
NO. ポスタータイトル 所属・学科等 発表者名

1-1 音声処理関係 工・電気情報 清水　忠昭

1-2 個人認証関係 工・電気情報 清水　忠昭

1-3 ユーザインタフェース関係 工・電気情報 清水　忠昭

2-1
プローブカー情報処理技術
（高度マップマッチング、道路標高センシングなど）

工・情報エレクトロニクス専攻 横田　孝義

2-2 倉庫物流最適化技術 工・情報エレクトロニクス専攻 横田　孝義

3
継続認証実現のための無意識提示可能なバイオメトリク
ス

工・情報エレクトロニクス専攻 中西　功

4 ロボットと医療関連の研究 工・情報エレクトロニクス専攻 竹森　史暁

5 電気刺激で作物の生長促進・収量増大
鳥取大学大学院工学研究科情報エ
レクトロニクス専攻

片又　裕貴
市橋　翼
西村　亮

6 簡易な集光装置で太陽電池の発電電力増大
鳥取大学大学院工学研究科情報エ
レクトロニクス専攻

西村　亮

7 鳥取県産の白炭電極を用いた海水の脱塩
鳥取大学大学院工学研究科情報エ
レクトロニクス専攻

前田　剛志
西村　亮

8 静電気で非接触個人認証
鳥取大学大学院工学研究科情報エ
レクトロニクス専攻

中越　雅紀
西村　亮

9
システム開発のためのモデリングツール/プロトコル/
ハードウェアプラットフォーム

工・ものづくり教育実践センター 三浦　政司

10 過回転抑制機構を備えた垂直軸型バタフライ風車の開発 工学研究科 原 豊

11
陸上循環養殖設備を利用したギンザケの生産性向上と親
魚の育成システムの構築

産学・地域連携推進機構 清水　克彦

12-1 がんウイルス治療薬の開発
大学院医学系研究科、
産学・地域連携推進機構

中村　貴史
長島　正明

12-2
鳥取大学発染色体工学技術によって作製した創薬ツール
―稀少疾患モデル動物の作製と治療法の開発―

染色体工学センター、
産学・地域連携推進機構

久郷　裕之
香月　康宏
押村　光雄
長島　正明

12-3
鳥取大学発染色体工学技術によって作製した創薬ツール
―完全ヒト抗体産生動物の作製と抗体医薬品の開発―

染色体工学センター、
産学・地域連携推進機構

久郷　裕之
香月　康宏
押村　光雄
長島　正明

13 鳥取大学動物実験施設の研究支援システムの紹介 生命機能研究支援センター 大林　徹也

NO. ポスタータイトル 所属・学科等 発表者名

14 大学生・教職員のサイバーセキュリティ対策 生活学科　情報・経営専攻 野津　伸治

15 アスリートに対する食育支援に関する研究 生活学科　食物栄養専攻 野津　あきこ

「とっとりテクノロジーイノベーションミーティング２０１６」
ポスタープレゼンテーション一覧

【鳥取大学】

【鳥取短期大学】



NO. ポスタータイトル 所属・学科等 発表者名
16 東北地方沿岸から放流した漂流物の移動経路と漂着状況 環境学部 環境学科 松村　治夫

NO. ポスタータイトル 所属・学科等 発表者名
17 ポーラス材料の強度および変形に関する研究 機械工学科 権田　岳

18
二次流れのカオス化を利用したマイクロミキサの実験的
研究

機械工学科 早水　庸隆

19 潜熱蓄熱エネルギーを用いる熱媒流体の研究開発 機械工学科 森田　慎一

20 省エネルギー機器に利用可能な高温超伝導材料の開発 電気情報工学科 田中　博美

21
スマートフォンを活用したシニア向け高機能電動カート
の開発

電気情報工学科 宮田　仁志

22
鳥取県立むきばんだ史跡公園向け景観再現システムにお
ける竪穴住居のAR再現

電子制御工学科 河野　清尊

23
システム同定手法を用いた建築物の快適性と省エネル
ギー性向上

建築学科 前原　勝樹

24 アクロマートレンズで超色消し画像を得る試み 教養教育科 竹内　彰継

NO. ポスタータイトル 所属・学科等 発表者名

25
製品評価及び工場内管理に利用可能な広域空間計測デー
タを生成できる３Ｄセンサ搭載電動走行システムの開発

企画・連携推進部 企画室 福谷　武司

26 鳥取県産白炭を用いた炭電池の小型化と高容量化
電子・有機素材研究所 電子システ
ム科

吉田　大一郎

27-1 積分球による大型照明器具の全光束評価
電子・有機素材研究所 電子システ
ム科

楠本　雄裕

27-2
920 MHz帯無線モジュールを利用したLED同期点滅システ
ムについて

電子・有機素材研究所 電子システ
ム科

楠本　雄裕

28
大豆由来リポキシゲナーゼによるキチン・キトサンの漂
白

電子・有機素材研究所 有機材料科 吉田　晋一

29 竹材の圧縮成形技術の開発とインテリア製品への応用
電子・有機素材研究所 産業デザイ
ン科

谷岡　晃和

30
樹脂製品を対象にした小径ドリルの先端形状改良による
超深穴加工の高品質化

機械素材研究所 機械システム科 佐藤　崇弘

31 超耐熱合金インコネル625の基礎的切削実験 機械素材研究所 機械システム科 加藤　明

32 ３次元造形品の評価に関する研究 機械素材研究所 計測制御科 木村　勝典
33 粉末固相接合による部分強化傾斜機能金型の開発 機械素材研究所 無機材料科 玉井　博康
34 粘土鉱物を素材としたリンの除去・回収用吸着材 機械素材研究所 無機材料科 田中　俊行

35
ニオイ（青臭み等）が嗜好性に影響しやすい農産加工品
の風味改善技術の開発

食品開発研究所 アグリ食品科 矢野原　泰士

36
マグロ魚醤油のヒスタミン生成リスクを低減する乳酸菌
を活用した製造技術の確立

食品開発研究所 食品開発科 加藤　愛

37
コーヒーに含まれるポリフェノールのα-glucosidase阻
害活性の検討

食品開発研究所 バイオ技術科 中村　優子

NO. ポスタータイトル 所属・学科等 発表者名

38
下水汚泥焼却灰からのリン回収工程を利用したホウ素吸
着剤の合成

リサイクルチーム 門木　秀幸

39 エージングによる一般廃棄物焼却灰の無害化 リサイクルチーム 成岡　朋弘

40 塩化揮発による落じん灰からの金属分離技術の実証 リサイクルチーム 有田　雅一

NO. ポスタータイトル 所属・学科等 発表者名

41
文部科学省「地域イノベーション戦略支援プログラム」
の取組と成果

鳥取県産業振興機構バイオフロン
ティア推進室

及川　信三

【鳥取環境大学】

【米子工業高等専門学校】

【鳥取県産業技術センター】

【衛生環境研究所】

【とっとりバイオフロンティア】



NO. ポスタータイトル 企業名 発表者名

42 紙器加工のノウハウを活かした商品開発 有限会社サンパック 森　和美

43 EOD光照射用遠赤色LEDライト 株式会社フジ電機 佐藤　道男

44 ヒト、コト、モノ IOT でツナグ地域ISP の役割
有限会社ウイル
（ハルインターネット）

井上　法雄

45 AR技術を用いたガイドアプリ「JAPAN AiR Map」 株式会社ケイズ 沖田　智美

46
メガソーラー向け遠隔監視システム～Solar Plants
Viewer～

株式会社アクシス 梶岡　大晃

47 認知症判定・予防プログラム 株式会社エッグ
岩田　りか、
福原　明人

48 DIY・日曜大工の設計ならコレ。らくらく設計ソフト 株式会社日本マイクロシステム 尾見　賢司

49
「人間ドック総合保健指導支援ツール「Dr人間ドック」
のメタボ個人及び大量健診データへの応用」

有限会社SOMジャパン
大北　正昭、
徳高　平蔵

50 上部消化管内視鏡用新規マウスピースの開発 イナバゴム株式会社 西　需

NO. ポスタータイトル 企業名 発表者名

Girls in Tech Japanのご紹介
Girls in Tech Japan
（ダイキン工業株式会社）

株式会社モフィリア
生体認証・静脈認証の技術を使ったセキュリティシステ
ムの開発・導入

51

52

53 生体センシング技術の開発と生体情報活用の取組 小山　千佳ダイキン工業株式会社

【県内企業】

【県外企業（講演者等）】

天貝 佐登史

加藤　愛子


