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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 
会場案内(キャンパスマップ) 
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その他情報 
 
交通について 
! バス(越後交通)：技大-長岡駅間のバスは本数が限られているため，時間に

余裕を持って移動してください．(所要時間約 30分，310円) 
1日目集会終了後の長岡駅行きのバス出発時刻：18:15，19:10，19:40(最終) 
2日目集会終了後の長岡駅行きのバス出発時刻： 
12:25，12:55，13:55，14:25，14:55，15:25，15:55 
 

! タクシー：技大-長岡駅間 所要時間約 25分，3000円程度 
つばめタクシー TEL: 0258-92-2170 
長岡タクシー TEL: 0258-35-1717 
 

! 新幹線：色付きはバスとの接続に便利な新幹線です．また,*印は 8/19 のみ
の臨時列車です． 
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高専生・専攻科生の懇親会，宿泊施設について 
! 高専生・専攻科生の懇親会は，本学 VOS特待生と親睦を深めていただくた

め，教職員とは別に懇親会を行います．参加費は無料です．移動その他に

ついては，当日アナウンスがありますので，参加希望の学生は受付前に集

合してください． 
! 高専生・専攻科生の宿泊施設は，本学の福利厚生施設のクラブハウスを利

用していただきます．宿泊費は無料です． 
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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 
懇親会会場案内 

 
懇親会会場：アクアーレ長岡(長岡市新陽 2丁目 5-1，TEL: 0258-47-5656) 
 
! 技大-懇親会場間のマイクロバスがございますのでぜひご利用ください． 

" 技大→懇親会会場(8/18) 分科会終了後，懇親会会場方面バス停(長岡技術科学 
大学事務局前：キャンパスマップ参照)があります． 

" 懇親会会場→長岡駅(8/18) 懇親会終了後(21:00)，会場から技大を経由して長岡 
駅まで無料で移動できます． 

" 宿泊施設→技大(8/19) 8:30にアクアーレ長岡正面玄関に集合してください 
技大行きのバスがあります． 
それ以降の移動は各自といたしますので，ご了承願
います．(アクアーレ長岡-技大を直接移動できる路線
バスはほとんどございません．) 

! 車で移動する場合には下記地図を参照してください． 
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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開催にあたって 

 
長岡技術科学大学・電気系長 

大石 潔 
 

長岡技術科学大学は，高等専門学校卒業生を主に受け入れ，高度技術者教育

を担う大学として建学し，平成 18年 10月に 30周年を迎え，今年で 35年目を
迎えます．この間に，数多くの実践的・指導的技術者を世の中に送り出すこと

によって，社会的使命を果たして参りました．また，大学及び高専の独立行政

法人化に伴い，本学及び高専を取り巻く社会的環境は大きく変貌いたしました． 
高専・技大教職員交流集会は，ご参加いただいた先生方から高専の様々な現

状をお伺いし，本学と高専の両方の研究・教育を発展させていく上で重要な場

となっております．特に，社会から高専卒業生が以前にもまして高く評価され

るようになりました．一方，企業では社内教育が可能な人材が減っており，研

究開発の即戦力が求められております．こうした中，学生の輩出源や共同研究

の相手として，高等教育機関の“実質化”が要求されています． 
これらを背景に，今世紀の社会や教育機関の担い手となる若手研究者の，さ

らなる教育・研究レベルアップの方策を探ることを本集会の目的とします．若

手教員，大学院学生による教育・研究発表を通して，新しい教育方法，学生を

媒介とした機関間連携や研究費の取得方法など，高専と技大が共に深化する道

を拓くことを目的とします． 
最後になりましたが，このたびの交流集会開催にあたって全国各地の高等専

門学校から多数の教職員・高専学生がご参加いただいたことを深く感謝いたし

ます．本交流集会が，今後の高専・技大のより一層の連携強化につながり，研

究・教育を深化させるための一助となることを切に願っております． 
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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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発表の注意事項  

# 発表資料については，休憩時間中に備え付けの PCに入れていただくか，持

参された PCを使ってプロジェクターのチェックを行ってください． 

# 指し棒及びレーザーポインタ等はこちらで準備しておりますので，適宜ご
利用ください． 

# 全体のセッションでは 20分で 1回，25分で 2回，30分で 3回の呼び鈴が

鳴ります． 

# 分科会セッションでは 10分で 1回，15分で 2回，20分で 3回の呼び鈴が

鳴ります． 

# ポスターセッションは，18 日及び 19 日の両日開催をいたします．発表者

の方は，可能であれば 18 日よりポスターを設置してください．A4 版印刷

であれば事前に電子メール: denki@etigo.nagaokaut.ac.jpに送付していただけ

れば印刷して対応いたしますのでご検討ください．その際のフォーマット

については pdf のみとさせていただきます(体裁が崩れるなどの影響を防ぐ

ためです．ご了承願います．)． 

なお，ポスターボードのサイズは，縦 120cm-横 90cmです． 

# ポスターセッション発表者の方は，18 日の 16:50~17:30 および 19 日の

10:00~10:40 に適宜飲食休憩をとりながら，自身のポスター前に立っていて

ください．(採点されないなどの不利益にならないようにするための措置で

す．飲食しながらの発表でも減点対象にはなりませんのでよろしくお願い

いたします．) 
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平成 23年 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 講演概要集 

 
 
 
# 本概要集は，以下の順にリストされています． 

" 基調講演(S-1~S-7) 
" 分科会講演 

! 教育方法系(E-1~E-10) 
! 研究系(L-1~L10) 
! 高専と技大・高専・企業との連携，電気系教員研究紹介(C-1~C-10) 

" 高専学生・本学 VOS特待生ポスターセッション(P1~P29) 
 
# 基本的にはお申し込みいただいた概要をそのまま掲載しておりますが，ペ

ージの都合上，一部変更させていただいた点がございます．ご了承願いま

す． 
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高専と技科大連合がもたらす未来像！  

 
長岡技術科学大学 
新原 晧一 

E-mail; niihara@nagaokaut.ac.jp 
 
ようこそ、長岡へ！ 
 
私が本学学長に任命されてから１年１０ヶ月が経過しました。この間、円高、

政権交代、東日本大震災など、日本を取り巻く状況が激変いたしましたが、私

は、高専と技科大はその連携を高度化し強化することにより、この激変に耐え

る事が出来ると信じています。 
 
私は、学長に就任してから多くの高専を訪問しました。この訪問状況の一部は、

本学公式ページの学長室だよりで記載しておりますが、一般的なスケジュール

は、午後１３時頃に高専に到着、校長先生及び執行部方々との意見交換、研究

室・施設見学、授業見学・学生への講演、本学出身の先生方との懇談、そして

最後が懇親会で２１時頃修了となっています。この様な訪問を実行している理

由は、本学がその機能を高度化し持続的に発展していくためには、本学学生の

８０％を占める高専生の現状把握及びそれを基礎にした各高専との連携が非常

に重要だと考えているからです。嬉しい事に、この訪問を通して期待通りに高

専と本学の連携により生まれる未来に対して大きな夢を持つようになりました。 
 
今回の高専集会では電気系を中心とした集まりで、高専学生の発表コンテスト、

高専卒業生の本学での研究成果、そして高専・技大若手教職員を中心とするシ

ーズの発表が行われます。私も高専と本学がなし得る実り豊かな将来像を提案

いたします。その中に於いて、高専と技科大の連携の重要性、この連携により

生れる可能性の高い技術革新（新産業の育成）とそのプロセスに関しても紹介

できればと考えています。 
 
最後に、本集会を通して、最近の日本の環境激変を堂々と乗り越えられるよう

な未来指向の人間関係が、教職員ならびに学生間で生み出されることを期待し

たいと思います。 
  

S-1 
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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 
ssato@fukushima-nct.ac.jp 

 

1. はじめに 

高専は昭和 37年に国立高専、公立高専、私立高専 17校が設立され、平成 24年に創立

50周年を迎えます。創立以来、社会に対して実践的技術者を育成し、現在、国立 51高専

55キャンバスには約 53000名の学生が在籍しています。 

日本を取り巻く環境は、グローバル化社会への拡大、地球規模での環境問題、資源や

エネルギーの諸問題などの課題が点在しており、それらに対応できる高専教育を実現す

るため、長岡技術科学大学との連携が重要視されてきています。 

２．本講演では下記の項目について紹介します。 

１）創立 50周年記念事業 

昭和 37年 4月設立校（第一期校）  

国立（12高専）：函館、旭川、福島（旧 平）、群馬、長岡、沼津、鈴鹿、明石、宇部、

高松、新居浜、佐世保、 公立（2高専）：都立工業、都立航空、 私立（3高専）：

金沢、近畿大学（旧 熊野）、高知（S38国立移管） 

①記念式典・記念シンポジウム・記念祝賀会  

平成 24年 10月 30日（火）13時～19時 30分（予定） 会場は東京都内を予定 

  ②各種イベント（例：５０周年記念ロボコン大会、プロコン大会など） 

③高専制度５０年史の作成  

④記念切手の発行  

⑤その他：設置 50年を数える高専では、創立 50周年記念事業を予定 している。 

２）高専機構産学連携としての取組みの紹介 

・高専機構における広域連携拠点校の体制について 

・高専機構を取り巻く環境の変化と課題について 

３）東日本大震災に関わる対応 

・被害状況等の現状と支援状況について 

・福島第一原発事故に係る対応について 

４）高専ー長岡技科大との連携について 

・学長裁量経費を有効活用した共同研究の促進について 

・高専訪問と学生募集説明会について 

 
 
  

S-2
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光通信と高専教育  
一光通信研究で育てられ高専校長となって若者を育てる一  

東京工業高等専門学校 
古屋 一仁 

電子メール：kocho@tokyo-ct.ac.jp  
 

大学教授から高専校長になり、年間スケジュールを一通り経験し、大学と高専それぞれ

の特長が分かってきました。そこで大学で研究を通じて得た考え方を生かしつつ、高専教

育の特長をさらに伸ばして、技術者を目指す若者を教育するという意義深い課題に取り組

んでおります。全国の 57 高専そして長岡と豊橋の 2 技術科学大学との相互交流や連携を活

用することも含まれます。

東京工業大学で末松安晴教授のご指導の下で 1970 年に“夢”の光ファイバ通信に用いる

デバイスの研究を始めました。この技術が“夢”でなく現実となって、実用が本格化した

1985 年頃に、私は電子波デバイスに研究分野を転換しました。この間に、光ファイバ通信

に用いる位相シフト DFB（分布帰還）レーザを世界で最初に実現し、ファイバのマイクロベ

ンドによる付加損式を導きました。電子波デバイスでは、固体中で非熱平衡状態にある電

子の波が二重スリットによって作る回折／干渉縞を世界で初めて観測しました。この達成

を基にして将来、テラヘルツで振動する波動のフーリエ変換を 0.02μm3 という極微小デバ

イス内で実時間計算する“夢の”電子波デバイスが実現することでしょう。

高専で一番重要なのは、学生を充実した人生を送れるように育てることです。高専が育

成を目指す技術者像は、50 年前高専設立時には中堅技術者養成でしたが、ものづくり産業

について世界における日本の立場は大きく変化し、これからの技術者にはいままでとは違

う資質が要求されることは明らかです。高専が育成すべき技術者像は実践的創造的技術者

へと大きく変貌しました。これから活躍できる技術者が身につけるべき能力を考えて、そ

れに合った教育をすることが非常に重要です。
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III-V族化合物半導体とシリコンの融合  –光・電子融合技術－  
豊橋技術科学大学（客員教授、名誉教授）  

米津宏雄 
電子メール：yonezu555@ybb.ne.jp 

 
III-V族化合物半導体を用いた光技術は半導体レーザーを中心にして大きく発
展し、電子技術の代表であるシリコン(Si) LSIは微細化の一途をたどって極限的
な性能に近づいている。進化の必然として、両者の優れた点を融合してより高

い機能を創り出すことが望まれる。LSI の配線遅延を減らすための光配線の研
究やSi基板上に微小な光回路を形成するSiフォトニクスの研究も進展している。
Si LSIでは CMOSのチャネルに電子移動度の高い III-V族化合物半導体と正孔
移動度の高い Geを用いることが提案され、研究が活発化している。 
このような異なるデバイスの融合には、III-V族化合物半導体と Siの高品質な
一体化技術が基礎をなす。そこでは、構造欠陥を無くすことが必須である。こ

こでは、構造欠陥を低減する手法を概観し、著者らによる無転位 III-V-N-Si ヘ
テロエピタキシーを紹介する。これにより成長した Si/GaPN LED層に Si LSI
に準拠したプロセス技術を適用して、Si集積回路内に LEDを自在に配置するモ
ノリシック光・電子集積技術を実証した。光技術と電子技術の区別なく、様々

な材料を取り入れた heterogeneous integrationの時代に入っている中で、将来
動向を展望する。 
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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 電気系 

坪根 正 
電子メール：tsubone@vos.nagaokaut.ac.jp 

 

科学研究費補助金．これは，高等教育機関の教員が自らの研究や教育を充実させるた

めに是非とも獲得したいものである．講演者は以前，この科学研究費補助金の獲得に対

して，次の様な先入観を持っていた．例えば，「大型予算は，業績のある著名な先生や

グループでないと当たらない」「申請書を綺麗に書くと当たりやすい」「審査員は業績欄

しか読まない」「結局は宝くじと一緒」…など．しかし，長岡技術科学大学の一部で行

われているある取り組みに参加してから，講演者は若手 Aを連続で獲得し，その間に挑

戦的萌芽も 2回連続で採択された．これには運だけでなく何らかの必然があるように感

じている． 

ここでは，その取り組みの紹介を行う．この取り組みは，申請書の書き方のようなテ

クニックの話ではない．基本的は，どのような内容を申請書に盛り込んでいくかを，分

野を超えた研究者同士で意見交換をしながらブラッシュアップしていく手法である．講

演者の過去の申請書作成時の事例を紹介し，聴講されてる皆様方に何らかの参考となれ

れば幸いです． 
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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 電気系 

中山 忠親 
電子メール：nky15@nagaokaut.ac.jp 

 
高等教育機関に所属する教員、特に若手の教員にとって、如何に良い研究

を行うか？は最も重要な任務の一つであるだけでなく、キャリアパスの形成、

社会への還元、地元への貢献などの見地からも重要である。しかしながら、

一般的に高専に就職または転職したばかりの若手教員にとって、研究を行う

ための様々な環境の整備、即ち、研究リソースの整備は非常に難しい。 
ここでいう研究リソースとは、狭義においては研究を遂行するための人員、

スペース、研究資金・設備を指す。 
広義においては、短期的に研究を進めるための周辺企業や他大学の研究者

との人脈形成、新しい研究のネタを獲得するための情報網形成、中長期的に

研究室に学生を獲得するための、高専にとっては中学生、大学にとっては高

専生、高校生への情報発信、あるいは永続的に高専の存在意義を高めるため

の国民への情報発信などを総合的に含めたものを指す。 
これらの狭義、広義の研究リソースの整備法、言い換えれば研究のマネー

ジメント手法は、各教員の有する得意分野や個性によって、大きく異なるた

めに画一的な手法は存在しない。本発表においては、小職のこれまでのわず

かな事例をご紹介する事を通じ、何か一つでも皆様方のヒントになればと存

じます。 
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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 
電子メール：kazutada@nagaokaut-ct.ac.jp 

  

１０年前に長岡技大に着任し、高専卒業の多くの学生の教育に携わってきました。それ

以前にも他大学に在籍し、また、研究所在籍中にも大学生を受け入れ教育した経験があり

ますが、高専卒業生には、他大学の学生と異なる独特の思考・行動パターンがあるように

感じていました。このため、高専の教育に興味をもってはいましたが、高専の現場につい

ては殆ど実情を知らないまま過ごしてきました。長岡技大の中でも高専を経験されていな

い先生の多くは、多かれ少なかれ私と似たような状態ではないかと思っています。 

この度、長岡高専の校長に就任し、貴重な経験の機会を与えて頂きましたので、高専制

度、両技大、長岡高専の歴史・社会的位置づけなどについて少しずつ学び始めています。

高専制度創設時と現在の社会状況を比べ、改めて高専の特長を再評価することによって、

高専の存在意義、および高専̶技大の関係についての認識を深め、次に何をすべきかの手が

かりになるのではないかと考えています。高専制度創設期の高専卒業生は本当に中堅技術

者として教育されていたのだろうか、現在でも５年間の本科の教育だけで技術者としての

完成教育と云えるのだろうか、高専は大学編入のための単なる通過点になっていないか、

技大への３年編入と専攻科への進学をどのように考えるのか、高専教育のどの部分が優れ

ており、また、足りないところは何か、技大設立の理念は何だったのだろうか、等々、こ

の４ヶ月間で感じていること、疑問に思っていることをお話しして、高専の諸先輩方、長

岡技大の教員の方々からご指導を賜る機会とさせて頂きたいと思っています。また、長岡

高専と長岡技大の間には切っても切れない強い繋がりがありますが、互いにメリットのあ

る関係を今後も維持し、また新たな関係を構築するため、長岡高専の現状をお話し、長岡

技大の教員の方々と情報や問題点などを共有する機会となればと考えています。 
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LaTeX挿図用パッケージ KETpicの開発と教育利用  

 
木更津工業高等専門学校 基礎学系 

*呉工業高等専門学校 一般教育科 
金子真隆、山下哲、*深澤謙次 

電子メール：nkaneko@inc.kisarazu.ac.jp 
 

1. KETpicとは 

近年、数理科学の論文や教材の作成にあたり、高品質の数式が出力できる文書作成ソフ

ト LaTeX が広く用いられるようになってきています。しかし、図を入れたり、文書全

体のレイアウトを作ったりという点で、既存の文書作成ソフトに劣る点もすくなくあり

ませんでした。我々が開発した KETpicは、Mathematicaや Mapleに代表される数式処理

ソフト（CAS）の出力する描画用のデータを、LaTeX文書中に描画するためにもともと

装備されていたコードに変換し、正確で見やすい図を LaTeX 文書中に挿入できるよう

にするパッケージです。最近、無償の数値計算ソフト Scilabへの移植も完了し、我々の

ウェブサイト http://www.ketpic.com からフリーでダウンロードして使用可能です。下図

は実際の挿図例です。 

 
 

2. 今後の研究課題 

他の教材作成ソフトでもそうですが、KETpicの使用環境をさらに充実させるためには、

教育的効果を検証し、その結果を絶えず開発にフィードバックするというプロセスが欠

かせません。これまで我々は、KETpic により作成した図を含む教材を用いて実験授業

を行い、答案分析等の方法で効果の測定を行ってきましたが、さらに客観的なデータを

得るために、認知・行動科学的な方法を用いたいと思っています。 
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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  
宇部工業高等専門学校 

物質工学科 *電気工学科 **校長 
中野陽一、日高良和*、福政 修** 
電子メール：hitaka@ube-k.ac.jp 

 

1. はじめに 

高専教育の特徴は、一般科目と専門科目がくさび型に配置された 5 年一貫教育であるこ

とと、実験・実習を重視した教育であることである。しかし、ロボット産業に代表される

ように、最近では単独の専門知識だけでは「ものづくり」が出来ない状況が生まれてきて

いる。そこで、宇部高専では、環境・安全をキーワードにして 5 学科（機械工学科・電気

工学科・制御情報工学科・物質工学科・経営情報学科）共通の基盤教育を平成 22年度入学

生から実施しているので報告する。 

 

１．環境教育プログラムの導入 

近年、キャリア教育として卒業後の進路を考える機会は充実してきたが、低学年の学生

に対しては勉学への動機づけの機会が少ないものであった。また、本校での教育について

意識を持って特徴づけを行っていなかった。そのため、本校に入学したかぎりは、ある共

通キーワードを理解して、そのキーワードを各専門学科で学ぶことに関連づける基盤教育

の構築を行っている。共通キーワードは、本校の 5 学科の特性と炭鉱を基礎として発展し

てきた地元の歴史を考慮して、「環境・安全」として、環境教育と題して実施プログラムを

用意した。1年生は、地元の公害対策に対する歴史とそれを解決する学問が多岐にわたるこ

とや倫理観を理解できる内容とした。2 年生は、エネルギーや水資源を共通の話題にして、

各学科の専門科目への結びつきを認識させる内容とした。3年生は、設計から販売戦略や環

境会計までを含めた環境視点のものづくりシミュレーションを行う内容である。図 1 は提

案している基板教育の概念図である。提案して

いる基板教育が各学科を横断する横糸であり、

各学科のカリキュラムが縦糸となる構図であ

り、マトリックス型基盤教育と呼んでいる。 
 
２． まとめ 

基盤教育を基軸として、環境や安全に配慮し

たものづくりができる技術者教育を目指して

ゆきたい。  

図 1 マトリックス型基盤教育 

  

マトリックス型基盤教育による技術者スピリットの醸成プログラム
～環境・安全視点の技術者養成を目指して～
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E-3



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 

 25 

 

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 ~ 

 

1平井 誠、2松村寿枝、3金澤直志、4片倉勝己、5福田和廣 
 

1奈良工業高等専門学校 電気工学科、2奈良工業高等専門学校 情報工学科、 
3奈良工業高等専門学校 一般教科、4奈良工業高等専門学校 物質化学工学科、 

5奈良工業高等専門学校 電子制御工学科 
電子メール：mhirai@elec.nara-k.ac.jp 

 

平成 21 年度に奈良工業高等専門学校 国際交流委員会が主体となり、英語学習に対する

意識向上の一環として本科生をシンガポールに派遣するプログラムを立ち上げた。このプ

ログラムでは本科 4 年生が参加することで、帰国後の学生の意識の変化が学内でより広く

波及することを目指している。主な実施内容としては、①日本の文化や高専生活を紹介す

る実演込のプレゼンテーション、② 現地学生との共同実験や ③ 教育ツアーが挙げられる。

図 1 に示す実演を含むプレゼンテーションでは、例えば自分の行っているクラブ活動を実

演しながら英語でその魅力や面白さを伝える。ここでは英語でのプレゼンテーションの方

法だけでなく、聴衆を引き込める構成についても参加者全員で議論を重ねて練り上げる。

本形式のプレゼンテーションはシンガポールの教員や学生にも非常に好評で、翌年訪問し

た際には相手側も実演を行いながら自分達の文化や学校を紹介してくれた。共同実験では

これまでに音声スペクトルの測定やロボットの製作 (図 2参照) に関するものを実施してお

り、お互いに英語を使いながら共同作業を進めることで、目的を達成させるために必要な

コミュニケーション能力を学生が学んでくれている。また、教育ツアーでは、本校学生と

現地学生が二人一組となり、シンガポール国内の文化施設を観光する。英語でコミュニケ

ーションを取りながら、電車に乗ったり、食事をしたりすることで、学生は日々の英語学

習の重要性を痛感してくれている。このように準備を含め数か月間、このプログラムを通

して学生達が主に教員そしてシンガポール学生と触れ合うことで、彼らは英語の必要性だ

けでなく、文化の違いや、世界における自分達の立ち位置などを強く感じ取ってくれてい

る。今回の高専集会では、上記以外にもプログラム参加前後での TOEIC点の推移や学生の

アンケート結果についても詳細に報告する。 

 

 
図 1 空手実演のプレゼンテーション 

 

図 2 ロボット製作の共同実験 
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 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  
大阪府立大学工業高等専門学校 総合工学システム学科 電子情報コース 

梅本 敏孝 
電子メール：umemoto@ipc.osaka-pct.ac.jp 

【 概 要 】 

文部科学省では，大学改革の柱として大学等が進める優れた取組に対して，その申請に基づく外部評

価を行い，真に優れた取組に対して教育の Good Practice（略して，教育 GP）と称して，財政的支援
等を行っている．また，近年の少子化および子供達の理科離れは深刻な問題であり，そのような若者世

代にしっかりとした学士力を育成することも急務となっている．そのような「理科離れ」と「学士力育

成」を融合させたテーマである「総合的な科学技術力を育成する実験実習」は平成 21 年度に教育 GP
の採択を受けた． 
さらに，平成 22年度には，「自立した 21世紀型市民」としての力（具体的には、中教審答申の「各

専攻分野を通じて培う学士力～学士課程共通の学習成果に関する参考指針～」に掲げられている力）を

つけた学生を送り出すことをテーマとした「ポートフォリオを活用した学生の学士力確保」で教育 GP
の採択を受けた． 
大阪府立大学工業高等専門学校は，平成 23年 4月に大阪府教育委員会から公立大学法人大阪府立大

学に移管された．この移管に伴い，平成 17年度に 5科制から改編された 6コース制の総合工学システ
ム学科１学科制が 5コース制に再改編された．この再編に伴って総合工学のあり方を検討し，総合工学
システム学科としての総合的な科学技術力を育成および科目間・教員間の連携ネットワークを重視した

組織として教育力の向上を目的とした取り組みを行っている．本報告では，その取組の中核をなす以下

の３つについての報告を行う． 
1. 本科・専攻科での卒業製作における PBL手法の評価手法についての紹介 

これら 2つの本校の教育目標 D「ものづくりを，計画的かつ組織的に遂行できる総合化能力」
を育成するために行っている．また，このイメージをわかりやすく伝えるため「卒業製作」と

いう呼称をここでは，採用する．なお，「卒業研究」は個人の研究開発活動の学習時間と定義し，

卒業製作はグループによる開発製作活動の学習時間と区別して定義した．特に GP で採択され
た本科 5年生での取り組みとその評価について紹介する． 

2. ポートフォリオを活用した学生の学士力確保についての紹介 
ポートフォリオは 3つの要素からなる．ティーチング・ポートフォリオ（TP）の執筆は，教

員の意欲の昂進，教授能力の向上に有効である．次に，同一科目担当教員で作成する「科目ポ

ートフォリオ」を導入することで，その作成過程で教員間連携が深化し、組織として教育力が

向上すると考えられる．さらに，学生にはキャリアデザインポートフォリオ（CP）を導入し，
この作成を通して自己のキャリアデザインを考察し，目的意識を明確にした自律的な学習・生

活態度を涵養させる．これら 3つのポートフォリオについて紹介する． 
3. １学科コース制の理念の継承と教育の高度化についての紹介 

公立学校法人大阪府立大学に移管される際に，検討した内容について上述 2つの GPとの関係
について紹介する． 
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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  

 
熊本高等専門学校 PBL・総合教育センター 

*熊本高等専門学校大学 専攻科 
**熊本高等専門学校 制御情報システム工学科 

松本 勉、大塚弘文*、嶋田泰幸** 
電子メール：matsumoto.tsutomu@kumamoto-nct.ac.jp 

 

2003 年度から本科 4 年次生による海外教育研修旅行を開始し，その教育プログラムを端

緒として教員交流と学生交流の実績を積みあげて来た．交流相手校はシンガポールのテマ

セクポリテクニクで，同校とは 2004年 3月に国際交流協定を締結した．この協定締結を足

がかりとして種々のプロジェクトベースによる技術教育手法に関する教員の教育力向上に

つながる研修会を実施してきた．さらに，香港やフィンランド等の教育機関とも交流協定

を締結し，交流協定にもとづいた学生交流プログラムを企画開催することで，高専生の国

際化教育の環境整備を整えてきた． 

そのような準備のもと，「ものづくりコンテストを活用した国際化教育」と題する熊本高

等専門学校の国際化教育の取組みが 2008年度文部科学省質の高い大学教育推進プログラム

“Good Practice”に採択され，2010年度 3月までの 3か年間にわたり実施してきた． 

本取組みの目的は，技術者を志して海外の高等教育機関で学ぶ外国人学生とともに寝食

を共にした共同生活を送りながらの多国籍チーム編成によるものづくり活動を通して，高

専生の国際性向上を促進させることである． 

中心をなすものづくり活動は，PBL 方式での技術学習活動および英語コミュニケーショ

ン活動を含む国際性養成合同キャンプであり，構成員がそれぞれ異なる母語をもつよう初

対面の国籍の異なる学生３名以下の小グループを基本単位として，使用する言語を英語に

限定した共同生活を行わせるものである．技術活動では，課題解決に向けた実施計画の策

定（プランニング），具体的なものづくり活動（調査・学習・製作・検証など），個々の成

果の集積化が必要となり，いわゆる総合的な技術開発演習教育である． 

発表においては，本取組の実施体制も含めた3か年の実施状況と，得られた成果（教育効果，

波及効果など）について報告する．さらに，本取組の新展開として，平成23年度～24年度

の2か年の計画で，函館，八戸，富山，松江，北九州，鹿児島の6高専と連携共同して取り

組むことが決定した高専改革推進経費採択プログラム「PBLを活用した国際化教育と英語力

の向上 ‐技術課題へのチャレンジと英語によるプレゼンテーション‐」の事業計画を紹

介し，高専間連携による国際化教育の展望について述べる．
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学生の質の保証を目指した取組の紹介  
仙台高等専門学校 知能エレクトロニクス工学科 

與那嶺尚弘，佐藤淳，野口健太郎 
電子メール：yonamine@sendai-nct.ac.jp 

1. はじめに 
国立 51高専は平成 16年度に法人化されたが、学生に対する評価基準は統一されていな
い。これは各高専の独自性として評価できる一方、1法人として、教育の質の向上に対
する課題とも考えられる。そこで我々は、仙台高専、函館高専、八戸高専、秋田高専、

鶴岡高専、福島高専、長岡高専、石川高専、長野高専、沖縄高専の 10 高専で連携し、
組込み関連分野という切り口で、輩出する学生の質を保証する課題に取り組んでいる。

本報告は、文部科学省大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム「超広域連

携に立脚した高専版組込みスキル標準の開発と実践」の取組を紹介するものである。 
 
2. 取組概要 
本取組は組込み関連科目のスキル（知識・技術を応用して使いこなす能力・技能）の可

視化と新たな教育システムを提案し、質の高い学生を輩出することを目的としている。

そのため我々は、①組込み関連科目の学習項目を網羅したスキルシートの開発、②各高

専のカリキュラムの差異を吸収するｅラーニングコンテンツや教材の開発、③個々の学

生の学習履歴管理システム（スキル管理システム）の開発、④ネットワーク型試験シス

テム（e-Test システム）を開発し、それらを統合した質保証システムを構築している。
スキル管理システムは学習履歴をチャート等で可視化し、自己評価を容易にする。その

ため、習熟度の低い項目について効果的な学習を期待できる。また、e-Testシステムで
は第三者機関による試験問題の監修を進めており、外部による高専生の質の保証を達成

できると考えている。 
質保証システムの基盤となるスキルシートには学習項目を明示しており、シラバスには

記述できない細かな学習内容を示すことができる。そのため、個々の学生が習得した学習

項目をより詳細に可視化でき、例えば大学編入の際の単位互換の参考資料や、就職の際の

ミスマッチを低減できる資料に成り得ると期待している。我々は、本取組の成果を土台と

して教育研究の充実とスキルの保証を図ると共に、社会人向け人材育成事業等への導入を

検討しており、それにより地域社会の活性化に寄与でき、高等教育機関と産業界との間の

ギャップを埋めることにつながると期待している。 
 
3. まとめ 
平成 22 年度までに①、③、④についてβ版を開発し、現在はそれらを結合した運用試
験と改良を進めている。平成 23 年度は質保証システムの完成、ｅラーニングコンテン
ツ、教材および試験問題の充実を図る。また、高専と技科大との連携を考えている。 
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英語多読における読書量と英語運用能力との関係  

豊田工業高等専門学校 電気・電子システム工学科 
伊藤和晃 吉岡貴芳 西澤 一 
電子メール：kazu-it@toyota-ct.ac.jp 

 

1. 概要 

豊田高専電気・電子システム工学科（以下，E 科）では，2002 年度に本科 5 年次の専門

科目として SSS（Start with Simple Stories）方式の英語多読（100万語多読）を導入し，2004

年度には本科 4年間（2～5年次）と専攻科 2年間での 6年間のカリキュラムを構築するに

至った。さらに 2008 年度には，質の高い大学教育推進プログラム（教育 GP）に選定され

（取組名称：多読・多聴による英語教育の全学展開～苦手意識を早期に克服し，自律学習

を継続させ，英語運用能力を顕著に向上させる新しい英語教育の展開・伸張～），全 5学科

の本科 1～3年次に多読授業が導入されている。 

豊田高専では，学生の英語運用能力を測る手段として TOEICテストを活用している。全

校的な取組として，春（5月）と秋（10月）に団体受験（TOEIC-IPテスト）を実施してお

り，特に秋の団体受験は，本科 3 年生と専攻科 1 年生は原則全員受験の学校行事としてい

る。加えて E科では，英語多読授業での成績評価のためと，学生の TOEIC受験機会を増や

す目的で，受験希望の学生を募って冬（1 月）にも団体受験を実施している。2005 年度か

らの 5年間に団体受験を受験した E科学生は 450名を超え，延べ 850件を超える TOEICス

コアデータを得るに至った。以上の取り組みの中，筆者らは，TOEIC で測った英語運用能

力と読書量に有意な関係があることを見出した。 

図 1 は，読書量が 50 万語以上 100 万語未満であった 71 名，図 2 は，読書量が 100 万語

以上であった 37名を対象に，それぞれ読書量（万語）と TOEICスコアとの関係を示したも

のである。具体的な分析結果については，当日の発表を参考にされたい。 
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図 1：読書量-TOEIC スコア（読書量 50 万語

以上 100 万語未満の学生）
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課外活動を利用した学生の資質向上に関する取り組み  
奈良工業高等専門学校 情報工学科 

山口賢一，岩田大志 
電子メール：yamaguti@info.nara-k.ac.jp 

 

奈良高専では課外活動を利用した技術者教育の推進として，各種コンテストへ参加や国

際科学オリンピックへの参加，各種イベントへのボランティアに学生が参加しやすい枠組

みの構築を学内プロジェクトとして行ってきた[1]．著者らは，学生の活動をサポートする

ための予算を確保し，学生の自主性を重んじた PBL 型教育をこの活動を通じて実施するこ

とで学生の資質向上を目標に取り組みを行ってきた．本報告では，情報のスキルを生かし

た参加例を紹介し，学生の資質向上に関する取り組みについて報告する． 

コンテストへの参加した例として，東京エレクトロンデバイス株式会社様主催で日本マ

イクロソフト株式会社様ら４社の協賛で開催された D2C コンテスト（Device2Cloud Contest）

がある．  

D2Cコンテストは，「クラウドへ繋がる組み込み

機器を開発し、無限に広がる可能性をコンテスト

を通じて探求し、使って楽しく役立つアイディア

を実現する」というコンセプトに基づいて，組み

込みアプリケーションの企画，開発を行うもので

あった．参加学生は，専攻科の学生による４名の

グループで，リーダー，企画，開発，プレゼンと

役割分担したうえで，参加申し込みから本選までの半年にわたる活動を行った．この活動

では，企画書や各種仕様書の作成から，アプリケーションの開発，イメージビデオの作成，

コンテスト本番でのプレゼンテーションなどを通して，モノづくりの一連の流れを経験す

ることのできるいい機会となった．また，結果として「ビジネスアイディア賞」を受賞し

高い評価を得ることもできた．この活動により，対外的に大きな成果を得ることができ，

学生の資質向上だけにとどまらず奈良高専の PR

にも一役買うことができた． 

他にも，体験入学などの学内イベントや，組み

込み技術者の育成事業における資料準備や補助ス

タッフとしてのボランティアにも学生が積極的に

参加し，かつ同時に能力を高めることのできる取

り組みを行った．この活動でも，学生の資質向上

に加えて教員の負荷軽減という点でも大きく寄与

してくれた． 

[1]：三木功次郎,山口賢一他”課外活動を利用した創造教育”,Journal of JACT ,Vol.15,No.3(2010)  

D2Cコンテスト表彰式の様子 

組み込み技術者の育成授業での

補助スタッフとしての様子 
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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  

長野工業高等専門学校 電気電子工学科 
百瀬成空 

電子メール：momose@ee.nagano-nct.ac.jp 
 
1. はじめに 
高効率化，低コスト化を命題として太陽電池の研究が進められている中，環境無負荷型

高効率薄膜太陽電池へとつながる有力な光吸収層材料として，Cu2ZnSnS4（CZTS）が注目
を浴びている．本発表では，これまで当研究室にて実施してきた CZTS 薄膜の作製および
薄膜太陽電池の開発に対する取り組みについて述べる． 
 
2. CZTS薄膜の作製 

CZTS薄膜は Cu，Zn，Sn，あるいはこれら硫化物を前駆体とし
て基板上に形成し，これを硫化することにより得られる．当研究

室では 3 種の純金属板を組み合わせた混合ターゲット（図 1(a)）
を用いて「同時」に 3元素をスパッタ成膜する． 
硫化処理は硫黄粉末とともに真空封入されたガラス管内にて行

なう（同図(b)）．加熱時に気化する硫黄の圧力は，粉末の量や温度，
管の容積などにより決まるが，ごく少量の粉末，ごく短時間の加

熱で十分な硫化反応が得られる．ただし温度や管内圧力，時間な

どにより Znや硫化した Snの蒸発，大粒径 SnS2結晶の成長など

の望まない反応も生じ，各パラメータの調整は要である． 
 
3. CZTS薄膜太陽電池 
図 2は 1.5気圧の硫黄ガス中にて硫化したCZTS薄膜から作製

した，太陽電池の J-V特性である．硫黄ガス圧を低くした場合に
は，硫化中における各元素の組成比の変化や，膜への空孔の発生

が散見される．これは反応の中途段階として生じる 2元硫化物が
蒸発するためとみられ，硫黄ガス圧を上げてこれらの現象を抑え

ることで，曲線因子や光電流を増加させることができる． 
 
4. おわりに 
閉空間内硫化法は硫黄ガスが空間内を滞留するため，大面積に一様な薄膜を形成するに

有利である．今後は当薄膜太陽電池の高効率化とともに大面積化の可否についても検討し

ていきたい． 

図 1：(a)同時スパッタに用いるター
ゲットと，(b)封管内硫化法の概略． 

図 2： In2O3/n-CdS/p-CZTS/Mo/SLG
構造から得られた J-V特性 
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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  

弓削商船高等専門学校 総合教育科 
望月 肇 

電子メール：mochi@gen.yuge.ac.jp 
 

本研究では，英語学習法として注目を集めているシャドーイング（聞こえてくる音声を

ほぼ同時にあるいは少し遅らせて，できるだけ正確に繰り返して発音する英語学習法）に

焦点を当て，シャドーイング中における脳内言語処理メカニズムを解明すること，とりわ

けシャドーイング，リスニング，リピート中に活性化する脳内部位の違いの特定，ならび

に初出条件（学習していない英文）と既学習条件（学習した英文）でのシャドーイング中

に活性化する脳内部位の違いの特定を目的として，NIRS（近赤外光法脳計測装置）による

脳内血流および酸素消費変化に関する計測実験を，被験者１名（女性，３０歳代前半，留

学経験なし，英語専門教育経験なし，英検２級取得）を対象に実施した。 

実験課題はリスニング，シャドーイング，リピートの３課題，それぞれ初出条件，既学

習条件に分け，合計６課題の計測実験を行った。各課題とも，開始から 30秒間の休憩をは

さんで，同一英文の課題を３試行ずつ行った。COE(脳酸素交換機能マッピング法: Cerebral 

Mapping of Oxygen Exchange)計測法による解析の結果，リスニング課題では初出条件におい

て左聴覚野の酸素消費が減少したが，既学習条件において左聴覚野の酸素消費が増加した。

シャドーイング課題では，初出条件において左聴覚野と運動系領域および BA40の酸素消費

が増加した。既学習条件では，初出条件と比較して，左聴覚野の酸素消費が減少傾向であ

った。リピート課題では，他課題と比較して，聴覚野，運動性言語野，口腔運動領域を含

む広い領域において，初出と既学習の両条件で，広範に強い酸素消費が生じた。 

総括として，リピート課題では，聴覚野と運動性言語野（ブローカ野）付近の酸素消費

について，聴取時と発話時とで違いがあることが確認された。シャドーイング課題では，

聴覚野と運動系領域において同時に酸素消費が行われており，両者の繋がりを強化してい

ることを示す知見が得られた。 

 
図１ シャドーイング学習中の脳酸素消費(COE)と脳内血流(CBV)の変化

L-2



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 

 34 

 

 

 

 

e-mail : s-noge@numauzu-ct.ac.jp  
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クランク型ボールミルを用いた CuInS2結晶の合成  

都城工業高等専門学校 電気情報工学科 

赤木洋二、徳留勇樹 

電子メール：akaki@cc.miyakonojo-nct.ac.jp 

 

1 .はじめに 

  CuInS2化合物半導体は、大きな光吸収係数(~10
5
 cm

-1
)を持ち、理論的な光電変換効率が太

陽光スペクトルに対して最適な 1.5 eV のバンドギャップを有しており、太陽電池への応用

にもっとも期待された材料の一つである。近年、和田らによって遊星型ボールミルにより

合成された CuInSe2, Cu(In,Ga)Se2や CuIn(S,Se)2半導体結晶について報告がなされ、これによ

り 30分程度での化合物半導体結晶の短時間合成を達成しており、印刷法などにより薄膜を

作製する場合の原料として、低コストかつ高い生産性を有した手法として注目を浴びてい

る[1-3]。本研究室では、新たにクランク型ボールミルを作製し、それを用いて CuInS2半導

体結晶の合成を行ったところ、遊星型ボールミルを用いた場合と比較して、さらに短時間

での合成に成功したので紹介する。 

2. 実験方法 

合成装置であるクランク型ボールミルは、本研究室で作製した。実験は、Cu、In、Sの出

発原料のモル比をストイキオメトリーとなるよう秤量し、硬質ボールとともに撹拌容器に

封入し、合成を行った。 

3. 結果及び考察 

モーターの回転数に対して反応が生じた時

間をプロットしたものを Fig. 1に示す。これよ

り、回転数が増加すると反応時間が減少してい

くのが分かり、最短で 8分弱となった。遊星型

ボールミルで行った場合、反応に 30分以上か

かったため、本装置を用いることで、1/4 程度

まで反応時間を短縮することに成功した。 

合成した結晶の X 線回折の結果より、回転

数に関わらず反応が生じた粉末から CuInS2結

晶の(112)、(200)、(204)/(220)、(116)/(312)面に

起因する回折ピークが明確に確認でき、CuInS2

結晶が成長していることが確認できた。 

[1] T. Wada et al., Thin Solid Films 431 (2003) 11. 

[2] T. Wada et al., Thin Solid Films 480 (2005) 92. 

[3] T. Wada et al., Phys. Stat. Solidi (a) 203 (2006) 2593. 
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Fig. 1. Reaction time for rotational speed. 
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    クラッシク音楽と脳波の次元解析について 

             *木更津工業高等専門学校 情報工学科  
東雄二、栗本育三郎*、池田将士*  

 
 
１．まえがき 
空間の福祉構築には、人間の感覚計測・感覚制御

技術に関する研究が不可欠である．脳から見たリハ

ビリややすらぎ空間の構築には、脳と外界からの時

系列刺激信号との共鳴現象を明らかにすることが重

要である．そこで、本実験では 1/f ゆらぎを持つブ
ランデンブルク協奏曲の試聴時と非試聴時の脳波の

ゆらぎを調べて、音楽と脳波の次元γを解析した． 
２．次元解析 
バッハおよびモーツァルトなどのクラシック音楽

や人体の心拍周期の 1/f ゆらぎのパワースペクトル
P ( f ) を解析することにより、その次元γは１に近
い結果が得られている．そこで、不規則に時間変化

する量のパワースペクトルP ( f ) は、周波数 f の関
係を式(1) に表される． 
ただし、次元γは周波数 f のゆらぎやフラクタル
性を示す． 

)( fP ～ f ………………………………(1) 

この比例関係より、パワースペクトル P ( f ) 
の常用対数を求めて、 

)(log10 fP = f10logγ ………………………(2) 

となる．さらに、次元γを求めるには絶対値を用いて、 

γ=
f
fP

10

10

log
)(log

  ……………………………(3) 

で与えられる． 
次元γの回帰係数を求める方法は、最小２乗法を

用いる．そこで、周波数成分の常用対数の値と、パ

ワースペクトルの常用対数の値を x i， y iにして、
式(4) に 

xi = f10log ， yi = )(log10 fP ………(4) 

なる．未知の定数γ，βの関数を 

 
)( ,βγF =

n

i 1
)}({ 2
ii xy βγ ………(5) 

とおき、 )( ,βγF を最小値のところで微分係数がゼ

ロになることから、 

γδ

δ βγ )( ,F
 = 0 ，

βδ

δ βγ )( ,F
 = 0 ………(6) 

となる．この式(6)を解くことにより次元γの回帰係
数を求めることができる． 

３．音楽と脳波の次元解析 
図１にブランデンブルク協奏曲の音楽を聴いてい

る 30 秒間 (Music on)と、聴いていない 30 秒間 
(Music off)の脳波のゆらぎを示す．頭部の測定電極
は左前頭(CH1)、右前頭(CH2)である．脳波の測定
方法は 10 回の計測を行ない、各周波数成分の平均
値を用いてグラフに表し、横軸は常用対数を用いた

周波数成分と、縦軸が常用対数を用いた利得である．  

     
 
 
 

     
 
 

  
    Fig.1  ‘1/f  noise’ in brain waves. 
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Fig.2  Dimension γof brain waves. 

図２に音楽と脳波の次元解析結果を示す．次元γ

の解析は低い周波成分(0.5～13Hz)を用いて行い、
各電極の脳波を 10 回の計測より最大値(MAX)、平均
値(AVE)、最小値(MIN)を求めた．図２から試聴時の
次元γが非試聴時より減少しているのが分かる． 
４．まとめ 
ブランデンブルク協奏曲の試聴時と非試聴時に次

元γの値に相違があることが分かった．  
参考文献

(1) 東雄二・栗本育三郎，自然音と人工音との次
元解析によるタスク分離，日本福祉工学会

誌，Vol.10, No.2, (2008), pp.35-40. 
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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  

香川高等専門学校 通信ネットワーク工学科 
荒井 伸太郎 

電子メール：arai@cn.kagawa-nct.ac.jp 
 
1. あらまし 

LEDを用いた照明光等の普及に伴い，LEDを送信機とした可視光通信に関する研究が現
在盛んに行われている．LEDを用いた可視光通信では LEDの光の強度(輝度)で情報を表し, 
それを人間の目には見えないほど高速に制御することで，照明光としての役割を果たすと

同時に通信機器としての使用が可能となる．また，高度道路交通システム(ITS)分野におけ
る可視光通信に関する研究も行われており，特に LED信号機を送信機とした可視光通信シ
ステムでは，信号機本来の役割と同時に交通整理や道路情報提供の役割を付加することが

可能となるため，新たな交通システムして注目されている[1]-[3]． 
本研究では，送信機に LED信号機，受信機に車載カメラを用いた路車間可視光通信シス

テムに着目する．受信機にカメラを用いた場合，送受信機間の距離が離れることで撮影画

像のピクセル数の減少やピントのずれなどが起こり，画像上で LEDは“ボケ”て写るとい
う問題が起こる．そのため，受信機側で輝度値を正しく認識できず，情報の誤り率が増加

してしまう．そこで本研究では，画像の“ボケ”の原因を受信機のカメラの撮像面での影

響によって引き起こされるものとして捉え，その影響を利用した復号方式を提案する．画

像処理分野において劣化したボケ画像は，原画像にたいして劣化させる性質をもった空間

フィルタリング処理を施し，濃淡変換した結果の画像とみなすことができ，その劣化させ

る空間フィルタを Point Spread Function (PSF)と呼ぶ．隣接する LEDが結合する現象を
PSFで表し，それを利用して情報の復号を行う．  
 
2. 参考文献 
[1]原俊樹, 圓道知博, 藤井俊彰, 谷本正幸, “動的環境におけるカメラとフォトダイオード
を用いたハイブリッド型長距離可視光通信システム,” 信学論(A), vol. J90-A, no. 11,      
pp. 883-884, 2007年 11月.  
[2]S. Arai, S. Mase, T. Yamazato, T. Yendo, T. Fujii, M. Tanimoto and Y. Kimura, 
“Feasible Study of Road-to-Vehicle Communication System Using LED Array and 
High-Speed Camera,” Proc. Of the 15th World Congress on ITS, Nov. 2008. 
[3]山里敬也, “[解説論文]LED アレイと高速度カメラを用いた可視光通信の ITS への応用, ” 
電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ誌, vol. 3, no. 2, pp. 45-53, 2009 年 10 月. 
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画像情報と情報統計力学  
群馬工業高等専門学校 電子情報工学科 

雑賀洋平 
電子メール：saika@ice.gunma-ct.ac.jp 

 

現代の科学技術は，異分野間の融合を繰り返しながら発展をつづけています．近年，物

理学の一領域である統計力学と情報科学/工学が融合し情報統計力学[1]と呼ばれる新たな領

域を形成しました．この領域では，統計力学の枠組みや計算技法が物理多体系だけでなく

ビット・ピクセルを扱う情報の諸問題に役立つことが明らかにされています(図 1)．我々は，

図 2 に示すように，統計力学に立脚した画像処理技法の構築や，これらの技法の系統的な

性能評価など，情報統計力学の立場から画像情報をもちいた諸問題の進展に資するため，

画像復元をはじめ印刷技術，計測制御における情報技術に関連する研究[2]を進めてまいり

ました．このような接近法では，統計的な揺らぎをより正確に取り扱う計算技法を用いる

ために，簡便な従来法と比較してより信頼性の高い技法を構築できることが分かってまい

りました． 

本講演では，情報統計力学の視点を概観するとともに，おもに画像情報を用いた情報処

理技術にたいして情報統計力学が有力な手段を提供できることを示します． 

 

 

図１．統計力学の広がりと研究課題  図２．研究課題の展開 

 

参考文献  

[1] H. Nishimori, “Statisitcal Physics and Information Processing; An Introduction”, Oxford, 2001. 

[2]Y. Saika and H. Nishimori, JPSJ. 71, pp.3381-3396, 2002, Y. Saika and H. Nishimori, PTP Sup-

plment, 157, pp. 289-292, 2005, Y. Saika, J. Inoue, H. Tanaka and M. Okada, CEJP 7(3), 

pp.444-456, 2009, Y. Saika, K. Okamoto and M. Nakagawa, Proc. Of the CIVS2010, 2010, Y. Saika, 

the Proc. Of the AIA2011, pp. 644-649, 2011, Y. Saika and T. Aoki, the ICNC-FSKD’11, accepted. 
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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  
釧路工業高等専門学校 情報工学科、機械工学科* 

石山俊彦、高橋剛* 
電子メール：t-ishi@kushiro-ct.ac.jp 

1. はじめに 
150℃程度の排熱（⊿T ～ 120 ℃）は未利用のエネルギー源であり、熱電発電での利
用が期待されている[1]。我々はヒートパイプを利用して、家屋内外の温度差（⊿T = 
50 ℃程度）を利用した熱電発電を検討している。しかし、より小さな温度差での発電
や発電効率が向上すれば、身の回りの排熱利用など、エネルギーの有効利用にはずみが

つく。本稿では、⊿T < 50℃を目指した取り組みを紹介する。 
 
2. 検討方法 
低温度差熱電発電ではヒートパイプを用いて熱リークを抑制し、

熱電発電特性の維持を図っている[2]。熱電変換素子とフィンの
間をヒートパイプでつなぐことで、熱電発電素子の高温側‐低温

側の温度差を維持し、低温度差でも発電特性を維持する（図１）。 
しかし、この方法では発電開始時の熱電変換特性が維持されるだ

けで、熱電変換効率の向上にはつながらない。  図 1.熱電発電素子 
低温度差熱電発電を効率化するために、シミュレーションを 

もとにした熱輸送効率向上、MPPTによる制御[3]やインピーダンス整合など 
の検討により、実効的な発電効率の向上を目指している。 
 
3. 現状までの検討結果 
図２に、出力の温度勾配依存性を示す。ヒートパイプの利

用により、10 分以上にわたり、発電特性の低下を抑えて
いる。現状では、出力 1～2 mWでワイヤレステレメトリ
を駆動するに留まっている。 
現在、温度差の小さい領域での高効率な熱電発電を検討し

ているほか、低温側に寒冷地の外気温（T = -20℃）を利用す
るなど、アプリケーションについても検討している。  図 2.温度差による発電特性 
参考文献 

[1] 新藤尊彦他：“未利用エネルギーを有効に活用する熱電発電システム“, 東芝レビュー, 63, pp. 7-10 (2008). 

[2] T. Ishiyama et al., “ Energy Harvesting Technology for Self-contained Wireless Telemetry Using Thermoelec-

tric Generators”, Proc. 16th Int. Conf. Elec. Eng. (ICEE2010), PS-EH-03, July 11-14, (2010). 

[3] 山田洋明他：「温度検出による熱電発電用MPPT制御法の検討」，パワーエレクトロニクス学会誌，Vol.36，pp.151-157，

2011.  
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溝型構造を用いたプラズモン共振器の開発  
阿南工業高等専門学校 制御情報工学科 

*長岡技術科学大学 電気系 
岡本浩行、小野浩司* 

電子メール：okamoto@anan-nct.ac.jp 
 
1. はじめに 

全光通信技術は通信網の高速化・低電力化を実現する方法であり，この技術に用いら

れる導波路や共振器などのデバイスに関する研究が活発に行われている．近年ではデバ

イスの微小化要求によりナノスケールのデバイスが求められているが光の回折限界や

損失の大幅な増大によりマイクロスケールのデバイス構造の微小化では実現できない．

そこで光の回折限界を克服できる表面プラズモンポラリトン(SPPs)を活用する方法が
考えられ，SPPs を活用した複数のプラズモン導波路や共振器構造が提案されている．
共振器構造については構造が複雑であり，容易にナノスケールに微小化できないことや

共振器構造として用いられるリング構造では結合係数が小さいなどの問題がある． 
本研究では微小化が容易な溝型形状に結合係数を大きくできるレーストラック構造

を適用した共振器の開発を目的とする． 
2. 溝型プラズモン共振器の作製 
溝型プラズモン共振器は，まずガラス基板に銀を蒸着し，

集束イオンビーム(FIB)技術により，構造を削ることに
より作製した．図１に作製した構造を示す．導波路およ

びレーストラック形状の幅は 100 nm であり，深さは

500 nm である．レーストラックの曲線部分の半径は

1500 nmである． 
3. 波長 633 nmのレーザ光による評価結果 
図１の構造に波長 633nm のレーザ光を

入射し，プラズモン共振器としての評価

を行った．図 2 に評価結果を示す．TM
波を入射した場合にはレーストラック状

に光を確認できるが，TE波を入射した場
合は確認できる光は入射した付近だけで

ある．TM波を入射した場合は SPPsに結
合し，SPPs はレーストラック共振器内に蓄積されたと考えられる．一方，TE 波を入
射した場合は SPPsに結合できず，導波路へ伝搬していない． 
これらの結果から TM波を入射した場合，溝型構造のレーストラック共振器はプラズ

モン共振器として機能することが明らかになった． 

図 2 光学顕微鏡イメージ 
(a) レーストラック共振器 
(b) 波長633 nm のTM波を入射した場合 
(c) 波長 633 nmの TE波を入射した場合 

図 1 溝型レーストラック 
プラズモン共振器 
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高専ロボコンと研究そして新技術創出へ  
長岡工業高等専門学校 電気電子システム工学科 

*長岡技術科学大学 電気系 
吉原 謙、佐野佑介、床井良徳、末松久幸*、中山忠親* 

電子メール：tokoi@nagaoka-ct.ac.jp  
 
高専ロボコンは、年々競技内容が複雑化してきており、それに伴い高度なマシンの設計、

工作技術や制御技術が求められている。言い換えれば、高専ロボコンに携わる学生は、前

記の技術を自学自習により習得し、一からものを作る技量を備えている。本発表では、ロ

ボコンで培われた豊富なアイディアや高度な設計・工作・制御技術を活用した卒業研究の

事例についてご報告する。 
本研究室では、金属細線にパルス大電流を流しプラズマを発生しナノ材料を作製するパ

ルス細線放電法（以下、PWDと略す）に関する産業化に向けた研究や新規環境低負荷型ナ
ノ材料合成のための技術シーズの探索を行っている。産業化に向けた取り組みとしては、

連続的にナノ材料を合成するための繰返し PWD 装置やナノ材料回収装置など各要素技術
の確立を行っている。繰返し PWD装置に関しては、既に市販化されている装置もあるが、
安定的な動作や高品位のナノ材料合成装置としては、数々の問題点を抱えている。それら

の問題点を克服しうる装置の作製を

昨年度取り組んだ。図１に卒業研究

で作製した繰返し PWD 装置の外観
写真を示す。作製した繰返し PWD
装置は、機構の考案から設計や部品

等の作製、さらにはマイコン制御ま

でを１年間という限られた期間内に

学生１名が自ら行った。装置の主要

部である細線設置機構および放電回

路には、学生自らが考案した全く新

しい機構を採用した。実験の結果、

実用化までには改善しなければなら

ない課題が残されたが、これまでの

主要な問題点を克服できる装置の作製に成功した。 
高専ロボコンに携わる学生は、新技術の創出のための豊富なアイディアや工作技術を有

する人材であり、高専からの新技術創出のために欠かせない存在である。 

  

連続細線供給装置

制御装置

スイッチ

図 1 卒業研究で作製した繰返しPWD装置 
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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  
富山高等専門学校 専攻科 

山本桂一郎 
電子メール：keichiro@nc-toyama.ac.jp 

 
1. はじめに 
現在，長岡技術科学大学が進めているアドバンストコースの一科目として，産業事情海

外視察という科目を実施する計画を立案している。今回は，どのように日程を組めば，学

生に対して効果的なものになるか，実際に実施するに当たり現地工場等に承諾を得られる

か等の中身についてを中心として，高専側の視点から，この科目の価値を高めるためには

どのようなものにすればよいかを確認・協議するために視察を行う。また，専攻科生を引

率し，学生の目線で何を見ることが必要であるかを確認する。視察日程を以下に示す。 
20011.5.23 マラヤ大学表敬訪問，マラヤ大学予備教育学部, 日本留学特別コース視察

20011.5.24 マラヤ大学訪問，Panasonic Management Malaysia Sdn. Bhd.，Toyota Auto Body

(Malaysia) SDN.BHD.視察

20011.5.25 JICA マレーシアオフィス訪問

 
2. 報告事項 
まず，高専本科生へ，アジア地域への視察を実施することは意味のあることと考える。

現在，円高や人件費などの生産コストの増加に伴う理由やマーケット規模に伴う東南アジ

ア地区への進出に加え，電力不足による工場移転の必然性が緊急の課題となっている。こ

のことは，今後ますます高専卒業生の技術者が海外で活躍する機会の増加を示しており，

学生が身につける国際的な素養として，現地法人にて活躍できる人材への要求がますます

高まってくることは容易に予測できる。したがって，その対応力をもった学生を育成し排

出することは学校としても必要である。さまざまな現地法人がある中で，今回視察した，

パナソニックとトヨタ車体の対比は大変興味深いものであった。また，日本語留学特別コ

ースについても，学生に視察し現地の同年代の学生が必死に勉強している姿を実際に見せ

られるということは，何らかのきっかけを学生に与えられるのではないかと期待している。

引率した学生も，新しい発見がいくつもあったようであった。また，視察先での質問等，

学生の立場からの意見で我々の気づかない視点もあり，しっかりと役割を果たしてくれた。

尚，実施時期は年度末（3月ころ）の 1週間程度を考えているようであった。 
最後に，このような視察を計画していいただいた，長岡技術科学大学 原田先生，岩橋

先生に，厚くお礼申し上げる。 
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光屋と電波屋

ひょんなことからつながる世界

 
釧路工業高等専門学校 電子工学科 中村 隆 
長岡技術科学大学 電気系 菊池 崇志 

熊本高等専門学校熊本キャンパス 情報通信工学科 松田 豊稔 
釧路工業高等専門学校専攻科 對馬 佳佑 
長岡技術科学大学 電気系 真鍋 大地 

 
E-Stone と呼ばれるグラスノン社が開発した製品は高撥水性の高電気抵抗材

である．ごく普通の砂利の表面をシリコン加工したものである．電力・通信・

鉄道などの重要施設に E-Stone を敷き詰める事により，保守・点検・管理等や
異常発生時の歩幅電圧・接触電圧から作業者や周辺住民の安全を確保するため

に開発された．シリコン加工の際に使用されるシリコンオイルは，メチルハイ

ドロジェンシリコンオイル等を希釈液で希釈したものが使われ，さらに硬化剤

や触媒を添加したシリコンオイル混合液として用いられる．希釈液は芳香族炭

化水素，脂肪族炭化水素などで，硬化剤はアセチレンアルコール溶液が使用さ

れている．触媒にジブチルスズジラウレート等をトルエンに混合した触媒溶液

を用いることで，低温かつ短時間で加工することが可能である．E-Stone の抵
抗率は 24000[!・m]と，通常の砂利の抵抗率 16000[!・m]よりも優れている．
また，通常の砂利は水分を含むと抵抗率が減少する傾向があるが，シリコン加

工によって高撥水性・非保水性を有するため，E-Stone は雨や雪で濡れても抵
抗率の減少がなく長期間の使用が可能である． 
このような施設材である E-stoneが電磁波の反射・透過における波長選択性
を持つ事が発見され，その原理究明が必須である．本稿では，現象の発見から

現在に至る研究の経過，その過程における高専ネットワーク等について紹介し，

若い諸君への参考としたい．  

C-2



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 

 44 

 

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  

 
長岡技術科学大学 電気系 

大島商船高専 電子機械工学科*  
佐々木 徹，中村 翼*，菊池 崇志，原田信弘 
電子メール：sasakit@vos.nagaokaut.ac.jp 

 
物質を固体から加熱していき，液体，気体と経た後，さらに気体を加熱する

ことでプラズマと呼ばれる状態が得られる．プラズマを応用した技術は数多く

存在するが，とりわけ大気圧で発生させることの出来る大気圧プラズマは，プ

ロセスの簡約化等の視点から工業応用に向けて数多くの研究が進められている． 
大気圧プラズマを発生させるためには，一般的に高電圧(~10kV)，高周波

(kHz~MHz)の電源を利用することが多い．しかしながら，このような高電圧・
高周波電源を高専生や大学生が学生実験で取り扱うことがないため，研究室配

属後に安全教育の一環としてこれらの電源を安全に扱うための教育をする必要

がある．一方，既存の高電圧の教科書では，放電の原理(ストリーマ理論，パッ
シェンの法則，タウンゼントの衝突電離理論等)は丁寧に記載されているものの，
実際に運用するための手段については充分に記載されていない場合が多い．特

に，大気圧プラズマを発生させるための高電圧・高周波電源の取り扱い，設置

法については，実際に装置を運用しなければ分からない難しさが存在する．

これらの課題を解決するために，大島商船高専-長岡技科大プラズマ力学研究

室では，安価で簡便な装置を利用した大気圧プラズマ教材作成によって，高電

圧・高周波を取り扱える指導的技術者・研究者を育成することを目指し，共同

研究に取り組んでいる．

本発表では，高電圧・高周波を扱うための教材作成のため，2年間通して長岡

技術科学大学の電気電子情報工学実践演習とオープンハウスで得た課題と現在

取り組んでいる大島商船高専での大気圧プラズマを題材にした高電圧・高周波

教材の作成の現状について報告する．
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Decentralized Live Video Broadcasting System 
using Location-aware P2P Network Technologies 

長岡技術科学大学 電気系 
山本 寛 

電子メール：hiroyama@nagaokaut.ac.jp 
 
1. Introduction 

Recently, live video broadcasting services have become available on the Internet. Such a system 

must be able to accommodate a large number of video broadcasts and to minimize the end-to-end 

streaming delay between the video broadcaster and the viewer. In order to satisfy these requirements, 

a new live video broadcasting system is built by leveraging peer-to-peer (P2P) network technologies. 

 

2. Proposed Live Video Broadcasting System 

The proposed video broadcasting system is created by interconnecting a large number of servers 

dispersed over the Internet. The servers collaborate to match the video broadcasters’ publications to 

the viewers’ subscriptions and to distribute the video broadcasts to interested viewers. The proposed 

system is equipped with a P2P network technology that quickly locates the servers responsible for 

managing the subscriptions of desired video broadcasts. Furthermore, a location-aware P2P tech-

nology on the proposed system decides the distribution server so as to minimize the end-to-end la-

tency between the video broadcaster and the viewer as shown in Fig. 1. 

 

3. Performance Evaluation 

The performance of the proposed system is investigated using a realistic computer simulation. The 

evaluations have shown that the viewers in the proposed system can efficiently locate the server 

managing the status of the video broadcast that they want in less than 1.5[s]. Furthermore, as shown 

in Fig. 2, the proposed system markedly reduced the end-to-end streaming delay between the video 

broadcaster and the viewer. 

 
Fig.1. Location-aware Server Selection.       Fig.2. End-to-end Streaming Delay. 
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長岡技術科学大学―高専の連携 アドバンストコース

協働科目「英語プレゼン基礎」の 1 年目を終えて

富山高等専門学校 技術科学大学連携室

清水 義彦 井上 誠

shimizu.yoshihiko@nc-toyama.ac.jp 

 

１．概要  
日   程：平成 23年４月～7月  
受講学生：射水キャンパス 4,5年生 12名 

  本郷キャンパス 4年生  6名 
指導教員：両キャンパス各科教員 11名  
・技術科学大学連携室長 （井上 誠） 
・専攻科 （畔田博文，山本桂一郎） 
・機械システム工学科 （中江貴志） 
・電気制御システム工学科 （多田和広） 
・物質化学工学科 （尾山由紀子） 
・電子情報工学科（塚田章，的場隆一，古山彰一） 
・国際ビジネス学科 （深見環） 
・一般教養科 （清水義彦） 
 
２．目的  
アドバンスドコース事業における協働科目Ⅰ，

「国際通用性」を担う科目として平成 23年度から
「英語プレゼン基礎」を新設した．本科目は，全

学科の学生が選択可能で，英語に対して意欲のあ

る学生をさらに伸ばすことを目標としている． 
 
３．報告内容  
1) 背景 
アドバンスドコース事業では，「専門の複眼性」

「戦略的技術展開」「国際通用性」のいずれかの柱

を担う協働科目Ⅰを高専が開講することとなって

いる．本校では，昨年度国際教育センターが実施

した専攻科生へのアカデミックライティング講座，

英語プレゼン講座の実績を活かし，「国際通用性」

を担う科目を実施することとした． 
従来のカリキュラムに科目を追加することにな

るので，定員は教員の負担と教育効果を考慮し，

両キャンパス合わせて 16名程度とした．また，従
来の教育体制で後回しになりがちであった，伸び

こぼし対策の科目と位置付ける．  
2) シラバス 
【概要】 
他学科とのピアラーニングをメインにして，互

いに啓発，刺激のしあい大幅な能力向上を目指す． 

・対 象：4年生（平成 23年度は 4，5年生） 
・単 位：90分×15回，2単位の学修単位 
・授業担当：富山高専教員 

長岡技術科学大学教員 
および OB，OG，外部講師． 

【到達目標】 
各専門の基礎的技術に関する内容を，プレゼン

の流れを論理的思考により組み立て，プレゼンが

英語で行える．また，プレゼン後の Q&A を英語
で何とか成立させることができる． 
【授業展開】 
木曜４コマ目の授業と夏休業の期間の集中講義

を学生への負荷を考慮に入れバランスよく配置し

た．また，高専教員，長岡技術科学大学教員，外

部講師の連携を模索した． 
第 1ステージ・・Logical Thinking        （3回） 

・技科大教員（南口准教授） 
第 2ステージ・・技術英語の基礎習得    （3回） 
                150-word Paragraph Writing（4回） 
                ・高専教員 11名，外部講師 
最終ステージ・・ Presentation & Discussion（5回） 

  ・高専教員，技科大教員，外部  
講師の連携 

3) 実施体制 
本学としての取り組みの位置づけを明確にする

ため，「アドバンスドコース事業」の実施に関する

規則を制定した．また，新たな科目を新設するた

め，「アドバンスドコース事業」関連授業科目の実

施等に関する規則を制定した．さらに，両キャン

パス共通の講義時間の確保のための調整を行った． 
 
４．得られた成果と今後の予定  
今回は，初めての試みであり，長岡技術科学大

学と富山高専との間のコンセンサスの確立はもと

より富山高専校内での意思の疎通にも大きな時間

と労力を費やしたが，学生の意欲は回を追うごと

に高まり，意識の変化がアンケートの数字から読

み取ることができた．今回の講座の教育効果を評

価し，次年度の実施につなげたい． 
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MHD加速の宇宙応用に関する長岡技科大との共同研究  

和歌山工業高等専門学校 電気情報工学科 
*長岡技術科学大学 電気系 

竹下慎二、佐々木祐介*、佐々木徹*、菊池崇志*、原田信弘* 
電子メール：takeshita@wakayama-nct.ac.jp 

 

 

ロケットの打ち上げ技術は、信頼性が最も高いが、コストの削減がより一層求められて

いる。その解決策の一つとして MHD技術を用いた宇宙応用の研究、具体的には MHD技術

による固体燃料ロケットの流れ制御の検討を行っている。図 1(a)に示すように、一様磁界中

にプラズマを流し、チャネルに設けた電極に抵抗を接続することで、内部起電力が発生し

プラズマのエネルギーを直接抽出できる。これを MHD発電という。一方で、内部起電力よ

りも大きな外部電界を印加することで生じるローレンツ力は、プラズマが流れる方向へ作

用するためプラズマは加速される。これを MHD 加速という(図 1(b))。この MHD 加速・発

電の特長は、外部から駆動のためのエネルギーを直接印加したり、プラズマが持つエネル

ギーを直接抽出することが出来る点である。図 1(a)では、ローレンツ力はプラズマの流れる

方向と逆方向に作用しているが、これは言い換えると流体が減速しているということであ

る。ロケットの打ち上げに用いられる固体燃料は、コストは比較的安いが流れ制御は難し

いという欠点を持つが、MHD発電・加速によって固体燃料ロケットの流れ制御が原理的に

可能であることを意味している。本研究では、実験・数値解析の結果を連結させて効率化

を図る為、実験を長岡技科大、数値解析を和歌山高専主体で行っている。 

 

(a)MHD発電のメカニズム   (b)MHD加速のメカニズム 

図１ MHD技術の概略図 

参考文献  

"Fundamental Performance of Disk-shaped Magetohydrodynamics Accelerator", Shinji Takeshita, 

Chainarong Buttapeng, Seizo Furuya and Nobuhiro Harada, Transaction of the Japan Society for 

Aeronautical and Space Sciences, Vol.54 No.183, May, 2011 
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阿南高専のバイオミメティクス技術開発の実践  

阿南工業高等専門学校 制御情報工学科 
*長岡技術科学大学 電気系 
杉野隆三郎、中川匡弘* 

電子メール：sugino@anan-nct.ac.jp 
 
1. 阿南高専におけるバイオミメティクス研究  

バイオミメティクス（生物模倣学）の研究は，高専にお

いても魅力的なテーマであり，図に示すように，各分野の

専門家と工学者が連携することにより，新しい科学や技術

の創成と産業化が期待できる[1]．阿南高専では竹の有効利

用技術，水域環境保全に関する研究や LED による昆虫の

行動制御や植物育成のコントロール等，生物模倣技術に関する研究が盛んである．阿南高

専の学術活動の質と量を高め，接続可能な技術産業の発展を促進させる機会と場所を提供

するために「バイオミメティクス応用研究会」が設立され，他大学・高専の教員，企業や

自治体職員などを会員に要し，計測自動制御学会の協力団体に申請するほどになっている． 

2. 魚類のバイオミメティクス研究の実践  

徳島県水産研究所が開発中のクラゲ被害防止ネットに

関する共同研究において，漁網に対する魚の行動パターン

の違いをカオス・フラクタル理論により分析した[2]．遊泳

速度ノルムの３次元リターンマップを図に示すが，漁網の

無い場合の平均泳速は小さく，漁網の有る場合の泳速は約

３倍大きく出ることがわかった．漁網の有る無しに関わらず泳速は，長楕円のアトラクタ

を描き，遊泳行動の複雑性に潜む規則性[3]をターケンスの意味で見出せることがわかった． 

3. まとめと今後  

この研究会は，阿南高専教職員を中心とする勉強会をベースに，他の企業・団体の方々

との情報交換を行うものであるが，水族館や漁協との共同研究，競争的資金の採択や自治

体との連携協議も始まるなど成果が上がりつつある．本会を継続的に運営することにより，

本校の学術レベルが高まり，工業特許や地域ベンチャーが生まれことも期待される． 

参考文献  

[1] トム・ミューラー，バイオミメティクス~自然に学ぶ設計思想，ナショナルジオグラフィック日本版，

Vol.14，No.4，pp.76-99，2008． 

[2] 中川匡弘，カオス・フラクタル感性情報工学，日刊工業新聞社，2010． 

[3] 杉野隆三郎，ボイド法における捕食行動アルゴリズムの開発，情報処理学会，数理モデル化と応用研究

報告，MPS-59，pp.49-52，2006． 
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スマートグリッドと高専-技科大連携  
長岡技術科学大学 電気系 

大石 潔 
電子メール：ohishi@vos.nagaokaut.ac.jp  
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空間映像メディア研究室の紹介  

長岡技術科学大学 電気系 
圓道知博 

電子メール：yendo@nagaokaut.ac.jp 
 

1. はじめに 

当研究室は発表者の本学着任にともない本年 4 月に設立された新しい研究室である．当

発表では発表者が前職までに行ってきた研究を含めて，同研究室で扱っている研究課題に

ついて紹介する． 

 

2. 立体映像(3D映像)の表示および撮影法の研究 

当研究室の筆頭となる研究課題は，立体映像表示法（ディスプレイ装置）の研究である．

近年 3D映像は映画を中心に大変な盛り上がりを見せているが，ほとんどは立体視用メガネ

を用いる 2眼式と呼ばれる方式である．2眼式は人間が左右の目で微妙に異なる像を見るこ

とによって知覚する立体感を再現する方式であるが，観察者が頭を動かした場合に見え方

が変化しないなど不自然さや疲労が大きな問題となっている．当研究室では 2 眼式と異な

る「光線再現」(または光線再生)と呼ばれる原理に基づいた表示方式の開発に取り組んでい

る．これは被写体から飛来する光波を多数の「光線」の集合と考え，これを画面上で再現

することによって立体的な映像を表示しようとするものである．「光線」と呼べるほどに細

い光束を高密度で多数出力する点が課題であり，当研究室では高速応答可能な LEDを用い

た時分割方式などを提案している．また，光線再現の考えに基づいて立体映像を撮影する

には，被写体からの光線の状態を取得する必要がある．これは通常のカメラを用いる場合

は極めて多方向から撮影することに相当するが，数百台のカメラを並べて撮影することは

現実的ではないため，高速度カメラを用いた時分割方式などを提案している． 

 

3. 可視光通信の研究 

文字通り目に見える光を使った無線通信である．この技術の背景には，照明および信号

灯・看板等で LEDが急速に普及してきていることがある．LEDは従来の電球や蛍光管に比

して高周波数で明滅させることが可能であり，この性質を利用して照明等に通信機能を付

加しようという試みである．要するに，人の目にはずっと点いているように見える照明が

実は高速に点滅していて，専用の受信機で受光すれば情報が得られる，というものである．

可視光通信の利点は通信機能の「付加」という点にとどまらず，人体への安全性が高い，

電波法等の規制を受けない，指向性が極めて高く複数の信号源からの選択的受信が容易で

ある，といった特長も兼ね備えている．当研究室では LED交通信号機と自動車との通信を

応用例として，受信機にビデオカメラを用いた可視光通信の研究を行っている． 
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メカノケミカル法による CuInS2結晶の合成 

都城工業高等専門学校 電気情報工学科 

東 祥吾，赤木洋二 

1． 概要 
太陽電池は次世代エネルギー資源の 1つとして注目されている。その中でも Cu(In,Ga)Se2

太陽電池は光電変換効率が高く、光や放射線劣化が少ないため宇宙用としても期待されて

いる。しかし、材料となる I-Ⅲ-Ⅵ2族化合物の生産は大変困難とされ、溶融法など従来の

方法では純度の高い化合物が得られるものの、装置が大掛かりになり結晶の育成に時間が

かかるため、大量生産には不向きである。そこで新たな結晶の生産方法としてメカノケミ

カル(MC)法が注目されている。MC 法は、物理的・化学的反応を機械エネルギーだけを用い

て引き起こす方法で比較的容易な装置で合成でき、短時間で化学反応が起きる利点がある。

本研究では、Seと比較し安価で毒性の少ない Sに着目し、CuInS2結晶を MC法により合成し、

最適な合成条件を検討することを目的とした。 

2．実験方法 

 Cu、In、Sの出発原料をモル比が Cu:In:S=1:1:2かつ原料の合計質量が 1.0g、1.5g、2.0g、

2.5g、3.0gとなるようそれぞれ秤量した。 出発原料と直径 5mm(または 10mm)のアルミナボ

ールをポリプロピレンの攪拌容器に入れた。原料とボールの重量比は 1:10とした。攪拌装

置の回転速度は 425rpm に設定し合成を行った。得られた粉末は X 線回折(XRD)と蛍光 X 線

(XRF)によって評価を行った。 

3．結果と考察 

全ての粉末は MC法を用いて合成することに成功した。化学反応が起きるまでにかかった

時間は最短で約 4分 30秒、最長だと約 7分だった。 

Fig.1 に 5mm のアルミナボールを使用し

て合成した C-In-S粉末の XRDパターンを示

す。Fig.1から 1.0g～3.0gの全ての粉末か

らカルコパイライト型 CuInS2結晶に特徴的

な(112)、(200)、(204)/(220)、(116)/(312)

面の回折ピークが観測された。このことか

らメカノケミカル法で CuInS2結晶ができた

と言える。 

また C-In-S粉末の組成を XRFによって測

定すると質量の増加につれ Cu/In 比が 1.0

に近づくような結果となった。 
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Fig.1. Cu-In-S粉末の XRDパターン!
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撹拌機を用いた CuInS2多孔質結晶の合成 

都城工業高等専門学校 電気情報工学科 
永崎瑞樹、赤木洋二 

1. 序論 

Ⅰ-Ⅲ-Ⅵ2族カルコパイライト型化合物半導体である CuInS2(CIS)材料は、その物性から薄

膜太陽電池の吸収層以外の応用は困難であったが、本研究室では撹拌機を用いた CIS多孔

質結晶の合成に成功し、新たな応用の可能性を示唆してきた。これまでの研究により、合

成前の溶解温度を 75 oC以上とすると半値幅が大きいが、溶解温度を 50 oCとすると半値

幅が小さくなり良質な結晶が得られることが確認された[1]。本研究では結晶性に注目し、

より細かく溶解温度を設定し、試料の作製及び評価を行ったので、その報告を行う。 

2. 実験方法 

多孔質結晶体の原料である塩化銅Ⅱ水和物(CuCl2・2H2O)、塩化インジウムⅣ水和物

(InCl3・4H2O)、チオ尿素(CH4N2S)を、Cu、In、Sの組成比がストイキオメトリーとなるよ

うに秤量した。それらの試薬とエチレングリコールをフラスコに入れ、撹拌機の回転速度

を 600 rpmとし、溶解時の条件を低温(70 oC以下)で 4～16時間撹拌し、十分溶解させた後、

高温(約 185 oC)で加熱・撹拌し、合成を行った。その後、洗浄、真空乾燥を行い、結晶を

取り出した。そして合成した結晶に対して、XRDによる結晶構造、走査型電子顕微鏡(SEM)

による結晶形態についての検討を行った。 

3. 結果と考察 

Fig.1.に合成前の溶解時間を 8 時間として、合成を行った場合の XRD パターンを示す。

この図より、溶解温度が 50 oC、60 oCの場合において 27.6o、46.2o、55.1oに鋭い回折ピー

クが見られた。JPCDSカードとの比較から、これらはカルコパイライト型 CIS結晶に特徴

的な(112)、(220)/(204)、(116)/(312)回折ピー

クであると考えられる。しかし、溶解温度

が 70 oCの場合、半値幅が大きくなり良質

な結晶が得られてなかった。また、SEMに

よる表面形態の観察では、全試料において、

CIS 多孔質結晶特有の薄片状の形態が観察

された。この結果より、溶解時間が 8時間

の時、溶解温度が 60 oC以下の場合、良質

な CIS多孔質結晶が合成できると言える。 

参考文献 

[1] 北野信也 他、平成 22年度応用物理学会

九州支部学術講演会講演予稿集、Vol. 36 

(2010) p.7. 
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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  

木更津工業高等専門学校 専攻科 制御・情報システム工学専攻 
*長岡技術科学大学 電気系 

池田 将士，吉田 幸弘 栗本 育三郎，中川 匡弘* 
電子メール：m.ikeda0901@gmail.com 

 

1. 概要 

近年，脳機能解明のために近赤外分光法（Near Infrared Spectoroscopy 以下 NIRS）を用い

たトポグラフィ装置が開発された．NIRS は，近赤外光を頭部表面から照射し，頭蓋骨を経

て大脳皮質を通過減衰した信号強度から，Beer-Lambert 則より通過域の光路長とそれらの

吸収係数により酸素化  脱酸素化ヘモグロビンの濃度変化量を算出することにより計測す

る．NIRS 時系列信号は，異なる光路長由来の問題のため，一般的な解析手法（移動平均，

加算平均）では部位間  被験者間の相互比較が困難である．部位間  被験者間の相互比較

は栗本らによって提案された，確率過程の「べき則」に注目した解析手法 を用いることに

よって解決することが可能である．先行研究では，NIRS 時系列信号の短時間の確率過程に

注目し，確率密度関数の分散特性をカラーマップ化し，その推移を動画（以下カラーマッ

プ動画）として脳模型投影することにより動的脳血流の立体観察を行った．しかし，カラ

ーマップ動画はプロジェクターを用いて脳模型に直接投影（図 1）を行っているため，位置

合わせの正確性と次回観察時の再現性に問題がある． 

本研究では，位置合わせの正確性と次回観察時の再現性の問題を解決するために，コン

ピュータを用いて，動的脳血流を立体観察するシステムの開発を行った．開発したシステ

ムは，MRI の大脳スライス画像から再構成して作成した脳モデルに，カラーマップ動画を

射影テクスチャリングで貼り付けることを可能とする．また，カラーマップ動画を貼り付

けた脳モデルの視差動画（図 2）を出力し，所属研究室内の吉田が開発した「可搬型シース

ルー脳立体ディスプレイ」を用いることで，動的脳血流の立体観察を可能とする． 

 

図  1 従来手法（脳模型にプロジェクタ

ーで投影し観察）  

 

 

図  2 提案手法（コンピュータ内で３D

モデルに投影し視差動画で観察）  
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脳位置情報入出力マスタ･スレーブシステムの評価  

木更津工業高等専門学校 専攻科 制御・情報システム工学専攻 
*木更津工業高等専門学校 情報工学科 

民内元康、*栗本育三郎 
電子メール：sdj10b10@inc.kisarazu.ac.jp 

 

1. 概要 

近年，脳機能解析のために近赤外光を用いたトポグラフィ装置が開発された．それは近

赤外分光法(Near Infra-Red Spectroscopy以下，NIRSと略す）とよばれている．NIRS計測は，

頭部表面から大脳表皮を推定せねばならない．頭部表面から大脳表皮を推定することは，

脳局所解剖学として試みられているものの個人差が大きい．そこで本研究では，MRI

（magnetic resonance imaging）の DICOM(digital imaging and communication in medicine）デー

タより，STL（stereolithography）データを出力し，実脳と相似形の脳模型を出力し，脳模型

に３自由度脳位置情報入力マスタシステムを取り付け，モデル上で計測位置を決定を行い，

モデル上で決定した測定位置の情報を頭部に取り付けた脳位置情報出力スレーブシステム

に転送し，マスタシステムとの照合を行い使用者に提示するマスタ・スレーブシステムを

提案し，図 1 のようなポテンショメータ，リニアエンコーダによる 3 自由度位置計測を行

うことができるマスタ・スレーブシステムを作成した． 

今回は，マスタ・スレーブシステムを用いて取得した位置情報から，3次元直交座標に変

換した際の位置情報の妥当性の評価を行う． 

 

 

図 1 マスタ・スレーブシステム 
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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  
木更津工業高等専門学校 情報工学科 

水野はる菜、 栗本育三郎
電子メール：j07437@j.kisarazu.ac.jp 

 

1. 概要 

神経難病とは,運動にかかわる脳や神経細胞が，変成，消失して起こる疾病の総称である．

神経難病に対し，これまで国立西多賀病院の木村，今井らを中心として，「特定疾患の地

域支援体制の構築に関する研究」が行われてきた．これらは，医療機関相互の連携と情報

公開を主眼として，全国の医療情報ネットワーク作りが継続されている．しかしながら，

効果的な電子メディア端末の提案，在宅での利用，ネットワーク作りは，まだ行われてい

ない．そこで我々は，これまで神経難病のための在宅・病院・地域を繋ぐネットワークを

用いた，様々な機能支援システムの提案を行ってきた． 

本研究では，残存する両眼視線入力デバイスを用いて計測ができる，「両眼計測による空

間位置入力システム」を構築した．その環境下で実験を行い，感性表現と視線情報の関係

を計測する．使用する両眼視線入力デバイスでは，位置と瞳孔が計測できる．図１に実験

環境，図２に感性表現人工物を示す． 

 

図１．実験環境 図２．感性表現人工物  
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神経難病者のための両眼視線入力システムの校正

木更津工業高等専門学校 情報工学科

多田 太志，栗本 育三郎，青柳 宏昭

電子メール：j06430@j.kisarazu.ac.jp

３．概要

神経難病患者は，運動機能に障害を持つため在宅医療ではコミュニケーションや通院など

が非常に困難である． ALS等の神経難病患者は急速に手足首等の運動機能が失われ、比較
的眼球運動は残存する． 
これまで我々は，神経難病患者のためのネットワーク型視線入力システムや医療福祉空間

における人工物コミュニケーションシステムや両眼視線入力システムの開発を行ってきた．両

眼視線入力システムでは，アイマークレコーダを用い，両眼線計測を行うことで，輻輳角

より距離情報を算出することが可能になり，かつ，磁気ポジショニングセンサにより頭部運

動計測することで空間位置を求めることができるシステムの開発を行った．そこで今回，両眼

視線入力システムの三次元装置の校正を行い，結果を報告する．図１に輻輳角と距離導出

の関係図を示し，図２に測定環境を示す．

 

  
図  1 輻輳角と距離の導出関係 図  ２ 測定環境  
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エルゴディック化バリオグラム解析システムの開発  

木更津工業高等専門学校 情報工学科 
田中 駿也，栗本 育三郎 

電子メール：j07426@inc.kisarazu.ac.jp 
 

1. 概要 

脳機能を解明するための手段として被験者にあるタスクを課し、そのときの脳波

(Electroencephalogram 以下 EEG)を計測して解析を行う方法がある。EEGは記録電極の直下

における大脳皮質表面の電位を記録する。また、近年、近赤外分光法 (Near Infrared 

Spectroscopy 以下 NIRS)を用いたトポグラフィ装置が開発された。NIRS は酸素化ヘモグロ

ビン、脱酸素化ヘモグロビンの濃度変化量を計測する。これらの手法は非侵襲型で被験者

の負担が軽く、人の脳機能を解明するための手段として主流である。しかし、得られる時

系列信号はトレンドや脈波、体動の影響が大きく、非定常になることがあり目的となるタ

スクによる特徴を抽出するのは難しい。 

本研究では、トレンド等の問題を解決するために エルゴディック化バリオグラム解析シ

ステム (図 1)の開発を行った。一般に、エルゴディック理論によれば複数回の演算を行うこ

とによってエルゴディック化をはかることが可能である。そこで開発したシステムでは、

バリオグラム演算を複数回施してエルゴディック化を行い、分散特性を求めることにより、

信号のタスクによる特徴を抽出しやすくする(図 2、3)。 

図 1. エルゴディック化バリオグラム解析システム

 
図 2. 1回演算を行った場合 図 3. 3回演算を行った場合 
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九九とナンセンスワードのＮＩＲＳ信号解析

木更津工業高等専門学校 制御・情報システム工学専攻

池田 貴広,栗本 育三郎

電子メール：mr.ikeda0013@gmail.com

４．概要

脳が活動すると,活動部位の周囲の血管が拡張し,酸素やグルコースを含む血流が供給さ

れる.つまり,脳の神経活動と情報活動を支えるエネルギーの供給は密接に関係していると

いう発想の下,考え出された脳機能計測法が NIRS（近赤外線分光法）による脳計測装置であ

る.

NIRS の原理は,頭皮の上から,近赤外光を照射することで,脳内血流中におけるヘモグロ

ビンの濃度変化を相対的に検出できるというものである.今実験では,九九の計算時におけ

る NIRS,そして文法上適切でない言葉の並び（ナンセンスワード）を聴いた際における NIRS

を計測し,その計測した右脳、左脳における信号を解析すること及び,ＮＩＲＳ信号の変化

を色彩として,図１のように画像として出力することを目的とする.

図 1：ＮＩＲＳの解析信号を画像として出力
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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- 
木更津工業高等専門学校 制御・情報システム工学専攻 

*宮城病院 
森 敬宏、栗本 育三郎、青柳 宏昭、今井 尚志*  

電子メール：sdj10b12@inc.kisarazu.ac.jp  
 

５．概要 

本研究は、神経難病者向けのコミュニケーション支援システムの開発である。 

神経難病とは、運動に関わる脳や神経細胞が変成、消失して起こる疾病の総称である。す

でに神経難病者向けのコミュニケーション支援を目的にした機器はあり、文章の表現を行

うことは可能である。しかし、感性は言葉では伝えきれないものがあり、健常者はジェス

チャーや表情でそれらを表すが、神経難病者にはその表現は容易ではない。そこで、人工

物に感性を表現させることを提案する。また、会話している双方に人工物を用意し、ネッ

トワークを通して感性表現データを送ることで、離れた人とのコミュニケーションをサポ

ートさせる。 

今回は、人工物の感性表現を人はどのように受け取っているのか、何に注目しているのか

を知るため、両眼計測による空間位置入力システムを構築し、人工物の感性表現に対し観

測者の注視点を測定した。測定の様子を図１に示す。 

 

 

図 1 人工物への注視点の測定風景 
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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‐  

木更津工業高等専門学校 制御・情報システム工学専攻 
木更津工業高等専門学校 情報工学科* 
吉田幸弘、池田将士、栗本育三郎* 

電子メール：sdj10b15@inc.kisarazu.ac.jp 
 

1. 概要 

近年、脳機能計測を行う装置として NIRS(Near InfraRed Spectroscopy)が開発された。この

装置を用いた計測では、頭表から、大脳皮質部位の位置推定を行うことが必須となる。そ

の定位を行う際、単純な MRI(Magnetic Resonance Imaging)画像では、大脳の溝、孔、回など

の複雑な構造推定が難しい等の問題があった。これまで我々は、T2 法によって撮影した頭

部MRI画像のDICOM(Digital Imaging and COmmunication in Medicine)フォーマットを用いて

立体透視画像提示できる脳立体観察ディスプレイについての提案を行ってきた。そして、

シースルー型脳立体観察ディスプレイ試作機を作成したが可搬性などに問題があった。そ

こで、それらの問題を解決して利便性を考慮した持ち運び容易な可搬型シースルー脳立体

観察ディスプレイを図 1のように開発した。 

今回は、テクスチャを用いてカラーマッピングした STL モデルから脳血流の状態を示す

視差画像を作成し可搬型シースルー脳立体観察ディスプレイを用いて立体観察できるか検

証したので報告する。 

 

図 1 可搬性シースルー脳立体観察ディスプレイ 
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MAP推定による再構成型超解像技法の性能評価  

和歌山工業高等専門学校 専攻科 メカトロニクス工学専攻 
*群馬工業高等専門学校 電子情報工学科 
森本 健太，松原史弥，雑賀洋平* 
電子メール：kiko2580@gmail.com 

 
近年、超解像処理はビデオやカメラ、テレビなどに応用され様々な場面で用いられてい

る。本研究では，再構成型超解像処理の問題にたいして，エッジ強調機構を含む事前情報

を利用した最大事後確率(Maximize of A Posterior：MAP)推定[1]を構築する．とくに，カメラ

系による観測画像（図１）にたいする性能評価から，MAP 型超解像技法にに対するエッジ

強調機構を含む事前情報に適切なモデルを導入することで超解像処理の性能向上を図れる

（図２）ことを明らかにする。 

  
    (a)    (b)           (c) 

  図１(a)元画像，(b)観測画像，(c)復元画像． 

 

図２．平均二乗誤差のパラメタ依存性 

参考文献 

[1] 田中正行、奥富正敏、“再構成型超解像処理の高速化アルゴリズムとその精度評 

価”電子情報通信学会論文誌 2005/11 VolJ88-D-Ⅱ No.11 

エッジ検索のための閾値 
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JPEG 画像におけるノイズ除去に関する研究

和歌山工業高等専門学校専攻科 メカトロニクス工学専攻 
*和歌山工業高等専門学校電気情報工学科 

**群馬工業高等専門学校電子情報工学科 

中屋拓真、原口祐司*、雑賀洋平** 

電子メール：growsky@hotmail.co.jp 
現在、JPEG 画像圧縮は汎用性の高い技術の一つとして広く用いられている．従来の

JPEG 圧縮技術は非可逆であるため JPEG 画像では情報の一部が欠落し，結果として原画

像(図 1(a))にみられないブロックノイズやモスキートノイズ(図 1(b))などが含まれる．本研

究では、図 1(c)に示すように，最大事後周辺確率(MPM)推定を用いて JPEG 圧縮画像に含

まれるノイズを除去し，原画像と類似性が高い画像を復元することを目的とする．ここで

は，JPEG 圧縮画像と復元画像を JPEG 圧縮した画像は同じものであるという尤度と，一

般的に画像は滑らかという情報を持つという事前知識を用いたモデルを採用する．また，

MPM 推定を実装するためにマルコフ連鎖モンテカルロ(MCMC)法をもちいたシミュレー

ションから，エッジ部分の鈍化を防ぎ，原画像との類似性の高い画像を生成できることを

明らかにする．しかしながら，復元画像に原画像には見られない縞模様が発生するという

不具合もあり，この問題点を解決することを今後の課題としたい． 

 

 

(a) (b)  (c) 

図１．(a) 原画像，(b)JPEG圧縮画像，(c)MPM推定による復元画像の一例． 

参考文献 

[1]原口祐司，“確率モデルを用いた JPEG圧縮画像におけるノイズ除去”，和歌山工業高等

専門学校電気情報工学科 2010年度卒業論文． 
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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  
苫小牧工業高等専門学校専攻科 電子・生産システム工学専攻 

矢陸 友斗，堀 勝博 
電子メール：yy10820@st.tomakomai-ct.ac.jp 

 

６．はじめに 

本研究では，ユーザ年齢層に応じて柔軟に動作するサービスロボットの実現を目指して，

ユーザの大人・子供識別法を構築することを目的とする。ユーザ自動識別法として，これ

まで顔画像による方法[1]などが提案されているが，本研究では，ユーザの特徴量として，

ユーザの身長と全頭高の比である頭身に着目し，それを用いた新しいユーザ自動識別手法

について検討する。 

 

７．頭身によるユーザ自動識別法 

本研究で着目する頭身の定義は，身長と全頭高（頭部の長さ）の割合である。頭身によ

る大人・子供の自動識別の可能性を探るために，文献[2]などの人体寸法データベースを用

いて，年齢と頭身の関係について調べた結果を図１に示す。ここで，参照したデータベー

スでは，子供の全頭高のデータが無かったため，全頭高に近い値を持つ肩峰高という床面

から右肩峰点までの鉛直距離を計測したものを使用して頭身を近似して求めた。図１より，

0歳から 10歳くらいまでの子供の頭身は増加しているが，18歳以上の大人の頭身は一定で

あることがわかる。このことから，頭身を用いることにより，大人と子供を自動識別する

ことが可能であると考える。今後は，頭身データを実測し，ユーザ識別実験を行い，本手

法の検討を進めていく予定である。 

 

図１ 年齢と頭身の関係 図２ 身長と肩峰高 

参考文献 

[1]安本，林，輿水，丹羽，山本：平均顔との距離を用いた性別・年令推定手法の提案，電

子情報通信学会技術研究報告，ヒューマン情報処理 101(424), 1-6, 2001 

[2]産業技術総合研究所：AIST人体寸法データベース, 1991-92 

 

身
長 肩
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高 
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産業事業海外視察を終えて  
富山高等専門学校 制御情報システム工学専攻 

堀井 浩平 
電子メール：ci1012210@nc-toyama.ac.jp 

 
1. 概要 

5月 21日からのマレーシアでの産業事業の視察を行った際に、学生という立
場からの目線で感じたことについて報告する。 
まず、マレーシアでの数日間の生活の中で体験した、マレーシアの食文化や、

マラヤ大学への表敬訪問で見てきた学生たちの研究成果や、日本への留学生を

育てる AAJでの体験したことなどを述べたい。マラヤ大では、AAJという若者
を日本に送るためのコースを開いている。厳しい試験に合格しないと日本へは

留学できないこともあり、学生たちからは真剣さが伝わってきた。また、授業

はほぼ日本人の講師が日本語で授業を行っており、それにも驚かされた。 
他には学生の研究を見学させて貰ったが、その際には私自ら被験者となって

脳波での車椅子の操作を行うといった大変おもしろい実験を体験させてもらっ

た。これは、私が以前作成した脳波測定の簡単なシステムと似ているところが

あったが、それとは比べ物にならない水準のシステムが出来ており大変勉強に

なった。 
次に、今回の海外視察では、学生のモデルケースとして参加し、訪問先の企

業では積極的に質問することができたため、海外での事業を行うことのメリッ

トや、難しさなどを多く知ることができた。そして、マレーシアという国の可

能性と発展性を感じることもできたことも報告する。 
さらに、今回の産業視察で最も印象に残った言葉がある。それは、日本はこ

れからどうすれば良いのかという私の疑問に対して、訪問した企業の一つであ

るトヨタボディの社長が答えた「極める」という言葉だ。これは、日本が世界

のナンバーワンである必要性と、世界の技術が日本に追いつこうとしているこ

とを一言で表した言葉である。社長は、日本のこれから世界の中での技術競争

について憂いており、熱くこの「極める」ことを語ってくれたことで最も印象

に残ったことについて報告したい。 
最後に今回の視察で大変お世話になった、長岡技術科学大学の原田先生、岩

橋先生、香川高専の上代先生、富山高専の山本先生に謝意を表したい。 
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 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
長岡技術科学大学 電気系 

葛綿 充、 山崎 俊明、 塩田 達俊 

電子メール：kuzuwata@stn.nagaokaut.ac.jp 
1. はじめに  
近年、光通信の高速化が進み、テラビット通信技

術の実用化が進んでいる。しかし、伝送レートの

上限は受信器の遮断周波数により制限され、問題

となっている。 
高速な光波形を観測するには、オシロスコープ

や自己相関器といった機器がよく知られている。

ところが、各々高速波形観測が困難・ダイナミッ

クレンジが狭いなどの欠点がある。これに対し高

速波形観測に有効な手法として、フーリエ変換の

関係で結ばれる振幅/位相スペクトルを観測し復
元する方法がある。我々は周波数領域での計測を

実現する手法を新たに開発し、二波長同時へテロ

ダイン検波法と命名した[1]。この手法により、既
に受信器の遮断周波数以上の高速波形観測を実

証している[2]。本発表は、本手法により高速な
500GHz幅光周波数コム波形を広ダイナミックレ
ンジかつ高分解能に観測した結果を報告する[3]。 
2. 測定方法  
Fig.1に実験系概要を示す。レーザを種光源として
光コム発生器(OFCG)に入射し、RF信号の駆動に
より、10GHz間隔の光コムを発生した。一方、種
光源に対して周波数差200MHzのレーザを用意し、
5GHzのRF信号で強度変調器を2逓倍駆動し、
10GHz間隔の１対の光を参照光として発生した。
信号光と参照光を合波し、PDでヘテロダイン検
波した後、200MHzのローパスフィルタを通し、
ミキサーで乗算すると(1)式のようなDC電圧が測
定される。(1)式から分かる通り、このDC電圧の
測定からスペクトル間の相対位相が得られる。(L
は信号光と参照光の光路長差、!,"は定数、#$は
あるスペクトル間の相対位相) 

VDC($,L)=Bias.+!cos(#$+"L) (1) 
一方振幅スペクトルは、波長可変レーザの出力

を参照光としてヘテロダイン検波して得た。中心

周波数から±1THz(±100次)の周波数帯域の計測
で得た縦モード周波数%n毎の振幅/位相スペクト
ル!n, $nをE(t)=&!ncos(%nt + $n)として合成した。こ
こでnは、光源を0次としたときの光コムのピーク
の次数である。また、比較のため中心周波数から

±1THzの帯域フィルタを通した光コムの時間波 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
形を、帯域幅20GHzのオシロスコープと測定レン
ジ50psの自己相関器で観測した。 
3. 結果  
測定した振幅/位相スペクトルを基に合成した時
間波形をFig.2に示す。分解能500fs、ダイナミッ
クレンジ100psの測定結果は、パルス幅2.07psの波
形となった。一方、理論計算[4]によって得た光
コムのパルス波形をFig.3に示す。パルス幅は
0.962psであり、測定結果の約2倍となった。これ
は、変調器を含む信号路が有す分散が影響したと

考えられる。 
次に、自己相関器で観測した波形をFig.4に、オ

シロスコープで観測した波形をFig.5 a)に示す。
また、計測結果のうち帯域幅20GHzを用いて合成
した波形をFig.5 b)に示す。Fig.4からパルス幅
2.06ps、Fig.5から周期50ps, パルス幅27psが得ら
れ、提案手法と同様の値が確認された。 
以上より、提案手法による光コムの波形観測が

出来たと共に、提案手法は各計測器がもつ帯域と

高い時間分解能の性質を備えていることの実証

が出来た。 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
謝辞：本研究は総務省「戦略的情報通信研究開発

推進制度(SCOPE)」、科学技術研究費補助金若手

研究(A)(23686014)、財団法人大川情報通信基金、

財団法人光科学技術研究振興財団、財団法人テレ

コム先端技術研究支援センターの支援により実

施したものです。

参考文献
[1] 山崎俊明,他, 第 56回春季応用物理学会, 1p-K-8, 2009. 
[2] 山崎俊明,他, 第 57回春季応用物理学会, 20a-J-8, 2010. 
[3] 葛綿 充,他, 第 71 回秋季応用物理学会, 14a-NK-3, 

2010. 

Fig. 5 Waveform measured by 
the autocorrelator 

Fig. 4 Waveform measured by 
the oscilloscope 

 

[4] T.Saitoh, et al., J.lightwave.Tec., VOL.16, No.5, MAY 
1998. 

 Fig.1 Experimental setup 

Fig.2 Experimental result of waveform Fig.3 Calculation result of waveform 

 
  

P15



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 

 67 

 
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 

*長岡技術科学大学 電気系 
永冨 瑛智，里本 宗一，田原 将巳，加藤 孝弘，安井 寛治* 

E-mail: kyasui@vos.nagaokaut.ac.jp 
【はじめに】 
酸化亜鉛(ZnO)は、太陽電池やフラットパネルディスプレーなどに用いられる透明導電膜や短波長光デバイス

等への応用が期待され盛んに研究されている。高品位結晶膜の作製には、分子線エピタキシー(MBE)法 1)やパル

スレーザ堆積(PLD)法 2)等が用いられている。しかしながら産業応用を目指した場合、大面積でかつ高速度堆積

が可能な CVD法による成長が望まれる。我々は、Ptナノ粒子表面での触媒反応により生成した高エネルギーH2O

と有機金属ガスを気相中で反応させる CVD法により、これまでにサファイア基板上に Hall移動度 160cm2/Vs以

上という良好な電気伝導特性を有する ZnO 薄膜の堆積に成功している 3)。今回、ガラス基板上に ZnO 薄膜の堆

積を行い、その光学特性等を評価した。 

【実験系】   
 本研究で用いた CVD 装置の概略図を Fig1.に示す。ベー
スプレッシャーは 5×10-4Pa とした。ジメチル亜鉛を Zn原
料とし、Pt 触媒を用いて高純度水素、高純度酸素から生成
した高エネルギーH2Oを O原料として用いた。ZnO膜はガ
ラス基板(Corning glass Eagle XG)上に基板温度 300-600oCで
直接成長した。堆積時間は 5-30min とした。ガラス基板は
CVD装置に搬入する前に有機洗浄を行った。PLスペクトル
はHe-Cdレーザー(325.0nm, 10mW)を用いて励起し室温及び
17.8Kで測定した。 

【結果と考察】 
 評価した ZnO膜の膜厚は触針式表面粗さ計で測定し、15
分堆積で0.44-0.53 m、30分堆積で0.70-0.95 mである。Fig.2
に 15分堆積膜の 17.8Kにおける PLスペクトルを示す。い
ずれの基板温度でも、3.36eV付近に強いバンド端発光を観
測した。これは中性ドナー束縛励起子 D0

xに由来するピー

クと考えられる。また、600oCの堆積膜において、3.3687eV
に自由励起子 FXA(n=1)に由来すると考えられる発光ピー
クが観測され、400-500oC の堆積膜でも D0

xの高エネルギ

ー側に弱く観測された。300oC 堆積膜で観測された D0
xピ

ークの FWHMは 8.20meVで、これまでにMOCVD法によ
りサファイア基板上に 800oCで堆積された膜で報告されて
いる値(10meV)4) に比べて小さな値であった。 
【参考文献】!
1) P. Fons, K. Iwata, S. Niki, A. Yamada, et al.,  J. Cryst. 

Growth, 201-202, 627 (1999). 
2) A. Ohtomo and A. Tsukazaki: Semicond. Sci. Technol., 20, S1 

(2005). 
3) 田原他：第 71回応用物理学会学術講演会, 17a- ZJ-1. 
4) K. Ogata, T. Kawanishi, K. Maejima, et al.,  J. Cryst. Growth, 237-239, 553 (2002).  

Fig.2 PL spectra of ZnO films measured at 17.8K 

Fig.1 Schematic diagram of CVD apparatus 
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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  
長岡技術科学大学 電気系 

三木康稔，天野祐介，高橋拓也，佐々木徹，菊池崇志，原田信弘 
電子メール：miki@stn.nagaokaut.ac.jp 

 
1. はじめに 

Warm Dense Matter (WDM)と呼ばれる高密度(0.01!s~!s:!sは固体密度)で比較的低温(~105K)

領域の物性はよく知られていない．そのため導電率および状態方程式等の定式化が困難で

ある．これらを明らかにするため，WDM 領域の導電率の温度-密度依存性の正確な測定が

求められている．(1,2) 本研究の目的は，発泡金属へのパルスパワー放電定積加熱により

WDMを生成し，導電率の温度-密度依存性を評価することである． 

 

2. 実験方法・結果 

サファイアキャピラリー内の発泡金属へのパルスパワー放

電定積加熱により発泡金属の WDM を生成する．放電時の電

圧・電流波形を測定し，導電率を算出する．(3) WDMの発光

スペクトルの時間変化をストリークカメラにマウントされた

分光器を用いて観測する． 

発泡銅を用いた実験より，密度 0.032!sでの導電率を~105S/m

と導出した．(3) 図１に，熱伝導数値解析より求めた温度分

布の時間変化を示す．計算結果より，放電後 9.58µsにおける

発泡銅の温度は 9000Kとなった．図２に観測した放電時の

WDM の発光スペクトルの時間変化を示す．スペクトルを

プランク分布と比較し，放電後 9.58µs での温度を 3300K

と見積もった． 

 

3. まとめ 

発泡金属へのパルスパワー放電定積加熱より銅の WDM を生成し，その電圧・電流波形

と発光スペクトルの時間変化を観測した．密度が 0.032!sの銅において導電率~105S/m を得

た．数値シミュレーション結果と発光スペクトルから温度を算出し，それぞれ 9000K，3300K

となった．数値解析と実験結果の比較から，観測された温度はサファイア近辺の低温層の

銅からの発光が表れていると考えられる． 

 

4. 文献 
1) T. Sasaki, et.al. , Phys. Plasmas, 17, 084501 (2010). 
2) 米田仁紀，プラズマ・核融合学会，Vol.81.suppl，pp.172-180 (2005). 
3) 天野祐介，他, 電気学会・プラズマ研究会，PST-11-031 (2011). 
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図２．観測された発光スペクトル

図１．温度分布の計算結果
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Fig1. TL curves of SrGa2S4:Ce4%,Eu4% 
sintered in H2S atmosphere. The inset shows 
TL curves of sample sintered in vacuum. 

Eu添加 SrGa2S4蛍光体の熱ルミネッセンス  

長岡技術科学大学 電気系 
谷口 浩太，西片 雄一郎，加藤 有行 
電子メール：taniguchi@stn.nagaokaut.ac.jp 

 
1. はじめに

Eu 添加チオガレート蛍光体に他の希土類元素を共添加すると Eu の残光が観測されるこ

とがある。Ce を共添加した CaGa2S4:Eu では，Ce 濃度によって 2 種類の残光プロセスが観

測されている[1]。しかし残光に関与するトラップ準位や残光のメカニズムについて未知の

部分が多い。本研究では，Ceなどの希土類元素を共添加した緑色蛍光体 SrGa2S4:Euを作製

し，熱ルミネッセンス(熱刺激による発光，以下 TL)を評価することで，残光のメカニズム

を解明し，残光の長寿命化，高輝度化を目指す。 
 
2. 実験方法

試料は固相反応法で作製した。原料の SrS，Ga2S3，EuS，Ce2S3粉末を混合し，硫化水素

雰囲気で 1000℃，12時間の焼成を行い，SrGa2S4:Eu,Ce多結晶を得た。比較のため真空中で

焼成したものも作製・評価した。 

得られた試料はクライオスタットに取り付け，20Kに冷やした状態で，He-Cdレーザーの

441.6nm線(30 mW)を 10分間照射した。その後 280Kまで一定のレートで加熱し TL測定を

行った。検出器には回折格子型分光器，光電子増倍管及びフォトンカウンターを用いた。 
 
3. 実験結果

Fig.1に SrGa2S4:Ce4%,Eu4%の TL曲線を示す。加熱レートは 4~10 K/minであり，いずれ

のレートにおいても 110 K付近にピークを持つ TL曲線が得られた。また真空中で焼成した

ものでは，挿入図に示すように極わずかながら 250 K付近にピークを持つ TL曲線が得られ

た。この結果より真空中での焼成により生じた S 空孔が残光プロセスの違いに関与してい

ると予想されるがさらなる研究が必要である。 

 

4. 今後の予定

過渡的熱ルミネッセンス(TTL)など他の評

価と合わせて，残光のメカニズムの解明に取

り組む予定である。また TL データの S/N 向

上も目指す。 
 

参考文献

[1] H. Najafov et.al. Jpn. J. Appl. Phys. 41(2002) 

pp.2058-2065. 
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!

!
図 " 負荷相の抵抗の電圧波形!

!

V結線方式電力変換器を用いたノイズ低減技術の研究 

長岡技術科学大学 電気系 
吉富大祐，伊東淳一，野下裕市 

電子メール：ohsama_penguin@stn.nagaokaut.ac.jp 
 
１．はじめに 
近年，UPS は小型で高効率であることが

求められている。UPS の小型・高効率化を
実現するにあたり，UPS からトランスを無
くす，トランスレス UPSの開発が進められ
ている。しかし，UPS のトランスレス化に
は，EMCノイズの観点から負荷接地電位変
動を抑制する制御が求められる。 
本研究では，任意のスイッチングパター

ンが取れる空間ベクトル変調により，負荷

接地電位変動を抑制する最適なスイッチン

グパターンを検討する。 
 
２．回路構成と制御法 
図 1に V 結線電力変換器の回路構成を示

す。これは，入出力で接地相を共通にする

ことにより，UPS のトランスレス化を実現
する。しかし，この手法では，接地相に寄

生的に存在するインピータンスによって，

負荷の接地電位に変動が生じる。 
変動を抑制する方法として，PWMパルス

を生成する際に複数の論理回路によって指

令値を変形し，変形した指令値を用いた三

角波キャリア比較変調が提案され，その有

用性が示されている
（1）。 

対して本研究では，空間ベクトル変調を

用いる。空間ベクトル変調は自由にスイッ

チングパターンをとることができる。以上

から，キャリア比較変調と比較して，更な

る負荷接地電位変動の抑制が期待される。 
 
２．シミュレーション結果 
一般的なスイッチングパターン（以下，

パターン A）と，負荷接地相への電流変動
を抑制するスイッチングパターン（以下，

パターン B）をインバータ制御に適用する。
そして接地相の寄生インピータンスとして，

インバータ側の接地相に抵抗を模擬する。 

図 2 に，インバータを 2 つのスイッチン
グパターンで動作させた時の接地相の抵抗

に印加される電圧波形を示す。図 2 のよう
に電流変動を抑制する制御により，負荷接

地電位変動が抑制されている。今後は，LISN
（疑似電源回路網）を用いて，スイッチン

グパターンと EMC ノイズに関する定量的
解析を進める。 
 
参考文献 
（１）佐藤明，他：「V結線方式と３レベル V

結線方式電力変換器における三角波キ

ャリア比較方式の検討」，半導体電力変

換研究会資料，SPC-10-093，2010 

 

図 1 V結線電力変換器 

#$%パターン &!

#'%パターン (!
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Sr2Ca2Cu3O8+δ超伝導体と派生相の再現性確認

長岡技術科学大学 極限エネルギー密度工学研究センター 
青葉知弥，鈴木常生，中山忠親，末松久幸，新原皓一 

電子メール：e08309884@etigo.nagaokaut.ac.jp 
 

1. はじめに 

Sr-Ca-Cu-O系において電荷供給層が存在しない銅酸化物超伝導体である 02(n-1)n相は

n=1-4 までの合成が確認されており、ホモロガスシリーズを形成していることが知られ

ている。[1-3,5] その中でも、CuO2面を 2枚持つ 0(Sr)2(Ca)23相は大気中に晒すことで、電荷

供給層部分に水分子、軽分子あるいはイオンをとり込み派生相を形成することが知られ

ており大変興味深い。[4] この物質合成の再現性確認は行われておらず、本報告ではこの

物質合成の追試及びその評価を行った結果を報告する。 

2. 実験方法 

キュービックアンビルタイプの高圧合成法により、高圧高温環境下で 0(Sr)2(Ca)23相超

伝導体を作製する。合成した試料を常温大気中に 13日晒すことで派生相を形成させた。

SQUIDを用いて磁化温度依存性測定、TEMと XRDにより相同定を行った。 

3. 実験結果 

Fig.1に XRD結果を示す。XRDの結果より 0(Sr)2(Ca)23相及びその派生相の相同定がで

きた。また、SQUIDの結果から山内らの報告と同様な超伝導転移がみることができた。 

4. 結論 

0(Sr)2(Ca)23相及びその派生相合成の再現性が確認できた。 

  

 

 

 

 
[1] S. Adachi et al., Physica C, 212, 164-168 (1993). 

[2] T. Kawashima et al., Physica C, 267, 106-112 (1996). 

[3] H. Yamauchi et al., Physica C, 338, 38-45 (2000). 

[4] H. Yamauchi et al., Physica C, 338, 46-51 (2000). 

[5] M. Ushiki et al., Physica C, 378-381, 167-172 (2002). 

 
 

    Fig.1 XRD図形 
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ナノ秒パルス電源を用いた有機金属錯体の分解  

長岡技術科学大学 電気電子情報工学専攻 
*長岡技術科学大学 電気系 
遠藤 慎、中山 忠親* 

電子メール：s_endo@etigo.nagaokaut.ac.jp 
 

1. 背景 

非平衡プラズマは，電子温度が他の粒子に比べて高いプラズマである．このプラズマは，

真空下での放電によって容易に得られるが，大気圧下においてもナノ秒オーダーの高電圧

短パルスによって得ることができる．大気圧非平衡プラズマでは，周囲の温度上昇を抑制

しつつも試料に高いエネルギーを印加できる．したがって，ナノ秒パルス電源による大気

圧非平衡プラズマを用いることによって，常温大気圧下で材料合成が行えるため装置の受

ける制約を少なくでき，効率の良い材料合成が可能となる．本研究室では，これまでに半

導体オープニングスイッチ（SOS）を用いた高電圧大電流のナノ秒パルス電源の開発に成功

し，約 50kV，パルス幅（FWHM）約 50nsのパルス発生を行うことが出来た．本研究では，

これを利用して有機金属錯体の分解を試み，生成物や粒子の形状変化の調査を行った． 

 

2. 実験方法 

同軸円筒型の電極を用いて，円筒内の外導体電極上に有機金属錯体粉末を設置した．これ

をナノ秒パルス電源に接続し，電源のパルス繰り返し周波数を 40 [Hz] にして放電した後，

電極上の粉末を回収した．回収した粉末を XRDによって相の同定を行い，また，SEMによ

り粒子形状の変化を観察した． 

 

3. 結果 

銀アセチルアセトネートを原料として，20～40 分間の放電を行うことによって銀アセチル

アセトネートが分解され，酢酸銀や硝酸銀が生成した．Fig.1に SEM観察の結果を示す．放

電前後で粒子形状に変化は認められず，形状を保持したまま新たな化合物合成が可能なこ

とが判明した． 

 

 

 1µm  1µm  1µm  1µm 

(a) Raw material (b) 20min (c) 30min (d) 40min 
Fig.1 SEM images of Ag(acac) with different duration of discharge 
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 船舶用ＭＨＤ減速装置の検討

長岡技術科学大学 電気電子情報工学専攻 
前田卓也 佐々木徹 菊池崇志 原田信弘 

１ .目的  

大型タンカーが衝突事故を発生させた場合、重油流出などの二次災害も含め甚大な被害

が発生する。そのため、国際海事機関は船舶の操縦性について一定の基準を保つように勧

告しているが、1) 大型船舶ではその質量の大きさから、スクリュープロペラによって後進を

行うと、初動に時間が必要となり、基準を満たすことが困難である。 

これらの課題を解決するため、初動が早く、推進効率が高い船舶駆動方式が求められて

いる。本研究では、電気的に進行方向が制御でき、初動の短縮が期待できる電磁流体力学

（ＭＨＤ）に基づく手法によって、船舶を減速する方法を検討する。 

 
２ .ＭＨＤ減速装置の原理  

提案する船舶用ＭＨＤ減速装置の概念図を図１

に示す。チャネルに流れる海水に対して、直交す

る電流と磁場の相互作用でローレンツ力を発生さ

せ、減速力を得る方法である。2) 

本手法の特長として、機械的に力を発生する機

構ではないため、水流の負荷で装置が破壊される

不安がなく、スクリューに比べ力の制御が容易、

電流の方向を変えることで推進方向を容易に変更

可能、電気エネルギーで推進力を生むため初動の 

推進力が得やすいこと、が挙げられる。そのため、衝突事故で問題となる船舶の制動距離

や制動時間の短縮が期待でき、特に減速時には大きなメリットがあると考えられる。 

 
３ .ＭＨＤ減速装置の解析  

ＭＨＤ減速装置を搭載した船舶が停止する際の計算モデルを構築し、始動時刻に対する

制動距離、消費電力などについて解析を行った。その結果、ＭＨＤ減速装置の始動時刻が

遅くなれば消費電力は減少し、制動距離が伸びる傾向にあるが、その傾向は非線形である

ため、最適値が存在すると考えられる。 

 
４ .まとめ  

ＭＨＤ減速装置によって船を減速し、短時間で停止させることを目的として、計算モデ

ルの構築、解析を行った。その結果、船体抵抗を最大限に利用し、適切なタイミングでＭ

ＨＤ減速装置を始動すると、エネルギー効率が良く船を停止できることがわかった。 

参考文献  

1） IMO MSC 76/23, Resolution MSC.137 (76),Standards for Ship Maneuverability, 

Report of the Maritime Safety Committee on Its Seventy-Sixth Session-Annex 6, 

(2002) 
2）北野稔、岩田章、佐治吉郎 超電導マグネットによる電磁推進の基礎理論.Ⅰ 神戸商船

大学紀要 第26号 (1978) 

図１：ＭＨＤ減速装置の概念図  
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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  

長岡技術科学大学 電気電子情報工学専攻 
吉岡 崇，大石 潔 

電子メール：marui29@nagaokaut.ac.jp 
 

1. はじめに 

産業用ロボットには，製品の生産性や品質を向上させるため，高速かつ高精度な動作が

求められている。しかし，産業用ロボットの減速機として用いられる波動歯車減速機は弾

性要素を有していることから，高速動作では機械振動が発生する。また，産業用ロボット

は姿勢によって見かけの慣性が変動するため，慣性変動に対してロバストな制御が必要に

なる。これらの問題に対しては，推定負荷情報を用いたロバストフィードバック制御系が

提案されており成果を挙げている。しかし，この手法では産業用ロボットは慣性や重力に

起因する非線形動力学トルクを補償することができず，多軸動作では制御性能が低下して

しまう。そこで，本稿では動力学フィードフォワード補償(DFFC）を併用することにより多

軸動作においても高い制御性能を発揮できる手法を提案する。 

 

2. 提案法 

提案法では，推定負荷情報に基づくフィードバック制御系にて振動抑制及びロバスト安

定化を図り，DFFCにより非線形動力学トルクを補償し各軸のノミナル化を図る。DFFCに

必要な動力学トルクについては，逆動力学計算を用いて負荷情報から補償トルクを計算す

る。負荷位置応答シミュレーションの結果，提案法を適用することにより，オーバーシュ

ートが 54[%]減少することが確認された。 

 

3. まとめ 

本稿では，推定負荷情報を用いたフィードバック制御系にDFFCを併用することにより，

多軸動作における制御性能を向上させる手法を提案した。提案法は，産業用ロボットの高

速・高精度なモーション制御に高い有効性を発揮する。 

  
図 1 二慣性系 図 2 シミュレーション結果 

 
  

P23



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 

 75 

 

u
v

w

L load R load

inv

inir

s

Sru

Ssu

Srv

Ssv

Srw

Ssw

fL

fC

!

u

v

w

R load
L load

Sup

Sun

Svp

Svn

Swp

Swn

n

p

Srp Ssp

r

s

Srn Ssn

fL
fC

ini

inv

Output voltageInput voltage

L load =3mH
R load =19.0

100V,20kHz 40V,50Hz

Lf =139 H
Cf =22nF

Input filter

 
Fig. 1. Single-phase to three-phase MC.            Fig. 2. Indirect single-phase to three-phase MC. 

高周波単相-三相マトリックスコンバータに関する研究 

長岡技術科学大学 電気系 
中田祐樹，伊東淳一 

電子メール：nakata@stn.nagaokaut.ac.jp 
 
1. はじめに 
近年，磁気共鳴や磁気結合方式を用いた非接触給電技術が盛んに研究されている。ここ

で，商用系統に連系するシステムを想定すると，高周波を入力とし，商用周波数の低周波

を出力とする交流-交流電力変換器が必要となる。交流-交流電力変換器として，マトリック
スコンバータ(以下，MC)は小型化，高効率化の観点から有力である。非接触給電システム
では出力周波数に対して，入力周波数が十分高いことに着目し，パルス密度変調(PDM)制御
を適用した高周波電源用単相-三相MCを提案した。提案回路はゼロ電圧スイッチング(ZVS)
によりスイッチング損失をほぼゼロにできる。 
著者らはこれまで，シミュレーションと実機実験により提案回路の動作検証を行った。 

2. 回路構成 
図 1に提案する単相-三相MCの回路構成を示す。この回路は 6つの双方向スイッチで構

成され，簡単な構成で交流連系を実現できる。また，この回路は直流リンクに電解コンデ

ンサを持たないため，小型，軽量，長寿命が期待できる。さらに従来の整流器-インバータ
システムと比較して電力変換回数が 1回となるため，損失を低減できる。 
図 2にインダイレクト形単相-三相 MCの回路構成を示す。この回路はダイオード整流器

と三相インバータの 2つの変換器で構成されている。単相-三相 MCと比較して導通損失は
増加するが，6つの単方向スイッチのみで制御できるため，低コスト化を図ることができる。
また，従来の整流器-インバータシステムと比較してスイッチング損失を低減できる。 
3. PDM制御法 
本研究では，PDM 制御を単相-三相 MC に適用する。PDM 制御は一定幅のパルスを出力

の最小単位として，その密度および正負で波形を形成する。非接触給電の場合，単相-三相
MCの入力電圧は高周波なので，この半周期を PDM制御の 1パルスとする。また，入力波
形は正弦波であり，半周期毎に現れるゼロクロス点でスイッチングを行うことで ZVSを実
現する。ZVSによりスイッチング損失をほぼゼロにでき，損失を大幅に低減できる。 
4. まとめ 
入力を高周波，出力を低周波とする単相-三相MCにおいて，インバータで ZVSが可能な

入力の半周期を 1パルスとする PDM制御を適用し，その有用性を確認した。さらに，イン
ダイレクト形単相-三相MCを用い，入力電圧を 20kHzとして実機検証を行った。結果より，
出力には正弦波電圧を得られており，入力電圧のゼロクロス付近でスイッチングしている

ことを確認した。高調波解析では，出力電圧 THD 5.39%，入力電流 THD 84.6%となった。
また，試作機の電力変換効率 91.5%を確認した。 
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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

長岡技術科学大学 電気電子情報工学専攻 
*長岡技術科学大学 電気系 
金子和秀，大石潔* 

電子メール：kazehide@stn.nagaokaut.ac.jp 
 
1. 研究背景と目的 

現在の医療機器用 X線 CT装置は，回転部分への電力供給に接触給電が採用されている。

しかし，接触給電ではブラシを有するため定期的な保守・交換作業を必要とする。そこで，

本研究は非接触給電方式の X 線 CT 装置の開発として，非接触給電に伴う通信遅延を考慮

した X線 CT装置の制御法の確立を目指している。 

2. 研究内容 

非接触給電方式の X 線 CT 装置は図 1 に示す構成となり，制御データのフィードバック

値に通信遅延が発生する。非接触化に伴う通信遅延は入出力の AD/DA変換や誤り検出等に

よるもので 1[ms]程度と考えられており，この通信遅延は制御系を不安定にさせる。 

以上の問題点に対して，スミス法を用いた制御法を提案している。また，X線 CT装置は

非線形負荷であるダイオードブリッジを有するが，アナログ回路により制御対象モデルを

構成することでこの問題を解決する。 

図 2 に実験結果を示す。提案法を適用することで，通信遅延による制御系の不安定さを

抑制し，安定なインバータ制御系を実現する制御法を確立できた。 

3. まとめ 

本研究では，無駄時間と非線形負荷を有するインバータ制御系に対して，スミス法を用

いた制御法を提案し，制御対象モデルをアナログ回路で構成することで非線形負荷を表現

した。シミュレーションおよび実験より，提案法の有効性を確認した。ポスターでは提案

した制御法を詳しく説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 非接触給電方式の X線 CT装置  図 2 実験結果 
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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  

長岡技術科学大学 電気電子情報工学専攻 
*長岡技術科学大学 電気系 
宮本 直樹、大石 潔* 

電子メール：miyanao@stn.nagaokaut.ac.jp 
 

1. 研究背景と目的 

半導体製造装置や糸巻き機などの産業用装置には永久磁石を用いた交流モータが使われ

ている。これらのモータには非常に高精度な制御が求められており，トルクリプル低減も

そのひとつである。本研究では，モータ制御に欠かせない電流センサに着目し，電流セン

サのオフセットに加えて，ゲイン変動も正確に補償することでトルクリプルの低減を目指

している。 

2. 研究内容 

まず，電流シミュレータという技術を用いて，モータにどのような電流が流れているの

かを推定する。推定した電流と制御に用いている電流センサの電流（検出電流）から演算

を行うことで，電流センサのオフセットを同定する。図 1 はモータを速度制御するための

システム構成を示している。図 2 に示す実験結果からわかるように，オフセットを補償す

ることで電流リプルが低減され，トルクリプルを低減することができる。 

3. まとめ 

本研究では，産業用途における永久磁石を用いた交流モータに対し，トルクリプルの低

減を狙って高性能なモータ制御法を提案している。現在はゲイン変動に対して検討を行っ

ているところである。ポスターでは電流シミュレータについて説明を行う。 

 
 

図１ システム構成 図２ 推定電流波形と検出電流波形 
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図 1 CD実験装置 図 2 提案する制御系の実験結果 

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  

長岡技術科学大学 電気電子情報工学専攻 
*長岡技術科学大学  電気系 
尾形頭國、大石潔* 

電子メール：tokoku21@stn.nagaokaut.ac.jp 
 

1. はじめに 

CDで1.6umだったトラックピッチは，Blu-ray discで0.32umまで小さくなった。次世代光デ

ィスク装置のトラッキング制御においては、光ヘッドのトラッキング精度向上が必須であ

る。このために、完全追従制御器(PTC)を用いたフィードフォワード制御系を提案してきた。

これまでに提案したシステムでは、3次以上の高次制御対象にて、システムが不安定となる

ことから、完全追従フィードフォワード制御系の安定性に問題があった。

そこで、オブザーバを用いることで，高次制御対象においても安定動作する完全追従フ

ィードフォワード制御系を提案する。

2. 提案する制御系 

提案する制御系では，PTCに必要な状態指令値計算の際に，デットビート極を指定したオ

ブザーバを用いる。これにより，高次制御対象が持つ不安定零点に影響されることなく，

状態指令値をオンライン計算することができる。図1のCD装置にて実験を行った。図2に結

果を示す。従来の制御系にて =!3 ±13.33nmだったトラッキングエラー値が，図2に示すよ

うに， =!3 ±11.58nmに減少した。 

3. まとめ 

不安定零点を持つ高次制御対象にも適応可能な，オブザーバを用いた完全追従制御系を

提案した。この制御系は，従来の制御系よりもトラッキングエラー抑圧性能が高く，有効

な制御系であることが確認できた。 
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電車用 IPMモータの駆動制御に関する研究  

長岡技術科学大学 電気電子情報工学専攻 
*長岡技術科学大学 電気系 
花田敏洋、大石潔* 

電子メール：s105023@stn.nagaokaut.ac.jp 
 

1. 研究背景と目的 

埋込型永久磁石同期(IPM)モータは，小型，高効率といった特長を有しており，電気自動

車に適用されている。本研究では，IPM モータを広範囲に安定かつ高速に制御可能な手法

の確立を目指している。IPM モータを電車に適用することが出来れば，現在よりも更に省

エネに貢献できる。 

2. 研究内容 

電車や電気自動車は，インバータの出力可能な最大電圧(飽和状態)で駆動される。電圧飽

和状態においても電流制御を実現するために，一般的には制御系を切り替えている。しか

し，制御系の切り替え時に応答が振動的になる場合がある。 

以上の問題に対して，インバータ電圧が未飽和の状態から飽和状態まで，一つの制御系

で電流制御可能な，たすき掛け電流制御を提案している。 

図 1 に，電車の 1 動輪モデルを模擬可能な電車シミュレータを示す。電車シミュレータ

で，空転再粘着制御及びたすき掛け電流制御を構成した。図 2 に実験結果を示す。たすき

掛け電流制御を適用することで，インバータ電圧飽和時においても，トルクが減少するこ

となく空転再粘着制御が実現できている。 

3. まとめ 

本研究では，これまでに提案してきた空転再粘着制御に加えて，たすき掛け電流制御を

構成した。これにより，インバータ電圧が飽和した状態でも，電流制御を実現し，トルク

の急激な減少を抑制できることを実験により確認した。 

今後は，より高速かつ安定に電流制御可能な制御系の実現を目指す。 

 

図 1 実験装置(電車シミュレータ)            図 2 空転再粘着制御の実験結果 

モータ(動 源)サーボモータ
( 輪+レール)
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平成 23年度 電気系 高専窓口教員 一覧 
高 専 窓口教員 E-mail 

函館工業高専 
 

中山 忠親 nky15@vos.nagaokaut.ac.jp 
菊池 崇志 tkikuchi@nagaokaut.ac.jp 

苫小牧工業高専 
 

中山 忠親 nky15@vos.nagaokaut.ac.jp 
菊池 崇志 tkikuchi@nagaokaut.ac.jp 

釧路工業高専 
 

和田 安弘 ywada@vos.nagaokaut.ac.jp 
菊池 崇志 tkikuchi@nagaokaut.ac.jp 

旭川工業高専 
 

菊池 崇志 tkikuchi@nagaokaut.ac.jp 
安井 寛治 kyasui@vos.nagaokaut.ac.jp 

八戸工業高専 木村 宗弘 nutkim@vos.nagaokaut.ac.jp 
一関工業高専 山崎 克之 yamazaki@vos.nagaokaut.ac.jp 
仙台高専(名取) 

 
大石 潔 ohishi@vos.nagaokaut.ac.jp 
中川 匡弘 masanaka@vos.nagaokaut.ac.jp 

仙台高専(広瀬) 
 

大石 潔 ohishi@vos.nagaokaut.ac.jp 
中川 匡弘 masanaka@vos.nagaokaut.ac.jp 

秋田工業高専 
 
 

大石 潔 ohishi@vos.nagaokaut.ac.jp 
安井 寛治 kyasui@vos.nagaokaut.ac.jp 
伊東 淳一 itoh@vos.nagaokaut.ac.jp 

鶴岡工業高専 武井 由智 takei@vos.nagaokaut.ac.jp 
福島工業高専 末松 久幸 suematsu@vos.nagaokaut.ac.jp 
茨城工業高専 

 
木村 宗弘 nutkim@vos.nagaokaut.ac.jp 
加藤 有行 arikato@vos.nagaokaut.ac.jp 

小山工業高専 
 

和田 安弘 ywada@vos.nagaokaut.ac.jp 
安井 寛治 kyasui@vos.nagaokaut.ac.jp 

群馬工業高専 
 

内富 直隆 uchitomi@vos.nagaokaut.ac.jp 
安井 寛治 kyasui@vos.nagaokaut.ac.jp 

木更津工業高専 
 

中川 匡弘 masanaka@vos.nagaokaut.ac.jp 
安井 寛治 kyasui@vos.nagaokaut.ac.jp 

東京工業高専 木村 宗弘 nutkim@vos.nagaokaut.ac.jp 
長岡工業高専 

 
 
 

大石 潔 ohishi@vos.nagaokaut.ac.jp 
吉川 敏則 tyoshi@vos.nagaokaut.ac.jp 
末松 久幸 suematsu@vos.nagaokaut.ac.jp 
齋藤 和夫 saito@vos.nagaokaut.ac.jp 

富山高専 
 

上林 利生 toshikam@vos.nagaokaut.ac.jp 
大石 潔 ohishi@vos.nagaokaut.ac.jp 

石川工業高専 
 

大石 潔 ohishi@vos.nagaokaut.ac.jp 
吉川 敏則 tyoshi@vos.nagaokaut.ac.jp 

福井工業高専 岡元 智一郎 okamoto@vos.nagaokaut.ac.jp 
長野工業高専 吉川 敏則 tyoshi@vos.nagaokaut.ac.jp 
岐阜工業高専 中山 忠親 nky15@vos.nagaokaut.ac.jp 
沼津工業高専 

 
打木 久雄 uchiki@vos.nagaokaut.ac.jp 
近藤 正示 kondo@vos.nagaokaut.ac.jp 

豊田工業高専 
 

近藤 正示 kondo@vos.nagaokaut.ac.jp 
塩田 達俊 tshioda@vos.nagaokaut.ac.jp 

鳥羽商船高専 塩田 達俊 tshioda@vos.nagaokaut.ac.jp 
鈴鹿工業高専 吉川 敏則 tyoshi@vos.nagaokaut.ac.jp 
舞鶴工業高専 上林 利生 toshikam@vos.nagaokaut.ac.jp 
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高 専 窓口教員 E-mail 
奈良工業高専 

 
 

中川 匡弘 masanaka@vos.nagaokaut.ac.jp 
中山 忠親 nky15@vos.nagaokaut.ac.jp 

和歌山工業高専 中川 匡弘 masanaka@vos.nagaokaut.ac.jp 
米子工業高専 大石 潔 ohishi@vos.nagaokaut.ac.jp 
松江工業高専 湯川 高志 yukawa@vos.nagaokaut.ac.jp 
津山工業高専 吉川 敏則 tyoshi@vos.nagaokaut.ac.jp 
広島商船高専 原田 信弘 nob@vos.nagaokaut.ac.jp 
呉工業高専 原田 信弘 nob@vos.nagaokaut.ac.jp 
徳山工業高専 

 
高田 雅介 takata@vos.nagaokaut.ac.jp 
宮崎 敏昌 miyazaki@vos.nagaokaut.ac.jp 

宇部工業高専 木村 宗弘 nutkim@vos.nagaokaut.ac.jp 
大島商船高専 原田 信弘 nob@nagaokaut.ac.jp 
阿南工業高専 

 
 

高田 雅介 takata@vos.nagaokaut.ac.jp 
安井 寛治 kyasui@vos.nagaokaut.ac.jp 
宮崎 敏昌 miyazaki@vos.nagaokaut.ac.jp 

香川高専（高松） 河合 晃 kawai@vos.nagaokaut.ac.jp 
香川高専（詫間） 河合 晃 kawai@vos.nagaokaut.ac.jp 
新居浜工業高専 河合 晃 kawai@vos.nagaokaut.ac.jp 
弓削商船高専 吉川 敏則 tyoshi@vos.nagaokaut.ac.jp 
高知工業高専 武井 由智 takei@vos.nagaokaut.ac.jp 
久留米工業高専 岩橋 政宏 iwahashi@vos.nagaokaut.ac.jp 
有明工業高専 吉川 敏則 tyoshi@vos.nagaokaut.ac.jp 
北九州工業高専 岩橋 政宏 iwahashi@vos.nagaokaut.ac.jp 
佐世保工業高専 荻原 春生 ogiwara@vos.nagaokaut.ac.jp 

山本 和英 ykaz@vos.nagaokaut.ac.jp 
熊本高専（熊本） 

 
岩橋 政宏 iwahashi@vos.nagaokaut.ac.jp 
安井 寛治 kyasui@vos.nagaokaut.ac.jp 

熊本高専（八代） 
 

荻原 春生 ogiwara@vos.nagaokaut.ac.jp 
原田 信弘 nob@nagaokaut.ac.jp 

大分工業高専 安井 寛治 kyasui@vos.nagaokaut.ac.jp 
坪根 正 tsubone@vos.nagaokaut.ac.jp 

都城工業高専 岡元 智一郎 okamoto@vos.nagaokaut.ac.jp 
鹿児島工業高専 坪根 正 tsubone@vos.nagaokaut.ac.jp 
沖縄工業高専 

 
吉川 敏則 tyoshi@vos.nagaokaut.ac.jp 
湯川 高志 82ukawa@vos.nagaokaut.ac.jp 

産技高専（荒川） 
 
 

吉川 敏則 tyoshi@vos.nagaokaut.ac.jp 
中川 健治 nakagawa@vos.nagaokaut.ac.jp 
末松 久幸 suematsu@vos.nagaokaut.ac.jp 

産技高専（品川） 
 

吉川 敏則 tyoshi@vos.nagaokaut.ac.jp 
伊東 淳一 itoh@vos.nagaokaut.ac.jp 
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平成 23年度 電気系 教職員 一覧 
 
職 氏名 E-mail 

学長 新原 晧一 niihara@vos.nagaokaut.ac.jp 

副学長 高田 雅介 takata@vos.nagaokaut.ac.jp 

教授(系長) 大石 潔 ohishi@vos.nagaokaut.ac.jp 

教授(副系長) 和田 安弘 ywada@vos.nagaokaut.ac.jp 

教授 荻原 春生 ogiwara@vos.nagaokaut.ac.jp 

教授 吉川 敏則 tyoshi@vos.nagaokaut.ac.jp 

教授 上林 利生 toshikam@vos.nagaokaut.ac.jp 

教授 打木 久雄 uchiki@vos.nagaokaut.ac.jp 

教授 近藤 正示 kondo@vos.nagaokaut.ac.jp 

教授 安井 寛治 kyasui@vos.nagaokaut.ac.jp 

教授 原田 信弘 nob@nagaokaut.ac.jp 

教授 山崎 克之 yamazaki@vos.nagaokaut.ac.jp 

教授 中川 匡弘 masanaka@vos.nagaokaut.ac.jp 

教授 江 偉華 jiang@vos.nagaokaut.ac.jp 

教授 小野 浩司 onoh@vos.nagaokaut.ac.jp 

教授 末松 久幸 suematsu@vos.nagaokaut.ac.jp 

教授 内富 直隆 uchitomi@vos.nagaokaut.ac.jp 

准教授 中川 健治 nakagawa@vos.nagaokaut.ac.jp 

准教授 河合 晃 kawai@vos.nagaokaut.ac.jp 

准教授 湯川 高志 yukawa@vos.nagaokaut.ac.jp 

准教授 岩橋 政宏 iwahashi@vos.nagaokaut.ac.jp 

准教授 武井 由智 takei@vos.nagaokaut.ac.jp 

准教授 木村 宗弘 nutkim@vos.nagaokaut.ac.jp 

准教授 山本 和英 ykaz@vos.nagaokaut.ac.jp  

准教授 岡元 智一郎 okamoto@vos.nagaokaut.ac.jp 

准教授 加藤 有行 arikato@vos.nagaokaut.ac.jp 

准教授 中山 忠親 nky15@vos.nagaokaut.ac.jp 

准教授 宮崎 敏昌 miyazaki@vos.nagaokaut.ac.jp 

准教授 伊東 淳一 itoh@vos.nagaokaut.ac.jp 

准教授 坪根 正 tsubone@vos.nagaokaut.ac.jp 

准教授 塩田 達俊 tshioda@vos.nagaokaut.ac.jp 

准教授 圓道 知博 yendo@vos.nagaokaut.ac.jp 
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職 氏名 E-mail 

准教授 菊池 崇志 tkikuchi@vos.nagaokaut.ac.jp 

助教 齋藤 和夫 saito@vos.nagaokaut.ac.jp 

助教 谷内田 昌寿 yachida@ipc.nagaokaut.ac.jp 

助教 白清 学 hakusei@vos.nagaokaut.ac.jp 

助教 鈴木 常生 suzuki@vos.nagaokaut.ac.jp 

助教 和田森 直 wadamori@denki.nagaokaut.ac.jp 

助教 田中 久仁彦 tanaka@vos.nagaokaut.ac.jp 

助教 黒木 雄一郎 kuroki@vos.nagaokaut.ac.jp 

助教 松崎 周一 shmatsu@vos.nagaokaut.ac.jp 

助教 芳賀 仁 hagah@vos.nagaokaut.ac.jp 

助教 杉田 泰則 sugita@vos.nagaokaut.ac.jp 

助教 加藤 孝弘 kato@vos.nagaokaut.ac.jp 

助教 山本 寛 hiroyama@nagaokaut.ac.jp 

助教 佐々木 徹 sasakit@vos.nagaokaut.ac.jp 

助教 佐沢 政樹 sazawa@vos.nagaokaut.ac.jp 

技術職員 高野 三郎 tsabu@konomi.nagaokaut.ac.jp 

技術職員 神保 良夫 micro@konomi.nagaokaut.ac.jp 

技術専門職員 穂刈 治英 hokari@konomi.nagaokaut.ac.jp 

技術専門職員 遠藤 正義 mendo@konomi.nagaokaut.ac.jp 

技術専門職員 菅田 敏則 sgt@konomi.nagaokaut.ac.jp 

技術専門職員 豊田 英之 h-toyota@konomi.nagaokaut.ac.jp 

技術専門職員 志田 暁雄 shida@konomi.nagaokaut.ac.jp 
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平成23年度 高専-長岡技科大連携教育研究助成と電気系
教職員の共同研究課題 

 
長岡技術科学大学では、国立大学法人化後の平成１７年度より、全国の高等専門学校の教員

と本学の教員による共同研究を制度化して実施してきました。これは、高専と本学の教育研究

の連携をより一層深めるとともに、科学研究費補助金、JST・NEDO 等における公募事業への
共同申請のための準備的研究への支援を目的としています。本プログラムへの応募につきまし

ては、①高専教員による応募②本学教員による応募の２つの応募方法により実施しております．  
詳しくは下記ホームページをご参照ください． 
 

http://www.nagaokaut.ac.jp/j/kosen/teachers/01.html 
 

平成 23年度 高専-長岡技科大連携教育研究助成採択課題一覧(電気系教職員分のみ) 
 

共同研究高専名 職名 本学担当教員 連携教育研究課題名 
函館高専 准教授 中山 忠親 多機能無機ナノチューブを複合した色素増感太陽電池に利用する生

体由来色素の特性評価 
釧路高専 准教授 菊池 崇志 誘電体薄膜を持つ砂利の積層構造における電磁波の吸収・散乱特性

解析 
仙台高専 
(広瀬キャンパス) 

准教授 湯川 高志 ユビキタス環境におけるプライバシーを考慮した個人・組織情報の

表現と利用に関する研究 
秋田高専 教授 大石 潔 負荷共振周波数追従制御に基づく単相高周波インバータの一構成法 

鶴岡高専 助教 田中久仁彦 非真空プロセスによる p型透明導電膜 CuAlO2薄膜の作製とその太

陽電池への応用 
木更津高専 教授 中川 匡弘 数学教材中の図がもたらす教育効果の認知科学的検証 

長岡高専 助教 田中久仁彦 レアメタルフリー光吸収材料を用いた新型薄膜太陽電池の作製と評

価 
長岡高専 教授 末松 久幸 液中パルス細線放電法における化学的現象解明によるナノ材料合成

技術の創出 
富山高専 准教授 中山 忠親 有機太陽電池の変換効率向上のためのナノインプリント条件の検討 

福井高専 准教授 中山 忠親 カーボンナノチューブ分散ゴムを用いた脳波電極の開発 

米子高専 教授 大石 潔 空転滑走再粘着制御に基づくレアアースに依存しない高性能電気自

動車の開発 
徳山高専 准教授 菊池 崇志 マイクロバブル技術を核とした高専・長岡技術科学大学連携と震災

復興支援 
大島商船高専 助教 佐々木 徹 大気圧プラズマをモデルとしたプラズマ診断技術教材の作成 

阿南高専 教授 小野 浩司 偏光変換回折格子を用いた微小光センシング素子の開発 

香川高専 教授 打木 久雄 新型光音響セルを用いた新しい光物性評価技術の開発と発光素子材

料への適用 
香川高専 准教授 湯川 高志 高等教育機関連携によるオープンソースソフトウェア教育の実践 

都城高専 准教授 岡元智一郎 メカノケミカル法による CuInS2結晶の合成 

大阪府立高専 教授 内富 直隆 大気中の Agドーピング焼成によるｐ型酸化亜鉛の作製 
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平成 23年度 電気系 オープンハウステーマ一覧 
 
長岡技術科学大学では，全国の高等専門学校の学生に対し，本学の施設・設備及び教育研究

分野の諸情報の提供を行い，高等専門学校学生の大学での体験学習(インターンシップ)の一助と
することを目的として本事業を実施しております． 
[対象者]  高等専門学校本科 4年生(専攻科 1年生については別途相談に応じます) 
[応募時期]  毎年度 5月頃 
[単位認定]  オープンハウス修了者には修了証書を授与．また，高等専門学校で

単位認定の際，所定の様式が必要な場合には申込書と一緒に送付願います． 
[所要経費] 受講料は無料です．本学への来学に必要な交通費，オープンハウス期間中

の滞在費(本学の宿泊施設を利用する場合には無料)，飲食費については受
講者の負担となります．なお，災害傷害保険，賠償責任保険等は各自でで

きる限り加入の上，受講するようお願いいたします． 
No. 担当教員 研修テーマ名 実施期間 
01  中川 匡弘 感性情報計測とアフェクティブインターフェースによ

るヒューマノイドロボット制御 
8月 1日(月)～8月 5日(金) 
8月 22日(月)～8月 26日(金) 

02  安井 寛治 
加藤 孝弘 

触媒反応を用いた電子デバイス作製プロセス 8月 1日(月)～8月 5日(金) 

03  大石   潔 
佐沢 政樹 

ロボット用途のステッピングモータのモーションコン

トロール 
8月 1日(月)～8月 5日(金) 
8月 8日(月)～8月 12日(金) 

04  大石   潔 
佐沢 政樹 

力覚フィードバック制御のリハビリロボット 8月 1日(月)～8月 5日(金) 
8月 8日(月)～8月 12日(金) 

05  大石   潔 
佐沢 政樹 

電車シミュレータ実験装置による電車のスリップ防止

制御の体験シミュレーション 
8月 1日(月)～8月 5日(金) 
8月 8日(月)～8月 12日(金) 

06  上林 利生 光を操る 7月 25日(月)～7月 29日(金) 

07  吉川 敏則 
杉田 泰則 
遠藤 正義 

プログラミングと数値・画像処理 8月 29日(月)～9月 2日(金) 

08  岩橋 政宏 Matlabで体験する画像処理プログラミング 8月 22日(月)～8月 26日(金) 

09  打木 久雄 
田中 久仁彦 

非真空プロセスによる環境調和型薄膜太陽電池の作製 9月 5日(月)～9月 9日(金) 

10  内富 直隆 
神保 良夫 

磁性半導体の評価 8月 22日(月)～8月 26日(金) 

11  山本 和英 人工無脳を作ってみよう 8月 22日(月)～8月 26日(金) 

12  菊池 崇志 
原田 信弘 
佐々木 徹 

計算科学，事始め（５日間コース） 8月 22日(月)～8月 26日(金) 

13  菊池 崇志 
原田 信弘 
佐々木 徹 

計算科学，事始め（１０日間コース） 8月 22日(月)～9月 2日(金) 

14  伊東 淳一 
菊池 崇志 
佐々木 徹 

電気エネルギー，作って，こねて，測って 8月 1日(月)～8月 5日(金) 

15  原田 信弘 
菊池 崇志 
佐々木 徹 

体感！！プラズマ 8月 22日(月)～8月 26日(金) 
8月 22日(月)～9月 2日(金) 

16  武井 由智 数式処理プログラミングと公開鍵暗号 8月 22日(月)～8月 26日(金) 

17  和田 安弘 
松崎 周一 

脳の信号を使ったロボット制御 8月 22日(月)～8月 26日(金) 

18  和田 安弘 
松崎 周一 

ロボットアームの手先軌道計画 8月 22日(月)～8月 26日(金) 

19  末松 久幸 
岡元智一郎 

21世紀最後の謎：高温超伝導に迫る 8月 29日(月)～9月 2日(金) 
8月 22日(月)～9月 2日(金) 
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電気系 学部・大学院修士課程進路状況 
 
長岡技術科学大学電気系では，学部から大学院修士課程までの 6年間(高等専
門学校からの編入学生は 4年間)を一貫したカリキュラム設定し，教育していま
す．そのため，進学率は 80%を超える学生は，修士課程に進学しています． 
 

電気系学部卒業生の進路 
 

修士課程に進学の後，80%以上の学生は指導的技術者・研究者として製造業
や情報通信業，電力会社等に就職しており，その他にも電気系で学んだ技術を

生かして異業種への就職にも積極的です．また，さらに高度な指導的技術者・

研究者を目指して，博士後期課程へ進学し，研鑽を積む学生も増えています． 
 

電気系 修士過程修了生の進路 
 

進学者 就職者 帰国者 その他

3%
1%
9%

87%

2%
9%

89%

2%
3%

14%

81%

平成20年度 平成21年度 平成22年度

製造業 情報通信業
電気・ガス・熱供給・水道業 その他

20%

9%
9% 62%

平成20年度 平成21年度 平成22年度

11%
5%

17%

67%

16%
5%

19% 61%
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VOS特待生/スーパーVOS特待生制度 
 
長岡技術科学大学では，活力(Vitality)，独創力(Originality)，及び世のための
奉仕(Services)を重んじる VOS の精神を備えた人材育成を目指しています．こ
のため，全国の高等専門学校の卒業生から特に優秀な学生を選抜し，大学院博

士後期課程までの一貫教育によって優れた実践的・創造的能力を備え，国際的

に通用するVOSの精神を備えた指導的技術者・研究者を養成することを目的に，
以下の VOS特待生制度を設けています． 
 
(1) 高専専攻科特待生 

VOS特待生  全学で上限 10名 (スーパーVOS特待生を含む) 
入学料免除，修士課程在学中の授業料半額免除 

スーパーVOS特待生 VOS特待生のうち若干名 
入学料免除，修士課程在学中の授業料半額免除，博

士後期課程在学中の授業料全額免除 
 

(2) 3年入学特待生 
VOS特待生  全学で上限 20名 (スーパーVOS特待生を含む) 
   入学料免除，学部在学中授業料半額免除 
スーパーVOS特待生 VOS特待生のうち上限 10名 

入学料免除，3年次から修士課程在学中の授業料半額
免除，博士後期課程在学中の授業料全額免除 

 
(3) 表彰者特待生 

学部を卒業し，引き続き大学院修士課程に入学するもので，卒業時に成績

優秀表彰者として学生表彰を受けたもの 
VOS特待生  全学で上限 10名 (スーパーVOS特待生を含む) 
   入学料免除，修士課程在学中の授業料半額免除 
スーパーVOS特待生 VOS特待生のうち 1名 

入学料免除，修士課程在学中の授業料半額免除，博

士後期課程在学中の授業料全額免除 
 
(4) 1年入学特待生 

VOS特待生  10名程度 (スーパーVOS特待生を含む) 
   入学料免除，学部在学中授業料半額免除 
スーパーVOS特待生 VOS特待生のうち 1名程度 

入学料免除，3年次から修士課程在学中の授業料半額
免除，博士後期課程在学中の授業料全額免除 
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