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   TEL : 06-6954-4419
   e-mail : kougaku@ofc.oit.ac.jp

大阪工業大学

未 来 を つ く る
技術にふれよう

手のひらから宇宙まで。テクノロジーは、
いたるところで役に立ち、
より良い未来を目指して進化しています。
工学実感フェアでは、
大学の新しい動きとともに、最新のテクノロジーを
わかりやすく伝えます。
お子さまと一緒に実験や体験をしながら、科学の楽しさを
実感してください。

世のため、人のため、地域のために
大阪工業大学 学長　工学博士　井上 正崇

　大阪工業大学では、工学部、情報科学部そして知的財産学部の3学部
を有し、大宮そして枚方にあるふたつのキャンパスで、約8,000名の学生
が学んでいます。1922（大正11）年、建学。以来、「世のため、人のため、
地域のために『理論に裏づけられた実践的技術を持ち、現場で活躍でき
る専門職業人の育成』を行う」ことを教育理念に掲げ、日本の発展に貢献
する人材を数多く輩出しています。その教育は、徹底した実践主義で行
われ、教員が学生と共に課題を共有し、密接に関わりながら知識、技術
の体得と人間性の向上を促すことに特色があります。
　近年、「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」といった「社会
人基礎力」が低下していることを受けて、経済産業省が全国の学生にその
力を競う機会を設けています。本学は、本年「社会人基礎力育成グランプ
リ2009」において大賞を受賞。人工衛星の開発プロジェクトの取り組みが
全国でトップになり、その特色が改めて評価されました。2010年4月には、
工学部に「ロボット工学科」「生命工学科」を新設。社会の要請に応え、次
代を担う教育環境の実現にも真摯に取り組んでいます。
　現代社会では、グローバル経済が進展する中で、日本の技術力の低下
や未来を担う子どもたちの理科ばなれが懸念されています。本学は、真
に活躍できるエンジニアを育成するために、ものづくり教育や環境教育
をカリキュラムにも反映させた丁寧な教育を行っていますが、これらで
培ってきた教育の実績から、理科のおもしろさを知ってもらうのに貢献で
きるとの確信を持ち、大学という「場」を広く社会に開き、地域の方々にも
本学の持つ技術や知識、施設を活用いただく活動を行います。
　本パンフレットでご案内する催事は、そのうちのひとつです。わたくし
たちの教育の一端に触れていただく機会になることを願っています。

Ⅰ  テクノ・フォーラム　ー宇宙から地球へー
　　今年は、イタリアの科学者ガリレオ・ガリレイが初めて望遠鏡を使って

　　天体観測を行ってから 400 年目にあたる国際天文学年。いまや宇宙を

　　活用する時代です。「宇宙から地球へ」をテーマに、太陽系、宇宙開発

　　の分野で日本の技術をリードするおふたりがみなさんにお話をします。

　

　  月探査機「かぐや」と月の科学　
　     ー未知の世界に挑む。なぞに迫る、月探査機 “かぐや” の発見ー 

　　独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 JAXA　

　　固体惑星科学研究系　教授　加藤學　氏
　　

　　日時：11 月 1日（日）　14：30 － 16：00（開場 14：00）　

　　会場：10 号館 1041 教室
　　 ※定員170名　入場は先着順。定員になり次第、入場を締め切らせていただきます。

　   「はやぶさ」。苦しみながらも、地球帰還へ、目下運用中。
　     ー太陽系大航海時代を拓く。未来を創る、小惑星探査機’はやぶさ’の軌跡ー

　　独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 JAXA

　　宇宙航行システム研究系　教授　川口　淳一郎　氏
　　

　　日時：11 月 3日（火・祝日）　14：30 － 16：00（開場 14：00）　

　　会場：10 号館 1041 教室
　　 ※定員170名   入場は先着順。定員になり次第、入場を締め切らせていただきます。

Ⅱ  未来にチャレンジ　OIT  未来ラボラトリー
　　大学が取り組む新しい研究を紹介する４つのコーナーがあります。

　　体験型プログラムも実施します。

　　A「大工大、宇宙へ─人工衛星プロイテレスの挑戦─」

　　B「生命の仕組みから未来をつくる　─生命工学─」

　　C「知能を持つ未来型ロボットの創造」

　　D「環境問題探検隊─消費エネルギーの実験─」

　　日時：11 月 1 日 ( 日 )、3 日（火・祝日）　10：00－16：00　

　　会場： 大宮キャンパス　2号館１F

Ⅲ  もっと知りたい、宇宙のこと、地球のこと
　  宇宙シアター
　　宇宙シアターを開設。JAXA のフィルムを上映します。

　　未来ラボラトリーの先生によるスペシャルトークも予定。

　　日時：11 月 1 日 ( 日 )、3 日（火・祝日）　10：00－16：00　

　　会場： 大宮キャンパス　2号館１F( 未来ラボラトリー内 )

Ⅳ  体験！おもしろテクノ・プログラム
　　ーわかる、たのしい。家族で学ぶテクノロジー－

　　実験に参加する、体験してみる。科学の楽しさを実感できるプログラム

　　です。昨年好評いただいたプログラムに新しいプログラムが加わります。

　　日時：11 月 1 日 ( 日 )、 3 日（火・祝日）　10：00－16：00　

　　会場： 大宮キャンパス　各研究室

Ⅴ  フレンドリーラボ
　　一部の研究室を開放します。どんな研究をしているか、研究室をのぞい

　　てみよう。研究内容や実験機械を展示しています。

　　日時：11 月 1 日 ( 日 )、 3 日（火・祝日）　10：00－16：00　

　　会場： 大宮キャンパス　各研究室

Ⅵ  空から地上を見てみよう　熱気球体験　　

　　熱気球を係留。搭乗体験会をおこないます。

　　日時：11 月 1日（日）、3日（火・祝日）　10：30 ー 13：30

　　会場： 大宮キャンパス　特設会場（10 号館前）

　　履行人数：約 300 名（1日当たり）

　　時間等は、当日会場にてお知らせします。

　　※受付は、当日、先着順で行います。ご希望者が多い場合、整理券を発行します。

　　　フライトの時間については、会場にてお知らせいたしますが、当日の天候によっ

　　　て、みなさまの安全を確保するために、時間の変更ならびにやむなくフライト

　　　を中止する可能性があります。ご了承ください。

　　　なお、雨天時については、「熱気球をふくらませてみよう」「身近な材料で気球

　　　を作る」などプログラムの内容変更をおこないます。

「かぐや」ハイビジョンカメラがとらえた上弦の地球

大宮キャンパスへのアクセス

※公共交通機関をご利用ください。
※駐輪場は阪神高速道路高架下にございます。

工学実感フェア 2009   プログラム

各会場のマップは、当日正門受付で配布します 。
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OIT 未来ラボラトリー
未来にチャレンジ

もっと知りたい、宇宙のこと、地球のこと
衛星プロジェクト関係

わかる、たのしい。家族で学ぶテクノロジー
体験！おもしろテクノ・プログラム

宇宙シアター

熱気球体験

フレンドリーラボ

お知らせ

空から地上を見てみよう　

1
2010年春に打ち上げ決定！大阪工業大学・人工衛星プロジェクト
「PROITERES（プロイテレス）」の活動・衛星環境試験状況を紹介します。

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

機械工学科／田原先生

世界のごみ分別2
世界の都市（5都市程度）における家庭ごみの出し方について、パネル
を展示します。 また、ハノイ（ベトナム）で実施しているごみ分別に関
する子ども向け環境教育プログラムも紹介します。

環境工学科／福岡先生

おいしい水。利き水体験3
大阪の水道水「ほんまや」と各種ミネラルウォーターの飲み比べを行い
ます。あわせて大阪の水利用と浄水処理（高度浄水処理）についてのポ
スター説明と上映会を行います。

環境工学科／笠原先生

水のヨゴレを測ってみよう4
私たちが飲んだり食べたりした残りものが、どれだけ水を汚しているか
について実際に体験してもらいます。具体的には、水道水と水道水に
ジュースをわずか1滴混ぜたとき、どれだけ水が汚れるかをパックテス
トという方法で調べます。

環境工学科／駒井先生

リキテレでわかる “エネルギー”5
そもそも、人のエネルギーは、息をしているだけで、100W。液晶テレビも省エ
ネ化が進み、「32インチがたったの60W」ですから人力でもテレビ（リキテレ）
がつくことになります。実験しながら、人とエネルギーについて考えます。
●10：00～10：30、11：00～11：30、14：00～14：30、15：00～15：30

環境工学科／渡辺先生

脳波を用いたBCI6
BCIはブレインコンピュータインタフェースのこと。脳とコンピュータ
をつなぐ技術です。ここでは、非侵襲（針を刺さない）BCIの例として
電極帽をかぶって計測した脳波を用いて文字入力したりロボットを動か
したりします。

生体医工学科／大須賀先生

光合成色素を調べる7
葉緑体に含まれる光合成色素をシリカゲルの薄層クロマトグフィーによ
り分離する実験をします。葉の色がいろいろな色素の混ざったものであ
ることがわかります。
●11/3のみ 10：00～11：00、11：30～12：30、13：30～14：30、15：00～16：00

生体医工学科／吉浦先生

人間の脳で、ロボットを動かす8
脳と機械をつなぐブレインマシンインターフェースの実験をします。脳
が神経を通して筋肉を動かす指令を筋電信号により検出し、ロボットを
動かしましょう。さあ身体のどこの筋肉を使ってやりましょうか。
●10：00～15：00　所要時間30分　12：00～13：00休憩をはさみます。

生体医工学科／筒井先生

生命工学が開く未来の再生医療9
工学技術を用いた再生医療による、心臓や血管、角膜、頭皮、筋肉の病
気に対する新しい治療法を開発しています。先天異常をもった赤ちゃん
の病気や、角膜移植の必要な方、そしてハゲや筋ジストロフィーもこの
再生医療で治るかもしれません。

生命工学科／藤里先生

ロボットが助ける未来の手術治療10
医師がロボットを操って手術をする時代がやってきています。患者には
優しいけれど医師には難しい内視鏡下手術、これを医師一人で行えるロ
ボットを研究しています。

ロボット工学科／河合先生

球面スクリーンによる映像を体験しよう11
球面のスクリーンとその投影系を用意し専用の映像を製作 ・投影しま
す。いままでにない臨場感あふれる映像を体験してみましょう。

ロボット工学科／中泉先生

香りの化学を体験しよう8
普段の生活にある身の回りの化学。その一例として「香り」について体
験します。においを感じるしくみやにおいの働き、かたちを知り、香り
をつくる調香実験に挑戦してみましょう。
●10：00開始　所要時間30分　10分休憩（11：50～13：00休憩）をはさみ繰り返します。

応用化学科／益山先生、村岡先生

接着　なんでくっつくの？9
接着剤や粘着テープでものをくっつけることは日常やっていますが、どうし
てくっつくのでしょうか。いろんな接着剤や粘着テープでくっつけてみて、
どこまでくっつくのか、くっつかないを体験。接着剤の化学を学びます。
●10：00開始　所要時間30分　10分休憩（11：50～13：00休憩）をはさみ繰り返します。

応用化学科／中村先生

自動車周りの流れを見てみよう7
流体の流れを目に見えるようにし、抗力係数をはかります。自動車の空
力性能を表す上で重要な数値です。ウレタンフォームで自動車の形状を
作り、その周りの流れを見る実験をおこないます。

機械工学科／川田先生

光でつくるオリジナル携帯ストラップ6
不思議！やわらかいプラスチックが光をあてると硬くなる！この原理で
オリジナル携帯ストラップをつくろう！

●11/3のみ

機械工学科／西川先生

レゴでライントレースロボットづくり5
おもちゃのレゴブロックにモータとセンサとマイコンを組み込んで、黒
いラインの上をなぞるロボットを自分で作って動かしてみましょう。

●10：00～11：30、12：30～14：00、14：30～16：00

機械工学科／牛田先生

オリジナルアクセサリーを作ろう4
塑性（そせい）加工という方法を利用して金属のオリジナルアクセサリー
が作れます。純度99.7％アルミニウム合金などを使用して世界に一つし
かないキーホルダーペンダントの創作にチャレンジしてみませんか。

機械工学科／羽賀先生

ボール運び、ロボットに勝てるかな？3
自律移動ロボット（ロボットが自分で考えて動く）と人間が操作するロ
ボットでボール運びを競争します。はたしてロボットに勝てるでしょう
か？ロボットとの対決を通じ、ロボットの仕組みを理解しましょう。
●10：00～12：00、13：00～16：00

機械工学科／廣井先生

3次元CADではんこつくり2
機械を設計するときに使うコンピュータソフト、3次元CADを使って、
オリジナルの「はんこ」をつくってみよう。

機械工学科／井原先生

0.001秒の世界1
水槽の水にボールが落下した時、水風船が割れた時、どんなことが起き
てるのかな。高速度カメラで0.001秒の世界を覗いてみよう。

機械工学科／上田先生

霧箱を作って、素粒子の世界を体感12
昨年、日本の研究者が素粒子に関する研究でノーベル賞を受賞しまし
た。素粒子って何でしょうか。物質を構成するもっとも小さな単位とさ
れる素粒子の世界。簡単な霧箱の装置を作って、体感しましょう。

一般教育科／林先生、鳥居先生

あなたの家は地震の時大丈夫？18
近い将来、大阪平野を襲う可能性が高い地震の揺れを予測し、様々な建
物の被害の大きさを判定する手法を展示します。また、簡単な耐震改修
である筋交いの効果も模型実験で確認します。

建築学科／堀家先生

パズル感覚でドームを作ってみよう19
テンセグリティドームというユニークな建築物を透明輪ゴムとプラスチッ
クの丸棒で組み立てて、その不思議さを直接体験できます。また、小型正
二十面体の製作に参加すれば、完成品をオブジェとして持ち帰れます。
●10：00～12：00、13：00～16：00

建築学科／林先生

コンクリートで、アート作品づくり20
水、セメント、砂、砂利をねり混ぜて出来上がるコンクリート。ビルや橋をつ
くるときに欠かせないものです。今回は、この材料を使い、人気があるキャラ
クターをはじめとしたオリジナル作品の製作にチャレンジしていただけます。
●10：00～14：30（最終受付）

都市デザイン工学科／井上先生、三方先生

土の締固め選手権！21
豪雨や地震に強い盛土（鉄道や道路をつくるため、地盤の上に土を盛り上
げたもの）をつくるためには、土を十分に締め固める必要があります。 土を
十分に締め固めるためには、ある程度の水分が必要であることを学びます。

都市デザイン工学科／日置先生

スチール缶、アルミ缶で家は作れるの？17
身近にある材料がどれくらいの力を支えられるのかを体験させる。簡単
な装置で、自動販売機で売っているスチール缶、アルミ缶を壊してみる。
家の柱に清涼飲料水の缶が使えるか、自分で確かめる。
●10：00～11：00、11：30～12：30、13：30～14：30、15：00～16：00

建築学科／上場先生

音はどこから来るかな？16
音響の実験と研究用に特別に作られた音のない部屋「無響室」を体験。
スピーカーを50個配置した実験装置の中心に座り、どのスピーカーから
音が出て来るかを当てる「音像定位の実験」をゲーム感覚で体験します。
●10：00～12：00、13：00～16：00

電子情報通信工学科／藤村先生

あなたもパソコンを組み立てよう15
安価で高性能なPCはなぜできる？パソコンを自分で作ってみましょう。
ハードウェアの成り立ちがよく理解できます。電子機器の仕組みとモノ
づくりの面白さを実感します。
●11/1のみ　11：00～12：00、13：00～14：00、14：00～15：00

電子情報通信工学科／原嶋先生

クルクル回る不思議なモーター14
身の回りにある使い捨てコップや発泡スチロールを使って、静電気力で
回転する “静電モーター” を作ってみましょう．電気の不思議と面白さ
を体験できます。
●11/3のみ　11：00～12：00、13：00～14：00、15：00～16：00

電子情報通信工学科／矢野先生

放電プラズマを使った水の浄化13
気体中に電気が流れる気体放電現象。この仕組みを理解します。数千ボ
ルトの電圧を発生することができる特殊な装置を使って、染料を含んだ
水の上に小さな雷を作り出し、その水を脱色する実験をします。

電気電子システム工学科／見市先生

音と光で知らせるラーメンタイマー12
ICなどの電子部品を知っていますか。自分で、LEDやブザーなど周辺回
路を組み立てて、タイマーを作ります。

●13：00～16：00

電気電子システム工学科／吉村先生

コンピュータによる配置設計11
コンピュータは決して万能ではありませんが、さまざまな設計作業にお
いて欠かせないものとなっています。積み木を使って配置設計をやって
みましょう。コンピュータの働きについて実感します。

電気電子システム工学科／重弘先生

深海探査船の目になる10
深海探査用のセンサで利用されている化学発光現象を肉眼で観測しま
す。また、測定する物質の濃度が高くなることで化学発光が強くなるこ
とを観測し、センサの原理を理解します。
●10：00開始　所要時間60分　12：00～13：00休憩をはさみます。

応用化学科／藤森先生

ターボ機械の流れを見てみよう4
ターボ機械の流れをいろいろな方法で見てみます。サーモグラフィの利
用、煙注入法、ストロボの利用など、いろいろな方法を実験して、目に
見えるようにする方法を説明します。

機械工学科／川田先生

熱の伝わる速さを計ろう5
未来の発電所となる核融合炉の構造材料として傾斜機能材料が開発され
ています。この材料は、【熱が加えられたとき、どのような応答をする
のか？】を調べることが重要です。そこで、伝熱工学研究室では、その
ような最先端の材料内を熱が伝わる速さを研究しています。

機械工学科／松島先生

デザインの仕事6
わたしたちの身の回りの「もの」には、デザインが関わっています。デ
ザインを教えている大学の先生は、どんな仕事をしているか、どんな研
究をしているかを紹介します。
「デザインの仕事」の幅広さを見てください。

空間デザイン学科／今井先生

デザインのライナー・ノーツ7
デザインと機能、人間の感覚との関係やデザインの考え方について、各
制作段階（スケッチ・模型制作等）をわかりやすく解説する展示を行い、
デザインプロセスについて理解を深めます。

空間デザイン学科／西應先生

心地よい乗り物の実現をめざして3
振動や騒音をコントロールすることで、心地よい乗り物の実現を目指し
ています。振動実験システムや、音響を解析する装置を展示。どんな研
究をしているか、最新の研究現場を紹介します。

機械工学科／吉田先生

障害物を避けるセンサの働き2
超音波・赤外線・ヒューマンセンサ等の複数のセンサを移動型ロボット
に取り付けると、まわりの障害物を検知して回避。安全な進路を確保す
るようになります。

機械工学科／加藤先生

ロボットに歩行訓練。まっすぐに歩ける？1
左右非対称な特性を持つ2足歩行ロボットを使い、歩行器を用いて歩行
支援を行います。まっすぐに歩けるようにロボットを訓練します。

機械工学科／加藤先生

小さなお子さまをお連れの方や各プログラムの待ち時間に利用い
ただけるキッズルームを開設します。ルームでも小さなお子さま
向けのぬり絵などいくつか遊んでいただけるものを準備します。
ご利用ください。

城北祭が同時開催中です。さまざまな楽しいプログラムが用意さ
れていますので、あわせてご参加ください。

KIDS ROOM を開設します

“城北祭” 同時開催中です
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