
●地域連携センター
当センターは地域との連携を密にし、高知
高専の有する人的・物的資源を有効に活用
することにより、地域の活性化や地元産業
の振興に寄与するための拠点となることを
目指しています。出前授業や企業における
人材育成事業など地域における教育支援の
実践や、高知県産学官民連携センター（コ
コプラ）との連携活動、県内外の企業や団
体等との共同研究の実施による技術力の向
上など、地域の産業や文化の向上に資する
ことを目的としています。

●情報処理センター
情報処理センターは主に教育用情報処理システムの維持管
理や業務用情報システム関連の各種サーバー類の運用など、
幅広いサービスを提供しています。教育用情報処理システ
ムは情報処理センターの演習室及び小演習室、専攻科棟の
パソコン室 1及びパソコン室 2並びに図書館といった学
内の共同利用施設に設置された 165台のパソコンからな
り、およそ40の講義、実験演習で使用されています。業
務用情報システムは学内のメールサーバ、WWWサーバ、
グループウエア用サーバ、教育用各種サーバ、認証サーバ
等からなり、日々の業務に必要不可欠なサービスを提供し
ています。また、本校は ICT 教育拠点校として他高専を
リードする先駆的教育の実施を年度計画に盛り込んでいま
すが、情報処理センターは技術的な側面からそれらの活動
を支えています。
� ※高知高専校内ネットワークシステム…24ページ

●教育研究支援センター
本校の技術支援業務に関する人的・物的資
源を有効に活用し各種技術支援活動を推進
するために教育研究支援センターが平成
21年度に設立されました。技術に関する
専門的業務を組織的かつ効率的に処理する
とともに、センター所属職員の研究能力及
び資質の向上をはかり、学生に対する実験・
実習、卒業研究などの支援、教員の教育研
究への支援、地域への技術支援など、本校
の教育支援体制の向上に資することを目的
としています。
本センターは、2班構成で専門とする５分
野をカバーし、教育研究支援センター長、
副センター長、技術長、班長、技術専門職
員、技術職員をもって組織されてます。

情報処理センターでの授業風景
A�class�at�Information�Processing�Center

教育研究支援センター業務　Activities of Education and Research Support Center
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第一技術班（班長）　The 1st Technical Group (and its Leader)
●機械工場における学生の実験、実習及び卒業研究等の技術支援
　 Providing technical assistance on students' experiments, training, and graduation researches at Mechanical Workshop
●機械工場の管理運営　●教育研究支援のための技術開発及び技術業務
　Administration and operation of Mechanical Workshop　Providing technical development and technical assistance as educational and research support
●教育研究用機器の操作・保守管理　●地域への技術支援
　Operating and maintaining instruments for  educational and research use　Providing regional technical assistance
●技術研修に関する調査・研究　●各種プロジェクトへの技術支援
　Conducting studies and researches on technical workshop　Providing technical assistance to various projects

●学生の実験、実習及び卒業研究等の技術支援
　 Providing technical assistance on students' experiments, training, and graduation researches
●情報処理センターにおける実習の技術支援及び情報セキュリティー業務
　 Providing information security services and technical assistance on students' exercises in the Information Processing Center
●教育研究支援のための技術開発及び技術支援
　 Providing technical development and technical assistance as educational and research support
●教育研究用機器の操作・保守管理　●実験室等の設備備品の維持管理
　 Operating and maintaining instruments for  educational and research use　Managing instruments of laboratories
●地域への技術支援　●技術研修に関する調査・研究
　 Providing regional technical assistance　Conducting studies and researches on technical workshop
●各種プロジェクトへの技術支援
　 Providing technical assistance to various projects

●一般科目及び複合・融合する分野間の技術支援等、効果的な運用
　 Effective services on providing technical assistance to general education subjects, multi-/inter-disciplinary fields, etc.
●特別な業務に応じてプロジェクトチームを組織
　 Project teams organized for special assignments

第二技術班（班長）　The 2nd Technical Group (and its Leader)
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高知高専研究者総覧　　http://www.kochi-ct.ac.jp/sangaku/souran
Comprehensive�List�of�Researchers�in�NIT,�Kochi�College

高知高専シーズ資料集　http://www.kochi-ct.ac.jp/sangaku/seeds
Collections�of�Business�Seeds�Owned�by�NIT,�Kochi�College

地域連携・研究支援
Regional�Collaboration�and�Research�Support

産学共同部門
Industry-Academia�Collaboration�Category

地域教育連携部門
Regional�Educational�Collaboration�Category

技術相談
Technical�Guidance　　
共同研究
Joint�Researches　　
受託研究
Contracted�Researches　　
受託試験など
Contracted�Tests�and�Other

出前授業
Visiting�Lectures　　　　　　
公開講座　　　　　　
Lectures�Open�to�the�Public

イベントなどへの出展
Presentations�in�Local�Events

地域連携活動
Regional�Collaboration�Activities　　　　

● Regional Technology Collaboration Center
With�close�cooperation�with� regional�society,� the�Regional�
Technology�Collaboration�Center� is�aiming�to�be�the�base�of�
regional�vitalization�and�local�industry�development�effectively�
utilizing�human�and�material�resources�that�NIT,�Kochi�College�
owns.�The�center�provides�educational�assistance� including�
delivering�visiting� lectures�and�helping�human� resources�
development�of� local�businesses,�collaborates�with�Kochi�
Regional�Collaboration�Center� (KoCoPla),�and�conducts� joint�
researches� for� technical� improvement�with�companies�and�
organizations�in�and�out�of�the�prefecture,�to�contribute�to�the�
prosperity�of�regional�industry�and�culture.

● Information Processing Center
The� Information�Processing�Center�provides�wide�range�of� ICT-related�services�on�
campus�such�as�managing�educational� information�processing�system�and�operating�
various�servers� for�administrative� information�system.�The�educational� information�
processing�system�includes�165�computer�terminals�installed�in�the�laboratories�in�the�
Information�Processing�Center,�personal�computer�rooms�1�and�2�in�Advanced�Course�Wing,�the�Library�and�other�
joint�use�facilities�on�campus,�and�used�in�approximately�40�lectures�and�exercises.�The�administrative�information�
system�consists�of�mail� server,�WWW�server,� groupware�server,� various�educational� system�servers,� and�
authentication�server,�provides�all�sorts�of�services�necessary�for�day-to-day�operations.�Furthermore,�as�NIT,�
Kochi�College�is�assigned�as�a�base�college�of�ICT�education,�providing�pioneer�education�to�lead�to�other�technical�
colleges�is�incorporated�in�the�annual�plan.�The�center�is�supporting�such�activities�in�the�technical�aspect.
*For�the�system�structure�of�NIT,�Kochi�College�Intra-Campus�Network�System,�see�the�figure�on�page�24.

● Education and Research Support Center
The�Education�and�Research�Support�Center�was�established�
in� 2009� to� promote� various� technical� support� activities�
effectively�utilizing�human�and�material� resources�regarding�
technical�assistance�that�NIT,�Kochi�College�owns.The�center�
is�aiming�to�contribute�to�improve�educational�support�system�
of�NIT,�Kochi�College� including� providing� assistance� for�
students'�experiments,�practices,�and�graduation�researches,�
for� teaching�staff's�education�and� researches,� for� regional�
technological� needs,� by�managing� specialized� technical�
matters�systematically�and�efficiently,�enhancing� research�
ability�and�performance�of�the�involved�staff.
The�center�is�led�by�the�director,�deputy�director�and�technical�
chief,�and�has�two�technical�groups,�each�consisting�of�group�
leader,� technical�specialists,�and�technical�staff�to�cover�five�
technical�fields.
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