォームセンター機関
(国立研究開発法人 科学技術振興機構）
微細加工プラットフォーム実施機関
(公益財団法人 北九州産業学術推進機構)

パラレルリンクロボットシステム

体育館
北九州市立大学

九州工業大学

福岡県工業技術センター 機械電子研究所

九州共立大学 総合研究所

サポイン成果発表

地球社会の変化と地域社会の要請に応えるために北九州市立大学環境技術研究所が取り組んで
いる研究事例・研究シーズを「エネルギー関連技術」のテーマ
を中心に分野を横断して紹介する。

バイオマス・自然エネルギーを利用した触媒研究と最先
端材料開発事例の紹介

低炭素社会に向けた
エネルギー関連技術

九州工業大学大学院生命体工学研究科パネル
及びロボット等の展示

カーロボ連携大学院

ロボット・自動車の高度化・知能
化に向けた専門人材を育成す
る「カーロボ連携大学院」での、
「総合実習科目」についてパネ
ル展示・動画により紹介する。
また、実習成果をデモンスト
レーションにより紹介する。

連携大学院インテリジェントカー・
ロボティクスコース総合実習展示

早稲田大学

篠原尋史研究室

素子ばらつきや雑音を利用
したIoTセキュリティー用
集積回路

工業技術センターは、「地域企業の発展を支援する実践
的研究開発機関」を目指し、常に地域の企業様、技術支
援機関、大学との連携を持ち、業務を行っている。
当センターの業務をご紹介する。
また、当センターを利用していただいている地域の企
業様の集まりである「福岡県工業技術センタークラブ」
についても、その活動の一端をご紹介する。

薄膜材料創製に関わる新技術の紹介。
①鉛直柱状プラズマによるメタンガスからのナノダイヤモンド合成法。
②格子ターゲット反応性プラズマスパッタによる透明酸化物薄膜の合成法。
③高エネルギー中性原子・分子照射による表面改質法。

（公財）九州ヒューマンメディア創造センター

地域課題の解決を図るベンチャー企業や起業家、第二創業フェーズにある中小
企業などに対し、産学官民金のネットワークが参画・連携して、新しいビジネスの
立ち上げ支援を行う、「e-PORTチャレンジ」の紹介。

福岡県工業技術センター及び福岡県工業技術
センタークラブのご紹介

西日本工業大学 研究センター

本年度開設された西日本工
業大学「計測・分析センター」
を紹介し、本センターの基
に自動車・ロボット研究所が
展開する研究として「静電
噴霧に関する研究」、「可視
化計測に関する研究」につ
いて概説する。

計測・分析センターおよび自動車・ロボット研究所
の研究紹介

プラズマを利用した薄膜材料作製に関わる新技術

集積回路には、チップ固有のコピーできない特性が元々
備わっている。これを上手く引き出すと、セキュリティー
やID番号生成に利用することが出来る。その原理を紹
介し実演する。

三宅丈雄研究室

生体素材と電子素子をイオンでつなぐ革新的
バイオイオントロニクスの創出

地域課題解決を産学官民金の連携で目指す
「北九州e-PORTチャレンジ」

溶融亜鉛メッキを代替する新規塗料と工法の開発
ダイキ工業(株)／エス・エルテック(株)／九州工業大学／九州大学

北九州e-PORT推進機構

（公財）福岡県リサイクル総合研究事業化センター

循環型社会の形成に向けて、産学官民の共同によるリサイクル技術の研究開発ならびに社会シ
ステムの構築に関する支援を行っている。共同研究により誕生したリサイクル製品・システムを
紹介する。

リ総研 共同研究で開発したリサイクル製品やシステムの紹介

高炉スラグ混合セメントを活用して、従来の防食法とは概念の異なる傷を受けても錆びない自己修
復型新規防食塗料、スラグリードSR™を開発しました。

非常用電源としてのマグネシウム空気電池を実現する
難燃性マグネシウム合金鋳造薄板による革新的電極素材の開発
（株）戸畑製作所／古河電池（株）／不二ライトメタル（株）／産業技術総合研究所
放電特性、発火抑制特性に優れる合金及びその低コストな薄板化製造技術開発によって、革新的な
電極素材を実現しました。

■エネルギーの変換技術

太陽光を用いた水分解水素貯蔵エネルギーシステム（図
1）、人工光合成技術による燃料製造プラント、光合成生
物を使ったエネルギー生産の紹介

省エネルギー制御、燃料電池の性能・寿命向上技術、燃
料電池自動車の水素噴射にも応用可能な超音速マイク
ロノズル技術、排熱を利用した形状記憶合金熱エンジン
（図2）、建築におけるエネルギー有効利用の紹介

■エネルギーの物質貯蔵技術

■エネルギーの有効利用

PBL（Project Based Learning）教育の高大院・国際
連携により開発した「浮遊物除去のための自律型水上ロ
ボット」を紹介パネルとともに展示する。また、国際連携
PBL教育の成果を紹介する。

浮遊物除去のための自律型水上ロボットの開発
韓国・東明大学校工学教育革新センター／海洋ロボット教育技術研究所
韓国・国立釜山機械工業高等学校
北九州市立大学国際環境工学部機械システム工学科

本研究科の各研究室における主要な研究内容をパネルやビデオで紹介するとともに球を用いた
全方向移動機構をプラットフォームとするパーソナルモビリティを動展示し、試乗による体感コー
ナーとする。また、１００ｍの直線を自動的に引くロボットやスマートライフケアのための姿勢・重
心計測システムなど数種類を静展示する。

大学院生命体工学研究科

ロボット競技会を通じたロボット開発
様々なロボット競技会が企画されており、本学でもロボカップや水中ロボコン、北九州学術研究都
市を中心に企画したトマトロボット競技会等を運営・参加し、教育・研究の場として活用している。ロ
ボット競技会へ参加しているロボットの紹介、及び研究成果を用いた産学連携について報告する。

社会ロボット具現化センター

ヒトを始めとする生体素材は柔らかく、かつイオン制御によって、高度な機能を実現しているのに対し、
ヒトが作るデバイス素子は固く、そして電子制御により優れた機能を実現している。我々は、この相反す
る素材を有機的に統合するための独自技術の開発に取り組んでいる。
最近の研究課題：（１）ソフトコンタクトレンズ上へのICタグ （２）環境・生体に調和するバイオ発電デバイ
ス （３）電気化学的pH制御による生体機能制御 （４）ナノストローメンブレンによる薬剤導入システム

早稲田大学の産学官連携の取り組み
本ブースでは，早稲田大学が現在取り組んでいる産学官コンソーシアムおよびリサーチコンプレッ
クスについて紹介する。

早稲田大学情報生産システム研究科の情報アーキテクチャ分野の
研究を紹介する。研究成果の例として、自動翻訳のための高速単語
対訳推定装置を紹介する。

ルパージュ・イヴ研究室
情報アーキテクチャ分野の研究紹介

生産システム分野の研究紹介
情報生産システム研究科・生産システム分野の研究を紹介する。

田中英一郎研究室
インクルーシブデザインによるライフサポート機器の開発
脳卒中による麻痺患者や、高齢者の様々な動作を補助するためのライフサポート機器を、エンジ
ニアだけでなく医学専門家、患者、介助者、介護施設関係者、デザイナーなど、様々な方々と共に
開発している（インクルーシブデザイン）。

Scattering 遠心圧縮機

集積システム分野研究紹介
LSI設計技術を基盤に、回路から応用システムまで幅広く展開し、教育・研究で世界をリードする。
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