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平成 23 年度 全国高等専門学校・長岡技術科学大学 
電気系教職員交流集会プログラム 

 
全体プログラム 
8月 18日  13:00~14:30  基調講演 I (司会：大石 潔)  (B講義室) 

13:00 S-1 高専と技科大連合がもたらす未来像！  

(長岡技術科学大学学長：新原 晧一) 

13:30 S-2 高専教育と長岡技術科学大学との連携 

(福島工業高等専門学校 機械工学科(特命教授)， 

長岡技術科学大学 学長特命アドバイザー，国立

高等専門学校機構 産学連携等アドバイザー 

：佐東信司） 

14:00 S-3 光通信と高専教育 

-光通信研究で育てられ高専校長となって若者

を育てる- (電気系特別講演会) 

(東京工業高等専門学校校長：古屋 一仁) 

14:30~16:00  基調講演 II (司会：小野 浩司)   (B講義室) 
14:30 S-4 FPGAによる空間ベクトル変調と ACサーボの 

過渡特性の改善 

(電気学会東京支部新潟支所特別講演会) 

(石川高専:上町 俊幸) 

15:00 S-5 III-V族化合物半導体とシリコンの融合  

－光・電子融合技術－ 

(応用物理学会北信越支部特別講演会) 

(豊橋技術科学大学名誉教授：米津 宏雄) 

15:30 S-6 研究費の獲得について 

研究費の獲得ヘ向けた取り組みの紹介 

(長岡技術科学大学：坪根 正) 

若手研究者の研究リソース整備方法に関

する事例紹介 

(長岡技術科学大学：中山 忠親) 
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16:10~18:10 教育方法・研究・高専と企業・高専・技大との 

連携に関する分科会 I 

(B講義室，101講義室，102講義室) 

(16:50~17:30) 高専生・長岡技術科学大学 VOS特待生による 

ポスターセッション I 

19:00 懇親会(アクアーレ長岡) 

 

 

8月 19日 9:00~11:40 教育方法・研究・高専と企業・高専・技大との 

連携に関する分科会 II 

(B講義室，101講義室，102講義室) 

(10:00~10:40) 高専生・長岡技術科学大学 VOS特待生による 

ポスターセッション II 

11:50~12:20  基調講演 III (司会：山崎 克之) 

11:50 S-7 長岡高専の校長になって思うこと  

(長岡工業高等専門学校校長：渡邉 和忠先生) 

 

12:20 表彰式・閉会式  

(長岡技術科学大学電気系長：大石 潔) 

 

13:30~15:00 長岡技術科学大学 電気系 研究室公開 

*公開研究室については p.10-11 を参照願います． 

**見学終了後は自由解散となっております． 
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教育方法・研究・高専と企業・高専・技大との連携に関する分科会 I 
(8 月 18日 16:10~18:10 B 講義室，101講義室，102講義室) 

 教育方法系発表(E-1,2) 

(司会：漆原 史朗) 

研究系発表(L-1,2) 

(司会：佐沢 政樹) 

教育方法・研究・高専と企

業・高専・技大(C-1,2) 

(司会：田中 久仁彦) 

16:10

~

16:30 

E-1 高専における E ラーニング

の利用に関して  

(仙台高専：矢島 邦昭) 

L-1 同時スパッタ法と封管内硫

化により作製した CZTS 薄膜太

陽電池 

(長野高専:百瀬 成空) 

C-1 戦略的技術者育成アドバ

ンストコース「産業事情海外

視察」に係る現地視察報告 

(富山高専：山本 桂一郎) 

16:30

~

16:50 

E-2 LaTeX 挿図用パッケージ

KETpicの開発と教育利用 

(木更津高専：金子 真隆) 

L-2 NIRS によるシャドーイング

法の脳内言語処理メカニズムの

解明 

(弓削商船高専:望月 肇) 

C-2 光屋と電波屋  

-ひょんなことからつながる世界- 

(釧路高専：中村 隆) 

16:50 

~

17:30 

休憩(ポスタープレゼンテーション) 

 教育方法系発表(E-3,4) 

(司会：床井 良徳) 

研究系発表(L-3,4) 

(司会：和田森 直) 

長岡技術科学大学 

電気系教員発表(C-3,4) 

(司会：佐々木 徹) 

17:30

~

17:50 

E-3 宇部高専の環境・安全をキ

ーワードにした基盤教育につい

て 

(宇部高専：日高 良和) 

L-3 コンタクトエピタキシャ

ル法による結晶薄膜形成 

(沼津高専：野毛 悟) 

C-3 大気圧プラズマを題材に

した高周波・高電圧用教材の

開発に向けた取り組み 

(長岡技科大：佐々木 徹) 

17:50

~

18:10 

E-4 奈良高専における交際交流

に関する取り組み~ 事前準備の

重要性とモチベーション維持の

方法について ~ 

(奈良高専：平井 誠) 

L-4 クランク型ボールミルを

用いた CuInS2 結晶の合成 

(都城高専：赤木 洋二) 

C-4 Decentralized Live Video 

Broadcasting System using Lo-

cation-aware P2P Network 

Technologies 

(長岡技科大：山本 寛) 
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教育方法・研究・高専と企業・高専・技大との連携に関する分科会 II 
(8 月 19日 9:00~11:40 B 講義室，101講義室，102講義室) 

 教育方法系発表(E-5~7) 

(司会：黒木 雄一郎) 

研究系発表(L-5~7) 

(司会：杉田 泰則) 

教育方法・研究・高専と企

業・高専・技大(C-5~7) 

 (司会：齋藤 和夫) 

9:00~

9:20 

E-5 大阪府立大学高専におけ

る総合工学システム学科の改

革 (大阪府立高専：梅本 敏孝) 

L-5 クラシック音楽と脳波の

次元解析 

(木更津高専:東 雄二先生) 

C-5 アドバンストコース協働科目

「英語プレゼン」の 1 年目を終え

て(富山高専：清水 義彦) 

9:20~

9:40 

E-6 教育 GP“ものづくりコン

テストを活用した国際化教

育”の成果と今後の展開 

(熊本高専：大塚 弘文) 

L-6 LED 可視光通信における

ボケを含んだカメラ画像から

の信号検知手法 

(香川高専：荒井 伸太郎) 

C-6 MHD加速の宇宙応用に関

する長岡技科大との共同研究 

(和歌山高専：竹下 慎二) 

9:40~

10:00 

E-7 学生の質の保証を目指し

た取組の紹介 

(仙台高専：與那嶺 尚弘) 

L-7 画像情報と情報統計力学 

(群馬高専：雑賀 洋平) 

C-7 阿南高専のバイオミメテ

ィクス技術開発の実践 

(阿南高専：杉野 隆三郎) 

10:00

~ 

10:40 

休憩(ポスタープレゼンテーション) 

 教育方法系発表(E-8~10) 

(司会：鈴木 常生) 

研究系発表(L-8~10) 

(司会：加藤 孝弘) 

長岡技術科学大学 

電気系教員発表(C-8~10) 

(司会：山本 寛) 

10:40

~

11:00 

E-8 科研費申請書作成時に注

意したこと  

～Ｈ22学内説明会より～ 

(沼津高専：野毛 悟) 

L-8 ヒートパイプを利用した低温

度差熱電発電システムの検討 

(釧路高専：石山 俊彦) 

C-8 スマートグリッドと高専-技科

大連携 

(長岡技科大:大石 潔) 

11:00

~

11:20 

E-9 英語多読における読書量と

英語運用能力との関係 

(豊田高専：伊藤 和晃) 

L-9 溝型構造を用いたプラズモ

ン共振器の開発 

(阿南高専:岡本 浩行) 

C-9 長岡技術科学大学 電力制

御研究室の研究教育 

(長岡技科大：芳賀 仁) 

11:20

~

11:40 

E-10 課外活動を利用した学生

の資質向上に関する取り組み 

(奈良高専：山口 賢一) 

 

L-10 高専ロボコンと研究そして

新技術創出へ 

(長岡高専：床井 良徳) 

C-10空間映像メディア研究室の

紹介 

(長岡技科大:圓道 知博) 
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高専生・長岡技術科学大学VOS特待生によるポスターセッション 
(8 月 18日・19日) 

 
No. タイトル 発表者 所属 

P1 メカノケミカル法による CuInS2 結晶

の合成 

東 祥吾 都城高専 

P2 撹拌機を用いた CuInS2多孔質結晶の合

成 

永崎 瑞樹 都城高専 

P3 大脳皮質におけるヘモダイナミクス立

体観察システムの開発 

池田 将士 木更津高専 

P4 脳位置情報入出力マスタ・スレーブシ

ステムの評価 

民内 元康 木更津高専 

P5 両眼視線入力デバイスと感性表現人工

物との相互作用計測 

水野 はる菜 木更津高専 

P6 神経難病者のための両眼視線入力シス

テムの校正 

多田 太志 木更津高専 

P7 エルゴディック化バリオグラム解析シ

ステムの開発 

田中 駿也 木更津高専 

P8 九九とナンセンスワードのＮＩＲＳ信

号解析 

池田 貴広 木更津高専 

P9 人工物の感性表現と注視点-神経難病者

のための感性伝達人工物の開発- 

森 敬宏 木更津高専 

P10 可搬型シースルー脳立体観察ディスプ

レイの開発 

‐動的カラー立体視の検証‐ 

吉田幸弘 木更津高専 

P11 MAP推定による再構成型超解像技法の

性能評価 

森本 健太 和歌山高専 

P12 JPEG画像におけるノイズ除去に関す

る研究 

中屋 拓真 和歌山高専 

P13 大人と子供に適応するサービスロボッ

トのユーザ自動識別法 

矢陸 友斗 苫小牧高専 

P14 産業事業海外視察を終えて 堀井 浩平 富山高専 
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No. タイトル 発表者 所属 

P15 テラビット光通信へ向けた超高速光波

形計測システムの研究 

葛綿 充 長岡技術科学大学小野・塩田研

(長岡高専卒) 

P16 H2-O2触媒反応により生成した高エネルギ

ーH2Oを用いてガラス基板上に堆積した

ZnO薄膜の光学特性  

永冨 瑛智 長岡技術科学大学安井研 

(宇部高専卒) 

P17 発泡金属の定積加熱によるWarm Dense 

Matterの温度計測と導電率評価 

三木 康稔 長岡技術科学大学原田・菊池研

(旧詫間電波高専卒) 

P18 Eu添加 SrGa2S4蛍光体の熱ルミネッセ

ンス 

谷口 浩太 長岡技術科学大学加藤研 

(旧詫間電波高専卒) 

P19 V結線方式電力変換器を用いたノイズ

低減技術の研究 

吉富 大祐 長岡技術科学大学伊東研 

(舞鶴高専卒) 

P20 Sr2Ca2Cu3O8+δ超伝導体と派生相の再現

性確認  

青葉 知弥 長岡技術科学大学末松研 

(小山高専卒) 

P21 ナノ秒パルス電源を用いた有機金属錯

体の分解 

遠藤 慎 長岡技術科学大学中山研 

(長野高専卒) 

P22 船舶用ＭＨＤ減速装置の検討 前田 卓也 長岡技術科学大学原田・菊池研

(福井高専卒) 

P23 推定負荷情報及び動力学トルク補償に基づ

く産業用ロボットのモーション制御法  

吉岡 崇 長岡技術科学大学大石研 

(旧熊本電波高専卒) 

P24 高周波単相-三相マトリックスコンバー

タに関する研究  

中田 祐樹 長岡技術科学大学伊東研 

(高知高専卒) 

P25 脳血流と脳波の時空間ダイナミクスを

特徴量とした感情状態判別 

佐瀬 巧 長岡技術科学大学中川匡弘研

(木更津高専卒) 

P26 無駄時間と非線形負荷を有するインバ

ータ制御系の制御法 

金子 和秀 長岡技術科学大学大石研 

(東京都立高専卒) 

P27 永久磁石同期モータのトルクリプル低

減のための高性能制御に関する研究 

宮本 直樹 長岡技術科学大学大石研 

(米子高専卒) 

P28 高速光ディスク装置におけるデットビート

状態オブザーバを用いたエラー予測型完全

追従制御系 

尾形 頭國 長岡技術科学大学大石研 

(旧仙台電波工業高専卒) 
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P29 電車用 IPM モータの駆動制御に関する

研究 

花田 敏洋 長岡技術科学大学大石研 

(米子高専卒) 

 
 
長岡技術科学大学電気系 ポスター紹介 

(8 月 18日・19日) 
 
No. タイトル(研究室名) 発表者 

P30 長岡技術科学大学における小型 USAR ロ

ボットの開発 

安齋 雅裕(木更津高専卒) 

(長岡技術科学大学ロボコンチーム，平

尾研究室，長岡技術科学大学特命学生

大使) 

P31-36 スマートグリッドと高専-技科大連携 大石 潔 近藤 正示 湯川 高志

伊東 淳一 芳賀 仁 佐沢 政樹 

P37-38 プラズマ力学研究室 

(メタン高度利用技術研究センター) 

原田 信弘 菊池 崇志 佐々木 徹 

P39 インテリジェント MEMS研究室 河合 晃 

P40 先端光計測研究室 塩田 達俊 
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 長岡技術科学大学電気系 研究室公開スケジュール 
(8 月 19日 13:30~15:00) 

コース名 研究室名 教員 集合場所 公開時刻 備考

エネルギー

システム

電力制御研究室
近藤 正示

電気 2号棟
3階 363 室

13:30-14:30

芳賀 仁

モーションコントロ

ール研究室

大石 潔 電気 1号棟
1階

電気事務室
前

13:30-14:30

見学をご希望の方は 13:30 に
電気 1 号棟 1 階 電気事務室前
にご参集ください．その後に、
モーションコントロール研究
室に案内します。(遅刻厳禁)

佐沢 政樹

プラズマ力学研究室

原田 信弘
電気 1号棟
1階

電気事務室
前

13:30-15:00

見学箇所は，実験実習 1号棟の
ため，見学をご希望の方は
13:30 に電気 1 号棟 1 階 電気
事務室前にご参集ください．

菊池 崇志

佐々木 徹

パワーエレクトロニ

クス研究室
伊東 淳一 電気 2号棟

3F 365 室前
13:30-14:30

メカトロニクス研究

室
宮崎 敏昌 - -

エネルギーシ

ステム，電子

デバイス・光

波エレクトロ

ニクス

極限エネルギー密度

工学研究室

江 偉華

極限エネル
ギー密度工
学センター
玄関前

13:30~
14:00～
14:30～
3 回制

各 20 分程度

末松 久幸

中山 忠親

齋藤 和夫

鈴木 常生

電子デバイス

・光波エレク

トロニクス

液晶ディスプレイ研

究室
木村 宗弘 電気 2号棟

2階 268 室
13:30-15:00

電子セラミック研究

室

高田 雅介
電気 2号棟
1階 167 室

13:30-14:30

見学をご希望の方は、13:30 に
電気 2 号棟 167 室に、ご参集
下さい。公開時に、152 室では、
高校生講座を開講しています。
167室→171室→152室→151室
の順に見学いただく予定です。

岡元 智一郎

黒木 雄一郎

半導体工学研究室
安井 寛治 電気 2号棟

2階、273 室
前の廊下

13:30-14:30

加藤 孝弘

インテリジェント

MEMS研究室
河合 晃 博士棟

1階 162 室
13:30-15:00

光・量子エレクトロニ

クス研究室
上林 利生 - -

レーザー応用工学研

究室

打木 久雄
電気 2号棟
4階 473 室前

13:30-15:00

田中 久仁彦
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