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1101 A)機械
強加工・熱処理時の組織予測・組織評価技術に関する研
究

旭川工業高等専門学校 機械システム工学科 杉本剛 足立望

1102 A)機械 高齢者の運動を伴う趣味の支援に用いる剣道ロボットの開発 函館工業高等専門学校 生産システム工学科 中村尚彦 栗山繁

1201 B)電気・電子
埋め込み型神経電極の応用へ向けた測定信号のワイヤレス伝送及
び電力のワイヤレス給電に関する研究

釧路工業高等専門学校 創造工学科 井戸川槙之介河野剛士

1202 B)電気・電子 ベイズ統計学にもとづく小児起立性調節障害の診断支援 鶴岡工業高等専門学校 創造工学科 白砂絹和 竹内啓悟

1301 C)情報 ウェアラブル果樹用熟成度計測器の開発 長野工業高等専門学校 電子情報工学科 芦田和毅 金澤靖

1302 C)情報
小型見守りロボットシステムの構築とインタラクションデザイン
の研究

沼津工業高等専門学校 電子制御工学科 香川真人 大島直樹

1303 C)情報 振動触覚プローブ刺激に対する瞳孔反応を用いた感情推定 鳥羽商船高等専門学校 情報機械システム工学科 中古賀理 南哲人

1304 C)情報 量子トポロジーの量子計算への応用と世界トップの軌道解析 茨城工業高等専門学校 国際創造工学科 伊藤昇 鈴木幸太郎

1401 D)化学・生命科学
芳香族カルボン酸の触媒的脱炭酸を伴う不斉炭素－炭素結合形成
反応

高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科 白井智彦 柴富一孝

1501 E)建築・土木
高専発！応急仮設住宅ゲームの南海・東南海地震対策への展開に
関する基本調査

阿南工業高等専門学校 創造技術工学科／建設 多田豊 水谷晃啓

1601 F)教育・教材開発 STEAM型分野横断融合教材の研究・開発体制の構築 旭川工業高等専門学校 物質化学工学科 杉本敬祐 高山弘太郎

1602 F)教育・教材開発
港湾・臨海部におけるカーボンニュートラルの検討とそのPBL
型支援教材の開発

岐阜工業高等専門学校 環境都市工学科 角野晴彦 市坪誠

1603 F)教育・教材開発
インストラクタの負担軽減を考慮したプログラミング教育法の開
発

東京都立産業技術高等専門学校
ものづくり工学科電子情報
工学コース

黒木啓之 髙嶋孝明
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2101 A)機械 軟質金属含有硬質炭素膜による高温固体潤滑薄膜材料の研究 宇部工業高等専門学校 機械工学科 後藤実 竹市嘉紀

2102 A)機械
熱流体データサイエンスによる高速準安定水中での気泡核生成機
構の解明

都城工業高等専門学校 機械工学科 藤川俊秀 中村祐二

2103 A)機械
レーザ溶接中のモニタリングデータを用いた機械学習による欠陥
予測と適応制御への応用に関する基礎的研究

阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 西本浩司 安井利明

2104 A)機械
微細藻類をマイクロデバイス内で運動制御するための局所光照射
システムの開発

岐阜工業高等専門学校 機械工学科 河野託也 永井萌土

2105 A)機械
正孔・電子輸送層を改良した有機半導体太陽電池の作製と理論解
析

宇部工業高等専門学校 電気工学科 成島和男 伊崎昌伸

2106 A)機械 高エネルギー密度燃料の燃焼特性に関する研究 沼津工業高等専門学校 機械工学科 新冨雅仁 松岡常吉

2107 A)機械 多軸鍛造（MDF)を施した高強度マグネシウム合金の開発研究 都城工業高等専門学校 機械工学科 高橋明宏 三浦博己

2108 A)機械
巨大ひずみ加工による耐熱合金の脆化促進メカニズムの解明
（フェーズ2）

鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 黒田大介 足立望

2109 A)機械
超音波加熱を用いた高分子基複合材料のMulti-Joiningプロセス
の開発と接合界面の評価

神戸市立工業高等専門学校 機械工学科 田邉大貴 足立忠晴

2110 A)機械
各種材料上に形成されるバイオフィルム(BF)の生成防止と有効
利用～BF生成防止による材料劣化防止とBF有効利用による鉄鋼
スラグ溶出挙動制御～

鈴鹿工業高等専門学校 生物応用化学科 平井信充 横山誠二

2111 A)機械
マイクロ流路への微細テクスチャ付与による流れの定常安定化機
構の解明

東京工業高等専門学校 機械工学科 角田陽 永井萌土

2112 A)機械
滑りバニシング加工によるナノグラデーション組織表層の創成と
トライボロジー特性の向上

福井工業高等専門学校 機械工学科 加藤寛敬 戸高義一

2113 A)機械 粒子および液体充塡構造物における最適減衰能発生について 豊田工業高等専門学校 機械工学科 若澤靖記 柳田秀記

2114 A)機械 粒子破砕に伴う新生面創出による光触媒成膜プロセスの創製 有明工業高等専門学校 創造工学科環境エネルギー工学系田中康徳 山田基宏

2201 B)電気・電子 粉体ターゲットスパッタリングによる傾斜機能性薄膜の作製 佐世保工業高等専門学校 電気電子工学科 川崎仁晴 中村雄一

2202 B)電気・電子
希土類酸化物粒子表面へのシリカコーティングによる機能性釉薬
の開発

神戸市立工業高等専門学校 機械工学科 熊野智之 河村剛

2203 B)電気・電子
異元素ドープダイヤモンドライクカーボンの化学構造解析と物性
評価

有明工業高等専門学校 創造工学科エネルギーコース鷹林将 滝川浩史

2204 B)電気・電子 テープ剥離法を用いたDLC薄膜表面のXPS分析 石川工業高等専門学校 電子情報工学科 山田健二 滝川浩史

2205 B)電気・電子
導電性ダイヤモンドライクカーボンを用いた抵抗変化素子の作製
および評価

舞鶴工業高等専門学校 電子制御工学科 西佑介 針谷達

2206 B)電気・電子
IoT向けの再構成可能回路デバイスを用いたシステム構築に関す
る研究

旭川工業高等専門学校 機械システム工学科 松岡俊佑 市川周一

2207 B)電気・電子 フェムト秒レーザーによるナノ構造付与高機能DLC表面の創製 福井工業高等専門学校 機械工学科 千徳英介 坂東隆宏

2208 B)電気・電子 ナノ物質をトリガーとした酸化物材料作製の基礎検討 米子工業高等専門学校 総合工学科（電気電子コース）／電気情報工学科田中博美 武藤浩行

2209 B)電気・電子
電子のスピンを量子ビットとして活用する量子コンピュータに向
けたアルミニウム軽金属スピントロニクス

久留米工業高等専門学校 制御情報工学科 堺研一郎 後藤太一

2210 B)電気・電子 超小型・超高減衰トリプレクサの低損失化 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 大島心平 田村昌也

2211 B)電気・電子
超解像手法におけるBackProjection処理のハードウェア実現可
能性の検討

沖縄工業高等専門学校 情報通信システム工学科 山田親稔 市川周一

2212 B)電気・電子 高知における豪雨の事前予測に向けたセンシングシステムの検討 高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科 谷本壮 針谷達

2213 B)電気・電子
無線電力伝送における伝送電力信号最適変調による電力と信号の
同時伝送技術の確立

函館工業高等専門学校 生産システム工学科 中津川征士 阿部晋士

2214 B)電気・電子
琉球古典音楽『歌三線』における技能伝承支援AIのための並列計
算モデル

沖縄工業高等専門学校 情報通信システム工学科 宮城桂 市川周一

2215 B)電気・電子
マルチモードマルチレベルJインバータを用いた基地局用マルチ
バンドフィルタの設計理論構築

東京都立産業技術高等専門学校 ものづくり工学科 宮田尚起 田村昌也



2216 B)電気・電子
光技術の社会実装に向けた革新的フレキシブル磁気光学材料の開
発および特性調査

鈴鹿工業高等専門学校 電気電子工学科 橋本良介 内田裕久

2301 C)情報
介護コミュニケーションシステム実現のための周辺症状と対処方
法文の要約に関する研究

釧路工業高等専門学校 創造工学科 中島陽子 秋葉友良

2302 C)情報
ライフラインネットワーク頑健性向上を目的としたグラフ理論的
研究

釧路工業高等専門学校 創造工学科 本間宏利 藤戸敏弘

2303 C)情報
複合リモートセンシングと深層学習による表層および砂浜中の海
岸漂着物の自動検出

仙台高等専門学校 総合工学科 園田潤 金澤靖

2304 C)情報 疲労状態中の運動における特徴量の抽出 香川高等専門学校 電子システム工学科 吉岡源太 福村直博

2305 C)情報 視線入力を用いたセルフケアロボットシステムの開発 函館工業高等専門学校 生産システム工学科 浜克己 三浦純

2401 D)化学・生命科学
網羅的微生物由来揮発性物質成分パターン解析による土壌診断法
の提案

福井工業高等専門学校 物質工学科 高山勝己 齊戸美弘

2402 D)化学・生命科学
樹木チップを基層としたときのミミズの成育及び樹木チップ堆肥
化速度の解明

長岡工業高等専門学校 物質工学科 赤澤真一 大門裕之

2403 D)化学・生命科学
低温大気圧プラズマ処理による生体応答とプラズマ特性の関係に
関する研究

長野工業高等専門学校 電子制御工学科 山田大将 栗田弘史

2404 D)化学・生命科学 ナノヘテロ表面における吸着挙動と表面の化学組成 一関工業高等専門学校 未来創造工学科化学・バイオ系滝渡幸治 足立望

2405 D)化学・生命科学
メタボロミクスを用いた農薬曝露と腸内細菌代謝物質の相関性に
ついての解明

佐世保工業高等専門学校 物質工学科 越村匡博 吉田祥子

2406 D)化学・生命科学 アップコンバージョンナノ粒子を活用した光細胞毒性評価 米子工業高等専門学校 総合工学科 粳間由幸 岩佐精二

2407 D)化学・生命科学 大気圧プラズマにおける反応活性種生成機構の解明 高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科 長門研吉 栗田弘史

2408 D)化学・生命科学
光起電力チャージショット型神経刺激システムの自由行動下マウ
ス実験応用

茨城工業高等専門学校
国際創造工学科（機械・制
御系）

澤畑博人 沼野利佳

2409 D)化学・生命科学 抗菌作用を持つ薬剤・ナノ材料の細胞膜への影響 鈴鹿工業高等専門学校 教養教育科 丹波之宏 手老龍吾

2501 E)建築・土木
テレワーク促進を念頭に置いた地域住民参画型ワークショップに
よる中心市街地再生策の検討

豊田工業高等専門学校 環境都市工学科 佐藤雄哉 浅野純一郎

2502 E)建築・土木
交通ビッグデータ活用した犯罪危険地点の予測と犯罪抑止施策の
空間的検討

近畿大学工業高等専門学校 総合システム工学科 中平恭之 松尾幸二郎

2503 E)建築・土木 FRPを用いた座屈後の鋼板材に対する補修法の開発 呉工業高等専門学校 建築 三枝玄希 松本幸大

2504 E)建築・土木 GFRPを用いた既存木造住宅の耐震補強法の実大実験による検証 呉工業高等専門学校 建築学科 松野一成 松本幸大

2505 E)建築・土木
追従挙動のカオス性の検証と自動運転車の確率共鳴的制御による
渋滞抑制

秋田工業高等専門学校 土木・建築系 葛西誠 松尾幸二郎

2506 E)建築・土木
飯田サテライトラボを活用した飯田市中心市街地橋南地区再生を
目指した住民参加によるシャレットワークショップ（高専連携・
地域連携実践型モデルの構築）

長野工業高等専門学校 環境都市工学科 轟直希 浅野純一郎

2507 E)建築・土木
地域交流促進のためのローコスト・リ・デザインによる歴史的建
造物活用実践

秋田工業高等専門学校 創造システム工学科 井上誠 小野悠

2508 E)建築・土木
地場産単板積層材を用いた木造建築物接合部の復元力特性に関す
る研究

米子工業高等専門学校 総合工学科 北農幸生 松本幸大

2601 F)教育・教材開発
ジェネリックスキルの継続調査・分析による技科大・高専の連携
教育の連続性の客観的な可視化に関して

仙台高等専門学校 総合工学科 川崎浩司 若原昭浩

2602 F)教育・教材開発
「海と島の歴史資料」のデジタルアーカイブと地域教育のための
教材開発に関する研究

広島商船高等専門学校 流通情報工学科 加藤博明 河合和久

2603 F)教育・教材開発
英語教育における高専ー技科大連携を図るためのCan-doリスト
による学生の自己評価とTOEICスコアをベースとした高専生と
技科大生の英語運用能力と英語使用状況の調査

東京工業高等専門学校 一般教育科 樫村真由 若原昭浩

2604 F)教育・教材開発
高専と技科大の連携した英語教育の構築を目指した英語学習教材
の開発：高専生に特化した学習方法を踏まえて

木更津工業高等専門学校 人文学系 瀬川直美 池松峰男
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3101 A)機械
オンチップ単一細胞操作プロセスを可視化するマイクロ
スケール場の数値シミュレーション

佐世保工業高等専門学校 機械工学科 中島賢治 柴田隆行

3102 A)機械
高圧ねじり加工による集合組織制御型バナジウム系水素
分離合金膜の製造技術の開発

鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 南部智憲 戸高義一

3103 A)機械 深層学習を用いた果物・野菜小型選果装置の実用化 香川高等専門学校 電子システム工学科 岩本直也 中内茂樹

3301 C)情報 時系列音響データを認識するエレキギターの研究開発 長野工業高等専門学校 電子情報工学科 大矢健一 松井淑恵

3302 C)情報
高感度呼吸センサを用いた高齢者・乳幼児見守りシステム開発－
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)宿泊療養・自宅療養見守
りへの応用－

香川高等専門学校 電子システム工学科 三﨑幸典 秋月拓磨

3401 D)化学・生命科学 細胞の成長に併せて分解するエラストマーゲルの調製 一関工業高等専門学校 未来創造工学科 本間俊将 原口直樹

3501 E)建築・土木
小型センサによる地震観測と機械学習に基づく偏心構造物のリア
ルタイムヘルスモニタリングに関する研究

群馬工業高等専門学校 環境都市工学科 井上和真 中澤祥二

3601 F)教育・教材開発
高専での遠隔・反転授業を促進するビデオ教育環境の大
学・高専・企業共同作業による構築

阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 小林美緒 梅村恭司


