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平成 29 年度

シーズ・研究内容紹介

●シーズとは：大学、研究機関、企業、団体等が持つ「技術、ノウハウ、アイデア、人材、設備」などの資源
のこと。語源は英語の「種（シーズ：seeds）」。簡潔に言い換えると「（大学等が）できること」。

高知県 産学官民連携センター ココプラ

で開催する「シーズ・研究内容紹介」では、高知県内５つの高等教育機

関（高知大学、高知県立大学、高知工科大学、高知学園短期大学、高知工業高等専門学校）、公設試験研究機関等が持ち回りで、研
究内容や取組等を紹介します。原則、隔週

水曜日

開催（毎月第 1 回開催分は 15:30-17:00、それ以外は 18:30-20:00 開催）。

申込〆切は開催２日前の月曜日。定員 36 名（無料）。どなたでも参加可能です。
新しいビジネスの種（シーズ）や、研究機関との交流の機会をお探しの企業の皆さま、ぜひこの機会にご参加ください。

開催日程
第1回

5/17
第2回

5/31

時間

講師・テーマ
高知大学 海洋コア総合研究センター 特任専門職員 新井 和乃 氏

15:30～17:00

海洋研究開発機構高知コア研究所 特任技術スタッフ 小林 幸雄 氏
高知コアセンターの機器を利用しませんか ～非破壊測定から化学分析まで～

18:30～20:00

高知工科大学 経済・マネジメント学群 新居 理有 講師
日本と高知の今と将来 ～マクロ経済と財政の視点から～
高知県工業技術センター 食品開発課 主任研究員 竹田 匠輝 氏
過酸化水素を用いた生シラス洗浄技術開発

第3回

6/7

15:30～17:00

高知県工業技術センター 生産技術課 主任研究員 村井 正徳 氏
ＣＡＥ技術とその応用実例
高知県工業技術センター 資源環境課 チーフ 遠藤 恭範 氏
ケミルミネッセンスを利用した食品の賞味期限設定

第4回

6/21
第5回

7/5

第6回

7/19
第7回

8/2

第8回

8/30
第9回

9/6

第 10 回

9/20

第 11 回

10/4

第 12 回

10/18
第 13 回

11/1

18:30～20:00
15:30～17:00

高知県立大学 文化学部 橋尾 直和 教授
文化資源を活かした域学共生フィールドワーク
高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科 山崎 利文 教授
防災ベストの開発と普及について
高知学園短期大学 医療衛生学科医療検査専攻 村上 雅尚 准教授

18:30～20:00

がんを知る研究から豊かな生活を送り健康長寿を目指すために
～高知学園短期大学の取り組み～
海洋研究開発機構 高知コア研究所 主任研究員 谷川 亘 氏

15:30～17:00

巨大津波地震の歴史文化遺産を最新技術で守れ！
～地震津波碑３次元デジタルアーカイブ化～

18:30～20:00
15:30～17:00
18:30～20:00
15:30～17:00
18:30～20:00
15:30～17:00

高知工科大学 システム工学群 西内 裕晶 講師
地方都市における交通流動のモニタリング
高知県立大学 人間生活学研究科 杉原 俊二 教授
未来を切り開くライフストーリー －自分史分析をおこなった１５年を振り返る－
高知大学 自然科学系 理学部門 高田 直樹 准教授
電子ホログラフィを用いた３Ｄ動画像再生技術 ～究極の３Ｄディスプレイ開発～
高知県農業技術センター 茶業試験場 主任研究員 杉本篤史 氏
高知県産茶の特性と商品について
高知学園短期大学 医療衛生学科歯科衛生専攻 弘田 克彦 教授
口腔病原細菌に焦点をあてた感染症重症化予防システムの構築
高知工科大学 情報学群 栗原 徹 准教授
画像情報処理の実用化に向けて ～時間相関イメージングとは～

第 14 回

高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科

18:30～20:00

11/15
第 15 回

環境微生物の培養と分離
高知大学 自然科学系 農学部門 河野 俊夫 教授

18:30～20:00

11/29
第 16 回

食品の異物検出・真贋判定への光活用と、新素材の食品への応用
森林総合研究所 四国支所 大谷 達也 氏

15:30～17:00

12/6

第 17 回

林業におけるニホンジカ問題を考え直す
高知学園短期大学 生活科学学科 渡邊 慶子 教授

15:30～17:00

1/17

東岡 由里子 准教授

がん患者における食欲低下の要因と食事摂取支援に関する研究
高知県立大学 看護学研究科 時長 美希 教授

第 18 回

18:30～20:00

1/31

地域保健活動における CBPR(community-based participatory research)
－地域母子保健活動の推進、大腸がん精密検査受診行動－
高知県農業技術センター 果樹試験場 主任研究員 廣瀬 拓也 氏

第 19 回

土佐文旦の種なし化

15:30～17:00

2/7

高知県農業技術センター 果樹試験場 主任研究員 中平 智章 氏
種なしブンタン新品種の育成

第 20 回

高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科 横山 有太 講師

18:30～20:00

2/21

隠れた情報を引き出す －質量分析と多変量解析を用いたデータ解析手法について－

※調整中の内容は、確定したら順次ホームページ等で更新します。また、各開催回の詳細は、ホームページに順次に掲載します。
「ココプラ」ホームページ

http://www.kocopla.jp /

取組み情報の「シーズ・研究内容紹介」をクリックしてください。

＜開催場所＞ 高知県立大学・高知工科大学永国寺キャンパス
地域連携棟１階（高知市永国寺町 6-28）
高知県産学官民連携センター「ココプラ」
交流スペース
● 会場併設の駐車場（無料）をご利用いただけますが、数に
限りがあります。
● 周辺に有料の駐車場もございますが、来場に際しては、公共
交通機関をご利用くださいますようご協力をお願いいたします。

＜申込方法＞ FAX にてお申し込みください。※ホームページに詳細を掲載している開催回については、ホームページからもお申込みいただけます。
＜申込締切＞ 各開催回の２日前の月曜日

※当日参加も可能ですが、申し込みされた方を優先させていただきます。

＜申込、お問い合わせ先＞ 高知県産学官民連携センター「ココプラ」
〒780-8515 高知市永国寺町 6-28（高知県立大学・高知工科大学永国寺キャンパス

地域連携棟１階）

TEL. 088-821-7111 FAX. 088-821-7112 E-MAIL. info@kocopla.jp

『シーズ・研究内容紹介』FAX 用申込用紙
参加を希望する回
フリ ガナ

氏 名
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所 属
電話番号

※いただいた個人情報は、当該事業および県の産業振興計画に関する情報提供以外には使用いたしません。

FAX:088-821-7112

