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成果物表彰は、ポリテクカレッジの総合制作実習及び開発課題実習において制作した成果物の

中から、特に優秀な成果物を選定し、当該成果物の制作に携わった学生及び職業訓練指導員を表

彰することとしています。 

厳正な審査の結果、特に優れた成果物として、最優秀賞、優秀賞及び特別賞を受賞した成果物

を紹介しますので、是非ご覧ください。 

＜もくじ＞ 

 令和２年度受賞成果物一覧 

 受賞成果物 概要 

・メカニカルオーケストリオンの製作（関東） 

・AR（拡張現実）を使った作業支援システムの構築（石川） 

・美又温泉プロジェクト（島根） 

・統合型水槽コントローラの設計・製作Ⅲ（秋田） 

・小型マルチディスプレイシステムの開発（滋賀） 

・AI Deep Learning によるネジ切り加工判定装置の開発（福山） 

・坂出市民美術館で使用する受付カウンターテーブルの制作（四国） 

・パッシブウェルネス住宅のための調湿・断熱・蓄熱構法の開発（北海道） 

・紙管切断機の開発（中国） 

・加工時間計測システムを搭載した自動材料切断装置の開発（関東） 

・局部義歯（部分入れ歯）を対象とした歯科技工省力化装置の開発（四国） 

 エントリー成果物一覧 

 過去の受賞成果物 

 生産ロボットシステムコースの紹介 

 ポリテクカレッジの所在地と連絡先 

 

【総合制作実習とは】 

総合的な要素が含まれる課題について計画し、設計から製作までの一連のプロセスを通して、

ものづくりについての総合的な技術を習得するための専門課程の課題制作実習です。 

【開発課題実習とは】 

生産現場を意識した「ものづくり」全工程の生産管理を主体的に行うことにより複合した技

能・技術及びその活用能力（応用力、創造的能力、問題解決能力、管理的能力等）を習得する

ための応用課程の課題制作実習です。 
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【総合制作実習 部門】 

賞名 テーマ名 大学校名 

最優秀賞 メカニカルオーケストリオンの製作 関東職業能力開発大学校 

優秀賞 
AR（拡張現実）を使った作業支援システム

の構築 
石川職業能力開発短期大学校 

優秀賞 美又温泉プロジェクト 島根職業能力開発短期大学校 

特別賞 統合型水槽コントローラの設計・製作Ⅲ 秋田職業能力開発短期大学校 

特別賞 小型マルチディスプレイシステムの開発 滋賀職業能力開発短期大学校 

特別賞 
AI Deep Learning によるネジ切り加工判

定装置の開発 
福山職業能力開発短期大学校 

特別賞 
坂出市民美術館で使用する受付カウンター

テーブルの制作 
四国職業能力開発大学校 

 

【開発課題実習 部門】 

賞名 テーマ名 大学校名 

最優秀賞 
パッシブウェルネス住宅のための 

調湿・断熱・蓄熱構法の開発 
北海道職業能力開発大学校 

優秀賞 紙管切断機の開発 中国職業能力開発大学校 

特別賞 
加工時間計測システムを搭載した自動材料

切断装置の開発 
関東職業能力開発大学校 

特別賞 
局部義歯（部分入れ歯）を対象とした歯科技

工省力化装置の開発 
四国職業能力開発大学校 

 

令和２年度受賞成果物一覧 
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オーケストリオンは、オーケストラやバンドのような音を奏でる演奏機械の総称です。本

成果物は、脱穀機をヒントに発案した全ての機構の同期をとるシリンダ機構、主旋律を奏で

るミュージックベル機構、シンバルをスティックで打撃するハンマリングシンバル機構等の

機械仕掛けを考案しており、曲を変えることも可能です。 

 また、本成果物は小山市役所の玄関ロビーや近隣小学校において展示予定であることから、

装置にカバーを設置するとともに、装置の前面及び側面に非常停止ボタンを設置して、速や

かに緊急停止できる構造とするなど、複数の安全対策を講じています。さらに、感染症対策

として、手元スイッチの他にフットペダルスイッチを設置することで、成果物に手を触れず

に動作させることを可能としています。 

今後、装置を製作する中で得た工作機械の保全に関する事例を基に作成した、トラブルシ

ューティング集を授業において教材として活用する予定としています。 

 

 

 

 

 

 

メカニカルオーケストリオンの製作 
関東職業能力開発大学校 生産技術科 

図１ 装置外観 

図２ ミュージックベル機構 

図３ ハンマリングシンバル機構 

令和２年度 専門課程 総合制作実習 最優秀賞 
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 近年、リモートワークや Web 会議等でインターネットの利活用が進んでいますが、ネットワ

ーク障害の主な原因の 50％がケーブル等の伝送設備です。この要因として、「情報ネットワーク

施工」の作業手順が統一されていないことによる品質のバラつきが挙げられます。 

そこで、作業手順を明確にし、作業効率の向上と作業品質の確保を図るために、第４次産業革

命の進展によるスマートファクトリー等で活用されている AR（拡張現実）を用いて、手順書を

作成しました。なお、実用性の高い手順書とするために、情報ネットワーク施工の実務に携わる

企業の方に意見を求め、その内容を反映しました。 

従来の紙の手順書では表現が難しかった動的な説明が加わることで、習得度の向上につながる

だけでなく、安全配慮が必要な箇所を表示することで、危険の見える化を可能にしました。 

また、開発した AR アプリを活用することで、短い練習時間にも関わらず、学生が出場する競

技大会において 3 位入賞を果たしました。 

 

  

 

 

AR（拡張現実）を使った作業支援システムの構築 
石川職業能力開発短期大学校 電子情報技術科 

図１ 光ファイバ融着作業 図２ AR マーカの読み込み 

図３ アプリ実行画面 

令和２年度 専門課程 総合制作実習 優秀賞 
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 中山間地域における竹害や高齢化は、島根県においても深刻化しています。本プロジェクトは、

島根県浜田市美又温泉開発予定地において、美又温泉の魅力化と地域における竹害等の環境改善

につながる持続可能な開発を提案することが目的です。 

本プロジェクトの敷地面積が約 10,000m2と大きく、模型による従来の提案が難しいため、

本成果物においては、BIM１）の 3 次元化を活用し、ドローンを飛ばしたような映像や内部を通り

抜けるプレゼンテーション映像を制作するとともに、CG 画像及び VR（仮想現実）を活用した

提案を行いました。 

また、この提案は、地域のテレビ局及び新聞社に取り上げられたほか、島根県浜田市への提案

も行いました。 

１）BIM（Building Information Modeling）は、コンピューター上に作成した 3 次元の建物のデジタルモデルの

情報を基に、設計から維持管理までのあらゆる工程を効率化するワークフローのこと。 

 

 

 

 
 

 

 

美又温泉プロジェクト 
島根職業能力開発短期大学校 住居環境科 

図１ 設計計画全体 

 

図３ プレゼンテーションボード 
図２ 内部のデザイン 

令和２年度 専門課程 総合制作実習 優秀賞 
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 秋田職業能力開発短期大学校が所在する大館市は、絶滅危惧Ⅱ類である二ホンザリガニ生息域

の南限となっています。大館市は、天然記念物に指定されている二ホンザリガニの飼育及び人工

繁殖に注力しており、大館市郷土博物館と共同で二ホンザリガニの飼育及び人工繁殖に必要な環

境を水槽内に構築できるよう取り組みました。 

本成果物は、１つの PIC マイコンを用いて、水槽管理に必要な周辺機器（時刻、給餌、冷暖調

整、照明）を一括で制御するコントローラです。GPS を利用した正確な時刻の取得、日の出・日

の入時刻に合わせた照明の自動点灯・消灯、水温の設定範囲及び自動給餌等の仕様をすべて満た

すだけでなく、漏電の危険性を考慮した安全対策が講じられています。 

 今後、共同研究において、二ホンザリガニの繁殖研究に成果物の一部が利用される予定となっ

ています。 

 

 

  

 
 

 

 

統合型水槽コントローラの設計・製作Ⅲ 
秋田職業能力開発短期大学校 電子情報技術科 

図１ 装置外観 図２ コントローラ内部 

図３ コントローラ基板 
図４ グラフィック液晶画面 

令和２年度 専門課程 総合制作実習 特別賞 
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 近年、店頭や公共空間等において、デジタルサイネージ（電子看板）が導入されています。本

成果物は、滋賀職業能力開発短期大学校を PR するための紹介動画を効果的に紹介できるよう開

発した、持ち運びができるデジタルサイネージです。 

画像、動画及び３次元画像を表示させることができ、７インチの小型ディスプレイを上下左右

に組み合わせて大きな画面とすることや、前後左右に組み合わせて立体的に表示させることが可

能です。なお、ディスプレイを組み合わせる際、赤外線通信により接続を認識させています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

小型マルチディスプレイシステムの開発 

滋賀職業能力開発短期大学校 電子情報技術科                 

図１ 装置外観（平面接合） 
図２ 装置外観（立体接合） 

 

図３ 赤外線回路基板 

 

図４ ホスト機の全セル機管理画面 

令和２年度 専門課程 総合制作実習 特別賞 

スピーカ機 

ホスト機 

後面 
右面 

左面 正面 

赤外線 LED 

赤外線 

受信モジュール 
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地域の企業と取り組んだ成果物で、物体検出技術（Object Detection）を活用してネジ切り加

工の判定を画像認識で行う装置です。ネジ切り加工の判定には、１つの画面に複数のネジ穴が映

る場合においても個別にネジを検出できるだけではなく、リアルタイムに高速処理が求められる

ため、判定の精度については、転移学習（ある領域の学習済みモデルを別の領域に活用し、効率

的に学習させる方法）により向上させ、また、リアルタイム性については、モバイル向けの学習

モデルを使用することで確保できました。 

なお、ネジ切り加工の有無を判定する AI 学習モデルは他に類がなく、独自に構築した AI 学習

モデルであり、照明の影響があった場合においても、正確にネジ切り未加工品を検出します。 

また、判定する対象となる加工品により、検出用カメラをオペレータが簡単にセッティングでき

るように、カメラ設置用の角度定規を作成しました。 

 

 

  

  

AI Deep Learning によるネジ切り加工判定装置の開発 

福山職業能力開発短期大学校 電子情報技術科 

図１ 装置外観 

 

図２ ねじ切加工判定時の画面 

図３ AI による学習状況 

 
図４ カメラ設置用の角度定規

磁石にてカメラ

との着脱を行う 

カメラ 

角度定規（水平方向と垂直

方向の角度を規定する） 

令和２年度 専門課程 総合制作実習 特別賞 
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香川県坂出市の坂出市民美術館からの依頼で制作した成果物で、建て替えのために取り壊され

た旧坂出市役所庁舎で使用されていた階段手すりの廃木材を再利用した、美術館のイメージに沿

った個性的で使いやすい受付カウンターテーブルの制作をテーマとしました。 

本成果物は、曲面を多く取り入れた受付カウンターテーブルです。２台のサイドテーブルは、

コの字型や L 字型にレイアウトでき、展示台としても使用できます。 

本成果物の贈呈式は、坂出市長をはじめとした美術館関係者が出席する中、2021 年 1 月 20

日に挙行されました。贈呈式の様子は、テレビ局２社より放映され、新聞社３社より掲載されま

した。 

また、携帯用丸のこを使用するに当たり、学生に「携帯用丸のこ盤作業従事者安全教育」を受

講させ、高い安全意識をもって木材加工を行いました。 

 

  

 

坂出市民美術館で使用する受付カウンターテーブルの制作 

四国職業能力開発大学校 住居環境科 

図１ テーブル外観（コの字型） 

 
図２ テーブル外観（L 字型） 

 

図３ テーブルの内側 

 

令和２年度 専門課程 総合制作実習 特別賞 
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 寒冷地域において、住宅の断熱性能の向上は必須ですが、室内の過昇温や過度な湿度低下が課

題となっています。室内の快適な温度は、21～26[℃]、湿度は、40～60[％RH]とされており、

低温・低湿度環境では、ウイルス感染や呼吸器疾患のリスクが増大し、高湿度環境では、真菌類

やカビの発生が懸念されます。 

本成果物は、内装用塗料に水蒸気を吸着・放出する珪藻土を混和することで、室内湿度の変動

を抑制するとともに、潜熱蓄熱材を混和することで、室温変動の抑制も図ります。珪藻土と潜熱

蓄熱材を組み合わせた例は他にありません。 

また、地域の企業と連携して開発した塗料の性能を評価するために、実験モジュールを 2 棟建

設し、新しい調湿・蓄熱塗料の開発及び検証を行いました。開発した調湿・蓄熱塗料は塗料メー

カより製品化される見込みです。 

※）パッシブウェルネス住宅とは、太陽エネルギーや風などの自然エネルギーを建築に取り込んで、快適・健康に暮

らせる住宅のこと。 

 

  

  

パッシブウェルネス住宅のための調湿・断熱・蓄熱構法の開発 

北海道職業能力開発大学校 建築施工システム技術科 

図１ 建設した実験モジュール 

 
図２ 調湿・蓄熱塗料の吹付け施工 

 

図３ 過剰加湿時の相対湿度の変化 図４ 過昇温による不快時間の比較 

令和２年度 応用課程 開発課題実習 最優秀賞 
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 フィルム製品等を巻き取る際の芯材となる紙管を切断し、面取り及び検査を自動で行う成果物

です。面取りは、紙管の両側を同時に行い、カッターを両側で逆方向に回転させることにより紙

管自体の固定を不要にする機構を考案しました。また、検査は、光照射センサを用いて紙管両端

のバリ及びくぼみを検出しています。 

本成果物は、紙管の切断長さについては、100mm から 300mm までの範囲で設定可能であ

り、切断精度については、企業の要求である誤差＋2.00mm 以内を満たした誤差＋1.00mm 程

度を実現しました。 

 また、切断部と面取り部において刃物を使用しており可動部も多いため、安全を考慮していま

す。アクリルカバーで装置を覆うことにより、紙管をセットする際を除いて、装置に触れること

なく操作することが可能となっています。面取りの際の切りくずは、装置前面の引き出し部に集

塵されるため、周囲に飛散しません。 

 

 

  

  

紙管切断機の開発 

中国職業能力開発大学校  生産機械システム技術科 

生産電気システム技術科 

生産電子情報システム技術科 

 

図１ 装置外観 図２ 切断部 

図３ 面取部 

 

図４ 検査部 

 

令和２年度 応用課程 開発課題実習 優秀賞 
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 本成果物は、関東職業能力開発大学校が所在する栃木県の小山市工業会の企業から依頼を受け

て取り組みました。依頼元の企業において、六面体加工を行う際、素材からノコ盤で切り出し、

その後、フライス加工により指定寸法に仕上げていますが、この工程を素材の切断のみでフライ

ス加工と同等以上の加工面精度及び寸法精度を満たす自動材料切断装置を開発しました。また、

併せて部品単価の計算に係る作業時間及び待機時間を IoT によるセンシングで自動計測するシ

ステムを開発しました。 

材料の自動供給については、材料の現品票をバーコードリーダで読み取り、データベースの情

報を基に行います。また、ノコ刃で材料を切断する際の刃の振れを防止する「エア振れ止め機構」

を考案し、自動切断の寸法精度は、誤差±0.02 ㎜以下、仕上がり面の表面粗さは、0.5μm 以下

を実現しており、フライス加工の仕上がり面と同等以上の結果を得ました。 

また、作業中に人の手が作業エリア内に入った場合は、エリアセンサーにより非常停止する構

造とするだけでなく、モニタ画面に作業指示等を表示することにより、作業者が手順通りに安全

作業が行えるよう複数の安全対策を講じています。 

  

  

加工時間計測システムを搭載した自動材料切断装置の開発 

関東職業能力開発大学校  生産機械システム技術科 

生産電気システム技術科 

生産電子情報システム技術科 

 

図１ 装置全体 

 

図２ 各ユニット構成 

 

切断ユニット (鋸刃,鋸送りユニット) 

自動バイス

ユニット 

土台 

ユニット 
ワークフィーダ

ユニット 

図３ エア刃振れ止め機構ユニット 

 

図４ 画面表示部 

令和２年度 応用課程 開発課題実習 特別賞 
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 部分入れ歯を作る際に、入れ歯にラインを引く手作業がサベイングです。その作業で描いたサ

ベイラインの精度が部分入れ歯の仕上がりに影響しますが、サベイングは歯科技工士の経験に左

右されるため、精度の均一化が課題となっていました。そこで、経験にかかわらず正確にライン

を引ける装置を、地域の企業からの依頼で開発しました。部分入れ歯は、歯科技工士が一から手

作業で作るため、サベイングを自動で行う装置は他にありません。 

サベイラインのプロット（描画）は、大まかな歯型の形状をレーザ変位センサで測定し、プロ

ッタが動作するルートを算出した上で、鉛筆でプロットします。鉛筆の芯を回転させながらライ

ンをプロットするとともに、芯が入れ歯に当たった際の電流の変化を検出しているため、鉛筆の

芯が折れずにプロットできます。 

 

 

  

  

局部義歯（部分入れ歯）を対象とした歯科技工省力化装置の開発 

四国職業能力開発大学校  生産機械システム技術科 

生産電気システム技術科 

生産電子情報システム技術科 

 

図１ 装置外観 図２ 動作部 

図３ レーザ変位センサでの測定 図４ サベイラインのプロット 

令和２年度 応用課程 開発課題実習 特別賞 
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【総合制作実習 部門】２４作品 

施設名 テーマ名 科名 

北海道職業能力開発大学校 プラスチック射出成形機の製作 生産技術科 

東北職業能力開発大学校 オルゴールの設計・製作 生産技術科 

青森職業能力開発短期大学校 中型立佞武多昇降装置の製作 生産技術科 

秋田職業能力開発短期大学校 統合型水槽コントローラの設計・製作Ⅲ 電子情報技術科 

関東職業能力開発大学校 メカニカルオーケストリオンの製作 生産技術科 

千葉職業能力開発短期大学校 モデルベース設計に基づく速度制御系教材の開発 電気エネルギー制御科 

北陸職業能力開発大学校 特殊環境用途自動搬送車(AGV)の開発 

生産技術科 

電気エネルギー制御科 

電子情報技術科 

新潟職業能力開発短期大学校 天候再現表示装置の開発 電子情報技術科 

石川職業能力開発短期大学校 AR（拡張現実）を使った作業支援システムの構築 電子情報技術科 

東海職業能力開発大学校 ジェスチャーで操作する非接触体温測定装置の製作 電子情報技術科 

浜松職業能力開発短期大学校 農業支援のための IoT 機器製作 電子情報技術科 

近畿職業能力開発大学校 
学生向けコンペティションへの参加 

～休憩所の計画～ 
住居環境科 

滋賀職業能力開発短期大学校 小型マルチディスプレイシステムの開発 電子情報技術科 

京都職業能力開発短期大学校 Grid-EYE を用いた体温測定システムの制作 電子情報技術科 

中国職業能力開発大学校 インドアプレーンの製作 電気エネルギー制御科 

島根職業能力開発短期大学校 美又温泉プロジェクト 住居環境科 

福山職業能力開発短期大学校 
AI Deep Learning によるネジ切り加工判定装置の

開発 
電子情報技術科 

四国職業能力開発大学校 
坂出市民美術館で使用する受付カウンターテーブル

の制作 
住居環境科 

高知職業能力開発短期大学校 組込み AI によるマスクの着用状況の監視システム 電子情報技術科 

九州職業能力開発大学校 RC造構造物の製作 建築科 

川内職業能力開発短期大学校 IoT 体重計の製作 電子情報技術科 

沖縄職業能力開発大学校 センサ用コイル巻き機の設計・製作 生産技術科 

港湾職業能力開発短期大学校 

横浜校 
江戸時代の物流について 物流情報科 

港湾職業能力開発短期大学校 

神戸校 

労働災害事例にみるフォークリフト作業に 

おける安全 
港湾技術科 

 

エントリー成果物一覧 

総合制作実習及び開発課題実習の多くは、社会的関心の高い課題及び地域の企業が抱える生

産性に係る課題に取り組んでおり、ポリテクカレッジの高い技能・技術力を生かした完成度の

高い成果物になっています。 
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【開発課題実習 部門】１０作品 

施設名 テーマ名 科名 

北海道職業能力開発大学校 
パッシブウェルネス住宅のための調湿・断熱・

蓄熱構法の開発 
建築施工システム技術科 

東北職業能力開発大学校 ハンバーグ半自動投入機の開発 

生産機械システム技術科 

生産電気システム技術科 

生産電子情報システム技術科 

関東職業能力開発大学校 
加工時間計測システムを搭載した自動材料 

切断装置の開発 

生産機械システム技術科 

生産電気システム技術科 

生産電子情報システム技術科 

北陸職業能力開発大学校 
産業用ロボットを活用した O リング取り付け 

システムの開発 

生産機械システム技術科 

生産電気システム技術科 

生産電子情報システム技術科 

東海職業能力開発大学校 フィルタ外観検査システムの開発 

生産機械システム技術科 

生産電気システム技術科 

生産電子情報システム技術科 

近畿職業能力開発大学校 溶融亜鉛めっきの工程省力化装置の開発 

生産機械システム技術科 

生産電気システム技術科 

生産電子情報システム技術科 

中国職業能力開発大学校 紙管切断機の開発 

生産機械システム技術科 

生産電気システム技術科 

生産電子情報システム技術科 

四国職業能力開発大学校 
局部義歯（部分入れ歯）を対象とした歯科技工 

省力化装置の開発 

生産機械システム技術科 

生産電気システム技術科 

生産電子情報システム技術科 

九州職業能力開発大学校 ピースピッキング試作装置の開発 

生産機械システム技術科 

生産電気システム技術科 

生産電子情報システム技術科 

沖縄職業能力開発大学校 黒糖カチ割り装置の開発 

生産機械システム技術科 

生産電気システム技術科 

生産電子情報システム技術科 
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令和元年度 受賞作品 

 【総合制作実習 部門】７作品 

最優秀賞 低燃費自動車の製作 

石川職業能力開発短期大学校 

近年、環境汚染対策や省エネルギー化が世界的な課題となっており、電気自動車や水素燃料自動車の開発

が進んでいます。そこで、環境に優しい低燃費自動車を地元企業や大学と連携して製作し、燃費競技大会で

上位入賞を目指して取り組みました。 

成果物の特徴は次の４点です。 

① 流体解析ツールを活用したカーボン製カウル（車体を覆うカバー）の設計・製作 

② 木材採用による車体の軽量化 

③ CAE解析による強度保証 

④ 排気量４０ｃｃエンジンの独自設計・製作 

   

優秀賞  

伝統技能の復元 高度手仕上げ技能

による魔鏡の製作 

優秀賞  

金型の設計・製作 

特別賞 

１軸スライダ装置の製作 

関東職業能力開発大学校 中国職業能力開発大学校 北海道職業能力開発大学校 

   

特別賞  

二台の 4 軸マニピュレータによる疑

似自動化ラインの構築 

特別賞  

アジャイル開発を応用した歩く探

索ロボットの制作 

特別賞  

防災機能を有するコミュニティセン

ターの計画プロセス 

北陸職業能力開発大学校 浜松職業能力開発短期大学校 滋賀職業能力開発短期大学校 

   

 

過去の受賞成果物   
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令和元年度 受賞作品 

 【開発課題実習 部門】４作品 

最優秀賞 学生ロボコン対応ロボットの開発 

九州職業能力開発大学校 

NHK学生ロボコン２０２０のテーマは「ROBORUGBY」で、パスロボット、トライロボットの２台の

ロボットで実際のラグビーのようにラグビーボールをパス、トライ、キックしゴールを成功させて得点を競

います。パスロボットは、全方向の移動が可能であり、超音波距離センサを用いて検出した距離を基にバネ

の力を利用してトライロボットにボールをパスします。トライロボットは、パスロボットからパスされたボ

ールを網で受け取り、決められた場所にボールを置きます。 

２０２０年１月に行われた一次ビデオ予選を通過しました。今後は、現在の応用課程１年生がロボット開

発を継続し、６月の全国大会出場に向けて、４月の二次ビデオ予選に臨みます。 

なお、モンゴルの遊牧民の情報通信手段をモチーフにしたNHK ロボコン２０１９では、メッセンジャー

ロボットを２台製作し、上位２４校として認められて 2019年５月に開催された全国大会に出場しました。

その際、NHK全国放送で大会出場校として九州職業能力開発大学校が紹介されました。 

   

優秀賞 

産業用ロボットを活用したピン自動

挿入システムの開発 

特別賞 

紙ひもの自動裁断・結束機の開発 

特別賞 

超小型モビリティの開発 

東海職業能力開発大学校 中国職業能力開発大学校 四国職業能力開発大学校 
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平成３０年度 受賞作品 

 【総合制作実習 部門】７作品 

最優秀賞 メカニカルマーブルマシンの製作 

関東職業能力開発大学校 

メカニカルマーブルマシンは、ビー玉を様々な機械仕掛けを用いて循環させる装置です。学生が、機械仕

掛けのアイデアを出し、音楽を奏でる要素を取入れるなど９種類の機構を組入れた、見る人の興味を引き付

ける成果物です。 

モータの回転運動をカム（運動の方向を変える機械要素）によって上下運動に変換することで、上方へ移

動させたビー玉をジェットコースターように一回転させる仕掛けや、音階ごとに仕分けられたビー玉を排出

アームで持ち上げ、鉄琴へ落下させて音楽を奏でる仕掛け等があります。 

 市役所の玄関ロビー、近隣の小学校、地域のイベントなどで成果物を展示するため、ビー玉が外に飛び出

さないようにカバーを取付けるなどの安全対策と複雑な機械仕掛けを間近で見る楽しさを両立しています。 

   

優秀賞  

ＣＮＣ旋盤加工工程の稼働率向上と

設備異常診断 

優秀賞  

江津駅前ビルのリノベーション 

特別賞 

技能五輪移動式ロボットの製作 

北陸職業能力開発大学校 島根職業能力開発短期大学校 新潟職業能力開発短期大学校 

   

特別賞  

エコマイレッジチャレンジ全国大会

出場に向けた車の製作 

特別賞  

害獣捕獲支援システムの制作 

特別賞  

文化祭門の製作 

石川職業能力開発短期大学校 中国職業能力開発大学校 九州職業能力開発大学校 

   

 

 

 

 

 

 

鉄琴 
ユニット 

制御部 

本体

土台部 
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平成３０年度 受賞作品 

 【開発課題実習 部門】４作品 

最優秀賞 荷札止め具取付け装置の開発 

中国職業能力開発大学校 

企業と共同で開発に取り組んだ成果物です。荷札には荷物に取付ける止め具（たこ紐）が必要ですが、荷

札の大きさ及び止め具の長さは多種類であるため、依頼企業では手作業で止め具を取り付けています。作業

が細かく、作業者の負担になっているため、荷札への止め具の取り付けを自動化する装置を開発しました。 

装置は、カム（運動の方向を変える機械要素）の活用により、取付け時の３つの動作（止め具の固定、荷

札の固定、荷札の下方移動）を１つのモータで制御しています。さらに、アクチュエータの負荷検知によ

り、止め具の周長誤差を吸収して安定した結束ができる機能も備えています。 

開発した装置の大きな特徴は、「ひばり結び」による荷札の自動生産を可能としたことです。止め具周長

（200mm～400mm）への対応、要求サイクルタイム 18 秒/枚を上回る 15.5 秒/枚の取り付けなど、企

業の要求である６項目を満たす装置の開発に成功しました。 

   

優秀賞 

フィルムケースのピッキング装置の

開発 

特別賞 

ピン自動挿入機の開発 

特別賞 

プリント基板実装支援装置の開発 

関東職業能力開発大学校 東海職業能力開発大学校 近畿職業能力開発大学校 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①機構部 

②制御部 

③操作管理部 
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平成２９年度 受賞作品 

 【総合制作実習 部門】７作品 

最優秀賞 電気自動車の製作 

滋賀職業能力開発短期大学校 

 近年、PHV車や EV 車の普及が進み、業界では省電力で航続距離が長い車両の開発を目指し、様々な改善

が行われています。本テーマでは、ブラシレスDC モータと充電式乾電池 40 本を動力源とした省電力で走

行できる電気自動車を製作し、エコカーレース「Ene-1 GP SUZUKA」に出場しました。 

平成２９年度は、モータの性能と制御方法、空力性能の改善に取り組み、最高ラップタイムを過去のエコ

カーレースにおける 17分 9 秒から 9 分４秒に大幅に短縮することができました。結果は、全体で 95 チー

ム中 16位、大学部門（KV-1bクラス）で３位に入賞し、平成２８年度より省電力で走行できる成果物と

なりました。 

 

   

優秀賞  

コンクリート製打楽器（コンクリー

ト琴）の設計・製作 

優秀賞  

球型ロボットの製作 

特別賞 

組立式茶室の製作Ⅲ 

東北職業能力開発大学校 京都職業能力開発短期大学校 秋田職業能力開発短期大学校 

   

特別賞  

エコマイレッジチャレンジ出場に向

けた製作 

特別賞  

アジャイル開発を応用した 

複合移動式ロボットの製作 

特別賞  

無線通信によるモータ温度・エンコー

ダ異常検知システム 

石川職業能力開発短期大学校 浜松職業能力開発短期大学校 福山職業能力開発短期大学校 
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平成２９年度 受賞作品 

 【開発課題実習 部門】４作品 

最優秀賞 自動面取り装置の開発 

関東職業能力開発大学校 

本開発における面取り加工は、材料の六面体加工の後に１２辺のエッジの角を取る面取り加工の工程に関

するテーマです。 

面取りの工程は、手作業で行われており、作業者負担が大きいことや、面取り寸法の間違いや製品に傷を

付けるなどのヒューマンエラーが発生しやすい状況でした。そこで、作業効率を向上させ、ヒューマンエラ

ーを抑止するために、自動で面取り加工を行う自動面取り装置の開発について地元小山市内の企業から依頼

があり、開発課題実習として取り組むこととしました。 

完成した装置による加工において、成功率は 100％であり、タクトタイムは 1170 秒/個でした。自動で

面取りをする装置が企業からも高く評価され、他企業の社長様からもぜひ購入したいと評価していただきま

した。 

 

   

優秀賞 

多関節ロボットを活用したバリ取り

システムの開発 

特別賞 

鋸刃検査装置の開発 

特別賞 

海洋ロボットの開発 

北陸職業能力開発大学校 北海道職業能力開発大学校 四国職業能力開発大学校 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検
査
部 

加
工
部 
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平成２８年度 受賞作品 

 【総合制作実習 部門】７作品 

最優秀賞 フォワード型スイッチング電源の製作とノイズ解析 

近畿職業能力開発大学校 

 電源等のパワー回路基板の従来設計において、熱・サージ・EMI（Electro-Magnetic Interference：電磁

妨害）などの数値が決められた範囲内に収まらないことがあります。 

また、トランスを用いた絶縁型電源等のパワー回路のノウハウはほとんどなく、製品試験段階で問題が発生

した場合、対策のためのコストがかかるだけでなく、納期が遅れることになります。 

 そこで、企業と共同でこれらの問題を解決するためのノウハウを蓄積し、電子情報技術科の技術要素の柱の

１つである電子回路設計・製作技術、ソフトウェアの活用技術及び電磁気・高周波回路技術の習得を目標とし

ました。 

 スイッチング電源におけるノイズ測定及び解析を容易に行うことができる電子回路基板の設計・製作に取り

組み、ノイズの実測結果とシミュレーション結果がほぼ一致したことから、ノイズ測定及び解析において有効

であることが確認されました。 

 

   

優秀賞  

「機構で魅せる」マーブルマシン 

の製作 

優秀賞  

耐力壁ジャパンカップへの挑戦 

特別賞 

偏心ねじポンプを利用したわらびも

ち切断きな粉まぶし装置の設計・製作 

京都職業能力開発短期大学校 四国職業能力開発大学校 浜松職業能力開発短期大学校 

   

特別賞  

ゼロハンカーの設計・製作 

特別賞  

CanSat(小型模擬衛星)の製作 

特別賞  

メカナムホイールを用いた 

ラジコンカーの製作 

福山職業能力開発短期大学校 川内職業能力開発短期大学校 沖縄職業能力開発大学校 
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平成２８年度 受賞作品 

 【開発課題実習 部門】４作品 

最優秀賞 「メルシート材」の自動ピッキング装置の開発 

関東職業能力開発大学校 

本課題は、企業からの依頼による装置開発です。メルシート材とは、自動車の防音・防振対策のために車体

に貼付けるアスファルトシートです。現在、貼付けは手作業で行われており、車種により必要なメルシート材

7～9 枚を作業者が棚の中のケースからピッキングし、貼付けています。そのため、ヒューマンエラーが発生

することがあり、改善が必要とされています。そこで、ピッキングを自動化し、エラーの低減および作業効率

の向上を目的に取り組みました。 

本開発課題テーマは、実際に工場で稼働させることを前提に取り組んできました。そのため、塗装工場では

使用できないシリコン含有物の使用禁止等の制約を受けた上で、工場内の設置計画書の作成（設置場所、設置

条件、安全、可動率、社内通信基準等）も行っています。 

 完成度は、十分な能力を有している上（成功率 98%、タクトタイム 90 秒/1 車種、設置寸法 1200mm

以内）、種々の社内基準も満たしており、開発課題実習の目的である、「実際に企業で問題となっていること

を解決」し、「製品になり得るもの」というレベルに達しました。 

 

 
  

優秀賞 

荷札用紐の自動切断・結束装置 

の開発 

特別賞 

農作物加工に関わる省力軽労化 

システムの開発 

特別賞 

トマト収穫ロボットの開発 

中国職業能力開発大学校 四国職業能力開発大学校 九州職業能力開発大学校 
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ロボット技術を活用した生産システムの構築、運用管理、

保守および改善ができる“将来の生産技術・生産管理部門

のリーダー”を育成します。 

[平成３０年度開設校] 

北陸ポリテクカレッジ、東海ポリテクカレッジ、九州ポリテクカレッジ 

[令和２年度開設校] 

関東ポリテクカレッジ、近畿ポリテクカレッジ、中国ポリテクカレッジ 

[令和３年度開設校] 

北海道ポリテクカレッジ、東北ポリテクカレッジ、四国ポリテクカレッジ、 

沖縄ポリテクカレッジ 

応用課程に新設    

 

 Ｎｅｗ！ 

生産ロボットシステムコース   
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施設名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX 番号 

北海道職業能力開発大学校 047-0292 北海道小樽市銭函 3-190 0134-62-3553 0134-62-2154 

東北職業能力開発大学校 987-2223 宮城県栗原市築館字萩沢土橋 26 0228-22-2082 0228-22-2432 

青森職業能力開発短期大学校 037-0002 青森県五所川原市飯詰狐野 171-2 0173-37-3201 0173-37-3203 

秋田職業能力開発短期大学校 017-0805 秋田県大舘市扇田道下 6-1 0186-42-5700 0186-42-5719 

関東職業能力開発大学校 323-0813 栃木県小山市横倉 612-1 0285-31-1711 0285-27-0240 

千葉職業能力開発短期大学校 千葉校 260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町 2-25 043-242-4166 043-248-5072 

成田校 286-0045 千葉県成田市並木町 221-20 0476-22-4351 0476-22-4347 

北陸職業能力開発大学校 937-0856 富山県魚津市川緑 1289-1 0765-24-5552 0765-24-4770 

新潟職業能力開発短期大学校 957-0017 新潟県新発田市新富町 1-7-21 0254-23-2168 0254-23-2169 

石川職業能力開発短期大学校 927-0024 石川県鳳珠郡穴水町由比ヶ丘いの 45-1  0768-52-1323 0768-52-3139 

東海職業能力開発大学校 501-0502 岐阜県揖斐郡大野町古川 1-2 0585-34-3600 0585-34-2400 

浜松職業能力開発短期大学校 432-8053 静岡県浜松市南区法枝町 693 053-441-4444 053-441-9495 

近畿職業能力開発大学校 596-0817 大阪府岸和田市岸の丘町 3-1-1 072-489-2111 072-479-1751 

滋賀職業能力開発短期大学校 523-8510 滋賀県近江八幡市古川町 1414 0748-31-2250 0748-31-2255 

京都職業能力開発短期大学校 624-0912 京都府舞鶴市上安 1922 0773-75-4340 0773-75-4378 

中国職業能力開発大学校 710-0251 岡山県倉敷市玉島長尾 1242-1 086-526-0321 086-526-2319 

島根職業能力開発短期大学校 695-0024 島根県江津市二宮町神主 1964-7 0855-53-4567 0855-53-0805 

福山職業能力開発短期大学校 720-0074 広島県福山市北本庄 4-8-48 084-923-6391 084-921-7038 

四国職業能力開発大学校 763-0093 香川県丸亀市郡家町 3202 0877-24-6290 0877-24-6291 

高知職業能力開発短期大学校 781-5232 高知県香南市野市町西野 1595-1 0887-56-4111 0887-56-4130 

九州職業能力開発大学校 802-0985 福岡県北九州市小倉南区志井 1665-1 093-963-0125 093-963-0126 

川内職業能力開発短期大学校 895-0211 鹿児島県薩摩川内市高城町 2526 0996-22-2121 0996-22-6612 

沖縄職業能力開発大学校 904-2141 沖縄県沖縄市池原 2994-2 098-934-6282 098-934-6287 

港湾職業能力開発短期大学校横浜校 231-0811 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭 1 045-621-5999 045-623-7171 

港湾職業能力開発短期大学校神戸校 650-0045 兵庫県神戸市中央区港島 8-11-4 078-303-7325 078-303-7335 

職業能力開発総合大学校 187-0035 東京都小平市小川西町 2-32-1 042-341-3331 042-344-5609 

 

共同研究などのご相談は、お近くのポリテクカレッジにご連絡ください！ 

ポリテクカレッジの所在地と連絡先 

 

  
      



 

 

 

 

 

ポリテクカレッジでは、技術改良・改善、新技術や先端技術の導入、製品開発等に係る技術

支援を行っています。 

技術的な課題をお持ちの場合は、ぜひ、ご相談ください。（連絡先は２４ページ） 

 

事例１ 共同研究（水中調査・清掃可変型ロボットの開発） 

 

事例２ 共同研究（荷札止め具取付け装置の開発） 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構はポリテクカレッジを設置・運営しています。 

共同研究とは・・・ 
製造上のトラブル、技術改良・改善、新技術や先端技術の導入、製品開発等、企業が抱える技術的な 

課題について、企業とポリテクカレッジの職業訓練指導員とが共同して研究を行うものです。 

 

製造上のトラブル、技術改良・改善、新技術や先端技術の導入、製品開発等、企業が抱える技術的な 

課題について、ポリテクカレッジが企業等からの委託を受けて研究を行うものです。 

 

受託研究とは・・・ 

技術的な課題を一緒に解決しませんか？ 

https://www.jeed.go.jp/js/kousotsusya/polytech_co/ 


