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はじめに 

生産システム工学とは，人間生存の基盤である生物生産と密接に係わる生産環境および

生産物の生産流通に関するシステムを工学的にとらえ，生物資源生産の効率化および高品

質化等に関する課題に取り組む学問です。 
皆さんが生産システム工学講座への配属を希望してきた理由はいろいろだと思います。

この講座で何を学ぶのか，それが自分の将来においてどのように社会に役立つのかという

ことについてしっかりと考えている人は少ないことと思います。また，学んでいくにつれ

自分が当初考えていたこととのずれを感じることがでてくるかもしれません。しかし，こ

の講座で学ぶことはこれからの社会の要請の中で大いに役立つ学問分野であるということ

ができます。基礎的な知識として，数学・物理系の科目を学ぶことになるので皆さんには

苦痛を感じることもあるかもしれません。しかし，現在，生物生産現場の課題，自然生態

系に関する問題，環境保全についての問題にとりくむには，生物だけを扱うだけでは解決

できません。地球あるいは地域環境は 1 つの閉じられた系であり，環境問題に取り組むに

はその系内の 1 つの生物に着目するだけでは問題解決の糸口は見えず，閉じられた生態系

内の物質循環のメカニズムを解析するなど総合的なシステムを工学的に解析することがも

とめられています。 
 本冊子は生産システム工学講座へ進学した学生が円滑に勉学および研究を進められるよ

うに講座の内容を説明し，また，卒業後に各人の希望を叶えるのに必要な情報を提供する

目的で作成されました。理工系の大学の教育は一般に，実社会の職業に直結しています。

皆さんがこの講座で学習したことは，卒業後の仕事を通して社会に貢献することが可能で

す。まず，社会に目を開き，そしてその中で自分に何ができるのか，どう生きるのか，ど

んな職業につくのかということを，真剣に考えてください。その上で，生産システム工学

講座で大いに学び，この分野で働き甲斐のある仕事をみつけ卒業していってくれることを

期待しています。 
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生産システム工学講座とは 

農業生産は，天候に左右される野外での大変過酷な仕事ですが，かつては人手で行われ

ていました。これでは，どんなにがんばっても家族で食べる食料が少し余る位の量しか生

産できませんでした。また，生産された農産物を私達が食べることができるように加工し，

また，質が落ちないように保存し，さらには無駄無く消費者に提供する，つまり合理的に

流通させることも必要ですが，これらも人手で行われていました。その段階では，農業生

産・加工・流通を効率良く行なうことが必要になりました。そして，現在では，昔に比べ

ると数分の一あるいは数十分の一の人手で，しかも快適な農業生産・加工・流通が可能に

なりました。その過程で最も大きな役割を果たしたのは，農業生産・加工・流通の機械化

や装置化に他なりません。すなわち，農業生産・加工・流通の効率化ひいては農業の発展

には，その機械化や装置化が重要不可欠な役割を果たすといえます。 
 
生産システム工学講座では，このような機械・施設・装置を軸とした農業生産・加工・

流通の合理化，さらにはこれらの利用に当たってのシステムに関わる課題を対象としてい

ます。なお，最近では，これらは単に機械・施設・装置化による高効率化に加えて，バイ

オテクノロジーに基づく生物機能の発現，農地・農村空間の環境保全等の多角的・総合的

視野にたって，エレクトロニクス，メカトロニクス等の先端技術を駆使して自動化・ロボ

ット化・無人化が実現されつつあり，利用・管理の面ではシステム工学的手法による最適

生産・加工・流通システムの構築が活発に進められています。 
 

 生産システム工学講座では，機械工学，エネルギー工学，電気・電子工学，情報工学等

の数理工学を基礎として，生物生産情報および加工流通にかかわるシステムの構築に関す

る教育と研究を行っています。本講座は，農業機械学分野，農産施設工学分野の 2 分野か

ら構成され，環境保全に配慮しつつ情報の収集・分析を通して，生物生産・加工のための

機械・装置，エネルギー動力の開発から生産物の流通システムに至る広範な分野における

基礎的および実用的課題を対象としています。 
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生産システム工学講座の２つの研究分野 

 生産システム工学講座には農業機械学分野と農産施設工学分野の２つの分野があるます。

以前はそれぞれの分野が農業機械学講座と農産施設工学講座を成していましたが，1991 年

4 月，２つが統合され生産システム工学講座となりました。しかし，学問の体系としては２

つの分野に大きく分けられるため，卒業論文を進める際は原則として２つの分野のいずれ

か１つの分野に関する研究を進めることになります。できるだけ早い時期に自分が学びた

い分野を見つけ出すことを望みます。 
 それぞれの分野の教官および教官の研究内容は以下の通りです。 
 
農業機械学分野 
 教官：上野正実，鹿内健志，平良英三 
 教官の研究内容：農用車両の走行性行上に関する基礎研究 
         沖縄における農業生産システムの高度化に関する研究 
         数値解析手法による弾塑性境界値問題の解析 
         車両の走行力学 

モバイル NIR によるマンゴーの内部品質・成分評価システムの開発 

バガス炭の有効利用に関する基礎研究 

多点観測用低コスト温湿度計の作製およびハウス内温度の計測 

NIR を用いた蔗汁、蔗葉及び土壌成分分析システム 

         情報機器を用いた営農支援システムの開発 
 
農産施設工学分野 
 教官：秋永孝義，川崎聖司 
 教官の研究内容：沖縄県産農産物の鮮度保持に関する研究 
         黒糖の製造法に関する研究 
         黒糖の製造技術の改善に関する研究 
         静電分離による小麦粉の分画とその物性 に関する研究 

木灰の使用量を減少させた製麺について 

パンの物性に及ぼす海洋深層水の影響 

沖縄県産柑橘類クガニー果汁の噴霧乾燥に関する研究 

近赤外分光分析法による泡盛の品質評価 

 
 3 年次の前期終わりころに，各人が希望する研究分野の調査を行い，4 年次にその分野で

卒業研究がスムーズに進められるように，3 年次後期から卒業研究のための準備をはじめる

ことになります。 
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講座配属から卒業まで 

 充実した卒業研究ができるように３年次後期より各研究分野に分かれ，卒業研究のため

の準備を始めます。この準備期間では，４年次や大学院学生から直接指導を受けたり，実

験のサポートを行ない，将来自分が行なう研究のための技能を身につけることになります。

また，同時に４年次からの卒業論文研究の構想を立てます。卒業研究を正式に開始するの

はを４年次の前期に卒業論文Ⅰを登録してからです。ただし，この時点で卒業論文を始め

る条件が満たされている必要があります（詳細は後述）。 
 また，現業実習，就職のための企業説明会は３年次の内に始まります。おそくとも３年

次の後期が始まるまでには自分の適性について分析し，後期からは効果的な就職活動が進

められるように準備しておくべきです。そのために生協等で申し込みができる「適性発見

プログラム」を利用すると良いでしょう。就職活動も効率良く行なうことができます。 
 

3年次～卒業論文着手～卒業まで
３年次 学年歴 行事 ４年次 学年歴 行事
４月 前期開始 講座配属 ４月 前期開始 卒業論文ⅠStart

履修計画ＯＲおよび作成
現業実習ＯＲ

５月 現業実習先の決定 ５月 （公務員・教員採用試験）

６月 ６月 教育実習

７月 ７月

前期試験 前期試験
８月 夏期休業 卒業論文Ⅰ発表会聴講 ８月 夏期休業 卒業論文Ⅰ発表会

現業実習

９月 ９月

現業実習報告会 （大学院入学試験）
１０月 後期開始 修学分野仮決定 １０月 後期開始 卒業論文ⅡStart

履修計画の見直し
卒業論文準備Start

１１月 １１月

１２月 適性発見 １２月
将来の計画

１月 １月

２月 ２月
後期試験 卒業論文準備のまとめ 後期試験 卒業論文発表会

３月 ３月

卒論修学分野最終決定 卒業式
ＯＲはオリエンテーションの意味
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履修について 

 皆さんが履修すべき授業科目は学生便覧に示されています。大別すると共通教育科目，

専門基礎教育科目，専門科目に分けられます。それぞれの科目は必修と選択科目に区分さ

れますが，専門科目の選択科目は生産システム工学講座の学問分野を修めるために履修す

ることを薦めるものがリストアップされています。できる限り，全科目習得することを希

望します。しかし，広範囲わたっており時間的に不可能かもしれません。そのときは，履

修にあたり各人の適性，将来の希望を十分考慮した上，履修計画を立ててもらうことを希

望します。履修計画を立てやすいように，以下に各科目の履修の際の留意点を述べます。  
専門科目 
 ・必修科目 
 ２年次で受講した科目により，生物生産学科を構成する各講座の学問分野の基本的な事

柄を総合的に学習したはずです。３年次では学問体系の全般を見渡しながら，学ぶべき高

度な専門科目の理解が可能となるはずです。また，３年次では本講座の２つ分野に一歩踏

み込み，両分野の学問の基本原理を学習することになります。実験科目（生産システム工

学実験Ⅰ・Ⅱ）は講義で学習した現象を実際に体験するとともに卒業研究を行なう際に必

要となる実験機器の扱い，データ処理の方法およびデータのまとめ方を習得します。 
 ・選択科目 
 必修科目を選択した後にさらに専門性の高い科目として用意されています。本講座の学

問の専門性を極めるには，全ての選択科目を履修することが望ましいです。農業工学系の

公務員や農業機械関係のメーカ就職また大学院進学希望の人は，全ての選択科目の履修に

挑戦してください（公務員試験，就職試験対策にもなります）。時間的に不可能場合は，各

人の適性・将来の希望を良く考え選択する科目を選んでください。本講座に関連の深い生

産環境学科の提供科目も，工学的思考を深めるために履修することが望ましものです。後

述する履修例を参考にしてください。 
専門基礎教育科目 
 高等学校で理科を十分学習していないものはできる限り履修していない科目を履修する

ことが望まれます。また高校数学についても同様のことが言えます。高学年からでも遅く

ないので専門基礎教育科目（先修科目，転換科目）を登録してください。高等学校の理科

および数学はサイエンスには有用な道具です。また，生物学は教科書を読んで独習するこ

とが比較的容易であるのに比べ，数学的，物理学的なものの捉え方は簡単に構築できるも

のではなく，指導者のもとで訓練を積まなければ学ぶことが困難です。大学で用意されて

いる授業を活用するのが簡単に学習する方法です。 
共通教育科目 
 幅広い人間形成および倫理に基づく専門知識の形成のためにも，専門科目をある程度学

習した３～４年次にもバランス良く共通科目を履修することが望ましです。また，高学年

向けの総合科目も用意されているので積極的に履修してください。  
  



 7

履修計画の立て方 

 専門科目を選択し履修計画を立てるときの典型的な例を，専攻分野および将来の志望別

に示します。 
 
１．農業機械学分野専修型 
 農業機械学分野の教官が提供する科目および農業機械学分野に関係ある科目を履修。卒

業論文作成を進めるに当たり必要な知識を習得することを目標に履修計画を作成。 
 
２．農産施設工学分野専修型 
 農産施設工学分野の教官が提供する科目および農産施設工学分野に関係ある科目を履修。

卒業論文作成を進めるに当たり必要な知識を習得することを目標に履修計画を作成。 
 
３．大学院進学 志望 
 多くの専門的知識が要求されるので，農業機械学分野および農産施設工学分野の両分野

を履修することが望ましいです。また，大学院では英語および専門基礎科目（生物･化学･

物理･数学）の知識が要求されるので，高校で十分に学習していない場合は，卒業に必要な

単位数を超えてまでも履修することが望ましいです。 
 
４．国家公務員Ⅰ種（農学Ⅱ・農業工学系）志望 
 基本的に大学院進学希望の例に準じます。しかし，国家公務員Ⅰ種職には理科系の科目

に留まらず幅広い知識が要求されます。様々な教養･総合領域の共通教育科目を履修するこ

とが望ましいです。また，授業の科目は公務員試験のために設定されているのではなく，

その科目の学問体系を基礎に組み立てられているので，受験を希望するものは，試験問題

回答のための特有な技術を授業と平行して習得することが望まれます。そのためには，独

学のほか，予備校，通信教育，学内の勉強会などを利用すると良いでしょう。 
 
５．国家公務員Ⅱ種および地方公務員（農業土木職）志望 
 受験する専門分野に応じ，履修すべき科目が異なります。どのような分野で受験するの

かを明らかにし教官と相談するのが良いでしょう。過去の例を参考にすると農業土木職が

有利です。 
  
６．高校教員 志望 
 教員免許取得のために履修する科目が膨大になり，時間的にかなりの困難を伴います。

本当に自分の適性が教員に向いているかじっくり考えた上，教官に相談してください。 
 
７．機械メーカー（開発・製造・営業技術等） 志望 
 農業機械学分野専修型および農産施設工学分野専修型の例を参考にしてください。機械
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工学に関する分野を履修することが望ましいです（機械工学大意など）。 
 
８．ソフトウェア会社 志望 
 農業機械学分野専修型および農産施設工学分野専修型の例を参考にする。情報処理技術

者の資格をぜひとるべきでしょう。そのためにも，情報工学系の科目（コンピュータ製図

など）を履修するとともに，情報処理技術者の試験のための勉強も平行して行なうのが良

いでしょう。情報処理技術者の資格については教員に相談してください。 
 
９．食品業界 志望 
 農業機械学分野専修型および農産施設工学分野専修型の例を参考にする。選択科目は食

品関係の科目（食品工学，応用食品科学など）を履修するとともに，情報処理技術者の試

験のための勉強も平行して行なうのが良いでしょう。情報処理技術者の資格については教

員に相談してください。 
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卒業論文とは 

 4 年間の大学での学修のまとめとして皆さんに課されている，前期 3 単位，後期 3 単位の

科目です。主として，専門分野における問題点の把握と理解，一定の期間内で問題を解決

するための手法を，課題研究を通して学修することになります。従って，個々人の問題把

握，企画計画，時間管理，予算管理，実験実行，データ解析，論文作成等に関する能力に

基づいて，課題研究を限られた時間で実施するため，統一した時間，定められた時間割は

ありません。取り扱う対象によって季節性が実験の実施時期を支配するものもあり，４年

次の４月に始めても既に時機を逸している場合もあります。また，履修の状況によっては，

登録はできるが実施不可能な場合もあるため，個々人の履修状況の把握，将来設計（就職，

進学）を十分に考えた上で卒業研究に取り組んで欲しいと考えます。 
 論文の課題は本来，皆さん自身が社会的な要請，能力，時間配分等によって自主的に課

題を選定する事が望ましいものです。ただし，予算，機材，時間の制限があるため，教官

の研究の領域内で課題を探すことが一般的です。参考までに過去の課題を挙げておきます。 
 
卒業論文を登録するための条件 
 
・3 年次後期は「卒業研究の準備期間」として各研究分野に本人の希望を尊重し振り分ける。 
・卒業論文Ⅰを登録する際には，学生に再度希望調査を行ない研究分野の振り分けを行な

う。この際，可能な限り学生の希望を尊重する。 
・卒業論文Ⅰの登録の条件を以下のとおりとし，条件を満たした学期から登録を行なう。 
   「卒業要件に必要とされる単位数の８０％（100 単位）を取得している。」 
・上記の条件を満たせず卒業論文Ⅰを登録していないものは，卒業論文Ⅰの登録を行なう

まで，「卒業研究の準備期間」が継続するものとする。この者が卒業論文Ⅰの登録を行なう

際には，卒業研究を行なう分野の希望を再度調査する。 
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就職を考える際に 

選択科目「生物生産学現業実習」について 

生産・開発・販売などの直接体験を通じて，実社会における専門分野の応用について学

習する取組みは学生の勉学意欲を喚起し，学生の高い就職意識の育成にも大切なこととい

えます。農学部では，1967（昭和 42）年に農家政工学部から農学部を分離改称した際に，

学業に関連する企業・機関での学外での現地実習を休暇特別実習として授業の一つとして

設けました。農学部の現業実習は既に 40 年以上の実績をもち，様々な関連機関において学

外実習を行っています。 
現場では通常の教室, 実験室で行う授業, 演習, 実習では経験できない事象に遭遇します

が，こうした実際の現場での経験を通して問題解決の手法を学習することが現業実習の目

的です。実習は通常は夏期休暇中に行い, 実習後は実習内容をレポートで報告し，農学部で

はこれらのレポートを毎年「現業実習と進路について」の冊子にまとめています。現業実

習を履修した学生の感想では，大学では学べない実務が良い経験になった点を評価するも

のが最も多く，また，普段の講義・実験の内容が実際の現場でどのように役立つかについ

て学び大学での専門教育への関心がより高まったことを評価する学生も多くいました。学

生の要望にできるだけ対応して沖縄県内外の様々な研究機関、企業等で実施しており、平

成 19 年度には 50％を超える学生が履修しています。 
また, 2005（平成 17）年度から, 全国各県の経営者協会と厚生労働省の事業であるインタ

ー ン シ ッ プ 支 援 事 業 の 一 つ で あ る ハ イ パ ー キ ャ ン パ ス シ ス テ ム

（http://www.internship-ssc.org/nagare/）に参加しました。インターンシップとは学生が

一定期間企業等の中で研修生として働き，自分の将来に関連のある就業体験を行える制度

で企業が実施しています。農学部では一部のインターンシップを現業実習とし単位の認定

を行っています。ハイパーキャンパスシステムを利用することで全国の企業のインターン

シップの情報をいつでも入手でき，休暇で帰省中に帰省先でインターンシップを実施する

ことが可能になりました。 
皆さんにも履修することをすすめます。履修する場合は，実習先をどこにするか決める

必要があります。13 ページを参照してください。「生物生産現業実習」を履修するかしない

かを，全員，前期登録期間中に教員まで連絡ください。 
 
選択科目「農業実践論」 

選択科目「農業実践論」（後期開講）は，農・食および環境など農学に関する分野で活躍

している学外の方をお招きして，大学で学ぶことが社会でどのように役立っているかを興

味深く話していただきます。将来，農学部で学んだことを活かした職業に就きたいと考え

ている人は，履修してください。 
 
公務員試験受験希望者について 

 国家公務員Ⅰ種（農学Ⅱ・農業工学系），国家公務員Ⅱ種および地方公務員（農業土木職）
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の受験を考えている人は，専門試験受験のための対策ゼミを希望する場合は行いますので

希望者は申し出てください。 
 
就職センターについて 

 就職センターは「全学的な立場から本学学生の就職を支援し，推進すること」を目的と

して，平成 14 年 7 月に設置されました。自分探し，職業観の確立，職業選択の一助として，

就職センターを積極的に活用してください。 
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卒業生の進路 

 公務員試験は５から６月ころに在ります。試験科目は教養科目，専門科目と幅広い範囲

から出題されるので，4 年次に進級してから準備をはじめても間に合いません。受験を考え

ている人は 3 年次のうちから準備を始めてください。就職センターで公務員試験対策のた

めのセミナーが用意されています。利用してください。また、専門試験対策は講座教員が

特別にゼミを開講しても構いません。 
 民間企業は県内の企業（大手は県外と同様）と県外の企業で採用時期が異なります。県

外の企業の場合，3 年次後期ころからインターネットを通して希望会社にエントリーを行な

い，年が明けるころから会社説明会，面接等が開始されます。エントリーの際に，意見を

述べさせたりする企業もありますので，十分に準備しておいてください。 
 また，若干ではありますが，大学推薦を受けた上で入社試験を受ける会社もあります（井

関農機など）。この場合，自由募集でエントリーするより有利になります。就職希望する業

種が決まっているのであれば，指導教官等に連絡しておくほうが良いでしょう。学校推薦

の会社を優先的に紹介してくれるかもしれません。 
就職活動についてhttp://www.career-ce.jp/ld/index.htmに、その詳しい手順、説明が書か

れているので参考にしてください 
 

大学院について 

 農学研究科（修士課程）に進学を希望するものは，入学試験を受けた上合格すれば許さ

れます。生産システム工学講座は２つの研究分野（農業機械学分野と農産施設工学分野）

に分かれており受験の再にどちらかを選択します。入学試験は９月の終わりころにありま

す。試験は筆記試験と面接試験です。筆記試験は外国語と専門科目の２つで，専門科目の

出題内容は，生産システム工学講座の２つの研究分野（農業機械学分野と農産施設工学分

野）からどちらか一つを選択します。 
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生産システム工学講座 就職先一覧 
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現業実習について 

 大学で学んだ学問の理解を，企業の現場または研究所等で実習を行なうことにより深め

るものです。通常，3 年次の夏季休暇中に 1 週間から２週間行ないます。実習先は皆さんの

将来の希望等を考慮し，教員と相談し決定します。参考に過去の実習先を表に示します。

実習終了後は，レポート等を提出し，現業実習報告会で報告をしてもらいます。 
 現業実習を希望する学生は，５月初旬に教官に申し出てください。その後，相談をしな

がら詳細を決定します。 
過去の現業実習受入先
受入先 実習地 実習内容

スガノ農機 茨城県
農業機械（プラウ,サブソイラ）の組立ておよび圃場
における実演

日本トランスオーシャン 沖縄県 貨物の取扱，カウンター受付業務，貨物搭載計画業

沖縄食糧 沖縄県
工場見学，米の分析作業および食味測定，とう精試
験，出荷現場・量販店での実習

沖縄協同青果 沖縄県 青果物の入荷状況・価格形成の習得

沖縄エアカーゴサービス 沖縄県
航空貨物の発送作業全般（集荷作業，梱包作業，
発送荷物のコンピュータ入力）

大栄空輸 沖縄県
貨物および配達伝票の仕分け，貨物コンテナ搭載，
経理・電算処理の見学，大口貨物の集荷

沖縄県花卉園芸協同組合 沖縄県
花卉購買事業の実習，営農指導の実習，購買およ
び販売事業の実習

サンエー 沖縄県 食品工場および店舗にて実習

JA沖縄経済連農産加工場 沖縄県
果汁飲料品質管理，原料果実生産振興調査，清涼
飲料水質管理

沖縄製粉 沖縄県
工場見学，分析機器の使用法の習得，小麦粉を
使った実験，製パン実習

くみき 沖縄県
農業機械全般の修理･組立て作業，展示会参加，パ
イン工場・畜産センターでの現地研修

東福製粉 福岡県 製粉工程全般および品質管理
文明農機 鹿児島県 農業機械の組み立て，プレス作業実習，CAD製図

農林水産省草地試験場 長野県
傾斜圃場での粗飼料生産のための機械化作業技
術の習得，農業分野でのCANバスに関する情報習

ヤンマー沖縄 沖縄県
農業機械全般の修理･組立て作業，展示会参加，農
家訪問などの現地研修

サタケ 広島県
業務用炊飯器の試験，洗米機の試験，機械組立実
習など

沖縄クボタ 沖縄県
農業機械全般の修理･組立て作業，展示会参加，農
家訪問などの現地研修

沖縄上島珈琲（株） 沖縄県 コーヒーの袋詰め、業務用食材の補充、焙煎工場
宝酒造 京都府 実際に会社で行われる「新商品企画」の模擬体験

沖縄県農業試験場園芸支場沖縄県
ニガウリ、ヘチマの試験研究栽培。農業施設の台
風、高温対策技術の習得

金秀バイオ 沖縄県
グアバ茶，アロエなど健康食品の品質評価などの研
究・開発業務

メイクマン（ハイパーキャン
パスシステムによるイン
ターンシップ）

沖縄県
園芸部門の商品取り扱い，物流部門での商品配置
など

ハイパーキャンパスシステムについては「平成19年度　現業実習と進路について」105頁を参
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生産システム工学講座の専門科目一覧 

 
 

専門科目一覧　必修科目と選択科目　（生産システム工学講座）
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

教育分野 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
専門教育 農学部共通 農業科学概

論

生物生産学科
共通

熱帯植物生
産学概論

作物学

生物統計学 基礎遺伝学
Ⅰ

家畜生産学
概論

熱帯草地学

生産システ
ム工学概論

農産施設工
学概論

農業経済学 林業経済学

農業基礎実
習Ⅰ

農業基礎実
習Ⅱ

生産システム
工学講座必修

単位操作 生物材料工
学

流通工学 生産環境調
節学

農業エネル
ギー工学

圃場機械学

農業システ
ム工学

情報処理・
制御工学

生産システ
ム工学実験
Ⅰ

生産システ
ム工学実験
Ⅱ

外国文献講
読

卒業論文Ⅰ 卒業論文Ⅱ

生産システム
工学講座選択

（生物生産
学科提供）

生物生産学
演習

機械工学大
意

農業機械設
計論

農産施設計
画学

熱帯植物生
産学特別講
義Ⅱ

(情報処理
学入門)

食品工学 情報処理学
入門

コンピュータ
製図

(家畜管理
学)

電気･電子
工学概論

家畜管理学 農業機械化
論

園芸学概論 営農機械実
習

機械工作実
習

熱帯果樹園
芸学

生産システ
ム工学特別
講義Ⅰ

生産システ
ム工学特別
講義Ⅱ

プログラミン
グ演習
農業経営学
生物生産学
現業実習

（生産環境
学科提供）

基礎土壌学 水利環境概
論
基礎製図

水理学Ⅰ
土質力学Ⅰ 応用力学Ⅰ
土壌工学 土壌物理学
農地工学
測量学Ⅰ
測量学実習
Ⅰ
農村計画学

（生物資源
学科提供）

応用食品化
学

は必修科目

選択科目として指定され
ているもの合計61単位

かんがい工
学
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生産システム工学講座の卒業論文等テーマ一覧 

２００８年 
沖縄県食品店に於ける、青果物の輸送、陳列状況の実態調査 
生産法人の受託事業と地域のサトウキビ生産の関連性について 
NIR による県産マンゴーの非破壊測定に関する基礎研究 
NIR を利用したサトウキビ細裂試料の多成分迅速計測に関する研究 
島豆腐の物性に関する基礎的研究 
製パンにおける静電分離利用の可能性に関する研究 
レッドピタヤの非破壊分析による内部品質評価の可能性の検討 

２００７年 
生産システム工学講座 
弓材(フェルナンブコ)と他の木材の物理的特性による比較 
NIR による沖縄県産マンゴーの成分評価システムに関する研究 
沖縄県南部サトウキビ生産法人の現状分析 
ＮＩＲによる黒糖の硬度の迅速測定の可能性について  
サトウキビの簡易栄養診断システムに関する基礎的研究 
NIR による泡盛の品質評価と分類に関する研究 
沖縄そばの物性に及ぼす海洋深層水の影響  

２００６年 
    NIR を用いた堆肥の成分分析」 
    NIR による黒糖含水率迅速測定についての研究 
    黒砂糖の造粒に関する研究 
   製パンにおける海洋深層水の影響 

    GPS を用いた圃場分筆区分線の作成及びハーベスタの挙動に関する基礎研究 
    NIR による泡盛の品質評価に関する研究 
    バガス炭のアンモニア吸着と CO2 吸着に関する研究 
２００５年 

モバイル NIR によるマンゴーの内部品質・成分評価システムの開発 
NIR による黒糖含水率の迅速測定の可能性について 
バガス炭の有効利用に関する基礎研究 
近赤外分析（NIR）によるダンボール含水率の迅速測定 
木灰の使用量を減少させた製麺について 
パンの物性に及ぼす海洋深層水の影響 
NIR を用いた蔗汁、蔗葉及び土壌成分分析システムの関係における基礎研究 
沖縄県産柑橘類クガニー果汁の噴霧乾燥に関する研究 
多点観測用低コスト温湿度計の作製およびハウス内温度の計測 
近赤外分光分析法による泡盛の品質評価 

２００４年 
画像処理によるニガウリの形状・熟度判別についての研究 
ニガウリの非破壊分析(NIR)による選別の可能性の検討 
沖縄そばの物性に関する研究 
噴霧乾燥に適した調製処理に関する研究 

     有限要素法によるサツマイモの熱水処理シミュレーション  
冷凍ゴーヤの品質についての研究 
さとうきび生産法人に集積された農地の地理的な評価 
ニガウリの熱処理に関する研究 

２００３年 
透過型及び透過反射型近赤外分光分析装置による泡盛の品質評価                      
カットパパイヤの保存性について 
ＮＩＲを用いたサトウキビの葉身簡易計測システムの開発 
沖縄の害鳥に対する無対象的かかしの効果の研究 
機械利用コストから考える生産法人の収入増加の可能性 
かん水の違いによる沖縄そばの物性に関する研究 
泡盛の熟度判定に関する研究 
グァバの抗酸化活性について 

２００２年 
  「簡易型トラクタ HS21A」の設計・製作 

画像処理によるサトウキビのトラッシュ評価に関する基礎研究 
衛星画像を利用した圃場モニタリングシステムの開発 
GPS によるマッピング支援システムおよび作業支援システムの構築に関する基礎研究 
沖縄そばの食味に与える「かんすい」の影響 

   噴霧乾燥法を用いた新たな含蜜糖の製造方法の開発 
   沖縄そばの物性に与える「かんすい」の影響 
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  早急に各自で結論を出してもらうこと。 
 
  １．「外国語文献講読」は 2008 年度は 16 組（鹿内）を履修してください。 
    時間は木曜日 第４時限 １４：４０－１６：１０ 農学部 254 教室を予定する。 
    時間割の都合で受講できない者は，連絡すること。 
 
  ２．「生物生産現業実習」を履修するか否か 
     履修する場合は，実習先をどこにするか決める必要があります。 
     「生物生産現業実習」を履修するかしないかを，全員，登録期間中に連絡ください。 
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誤り，誤字等を見つけた方は下記まで連絡ください。また，ご意見等もお寄せください。 
       生物生産学科 生産システム工学講座 267 番室  鹿内健志 

          TEL&FAX 098-895-8771 
          e-mail  tshikana@agr.u-ryukyu.ac.jp 
 

「履修の手引き」は下記 URL からダウンロードできます。 
         http://www.cc.u-ryukyu.ac.jp/~tshikana/ 
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