
シングルカメラによる運転支援システムに関する研究 

  （都城高専専攻科機械電気工学専攻 1、都城高専電気情報工学科２） 

○赤塚司 1・臼井昇太２ 

キーワード：ACC、車間距離計測、OpenCV、物体検出、機械学習 
 
1．背景 
今日、自動車は国民生活における移動手段とし

て必要不可欠なものとなっており、20 世紀末か
ら 21世紀初頭にかけて車社会を取り巻く環境が
大きく変化した。その変化に伴い解決すべき課題

も出てきており、近年では減少傾向にある交通事

故も死傷者数に着目すると依然として深刻な社

会問題である。国土交通省では、そのような諸課

題を解決するための車両安全対策として先進安

全自動車(Advanced Safety Vehicle以下 ASV)の
研究開発を進めている。その ASV システムの 1
つとして Adaptive Cruise Control (以下 ACC)
がある。これは、前方の走行車両との車間距離を

一定に保ちながら走行するためのシステムであ

り、様々なセンサを用いて正確な距離を測定して

いる。しかしそこで用いるセンサは高価であり、

システム全体のコストが高くなるという欠点が

あった。そこで本研究では、現在実用化されてい

る ACCシステムに着目し、ASV基本理念の考え
方に沿ったシングルカメラによる運転支援シス

テムの開発を目標とした。 
 

2．研究内容 
本研究では精密な計測が必要でない状況にお

いて、画像から前方車両との距離を計測し、「近

い」「適切」「遠い」のような大まかな区分で運転

者へ警告するためのシステムの開発を目的とし、

これをシングルカメラと遠近法により実現する

ことを提案する。このシステムの導入により、安

価なシステムの実現や交通事故の軽減だけでな

く、運転者の負荷軽減、運転習慣の改善による燃

費の向上等も期待できる。また、将来的に開発環

境をワンボードマイコン等に移植することを考

慮し、移植性・汎用性が高い開発環境の下で、仕

様に沿ったプログラムを作成し、物体検出や距離

測定に関する検証を行う。そこで浮かび上がった

問題に対して、その都度考察、改善を繰り返しな

がら目的の達成を目指す。 
 
3．研究結果 
本研究ではシングルカメラを用いた安価な運

転支援システム実現のための基礎研究として、車

両検出プログラムの改善とそれに用いる学習デ

ータの作成・検証を行った。作成したプログラム

の実行画面を Fig1に示す。 
今回作成した車両検出プログラムは、システム

の基礎となる要件を概ね達成することができた。

しかし、車線数によって検出範囲を変更すること

ができないため、車両検出アルゴリズムの改良が

今後必要であると考えている。また、ある程度の

精度の学習データは作成することができたが、こ

の学習データの精度には向上の余地があり、今後

さらによい学習データの作成のための検討が必

要であると考えている。 
 
 
 
 

 
Fig1.プログラム実行画面 

 
4．今後の展望 

現在のプログラムでは、雨・霧・朝方・夕方・

夜間等の視認性の低い状況下での距離計測につ

いては対応できない。実用化にあたっては大きな

課題であり、この点について更なる研究が必要で

あると考える。 
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独立成分分析を融合した加速度脈波に特化した

自己組織化マップソフトウェアの構築
（米子高専 電気情報工学科 、（有） ジャパン２）

○渡邉宗成 ・権田英功 ・宮田仁志 ・徳高平蔵 ・大北正昭

キーワード：自己組織化、独立成分分析、加速度脈波、マップソフトウェア

１．緒言
近年，生活習慣病に対する関心が高まってお

り，自らの健康状態を手軽に認識可能なシステ
ムが求められつつある．脈波における健康診断
は，主に体の一部分に測定装置を取り付けるだ
けであるため，短時間で測定をすることができ
る．また，比較的小規模なシステムであり，簡
易的に行えるので注目されている．
権田らの報告では独立成分分析（ ）によ

って脈波データから抽出した，健康成分と循環
不全成分の２波形を用い，自己組織化マップ
（ ）を作成する ．本研究では従来の開発
環境では 言語に備わっていた の関数を使
用していたが，作成できるマップのサイズに制
限があるため，独自に関数を作成し使用した．
作成した 上において被験者から得られた
脈波データを当てはめ健康度として表示する
ソフトウェアを構築する．

２．システムの概要
２．１ システムの構想
図１にシステム全体の構想図を示す．
このシステムでは被験者の脈波データを脈

波測定器を用いて取得する．脈波データより一
周期分を切り出し，ソフトウェアに取り込み，
マップ上においてどの位置に属しているかに
よって健康度を表示する．

２．２ ソフトウェアの開発環境
本研究ではソフトウェアの開発環境として
を選択した．この言語は の開発が容易に

行うことができ，様々なライブラリが用意され
ているため，利用者が操作しやすいアプリケー
ション開発が可能であると考えたためである．

２．３ 現在の状況
現段階では特徴（動物，色など）が入力され

ている データを読み込ませ，自己組織化す
ることが可能となっている．また，自己組織化
の処理を行う際， の並列処理ライブラリを用
い，複数のコアに処理を分散させ処理速度の向
上を目指した． 脈波測定器から取得した脈波
データはソフトウェアに取り込んだ後，図
のように の コントロールを用いてグ
ラフを示すことが可能となった．このソフトウ
ェアは アプリケーションとして構築して

いるため，上記の複数の（ やグラフなどの）
結果を容易に比較することが可能である．

３．結言
本研究では， を融合した ソフトウェ

アの構築を行った． の関数を独自に作成・
並列処理化し，動作を確認した．また，脈波デ
ータを取り込み，グラフを表示させた．今後は
取り込んだ脈波データから１周期分を自動的
に切り出し，独立成分を元に作成した に表
示させる．

図 システムの構想図

図 脈波データのグラフ

参考文献
権田英功，長尾健，宮田仁志，徳高平蔵

「高レベルクラスタリングを可能にする
の開発」，バイオメディカル・ファジ

ィ・システム学会誌， ，
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端末を用いたバブルディスプレイの
無線制御系の構築

（米子高専 電気情報工学科 ，株式会社 ロジコム２）

○林原真史 ・権田英功 ・宮田仁志 ・佐々木伯真２

 
キーワード：バブルディスプレイ，無線制御， 端末， ，

１．緒言
バブルディスプレイは によりソレノイ

ドバルブを制御し，水中に気泡を発生させ，発
生させた気泡で文字や図形を表すディスプレ
イである．主にイベント等で使用されている．

現在の問題は，ソフトウェア上の問題，およ
び通信を有線で行っていることから，表示を変
更する際の操作性，また表示物の自由度に難が
ある．また， が高価であるという欠点もあ
る．
本研究では 端末で描いた文字や図

形のデータを を用いて，バブルディ
スプレイの制御部と通信を行うアプリケーシ
ョンの開発を行う．また，通信情報からバブル
ディスプレイのソレノイドバルブの制御を行
う， に代わる制御回路および演算部の作製
を行う．

２．システム構成
本システムは情報通信部と制御部により構

成される．システム構成図を図１に示す．図１
に示すように に無線通信のための

モジュール，受信したパターンデー
タを保存する カードスロット，および
トランジスタアレイを接続し，トランジスタア
レイに接続されたソレノイドバルブを制御す
る．

２．１．ソレノイドバルブ開閉制御
本研究では 社製のソレノイドバルブ

を 個使用する．従来の手法ではバ
ルブの開閉に を用いていた．本研究では回
路の小型化および低価格化のため，バルブの開
閉に 回路入りのトランジスタアレイである

を使用した．

図１ システムの構成図

２．２．システム制御部
ポートが 本存在する を用

いて制御を行う．しかし，追加機能の検証とシ
ステム全体の構築を最優先としたため，今回は
試作機としてマイコンボードである
を用いた制御回路を作成した．

２．３． による無線通信
バブルディスプレイはその使用形態から，比

較的近距離の通信に主眼を置いており，また，
機材の携行性という点において，端末とバブル
ディスプレイ間で直接通信が行えることが望
ましい．そのため，本研究では通信方法として

を採用した． 通信モジュ
ールには を用いた．実際にバル
ブを制御した様子を図２に示す．

３．結言
試作機として を用いた制御システ

ムの構築を行った．試作機を作製することによ
り様々な問題点を見つけることができた．図２
を見てみるとパターンがバルブの開閉特性の
ためか，若干崩れていることがわかる．また，

端末側のインターフェイスが使い難
いという問題点もある．これら試作機で得られ
た問題を，実際に を用いた制御回路に活か
したい．

図２ バルブ開閉動作の様子

お問い合わせ先
氏名：林原真史

：
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ヘッドフォン音楽聴取時の呼びかけに

反応しやすい提示方向の検討
（仙台高専専攻科生産システムデザイン工学専攻）

○竹林晴美，矢入聡

キーワード：頭部伝達関数、ヘッドフォン、頭外定位、

１．背景と目的
ヘッドフォンで音楽を聴取する際、通常は頭

の中に音が定位するのに対し、頭部伝達関数
を音楽に畳み込むことで、音像を

様々な方向に定位させることができる。本稿で
は、ヘッドフォンで音楽を聴いている最中に他
人に話しかけられたり車のクラクション等が
鳴ったりした場合に、それに気付きにくいとい
った問題を避けるため、 を用いて頭外定位
させた音楽の提示方向によって呼びかけに対
する反応のしやすさが変わるのか、また、変わ
るならば、より反応しやすい提示方向とはどの
方向なのかを聴取実験で調査する。
２．実験概要

実験では、被験者にヘッドフォンで音楽を聴
かせる。使用する楽曲は 曲、音圧は一定とす
る。この音楽にダミーヘッドの を畳み込
み、音像を様々な方向に頭外定位させる。その
際、被験者を囲むように配置したスピーカから
ランダムに の正弦波 呼びかけ音 を 秒
間発する。被験者にこれが聞こえたと感じた方
向を回答させ、回答時間を計測する。

実験機材は、ノート 、
オーディオインタフェース 、
スピーカ 台、ヘ
ッドフォン である。実験プログラム
は で作成し、ヘッドフォンおよびスピー
カの出力を制御する。被験者の回答には実験プ
ログラムとの無線通信を施した を用いる。
３．実験条件

畳み込みによるヘッドフォンの音楽提示方
向は、水平面 方向 ～ 度 度間隔 、正
中面 方向 度、 度、 度、 度、
度 の計 方向とする。スピーカによる呼びか
け音の提示方向は、ヘッドフォンの水平面条件
と同様に 方向 ～ 度 度間隔 とする。

呼びかけ音の提示間隔は 、 、 秒のうちか
ら、音圧は大、小からランダムとする。被験者
数は 名を予定しているが、現時点ではヘッ
ドフォン提示における水平面条件のみの実験
を行っており、その被験者数は 名である。
４．実験結果

実験で得られたデータから、呼びかけ音への
反応時間、反応率、正答率、回答方向のズレに
ついて被験者間の平均を求めた。そのうち反応
時間および反応率はどの畳み込み方向でもほ
ぼ同様な結果がみられたが、正答率、回答方向

図 ヘッドフォン畳み込み条件と正答率

および回答方向のズレの関係

のズレに関しては、被験者の後方にあたる条件
が特徴的な結果となった。この 項目をグラ

フに表したものを図 に示す。
図 の条件 を見ると、呼びかけ音圧大の場

合は他の条件よりも正答率が高く、回答方向の
ズレも少ないようにみえる。また、左後方にあ
たる条件 は、呼びかけ音圧大、小ともに上記
項目について良好な結果が得られたが、右後

方にあたる条件 とは非対称な結果であった。
ヘッドフォンの畳み込み方向条件と、呼びか

け音の提示音圧条件を要因とした 要因分散分
析を行ったところ、有意水準 ％で正答率にお
ける畳み込み方向の主効果がみられたが、下位
検定の結果、畳み込み方向に有意差のある組は
なかった。したがって、 畳み込みの提示方
向と外部からの呼びかけへの反応のしやすさ
には、明確な関係性がみられなかった。
５．今後の予定

今後さらに被験者を募り、ヘッドフォン提示
における正中面条件についても実験を行う。ま
た、今回呼びかけ音に用いた正弦波はそもそも
定位しにくいことが考えられるため、呼びかけ
音の音源を変更することも検討する。
参考文献

平原達也 大谷真 戸島巌樹 “頭部伝達
関数の計測とバイノーラル再生に関わる諸問
題” 電子情報通信学会

お問い合わせ先
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    拡張現実感を利用したフォトブックの提案 

（仙台高専 専攻科生産システムデザイン工学専攻 1、専攻科 2） 

○相原泉 1・矢入聡 2 

 
キーワード：拡張現実感(AR)、フォトブック、インターバル動画、junaio、metaio creator  
 
１．はじめに  
近年、拡張現実感（Augmented Reality、以下

AR）が注目され、AR を用いたアプリや商品が
多数発表されている。昨年度までの研究では、
AR を利用したイラストや立体作品が「面白い」
「関心を持てる」という評価を得られることがわ
かった。 
これらを踏まえ、本研究ではアート作品とデジ

タル技術を組み合わせた新しい表現を可能にす
ることを目的とし、AR による演出を付加したフ
ォトブックの制作と提案を行う。既存の写真と比
べ AR による演出が写真を印象付けるのにどの
程度効果的であるかの調査を行っていく。 
 
２．フォトブックの提案  
本研究では「写真の持つ魅力を AR によって拡

張し、より大きな驚きや感動を与え興味を持って
もらうこと」をコンセプトとし、スマートフォン
やタブレット等の端末を用いて写真に映像や音
声などを提示するフォトブックを制作した。以下
に鑑賞までの流れを示す。 

(１)フォトブックを用意する。 
(２)端末に AR ブラウザアプリをダウンロード

する。 
(３)アプリを起動し、カメラで写真を写す。 
(４)画面に映っている写真がマーカーとして

認識され、画面上の作品に演出が提示される。 
AR ブラウザアプリは複数の OS に対応し画像

マーカーに対応したコンテンツの制作が容易な
「junaio」を、AR コンテンツの制作には「metaio 
creator」を利用した。 

フォトブックの題材は「宮城県の夏」とし、宮
城県ならではの風景や夏らしさを感じさせるよ
うな写真を仙台市を中心とした県内各地で撮影
した。撮影にはデジタル一眼レフカメラ(Canon 
EOS Kiss X50)と三脚、インターバルタイマーを
用いた。写真は色調などを補正した後全 24 ペー
ジのフォトブックにまとめ、そのうち 11 枚に AR
機能を付加した。AR 機能のついた写真の右下に
は四角いマークをつけることで AR コンテンツ
の有無が一目でわかるように示した(図 1)。 

 
 
 

 
 
図１ ページの一部(左)と AR マーク(右) 

３．AR コンテンツの制作 
 動画や音声を用いて写真の上に提示されるAR
コンテンツを制作した。動画は通常の動画撮影を
利用したほか、インターバル撮影を行った。イン
ターバル撮影とは一定の間隔で連続して写真を
撮影する技法であり、特に空の流れや人の動きな
どの風景が長時間連続で変化していく被写体に
用いた。また、動画撮影は花火などのごく短時間
で景色が移り変わる被写体に対して用いた。 
音声は通常の動画撮影では録音された音声を

用いたが、インターバル動画には効果音素材を用
い、雑踏音やセミの鳴き声など日常でもよく聞か
れる音を付加した。コンテンツはそれぞれ約 10
秒～30 秒に編集し、インターバル動画と効果音
が提示されるもの、動画が提示されるもの、効果
音のみ提示されるものの 3種類のARコンテンツ
を metaio creator を用いて制作した。 
 
４．評価 
制作したフォトブックに対して、仙台高専名取

キャンパスの学生を対象に ipad を用いて作品を
鑑賞させることで評価を行った。鑑賞者には
junaio の操作方法や AR コンテンツの鑑賞方法
について説明した後作品を鑑賞させ、最後に感想
や意見を自由に述べさせた。 
その結果「斬新」、「写真が映像になるのが面白

い」という評価を得られたことから、AR によっ
て写真を強く印象づけられたのではないかと考
えられる。しかし、「AR 機能の有無がわかりづ
らい」など操作性の悪さに対する意見や「テキス
トを提示する機能が欲しい」など新しい機能に関
する意見も多かったことから、これらを改善する
ことでより良い作品が制作できると考えられる。 

 
５．今後の課題 
 スマートフォンやタブレット端末の画面越し
に写真を見ることで動画や音声が提示され、あた
かも写真が動き出したかのように見えるコンテ
ンツは、写真の魅力を拡張する表現手法として有
効であるといえる。今後は操作性の改善や新しい
演出の実装などを行い、より AR を有効活用した
完成度の高いフォトブックを提案していく。 
 
お問い合わせ先 
氏名：相原 泉 
E-mail：a1301062@sendai-nct.jp  
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図 2 あるフレーズにおけるセント値の変化 

初心者のための管楽器ピッチ補正支援システムの作成

（仙台高専専攻科生産システムデザイン工学専攻 、仙台高専電気システム工学科 ）

○髙橋一生 ・中村富雄 ・本郷哲

 
キーワード：ディジタル信号処理、ピッチ、セント 
 
１．緒言

管楽器の音程 ピッチ は常時その高さが合
っているわけではなく、演奏を行う前にチュー
ニングを行う。ピッチが基準となる音に合って
いなければ、他の奏者と音程がずれてしまい、
演奏に支障が生じてしまう。そのため、奏者が
ピッチを合わせることは演奏をする上で必要
不可欠である。しかし、管楽器のピッチを一つ
一つ合わせることは初心者にとって容易では
ないと同時にピッチに対するイメージが掴み
づらい。また、管楽器のチューニングを行う際
には、一般的にピッチの高低を表示するチュー
ナーを使用して行われるが、リアルタイムでピ
ッチの高低を表示できる一方で、フレーズ全体
におけるピッチ高低の表示やピッチの評価を
したりすることはできない。

本研究で提案する初心者のための管楽器ピ
ッチ補正支援システムは、遷移するフレーズの
ピッチ高低の表示と評価を行い、初心者のピッ
チ補正の支援を行う。
２．システムの概要

図 1 に提案するシス
テムのフローチャート
を示す。はじめに、初
期設定画面にて録音を
行 う と き の テ ン ポ
（BPM）、録音する音
の個数、基準周波数の
設定を行う。

ユーザーが録音開始
ボタンを押すと、4 拍
分のカウントの後に録
音が開始される。録音
中はメトロノームのア
ニメーションにより、
タイミングを合わせつ
つ録音を行う。

録音された各々の音
のデータを DFT（FFT）
により、時間領域から
周波数領域へと変換を
行う。得られた周波数
応答からピッチを表す
基本周波数の検出を行
う。

その検出された基本

周波数と基準となる周波数を用いて、セントの
計算を行う。ここで、セントはピッチのずれを
表す定量指数であり、半音同士の差を 100[cent]
に定めているため、音の高低を対数で認知する
人間にマッチして、基準と録音した音とのずれ
を表すことができる。 

このフレーズの時間変化をセント値により
グラフ表示することで、ユーザーはフレーズ全
体にわたってピッチを視覚的に理解すること
が可能となる。また、そのグラフを見ながら再
度録音することによりピッチ改善が期待でき
る。 
また、ピッチ評価の部分では音全体における

セントの平均値と標準偏差が 0 に近いほど、理
想的なピッチ特性であると評価する。この評価
が悪い場合はセントのグラフを確認しながら
もう一度録音を行い、同様の流れを繰り返す。 
図 2 はあるフレーズに対するセントのグラ

フを表している。上部に録音した音の音名を、
縦軸にその音に対するセントをプロットして
おり、直線で表している（-50 ~ +50 まで 10 
[cent] 間隔の目盛）。また、右下には評価値で
あるセントの平均値（Average）と標準偏差
（SD : Standard Deviation）を表示している。セ
ントの平均値は点線でグラフにも描画してい
るため、全体的なピッチ高低の目安となる。 

３．今後の予定
ピッチ評価は、セントの平均値と標準偏差を

ある閾値と比較することにより行う。今後は評
価値と比べるときに必要である閾値を実験に
より導出を行い、システムの改善をしていく。 
 
お問い合わせ先 
氏名：髙橋一生  
E-mail：a1301014@sendai-nct.jp 

図 1 フローチャート 
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形状情報と色情報を用いた屋外画像からの
対象領域抽出アルゴリズム

（仙台高専専攻科生産システムデザイン工学専攻）

○北里愛莉・本郷哲

 
キーワード：画像処理、領域抽出、ハフ変換、色距離、論理演算 
 

 研究背景及び目的
溶解亜鉛めっき鉄塔の経年劣化をディジタルカメ

ラで撮影した鉄塔外観の画像処理により評価する手
法が考案されている[1]。しかし、この手法において
は、画像中から特定の対象物を抽出する必要がある。 
松永は色情報と画素の場所情報を用いた鉄塔領域

抽出アルゴリズムを検討している[2]が、色情報のみ
での抽出は困難であることや、用いた場所情報は基
準点からの距離のみであり、抽出誤差が大きいこと
がわかっている。 
そこで、本研究では、鉄塔の形状情報と色情報に

着目し、２つの情報の論理演算による高精度な鉄塔
領域抽出アルゴリズムを検討する。本研究で用いる
鉄塔の原画像を図 1に示す。 

 鉄塔領域抽出手法
 確率的ハフ変換による直線成分抽出 
はじめに（２値化の閾値を設定して）原画像の２

値化を行い、その後、ケニーのエッジ抽出手法を用
いて画像の全方向エッジを抽出する。  
次に、画像から鉄塔の候補となる直線成分を抽出

するために、確率的ハフ変換を行う。確率的ハフ変
換は画像中から端点を持つ線分として線を抽出する
際に有用である。直線成分抽出の際に、抽出条件と
して、投票度数（直線らしさに比例）の閾値(𝑡𝑡ℎ)、最
小の線分長(𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛)、二点が同一線分上にあるとみなす
時許容される最大長(𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥)を定め、その最適なパラメ
ータを求める。確率的ハフ変換の結果を図 2に示す。 

 膨張処理を用いた形状情報抽出の一手法
ハフ変換で得られた直線成分の周囲 1ピクセルに

膨張処理を施し、直線の幅を実際の鉄塔の幅に近づ
け、鉄塔の形状情報を抽出する。形状情報抽出処理
の結果を図 3に示す。 

 色情報を用いた領域抽出
色情報による領域抽出では、ユークリッドの色距

離を用いて鉄塔領域を抽出する。はじめに、色距離
の閾値を定め、画像中の背景の任意点を 1ヶ所選択
する。次に、ユークリッドの色距離式を用いて、注
目画素と選択点との色距離を求める。求めた色距離
が閾値以上であれば鉄塔領域、閾値以下であれば背
景領域として色情報による抽出を行う。その後、鉄
塔領域を白、背景領域を黒で２値化する。色情報抽
出処理の結果を図 4に示す。 

 論理演算処理による領域抽出
図 3より、形状情報のみの抽出では鉄塔内部の鉄

骨が複雑に入り組んでいる部分の直線抽出が不十分
であることがわかる。また、図 4より、色情報のみ
の抽出では鉄塔と空の色成分が似ているために、空

の一部も鉄塔とみなされて抽出されており、色の誤
検出が見られる。 
そこで、形状情報と色情報の論理演算処理を行い、

より高精度に領域抽出を行うことを検討する。この
処理では、形状情報による抽出画像と色情報による
抽出画像の論理積を求め、鉄塔領域抽出を試みる。
論理演算処理の結果を図 5に示す。 
論理演算処理の結果、形状情報のみの抽出では抽

出不十分であった直線部分が色情報によって補われ、
色情報のみの抽出で起きた色の誤検出の部分が形状
情報によって消去されている。このことから、形状
情報と色情報の論理演算処理によって、鉄塔領域を
高精度に抽出することが可能であるといえる。 

 被写体による直線抽出パラメータの検討
形状情報と色情報の論理演算により鉄塔領域を高

精度に抽出することができたが、撮影条件の異なる
画像で処理を行う場合は、適宜直線抽出のパラメー
タを変更する必要がある。 
今後は、直線抽出のパラメータを検討するため、

撮影条件の異なる被写体を複数撮影し、撮影した画
像に現在のハフ変換のパラメータを変更せずに適用
する。その後、抽出結果を分類し、ハフ変換のパラ
メータを被写体ごとに変更し、再度抽出処理を施す
ことで、適切なパラメータを求める。 
【参考文献】 
[1] (社)電気共同研究会,電気共同研究第60巻第1号, pp.33-42,平成16年9月 
[2] 松永 純平, “屋外画像を対象とした鉄塔領域抽出アルゴリズムの検討”,  

電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, Vol.2009, pp.290-290. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お問い合わせ先 
氏名：北里愛莉 
E-mail：a1301064@sendai-nct.jp 

図1 原画像 図2 ハフ変換の結果
𝑡𝑡ℎ = 60,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 50,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 20  

図3 形状抽出処理の結果 図4. 色抽出処理の結果

図5. 図3と図4の論理積画像
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ﾌﾗｸﾀﾙ応用ＧＡによる小型広帯域ｱﾝﾃﾅの設計法に関する検討 

（函館高専 生産システム工学科） 

○庭田卓弥・相澤佑太・馬場涼一・丸山珠美 

 
キーワード：アンテナ、広帯域アンテナ、遺伝的アルゴリズム、フラクタル 
（１行あけること：提出時、削除） 
１．まえがき 
 小型広帯域アンテナとして、シェルピンスキ
ーのフラクタルを応用したアンテナが知られ
ている[1]。また、遺伝的アルゴリズム（ＧＡ）
がアンテナ最適設計に応用されている[2]。Ｇ
Ａを用いたアンテナを最適設計における、未知
数が多いため十分な最適化ができないという
問題を克服するため、フラクタルの考えに基づ
いて染色体の大きさを変化させる計算アルゴ
リズムが検討されている[3]. 本研究では、こ
れを応用した広帯域アンテナの最適設計を行
ったのでその結果を示す。 
２．フラクタル応用 GA アルゴリズム 

GA を用いたアンテナ最適化の一つにパッ
チの有無を 0 と１で置き換える方法があるが
[4]、 
変数の種類が 2 のべき乗となり検索範囲が天
文学的数字になり最適解に導くのが困難とな
る。そこで、本研究では図１に示すように、染
色体の大きさと数を段階的に変化させて優良
個体を継承させることにより最適化するアル
ゴリズム[3]を採用し、携帯に使用される
800MHzから2.3GHzにかけての広い帯域におい
てリターンロスが６以上を満たすよう最適化
を行った。第一回目の最適結果を図２に、第二
回目の最適結果を図３に示す。大きな染色体で
構造の概要が決定され、小さな染色体でさらに
構造が最適化される様子が確認できた。 
３．まとめ 

本研究では、フラクタル応用 GA 染色体を用
いて広帯域アンテナの最適設計を行い、染色体
の大きさを変えることで、全体の形状から細か
い形状までそれぞれのサイズの染色体を用い
て最適化する様子を明らかにした。 

 (参考文献) 
[1]Carles Puente-Baliarda et. all:,IEEE AP 
TRANS., VOL. 46, NO. 4, APRIL 1998.  
[2]T. Maruyama and T. Hori:”IEICE Trans. 
Vol.E84-B, No.11, pp.3014-3022．Nov., 2001. 
[3] 丸山、庭田他：「フラクタル応用 GA アルゴリ
ズムによる小型アンテナ最適設計」2015 信総大. 
[4] 丸山他： 信学会，論文誌 B， Vol.J88-B，

pp.1168-1171，No.6， 2005 年 6 月． 
 
 

お問い合わせ先 
氏名：庭田 卓弥、丸山 珠美 
E-mail：maruyama@hakodate-ct.ac.jp 
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イメージスコアの個別化による間接的互恵関係への影響

（熊本高専共通教育科 、日立 ソフトウェア 株 ２）

○赤石 仁 ・笠寛夢２

 
キーワード：間接的互恵関係、イメージスコアモデル、マルチエージェントモデル 
 
１．緒言 
人間社会において自らの負担を省みず他人を助

ける利他的行動を生み出す社会的もしくは認知的
仕組みを、ゲーム理論的手法に基づいて明らかにし
ようとする試みが広く行われてきた．その中で，

らによって提唱された間接的互恵関係は、利
他的行動を説明する理論の一つと考えられている
．その間接的互恵関係をシンプルに表現したの

がイメージスコアモデルである．このモデルでは，あ
る個人の好 悪印象を表すイメージスコア（以後印象
値）は，本人に所属し，社会の中で共通の値が用い
られていた．しかし，現実社会ではある個人に対す
る印象は，他者が個別に差異を持って保持している
のが通常である．集団中の一定の割合の人間が，あ
る協調行動を目撃せず，認知されない場合などに生
じる集団中の認識の差が，間接的互恵関係による協
調性に与える影響を把握することで，現実世界での
間接的互恵関係の影響を，より現実的に検討するこ
とができる．
本研究では他者に対する印象値を各個体が持つ，

より現実に近い拡張されたイメージスコアモデルを提
案する．更に，提案するモデルを用いて，他者の行
動観察が限定された場合の影響を評価する．

２．拡張されたイメージスコアモデル
我々が提案する拡張イメージスコアモデルの概念

を図 に示す．基本的には のノイズ無しイメ
ージスコアモデルを基としているが，我々は，各個体
が他人のイメージを個別に保持することができるよう
に設定を変更した．
また，ある個体が協調行動を行う段階で，ある一

定の割合の個体のみがそれを目撃し，印象値が変
更されることとした．この割合を以後，視聴率と呼ぶ
事とする．

 
３．結果 
実験の結果を図 に示す．横軸は視聴率，縦軸

はある戦略値が集団中に占める割合を表す．戦略

値 は斜め線で塗りつぶされている部分である．
ノイズ無しのイメージスコアモデルにおいて，エージ
ェントの振る舞いが協調的となるのは，戦略値が の
場合である．戦略値が の場合，印象値がマイナス
の非協調的エージェントを排除できることから，戦略
値 が支配的となった場合に，集団全体の利得が大
きくなる．図 より，視聴率が から約 までの
間，戦略値 が支配的な協調的な状態が維持されう
ることが示された．
 
４．まとめ 
他者に対する印象値を各個体が持つ，より現実に

近い拡張されたイメージスコアモデルを用い，他者
の行動観察が限定された場合の，間接的互恵関係
への影響をコンピュータシミュレーションによって検
討を行った．その結果，間接的互恵関係の維持に
必要な条件として，約 以上の人が，協調 非協
調行動を認識する必要があることが示された．
今後，協調行動観察時の雑音，個体間の通信を

考慮した実験を行い，個別に保持される人間の印象
と社会的ネットワークの関係を検討する．
 
参考文献： 
[1] Martin A. Nowak & Karl Sigmund, Evolution of 
indirect reciprocity by image scoring，Nature，vol. 393, pp. 
573-576, (1998). 
 
 
 
お問い合わせ先 
氏名：赤石 仁  
E-mail：jin@kumamoto-nct.ac.jp 

図 ：左： のオリジナルモデル．右：今回提案
する他人の印象値を個別に持つ拡張イメージスコ
アモデル 
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高現実感表現のための物体表面の反射特性推定
― Torrance-Sparrowモデルにおけるシミュレーションソフトの開発―

(長岡高専　電子機械システム工学専攻1 電子制御工学科2)
○鈴木 大介1・上村 健二2・高橋 章2

キーワード: 双方向反射率分布関数(BRDF)，形状計測，Phongモデル，Torrance-Sparrowモデル

1. 緒言

近年，貴重な文化遺産のディジタルアーカイブ化が

進められている．立体物の保存では，3次元形状と表面
色を計測する必要がある．3次元形状の計測は3Dス
キャナにより高精度に計測できるが，表面色について

はテクスチャマッピングを用いることが多い．そのた

め，異なる照明条件において適切な色表現が困難であ

る．そこで，物体表面の光の反射特性を双方向反射率

分布関数（BRDF）で表し，このパラメータを推定す
ることにより，様々な照明条件下でも現実感を失わず

に物体を表現することが本研究の目的である．

2. 研究内容

2.1 形状計測と表面色の表現

本研究では，VIVID910を使って立体形状を測定し，
そのデータを使って反射特性を推定する．

VIVID910は，スリット状のレーザー光を対象物に
照射してその反射光をCCDカメラで受光し，三角測量
の原理で被写体との距離情報を得ることで形状データ

の計測を行う装置である．対象物を回転テーブルに乗

せることで全体の形状データを計測することができる．

また，VIVID910では，形状データとともにカラー画
像を取得することができ，この画像を使ってテクス

チャマッピングを行うことができる．テクスチャマッ

ピングとは，形状データを取得した際の画像データを

ポリゴン表面に貼り付けることで物体表面に質感を与

える手法である．しかし，その画像データを利用した

テクスチャは撮影時の照明条件だけにしか適用できず，

異なる照明下では見え方の変化を表現できない．そこ

で，物体表面の反射特性を利用して，異なる照明条件

下での品質を向上させる．

2.2 物体表面の反射特性推定

物体表面の反射特性は双方向反射率分布関

数(BRDF:Bidirectional Reflectance Distribution Func-
tion)で表される．BRDFは入射方向と視点方向によっ
て定まる関数である．一般的なCGでBRDFを扱うモ
デルとしてPhongモデルがある．Phongモデルでは，
BRDFを拡散反射光や鏡面反射光などの和で表してい
るが(図1)，光沢があるような物体表面を十分に表現で
きない．そこで，本研究ではTorrance-Sparrowモデル
を導入する．このモデルでは，物体の表面はミクロな

凹凸で構成されているものとし，それらの微小面にお

ける鏡面反射を考える(図2)．これによって，Phongモ

デルでは表現できなかった鏡面反射方向以外に現れる

ハイライト(オフスペキュラー)を表現できるようにな
る．さらに，より物理的な光の反射特性を表すために，

凹凸面での遮蔽(ローカルオクルージョン)と，波動と
しての光の性質を考慮した反射(フレネル反射)を組み
込むことで，より高品質な表現が可能である．

図 1 Phongモデル

図 2 Torrance-Sparrowモデル

3. 結言

PhongモデルとTorrance-Sparrowモデルによる反射
特性をシミュレートし，モデルのパラメータ推定を行

う方法を検討している．シミュレータによる精度評価

を行った後，実計測に進みたい．
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高現実感表現のための物体表面の反射特性推定

― Torrance-Sparrowモデルにおけるシミュレーションソフトの開発―
(長岡高専　電子機械システム工学専攻1 電子制御工学科2)

○鈴木 大介1・上村 健二2・高橋 章2

キーワード: 双方向反射率分布関数(BRDF)，形状計測，Phongモデル，Torrance-Sparrowモデル
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物体表面の反射特性は双方向反射率分布関

数(BRDF:Bidirectional Reflectance Distribution Func-
tion)で表される．BRDFは入射方向と視点方向によっ
て定まる関数である．一般的なCGでBRDFを扱うモ
デルとしてPhongモデルがある．Phongモデルでは，
BRDFを拡散反射光や鏡面反射光などの和で表してい
るが(図1)，光沢があるような物体表面を十分に表現で
きない．そこで，本研究ではTorrance-Sparrowモデル
を導入する．このモデルでは，物体の表面はミクロな

凹凸で構成されているものとし，それらの微小面にお

ける鏡面反射を考える(図2)．これによって，Phongモ

デルでは表現できなかった鏡面反射方向以外に現れる

ハイライト(オフスペキュラー)を表現できるようにな
る．さらに，より物理的な光の反射特性を表すために，

凹凸面での遮蔽(ローカルオクルージョン)と，波動と
しての光の性質を考慮した反射(フレネル反射)を組み
込むことで，より高品質な表現が可能である．

図 1 Phongモデル

図 2 Torrance-Sparrowモデル

3. 結言

PhongモデルとTorrance-Sparrowモデルによる反射
特性をシミュレートし，モデルのパラメータ推定を行

う方法を検討している．シミュレータによる精度評価

を行った後，実計測に進みたい．
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名張市住民意識調査の分析 

（近畿大学工業高専 総合システム工学科 1） 

○今井潤 1・宇田隆幸１ 

 
キーワード：住民意識調査，アンケート分析，統計学，自然言語処理 
 
1. はじめに 
本年 9月 5日，政府は「まち・ひと・しごと

創生本部事務局」を設置した．これは，地方創
成に関して，「都道府県と市町村に、地域の特
性を踏まえた地方版の人口ビジョンと総合戦
略の策定」を促す目的を持つ．ここで，地方創
成において地域の特性を考慮する必要がある． 

一方，各地方自治体は，住民の要望把握やイ
ンフラ整備を目的とした住民意識調査を実施
している．1975 年，運輸省第一港湾建設局が
実施した「日本海地域における住み心地の良し
悪しに関する住民意識」が先駆である．この調
査によって，高速道路網や鉄道網の充実に活か
された．2000 年頃からは，地方自治体による
意識調査が増加している．この頃より，調査目
的が社会インフラ整備対象の把握から，住民意
識の実態調査および人口減少問題対策へと変
遷している． 

多くの住民意識調査は，偏りの無い被験者を
選び，複数のカテゴリ分割された質問に回答さ
せるものである．回答形式は，定量分析可能な
項目と定性分析可能な項目とがある．本校所在
地の名張市も，2005 年から住みよい街づくり
を目指して，住民意識調査を実施してきた．  

本研究では，名張市の 2014 年度住民意識調
査のうち，「市内永住希望者」と「市外へ移住
希望者」に着目して，各々の希望理由の差異を
分析し，分析結果の妥当性を評価する． 

 
2. 住民意識調査の概要 

名張市では定点観測を実施するため，毎年，
同じ時期・同じ被験者選択方式・同じ質問主題
にて 9年間継続調査している．本年度から，定
住促進のため，「市内永住希望者」と「市外へ
移住希望者」とが明確に分析可能となるように，
質問項目が追加された． 
2.1. 被験者 

性別・年齢について，被験者の偏りがないよ
うに抽出してある．居住地域・勤務地・子供の
有無・職業・居住年数・世帯構成は，偏りがあ
る． 
2.2. 質問項目 
直接質問（選択回答）： 住み心地，永住/移

住希望，地域づくり，健康福祉，地域医療，福
祉，子育て支援，社会保障，自然環境，省資源
/省エネルギー，都市環境，防災，住宅/住環境，
交通対策，道路整備，都市産業，観光，学校教
育，幸福度など． 

自由記述質問（テキスト回答）： 件名（どの
ようなことについてか），具体的な内容． 
被験者数： 1027 人（男 43.5%，女 54.3%） 

 
3. 分析 
3.1. 分析方法 

「市内永住希望者」と「市外へ移住希望者」
に調査データを分割し，直接質問の差異，およ
び自由記述質問の回答のテキストマイニング
結果の差異について比較する．そして，差異の
ある因子について良否を判断することで，市外
への移住希望理由を抽出する． 
3.2. 分析結果 
アンケート分析結果の一例を下図に示す． 

3.3. 考察 
永住希望者と移住希望者には，日常生活の利

便性，働く場所の有無，医療への安心感につい
て受け止め方に違いがあった． 

 
4. おわりに 

永住希望者と移住希望者の意識の違いを抽
出でき，自治体担当者の考えと一致することを
確認した．今後は，テキストマイニングの精緻
化を進めていく． 

 
お問い合わせ先 
氏名：宇田隆幸 
E-mail：uda@ktc.ac.jp 
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による異常呼吸音の自動検出

（苫小牧高専専攻科電子・生産システム工学専攻 、苫小牧高専情報工学科２）
○麻野将平 ・三上剛２

 
キーワード：自動聴診、異常呼吸音、FFT、LVQ 

 
１．緒言
 呼吸器疾患を発見するための診察法の 1 つ
に聴診がある。聴診は聴診器さえあればどこで
も実施できるという手軽さの反面、医師の経験、
知識に依存するという特徴がある。異常呼吸音
をコンピュータによって自動検出できれば、医
師のいない環境、例えば家庭などで呼吸器系の
簡易検査が可能となる。 
異常呼吸音は呼吸音そのものの変化（減弱・

増強・消失・左右差）と副雑音の発生という 2
つのタイプが存在する。副雑音は呼吸以外が原
因で発生する雑音であり、喘息や肺炎の時によ
く聞かれる音である。 
 本研究では呼吸音からフーリエスペクトル
を計算し、LVQ による 2 値分類を行って異常
呼吸音の自動検出器を作成し、評価する。

２．検出方法
 検出器はFFTによる特徴抽出とLVQによる
2 値（正常・異常）分類に分けられる。 
 
２－１．
 全ての呼吸音に対して FFT（高速フーリエ
変換）による特徴抽出を行い、図 1 のフーリ
エスペクトルを計算する。呼吸音のスペクトル
は 500[Hz]以下の低周波数帯に強いピークが
存在する。また、それ以上の高周波数帯では異
常呼吸音にのみ 2 つ目のピークが出現する。 
 
２－２．
 LVQ（Learning Vector Quantization、学
習ベクトル量子化）は Kohonen[1]によって提
案された教師あり学習のアルゴリズムである。 
LVQ の学習は多くのスペクトルからいくつか
のコードブック（代表データ）を作成すること
で行われ、これを基に分類を行う。 
 LVQ には 3 つのバージョンが存在する。
LVQ1 ではスペクトルとWTA（Winner Take 
All）によって選ばれた 1 つのコードブックの
クラスが一致した場合にコードブックを入力
に近づけ、それ以外で遠ざける更新を行う。 
 LVQ2では2つのコードブックがWTAで選
ばれ、その中間領域（ウィンドウ）にスペクト
ルがある場合に両コードブックの更新を行う。 
 LVQ3 は LVQ2 を改良したもので、選ばれ
た 2 つのコードブックの順位が入れ替わった
場合でも動作するようになっている。 

 
図 呼吸音のフーリエスペクトル

図 による検出器の評価結果
 
３．性能評価
 検出器の性能評価結果が図 3 である。評価
用のデータとして医師研修本[2]の CD に収録
された 270 件の肺音データを用い、1 つ抜き
交差検証 5回の精度の平均値を求めている。 
 図 2の評価結果から、検出精度は全て 96[%]
以上の値であり、LVQ1・2・3 で大きな精度
の差は見られなかった。 

４．結論
 LVQ を用いた検出器により、使用したデー
タの 96[%]以上の異常呼吸音を自動検出した。
今後、呼吸音のデータ数を増やし、他の検出器
との性能や特徴の違いについて比較を行う。 

参考文献
[1] Kohonen, T.: The Self-Organizing Map, 

Proceedings of the IEEE, Vol.78, No.9, 
pp.1464-1480 (1990) 

[2] 川城丈夫: CD による聴診トレーニング―呼
吸音編― 改定第 2 版, 南江堂 (2011) 
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可変抵抗回路の動作検証とマスクレイアウト設計について

（都城高専専攻科機械電気工学専攻 ，都城高専電気情報工学科２）

○福丸 元 ・田中 寿２

 
キーワード：CMOS アナログ回路，フローティング型可変抵抗回路，マスクレイアウト設計 
 
１．序論 

可変抵抗回路は，CMOSアナログ回路において
重要な素子の一つであり，これまで様々な可変抵
抗回路が提案されてきた[1]．しかし，MOSFETの
線形領域を用いた回路構成のとき，可変抵抗を数
多く使用する回路ではバイアス回路の消費電力
が大きくなってしまう．本研究では，低消費電力
バイアス回路を用いたフローティング型可変抵
抗回路を提案し，その評価結果を報告する． 
 
２．動作原理 

図１に提案回路を示す．図１の MRは n チャネ
ル MOSFET であり，線形領域で動作する．提案
回路では，この MRのドレイン端子とソース端子
を抵抗の両端として使用する．MR のドレイン電
流 IRは次式で表すことができる． 

)(
2

2 21
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2 VV
VV

VVVKI TGR 






 
 (1) 

ここで，K はトランスコンダクタンス係数，VT
はしきい値電圧，V1，V2 はそれぞれ，MR のドレ
イン電圧およびソース電圧であり，VGは MR のゲ
ート電圧である．この VGは平均電圧出力回路（図
1，A）とレベルシフト回路（図 1，B）によって
生成される．p チャネル MOSFET である Mp9，
Mp10 のパラメータを同じにすると，両者のゲート
－ソース間電圧は等しくなる．これより 

bcontDDG VVVV  (2) 
となる．ここで Vcontは Mp9のゲート端子に印加す
る制御電圧である．また Mp10 のゲート電圧 Vb は
平均電圧出力回路の出力電圧であり，V1 と V2 の
平均値である．すなわち 

2
21 VV
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 (3) 

となり，式(1)～(3)より次式が得られる． 

 TcontDDR VVVKI
VV

R






2

121 (4) 

式(4)において K，VDD，VT は定数として考える
ことができるため，Vcontによって抵抗値 R を変化
させることが可能となる．なお，平均電圧出力回
路とレベルシフト回路に用いる MOSFET は，強
反転領域または弱反転領域のどちらでも動作が
可能であるため，バイアス電流を小さくすること
で回路全体の消費電力を抑制できる． 

 
３．動作検証とまとめ 

本提案回路は，0.8µmCMOS プロセスデバイス
パラメータを用いた，HSPICE シミュレーション
により動作を検証した．設定値は電源電圧
VDD=5.0[V]，バイアス電流 Ib=1.0[µA]とした．シ
ミュレーション結果よりVcontを 1.0[V]から 4.0[V]
まで変化させた時，3.12[kΩ]から 18.9[kΩ]までの
抵抗値が得られた．これより可変抵抗回路として
の動作を確認した．また，静的消費電力は 51[µW]
であった． 

図２に提案回路のマスクレイアウト図を示す．
設計したマスクレイアウトの面積は 155[µm]×
208[µm]となった．本提案回路は現在試作依頼を
しており，実測評価を行う予定である． 
 
参考文献 
[1] Shashidhar Tantry, et al., IEICE Trans. Fund., VOL.E86-A, 

No.2, pp.335-341, Feb. 2003.  
お問い合わせ先 
氏名：田中 寿 
E-mail：hitanaka@cc.miyakonojo-nct.ac.jp 

図１：フローティング型可変抵抗回路 

図２：可変抵抗回路のマスクレイアウト 
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       三相コンバータの直流電流センサによる正弦波電流制御 

      （秋田高専専攻科生産システム工学専攻 1、秋田高専電気情報工学科 2） 
○柴田文秋 1・安東 至 2 

 

キーワード：コンバータ、位相制御、ＰＷＭ、電流復元、正弦波電流制御 

 
１．序論 

高速道路のSA内における電気自動車の高速充
電器等、現在では屋外の劣悪な環境下でも三相Ｐ
ＷＭコンバータが数多く用いられている。本研究
では、直流電流センサを用いた交流電流の復元に
よる三相ＰＷＭコンバータにおいて、複数のスイ
ッチングが同時に行われた場合でも良好に三相
電流を復元できる手法を提案するとともに、正弦
波電流制御法による試作機実験によりその有効
性を確認した。 
２．システム構成 

図 1 に三相正弦波ＰＷＭコンバータの構成図
を示す。三相交流電流は、スイッチング前後の直
流電流センサによる電流差分検出から簡単な手
法で復元する[1]。これより、経年劣化などで生じ
るオフセットの影響やセンサのゲイン不平衡の
問題が生じず、センサの数を減らすことができ、
高い信頼性と低価格化、軽量化を達成できるなど
メリットが多い。しかし、複数のスイッチングが
ほぼ同時に行われた場合には原理的に復元が困
難となり、正確な正弦波電流制御ができなくなる。
そこで、三相電流に位相制御を導入する。 

図 2 に入力力率 100%の場合と位相制御を行っ
た場合の三相電圧 v、三相電流 i、コンバータ交
流側平均出力電圧 vc、リアクトル電圧 vL のベク
トル図を示す。(b)は U 相と V 相の各レグスイッ
チングが同時に行われる時に U 相電流がゼロと
なるよう位相制御した場合であり、この時の復元
値は V 相の電流値として正確に復元できる。ほ
ぼゼロ値である U 相電流は正しく復元できない
が、それは他の二相の正確な復元値から算出し、
最終復元電流とすれば、ゼロクロス付近での復元
誤差やノイズに十分対応できる復元方法となる。 
３．実験結果 
図 3 に入力力率 95%となるよう位相制御した

時の本コンバータにおける線間電圧 vuv、入力相
電流 iu、復元電流 iur、最終復元電流 iurc を示す。
これより、位相制御による良好な三相電流の復元
と正弦波電流制御を確認できる。また、図 4 に負
荷を変化させた場合の定常基本特性を示す。4kW
で入力力率 95%以上となる位相制御により、電圧
変動率 1%以下の制御が達成されている。 
４．結論 

位相制御を利用した三相コンバータの直流電
流センサによる正弦波電流制御法を提案し、試作
機実験によりその有効性を確認した。 

参考文献 
 

[1]松浦慶他、H26 電気学会北陸支部大会、A59 

図 1.提案する三相正弦波PWMコンバータの構成 

図 2.ベクトル図 

図 3.制御結果 

図 4. 定常基本特性 
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インターリーブ式ソフトスイッチングPFC回路の一設計法 
  秋田高専専攻科生産システム工学専攻 、秋田高専電気情報工学科２） 

○中村友陽 ・安東 至２ 
 

キーワード：力率改善、インターリーブ制御、ソフトスイッチング、ロスレススナバ 

 
1. 序論 先に、高調波電流の抑制や高効率・高力率

を目的としたロスレススナバを組み入れたインター

リーブ式ソフトスイッチングPFC回路を提案した[1]。

本論文では、提案した PFC 回路の入力電流ひずみ低

減のための素子値設計法を検討するとともに、損失

分離により軽負荷時の効率向上を妨げる要因を明ら

かにしたので報告する。 
2. 設計条件 図1に提案する PFC 回路の主回路を、

図2に動作時の入力電流波形の概形を示す。臨界モー

ド制御を採用しており、図2のMode(1)～Mode(3)では

それぞれ式(1)~(3)の時間を要する。 

    (1) 

      (2) 

    (3) 

ここで、 、 、 、

、Rswはスイッチの ON 抵抗である。イ

ンターリーブ制御効果が最大となる ia と ib の位相差

は 180 degであるため、スイッチ S1a~S2bのスイッチン

グ速度からCsの値を決定し、以下の条件でL(=La=Lb)
を設計する。 

① スイッチング周波数 fsw=1/(t1+t2+t3)が 20kHz以上 
② Mode(1)のピーク電流 i1pがなるべく小さい 
③ t1+t2と t3の差が小さい 
また、上記の条件に加え、電源電圧一定で、出力 C
の代わりに直流電源が接続されているものとする。 
3. シミュレーション及び実験結果 図3(a)、(b)に L
と i1p及び fswの関係を示す。上記条件③はLが大きい

ほど条件が合い、条件①、②より、L を求めると、

Cs = 33 nFの場合はL = 0.722 mH となった。この時の

入力電流の拡大波形を図4(a)に示し、比較のため、L 
=0.208 mH の場合の入力電流の拡大波形を図4(b)に示

す。(a)において、i1p及び t1/(t1+ t2+t3)が減少し、iaと ib
の位相差が180 degに近づくことを確認できた。 
本 PFC 回路は、ソフトスイッチング時には電流が

スイッチ2つを通過しCsを充電するMode (4)が極短時

間だが存在する。実験データの損失分離により、ス

イッチ1つ当たりの導通損失も大きいため、軽負荷時

の効率向上の抑制はスイッチング損失の抑制効果以

上に導通損失が増加することが要因であることを確

認した。 

4. 結論 ロスレススナバを組み入れたインターリー

ブ式ソフトスイッチング PFC 回路の設計方法を提案

するとともに、軽負荷時の効率抑制要因を確認した。 
 

参考文献 
[1] I.Ando et al, Proc.of IEEE IECON2013, pp7214-7219 
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図 1  PFC 回路の主回路 
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図 2 入力電流拡大概形図 
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図 4 入力電流拡大波形 
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を用いた

ウェアラブル脈波測定回路の製作
（米子高専専攻科生産システム工学専攻 ）

○米田俊一 ・権田英功２・宮田仁志２

 
キーワード：ヘルスケア，脈波，ハードウェア，ウェアラブル，無線通信 
 
１．緒言 
健康は人々の大きな関心事であり，現代の日

本人の死因に多い生活習慣病を防ぐだめには
日常的なヘルスケアが必要である．ヘルスケア
の手段として各個人が行う健康管理を支援す
る必要があり，安価で簡便に健康状況を把握す
るためのパーソナルな機器が求められている
[1]．健康状況を把握する方法として，人体に
非侵襲で生体情報を得られる脈波を用いたも
のが注目されている[2]．しかし，脈波測定シ
ステムは PC と専用ソフトウェアを用いるた
め持ち運びに不便であり，多くは有線で接続さ
れているため PC の周りにいる事が条件であ
る． 
本研究では，無線通信を用いたプロトタイプ

型回路の製作を行い，回路の小型化を目指す．
脈波測定回路をウェアラブル化し，回路と受信
媒体間の通信を無線化することにより，ケーブ
ルが不要で脈波データの取得ができる．これに
より，回路のウェアラブル化が実現でき，いつ
でもどこでも脈波データの取得が可能になる． 
 
２．脈波測定システムの構成 
図 1 に製作する脈波測定システムの構成図

を示す．システムの機能として，脈波測定部か
ら得られた脈波データをログし，必要な時に無
線通信を用いて PC やタブレット，サーバなど
にデータを送る．AD 変換やデータログ，無線
通信などは組み込み用の超小型コンピュータ
である Intel Edison を用いる．複数の機能を
一つの小型コンピュータに集約することによ
り，回路全体の小型化ができる．Intel Edison
の開発環境として， Arduino 互換拡張ボード
を使用し，Arduino ソフトを用いた． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 脈波測定システムの構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 SD カードに保存された容積脈波 
 
３．データログ機能について 

無線通信でデータを送信にあたり，リアルタ
イムで通信を行うと，送信媒体と受信媒体が近
くにいる必要がある．また，消費電力の点から
見ても好ましくない．そこで，データログ機能
を作り，必要な時にデータを送信することによ
り，問題が解決できる．脈波測定部から得られ
た電圧データを AD 変換し，SD カードにデー
タログした容積脈波を図 2 に示す．脈波の評価
には容積脈波を加速度脈波に変換する必要が
ある． 
 
４．結言 
本研究では，無線通信を用いたプロトタイプ

型回路の製作を行い，回路の小型化を目指して
いる．現在，脈波測定部の製作，脈波測定部か
ら得られた電圧データの処理，SD カードへの
データログが可能となった．今後は Intel 
Edison から受信媒体へのデータの送信，脈波
を評価するために容積脈波から加速度脈波へ
の変換を行う． 

 
参考文献 

[1]吉田隆:“パーソナル・ヘルスケア”,株式会 
社エヌ・ティー・エス,pp3-4 (2013) 

[2]徳高・大北・藤村:“自己組織化マップとそ 
の応用”,シュプリンガー・ジャパン株式会 
社,pp157-161 (2007) 
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脈波伝播速度を計るウェアラブル多点観測回路の

作成と動脈硬化度の評価

米子高専電気情報工学科

○青山正樹 ・権田英功 ・宮田仁志

 
キーワード：脈波伝播速度，脈波測定回路 
 
１．緒言 
近年，生活習慣病が原因である心筋梗塞，脳

卒中は日本人の死亡要因の大きな位置を占め
ている．自身の動脈硬化度を評価する方法に

（ ）測定という腕や足
首などにカフを巻いて決められた 点間の
脈波伝播速度から動脈硬化度を評価する方法
がある．従来の方法では医療機関で検査を行う
ため時間を拘束される問題がある．そこで本研
究はウェアラブル多点観測回路を作成し，測定
される脈波伝播速度により動脈硬化度を評価
する．これにより常になく自身の動脈硬化度を
知ることができる．

２． の原理
心臓から駆出された血液の衝撃により生じ

た動脈の脈動が縦波として末梢へと伝播する
波が脈波である．この脈動を腕首や足首などで
点間の距離と脈動の時間差から が算出さ

れる．そこで健常者の血管は，ゴムチューブの
ように弾力性があるため，脈波が血管壁で吸収
され，スピードが遅くなるが，逆に健康でない
者の血管は血管が硬くなり，拍動が血管壁で吸
収されずスピードが速くなる．つまり，ある決
められた 点間の脈波の伝わる早さが速けれ
ば動脈硬化度が高く評価されることになる．
 
３．脈波測定回路の製作と ac 解析 

脈波を取得するために脈波測定回路の製作
を行った．この回路はバンドパスフィルタ
2 段を用いた回路である．この回路の ac 解析
を行ったが位相特性では 180deg~-190deg ま
で位相差が激しく変化していることがわかっ
た．またゲイン特性では 800mHz~40Hz 付近
の周波数をよく通すことが分かった．一般的な
脈波の周波数は 0.7～3.0Hz であるため脈波の
周波数帯域をカバー出来ている．しかし通過域
での相が著しく変化しているため入力に対し
て出力が乱されている．課題として通過域での
位相をフラットにする必要がある． 
 
４．結言  

本研究では脈波測定回路の製作を行い回路
の ac 解析を行った．ac 解析の結果から位相特
性に問題が見つかり改善する必要があること

がわかった．また今後の活動として脈波測定器
によって脈波を測定し，離散フーリエ変換によ
って周波数スペクトルの解析を行う．また，
測定回路とタブレット間で脈波データの無線
通信を行いウェアラブル化を図る． 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1 脈波測定回路 

 
図２ ac 解析 

 
 
 
 
 

 
 
 

図３ 本研究の構成図 
 

参考文献 
[1]小沢利男，新しい血圧測定脈波解析マニュ
ア ル ， 株 式 会 社 メ ジ カ ル ビ ュ ー 社
p.20-23(2012) 
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モジュールとタブレット端末間の

無線通信と脈波データの解析
（米子高専 電気情報工学科 ）

○梅林浩規 ・権田英功 ・宮田仁志

 
キーワード：脈波，無線通信，Bluetooth，Arduino 
 
１．緒言 
近年，生活習慣病などの影響により人々の健

康に対する意識が高まってきている．自分の健
康状態を知るためには，医療機関で適時検査を
行うのが望ましいが，通院，診察，検査費用な
どの時間や金銭の問題で適時検査を受けられ
ないことが多い．そこで人体に非侵襲で生体情
報を得られる加速度脈波が注目されつつある．
加速度脈波による健康診断システムは， と
専用ソフトウェアを用いて脈波の測定と解析，
診断を行う．しかし， や脈波測定回路は持
ち運びに不便である．そこで， を介さずに
脈波測定回路を小型化することで，いつでもど
こでも簡単に自身の健康状況を把握すること
ができる．
本研究では，脈波測定回路とタブレット間の

無線化を目指し，測定回路と脈波データをタブ
レットで受信することと，脈波データの解析を
行う．本研究の構成図は図 のようになる．本
来ならばウェラブル化した回路と を接続
してタブレットと無線通信するが，本年度は，
図 の点線部に示すように測定回路を
と置き換え，これを と接続し，タブレッ
トで無線通信することを実現する．

２． と 間の通信
と 間の回路を作製した上で，

がデータを送信できているかを確認する
ため， ドングルを用いて と
間の無線通信を行った．このときの手順として，
最初に， と ドングルをペアリ
ングしなければならないので， で
をマスター状態として使用するための コマ
ンドを送信する．そして，今回は脈波を使って
いないため，代わりに の値を から

へ送り， の画面上に表示させた．
のプログラムは，１周期を 等分し，最大値
を にするように作った．このとき， に出
力された画面が図 となる．
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

図 1 本研究の構成 

 
図 2 データを受信した PC の画面 

 
３．結言 

本研究では脈波測定回路とタブレット間の
無線通信を行った． と 間の通信は成功
し，次に，タブレットと 間のペアリング
までを行った．今後は，送信されたデータをタ
ブレットで受信できるアプリを作成しなけれ
ばならない．また，容積脈波を加速度脈波にす
るためには，二階微分しなければならないため，
受信した の値を二階微分するプログラム
を作成する予定である．
 
参考文献 
[1] コマンドリファレンス 
http://www.musenka.com/support/download/
zeal_s01_command.pdf 
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を用いた誘電体形状の最適化に関する基礎的検討

（旭川高専１，旭川高専専攻科生産システム工学専攻２，

旭川高専電気情報工学科３，苫小牧高専理系総合学科４）

○加藤広希１・矢萩幹人２・大島功三３・村本 充４

 
キーワード：PfGA，FDTD，水素，マイクロ波加熱 

 
１．緒言 

水素の需要が増加しており，生産効率の改善が
求められている．効率の良い水素生産手法として，
マイクロ波加熱が提案されている．この手法の加
熱効率を改善するために，加熱対象の形状を適切
に選択する必要がある．これを達成するため，最
適化アルゴリズムの一つであるPfGAを用いて形
状の最適化を行った．簡易モデルである自由空間
と生産環境を近似した金属壁内において形状の
最適化を行い，出力される形状の変化を確認する．

２．解析手法
２．１ FDTD 法

本検討では，電磁界解析アプリケーションとし
て北海道大学情報基盤センターが開発した
JetFDTD を用いた．JetFDTD は解析空間をテキス
トにより簡易に設定できる利点がある．  
２．２ メタヒューリスティクス 
パラメータフリー遺伝的アルゴリズム

(PfGA)[1]は GA から派生した最適化アルゴリズ
ムの一つである．GA に必要ないくつかの設定が
不要となる．少ない個体数で計算可能なため，
FDTD による解析回数が少なくて済む．   
３．シミュレーション 

誘電体にマイクロ波（2.45GHz）を照射し，誘
電体に伝搬したエネルギー量を評価する．表 3.1
に解析空間のパラメータを示す． PfGA の終了条
件を 5 世代達成とした．図 3.1 に二次元平面にお
ける解析モデルを示す．自由空間並びに金属壁内
で最適化を試みる．なお，誘電体は z 方向に
6cm(12 セル)の高さを持つ．図 3.2 および図 3.3
に最適化結果を示す．図からわかるように，どち
らの形状も同様な形状が得られた．x 辺の長さは
両者ともに 3cm で約 1/4 波長，y 辺の長さは自由
空間内で 5.0cm，金属壁内で 5.5cm となった． 

表 3.1 シミュレーション諸元 

４．まとめ 
本研究では，自由空間内と金属壁内で誘電体形

状の最適化を行った．最適化された形状は y 辺の
長さが 0.5cm ほど異なるのみで，どちらも同様な
形状となった．今後は，実際の環境に近い金属壁
内において，より複雑な形状に関して最適化を行
う予定である． 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1 解析モデル 
 
 
 
 
 
 

図 3.2 最適化形状(自由空間) 
 
 
 
 
 
 

 
図 3.3 最適化形状(金属壁内) 
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平面アンテナにおける小型誘電体レンズの効果の検討

（秋田高専 専攻科生産システム工学専攻 、電気情報工学科 、元秋田高専 ）

○渡邊健人 ・伊藤桂一 ・宮田克正

 
キーワード：導波管スロットアレーアンテナ、誘電体レンズ、FDTD 法 
 
１．目的 

マイクロ波帯以上の高周波領域でも伝送損失
の少ない導波管スロットアレーアンテナの放射
特性を改善するために、小型誘電体レンズを各ス
ロットに装荷することを提案している。本研究
では、レンズ装荷時、非装荷時のアンテナの最
適化設計を行い、平面アンテナにおける提案レ
ンズの効果について、 法を用いて解析的
に検討した。

２．解析モデル及び解析条件
本アンテナは WRJ-10 規格の導波路 8 本により

構成され、開口面の寸法は 330×247mm である。
各導波路はスロット穴が千鳥状に 23 個空けられ
ており、終端は金属壁で短絡されている。励振周
波数は 12GHz であり、このときの波長は 25mm、
管内波長は約 30mm である。 

本アンテナに図 1 に示すように誘電体レンズ
を装荷した。誘電体レンズは直径 20mm の球であ
り、比誘電率は 2.2 である。誘電体レンズを各ス
ロットに装荷するために、レンズ装荷時のスロッ
ト間隔は管内半波長である 15mm に設定し、スロ
ットオフセットは 7.5mm に設定した。 
一般的な導波管スロットアレーアンテナの設

計では、スロットオフセットを調整することで最
適化されるが[1]、レンズ装荷時においては、図 1
に示すようにレンズ同士の寸法の制限があるた
め、スロットオフセットを調整することは困難で
ある。そこで、スロット長を設計パラメータとし
て最適設計を行い、VSWR が 2.0 以下となり、メ
インローブの最大値が最も大きくなるスロット
長を計算により求めることにした。 

 
３．解析結果 
レンズ装荷時においてスロット長を変えて計

算した結果、図 2 に示すようにスロット長が
11.5mm のときに前述の条件を満たすことが分か
った。このときの H 面放射パターンを図 3 に示
す。比較のためにレンズ非装荷時においても[1]よ
り最適設計を行った。レンズ非装荷時の設計値はス
ロット長 12.5mm、スロットオフセット 2.5mm、ス
ロット間隔 15mm となった。 
図 3 より、レンズ装荷時のメインローブの最大

電力は非装荷時に比べ、10.35 dB 増加することを
確認した。また、サイドローブレベル比も約 13dB
と良好な特性を得ることができた。 

誘電体レンズ
スロット

y

xz

スロット長

スロットオフセット

導波路

導波路

スロット間隔

 

図 1 レンズ装荷時における平面アンテナ 
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図 2  レンズ装荷時における最適化結果 

 
図 3 放射パターンの計算結果の比較（H 面） 
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曲り部を有するアンテナの解析と設計に関する研究 
 

（秋田高専電気情報工学科 1，元秋田高専 2，北海道大学 3） 
○伊藤桂一 1・宮田克正 2・五十嵐一 3 

 

キーワード：導波管スロットアンテナ，コンフォーマルアレー，FDTD 法 

 
１．はじめに 

設置する場所の形状に合わせて曲面を有する
アンテナをコンフォーマルアンテナといい，デザ
イン性に優れたアンテナとして航空機などの移
動体通信用として利用されている[1]。本研究で
はコンフォーマルアンテナのような曲り部を有
するアンテナについて FDTD 法による電磁界解
析を行い，同アンテナの設計法について検討した。
FDTD 法は立方体セルを用いるため，曲面のモデ
リングは近似的に行う必要がある。今回はモデリ
ングと設計手法の妥当性について検討した。 
 
２．曲り部のモデリング 
本研究では高周波帯でも減衰が少ない導波管

を解析対象とした。導波管の曲り部はベンドとい
い，導波管内を伝搬する電界と並行に曲げたもの
を‐ベンドと呼ぶ。ベンドでは反射がほとんど
なく，VSWR が 1.05～1.10 程度になることが一
般的である。最初に図に示すように導波管本を
折り返し給電可能な‐ベンドでつなぎ，モデリ
ングの妥当性について検討した。

導波管は WRJ-10 規格（導波路高さ b=10.2 mm）
であり，12GHz，TE10モードで給電した。曲り部
の半径 R は 11.5mm であり，図 1 のように階段状
にモデリングを行った。計算結果より，このとき
の VSWR は約 1.054 となり，モデリングの妥当
性を確認することができた。 

 
３．曲り部を有するアンテナの設計 

次に，図 2 に示すように E‐ベンドの半径 R を
30mm と長くして，曲り部の導波管に放射素子と
してスロット穴を 4 個空け，コンフォーマルアレ
ーを形成した。各スロットからは図 2 に示すよう
に x 方向に向かって放射される。導波路終端を無
反射とし，進行波アレーの設計手法により同アン
テナの設計を行った[2]。 

z 軸方向に等間隔になるようスロットを配置し
た場合，角度によっては寸法が長くなる。そこで，
形状を考慮して設計パラメータの補正を行った。
補正した場合としなかった場合について放射パ
ターンの比較を行った結果を図に示す。z 軸方
向をdeg としているため，90deg 方向にメインロ
ーブが表れる。また，縦軸は 1 スロットの場合を
基準にして正規化した。図 3 より設計パラメータ
を補正することによりサイドローブレベル比が
大幅に改善されることが分かった。このとき，
VSWR も 1.270 から 1.196 まで低減した。 

無反射終端

給電
（ モード）

ベンド
ベンドのモデリング

 

図 1 E－ベンドのモデリング例 
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図 2 設計パラメータと放射の様子 

 
図 3 放射パターン(H 面)の比較 
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コイルを用いたワイヤレス電力伝送に関する氷雪影響に関する実験的検討

（函館高専電気電子工学科）

○相澤佑太・庭田卓弥・馬場涼一・丸山珠美

 
キーワード：ワイヤレス電力伝送、電気自動車 
 
１．まえがき 
近年、電気自動車（ ）を、ワイヤレス電力

伝送技術を用いて走行中の自動給電する検討
が盛んである。しかし、 走行中自動給電に
対する、氷雪の影響はほとんど報告されていな
い。 走行時ワイヤレス電力伝送に対する氷
雪の影響は、 雪による誘電率の影響、
雪の厚さによる、送受コイルの距離の影響、に
加えて、 これらが、天候によって変化する
ため定常的でない。という 種類の影響を考慮
する必要がある。
２．実験構成

図１に測定装置を示す。コイル間隔を
に固定し、コイルの片面に氷を接地させ、さら
に氷の厚さを変化させ、S11、S22 の反射と、
S21 による透過特性を測定した。 
３．実験結果 
図２に氷の厚さが 60[mm]時の S11、S22 に

よる反射を示した。図３に氷の厚さが
120[mm]時の S11、S22 による反射を示した。 
図４に S21 による透過特性を示した。氷がコ
イルに接地している場合では、接地しているコ
イルが誘電体の影響を受け共振周波数がずれ
てしまうため損失が生じてしまう。氷が両面の
コイルに接地している場合では、どちらのコイ
ルも誘電体の影響を受けるため、共振周波数が
ずれてしまい、損失が生じてしまう。氷が両面
のコイルに接地している場合と氷なしを比較
すると、共振周波数のずれと損失に大きな変化
は見られないが、氷が両面のコイルに接地して
いる場合と氷が片面のコイルに接地している
場合を比較すると、共振周波数のずれと損失に
大きな変化が見られた。 
４．まとめ 

氷が片面のコイルに接地している場合では、
接地しているコイルが誘電体の影響を受ける
ため、共振周波数のずれと損失が大きくなって
しまう。 
 
 
 
 
 
 

図１．測定装置 
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光センサ機能を有する 

フルカラーLEDディスプレイの大型化 

   （阿南高専電気・制御システム工学専攻 1、㈱レーザーシステム２） 

○三木陽平 1・尾崎貴弥２・長谷川竜生 1 

 
キーワード：LED、ディスプレイ、光センサ、PICマイコン 
 
１．緒言 
 LEDは通常、電気を加えて発光させる発光素
子として使用するが、逆に光をあてると太陽電
池のように電気を発生する光起電力効果も持
つため光センサとしても使用できる。我々は、
これまでに LED の光センサ機能をフルカラー
LEDディスプレイに適用し、懐中電灯の光で表
示画像を書いたり消したりできる手書き入力
ディスプレイを製作している。ダイナミック点
灯方式の LEDディスプレイにおいて、LEDを高
速に点滅点灯させて消灯時に光センサとして
動作させることで、人間の目には残像で常時点
灯しているように見える LED を光センサとし
ても動作させるものである。 
  これまではディスプレイとして 8×8ドット
マトリクスを 1個のみ使用していたが、今回は、
8×8 ドットマトリクスを 3×3＝9 個使用した
大型光センサ機能付フルカラーLED ディスプ
レイを製作した。  
 
２．センサ機能付フルカラーLEDディスプレイ  
 図 1に光センサ機能付フルカラーLEDディス
プレイのマトリクス 1個の回路図を示す。8×8
フルカラーLEDドットマトリクス KEM23088A、
マイコン PIC16F887、トランジスタアレイ
TD62083APG を使用している。ポート B を 1 ピ
ンのみ「H」にするとトランジスタアレイの出
力が 1ピンのみ「L」になり、その横一行のみ
を点灯・センサ可能状態とする。１行目点灯動
作 → １行目センサ動作 → 2 行目点灯動作 
→ 2 行目センサ動作…を高速に切り替えるこ
とで、画像を表示している LEDディスプレイの
LED に同時に光センサ機能を併せ持たせるこ
とができる。 
点灯動作時は、ポート Bを高速に上から下へ
順番に一個ずつ「H」にしていき、これに同期
して各行で点灯させたい LEDに接続された PIC
の出力ピンを「H」にして、一行ずつ点灯させ
ていく。センサ動作時は、光センサに使用する
赤色 LEDが接続された RD7～RD0を入力に設定
する。センサ可能状態となった行の赤色 LED
に光があたると電圧を発生し、その電圧を PIC
は「H」と認識する。照射時の点灯色は、赤・
緑・青・黄・シアン・マゼンタ・白・消灯に点
灯させた色選択 LEDに光を照射して選択する。 

これまでの制御回路は大きな面積を占めて
いたため、ディスプレイの大規模化が難しかっ
た。今回、図 2のように両面基板と多層構造の
使用により、制御回路を集積化しマトリクスの
大きさに収めることができ大規模化が可能と
なった。マトリクスそれぞれにマイコンを使用
しているので、色選択 LEDへの光照射により選
択された色の情報を伝えるため、PIC同士をシ
リアル通信させている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1  回路図(マトリクス 1個) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2  製作したフルカラーLEDディスプレイ 
 

３．今後の課題 
 現在は赤色 LEDのみを光センサとして使用
しているが、赤・緑・青 LEDすべてを光センサ
に使用し、照射する光の色により点灯する色を
決定できるようにすれば、応用範囲がより拡大
するので改良を加えたい。 
 
お問い合わせ先 
氏名：長谷川竜生 
E-mail：hasegawa@anan-nct.ac.jp 
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	 	 高エネルギー粒子の同軸同時計測器の開発	 

	 	 （高知高専	 電気情報工学科 1，	 

	 	 	 	 	 	 	 	 高知高専専攻科	 機械・電気工学専攻２）	 

○谷本壮 1・坂本優太２	 

 
キーワード：高速電子，高エネルギーイオン，同軸同時計測，磁場分布，粒子軌道計算 
 
高強度レーザーの発展に伴い，電子を相対

論的に運動させる電界強度を越える光の強
度を比較的容易に作り出すことが可能にな
ってきた．このような高強度レーザーと物質
の相互作用により，短パルス且つ高密度な相
対論的電子ビームが発生し，MeV を越える
高密度イオンビームやガンマ線などの放射
線がパルス状に発生する．このように発生す
るイオンは，高エネルギー密度，短パルス，
低エミッタンスなどの特性を有しており，小
型イオン源の開発や高速点火核融合などの
高エネルギー高密度科学への応用が考えら
れており精力的に研究が進められている
[1-5]．  
高強度レーザーを用いた小型イオン源の

開発は，特にレーザー駆動による小型がん治
療器の開発に向けた取り組みとして研究が
行われている．典型的なレーザー駆動による
イオン加速の方法には，厚さが数 µmから数
10µm の固体薄膜を用いる Target Normal 
Sheath Acceleration (TNSA) [1]がある．この
TNSAは，固体表面にレーザーを集光照射し，
レーザーとプラズマの相互作用により大量
の高速電子が発生する．発生した高速電子は，
固体ターゲットを貫通し，真空中に放出され，
ターゲットは，正に帯電する．このときの帯
電量は十分大きく，真空中にいったん放出さ
れた電子は，その大部分がターゲットへ向か
って引き戻されることになる．引き戻された
電子は，固体薄膜を逆流し再びレーザーが照
射される表面に向かう．このときターゲット
裏面には，Debye遮蔽により電子によるシー
ス電場が作られる．この電場を利用し固体薄
膜裏面に付着している不純物中の陽子など
の質量の軽いイオンを加速させる方法であ
る．  
	 TNSA によって発生するイオン及び高速
電子は，主に固体薄膜裏面の法線方向及びレ
ーザー進行方向にそれぞれ加速される．その
ため高エネルギーイオンの計測は，ターゲッ
ト裏面方向，高速電子の計測は，レーザー進
行方向での計測が行われてきた．また，TNSA

により生成されるイオンの最大エネルギー
は，レーザー進行方向に加速される高速電子
のエネルギースペクトルから求まる傾き温
度と比例の関係性があり[2]，これまで多方
向による高エネルギーイオン及び高速電子
の同時計測が行われてきた．しかしながら，
レーザー強度の高強度化や固体薄膜の膜厚
の厚さが薄くなるにつれ，特にイオンの生成
する方向は，高速電子と同様にレーザー進行
方向に移動する[3]．また，固体薄膜の厚さ
がナノメートルクラスの場合，イオンは，照
射レーザーの輻射圧を利用しレーザー進行
方向に加速される[4]ことも報告されている．
そのため，従来のイオンと電子を分離した計
測手法では，高速電子とイオンの関係を見い
だすことができない．そこで，同方向で且つ
同時にイオンの最大エネルギーと高速電子
のエネルギースペクトルを計測する計測器
を開発し，この計測器により，高エネルギー
イオンと高速電子の関係について評価する
必要がある． 
	 本研究では，このような高速電子及び高エ
ネルギーイオンの同軸同時計測器開発に向
け，計測器に用いられている磁石の磁場が高
速電子やイオン等の軌道に与える影響につ
いて評価した．詳細は当日報告する． 
	 
参考文献	 
[1] P. Mora, Phys. Rev. Lett. 90, 185002 

(2003)., S. C. Wilks, et. al., Phys. Plasmas 
8, 542 (2001). 

[2] M. Tampo, et. al., Phys. Plasmas 17, 
073110 (2010). 

[3] K. Ogura, et. al., Opt. Lett. 37, 2868 
(2012). 

[4] T. Esirkepov, et. al., Phys. Rev. Lett. 96, 
105001 (2006). 

[5] T. Tanimoto, et. al., Phys. Plasmas 16, 
062703 (2009). 

	 
 
お問い合わせ先 
氏名：谷本壮  
E-mail：tanimoto@ee.kochi-ct.ac.jp 
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最大トルク制御座標系を用いた 
IPMSM 制御の高性能化 

（沼津工業高等専門学校 電子制御工学科）

○岩田大輝 大沼巧
 
キーワード：埋込磁石同期モータ、最大トルク制御座標系、同期回転座標系、最大トルク応答 
 
1. はじめに 
埋込磁石同期モータ(IPMSM: Interior 

Permanent Magnet Synchronous Motor)は、

高効率・高出力・小型であることから自動車産

業において注目を浴びている。本稿では、

IPMSM の制御に適した新しい座標系を提案

し、これを用いた IPMSM の制御方法につい

て述べる。 
2. IPMSM の発生トルク 
一般に交流モータは固定子のコイルに三相

交流電流を流し回転磁界を生み出すことによ

り回転する。固定子のコイルは u 相 v 相 w 相

からなり、これらの合成電圧をベクトルとして

制御し、目的の電流ベクトルを生成する。 
IPMSM の制御には、一般に同期回転座標系

- 軸が用いられている。この座標系は、モー

タの回転子内部に埋め込んだ永久磁石の N 極

を 軸と定め、 軸からπ/2 進み方向を 軸と定

めている。IPMSM は回転子内部の永久磁石に

より磁気抵抗の差が生じるため、出力トルクは

非線形となり(1)式で表される。 
  (1) 

ただし  は極対数， は誘起電圧定数， ，

はそれぞれ , 軸インダクタンスである．こ

の非線形性により d-q 軸電流平面において，ト

ルクが一定となる電流ベクトルの軌跡は曲線

を示す。これを定トルク曲線と呼び，その方程

式は(2)式で表される。 

    
本研究ではこの定トルク曲線を用いて新し

い座標系を定義する。 

3. 最大トルク制御座標系 
最大トルク制御座標系 - 軸は、軸を定トル

ク曲線の接線と平行な軸として定義し、π/2
進み方向を 軸と定義する。d-q 軸と - 軸の関

係は図１のようになっており、 軸が d 軸から

φだけ傾いている。この座標系を適用すること

により、電流の変化に対するトルクの変化幅が

最大となる 軸電流と、最小となる 軸電流に電

流ベクトルを分けることができ、次のような制

御方法が実現可能となる。 
(A) 軸電流を零に制御することで、最大ト

ルク /電流 (MTPA: Maximum Torque 
Per Ampere)制御が達成される。 

(B) 軸方向の電流微小変化はトルクに不感

である。 
(C) 軸方向の電流変化は時間当たりのトル

ク変化幅を最大にする。すなわち、最大

トルク応答を実現する。 

 
図 1 最大トルク制御座標系の定義 

お問い合わせ先 
氏名：岩田 大輝  
E-mail：d10109@ccst.numazu-ct.ac.jp 
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系高温超伝導体における水浸処理効果

（米子高専電気情報工学科）

○田中聖也・芳尾宏和・田中博美

 
キーワード： 系高温超伝導体，ウィスカー，水浸処理，ジョセフソン接合 
 
１．緒言 

超伝導体は，超伝導デバイスに用いられている
単一磁束量子（ ）回
路など次世代電子デバイスへの研究も盛んに行
われている．これらの電子デバイスには ジョセ
フソン接合が使用されている．ジョセフソン接合
とは，薄い絶縁層を 2 つの超伝導層で挟む構造を
しており，超伝導電流が絶縁層をトンネルして流
れる． 
しかしながら このジョセフソン接合を有する

素子を作製するには，集束イオンビーム（
）加工などの微細加工を必要と

する．そのため，ジョセフソン接合素子の作製に
は高価で複雑な作製技術が必要である ．

そこで我々は， 高温超伝
導体（以後， 系高温超伝導体）に着目した．

系高温超伝導体は で結晶構造中に
軸方向と平行にジョセフソン接合を有している．
従って， 軸方向に電流を偏向することができれ
ばジョセフソン接合の特性を容易に利用するこ
とができる．しかしながら， 系高温超伝導体
は 軸方向に高い電圧抵抗を有し電流を偏向す
ることが容易ではない．
そこで，本研究では簡単なプロセスにより

系高温超伝導体の 軸方向に電流を偏向させる
方法として“水浸処理法”を考案した この水浸
処理法では 系高温超伝導体を部分的に水浸す
ることで金属電極間に絶縁層である水酸化物を
形成する．この絶縁層の存在により電流経路が面
内方向から面間方向（ 軸方向）に偏向すると期
待される．そして，本手法で作製したジョセフソ
ン接合素子において，ジョセフソン特性に特徴的
な電圧の飛びが観測できるか検証した． 
２．実験方法

超伝導体としては完全結晶として知られる
系高温超伝導体針状結晶（以後， 系ウィスカ
ー）を用いた．まず， 系ウィスカーを
（ ）法
を用いて育成した．そして育成した 系ウィ

スカーの表面に つの金属電極を作製した．また，
（電極とウィスカーの界面に水酸化物層が形成
されるのを防ぐため）電極作製部分に金蒸着を施
した．その後，蒸留水を利用して水温 ℃，水
浸時間 ～ の条件で水浸処理を施した．
この処理を施した 系ウィスカーの評価は 端
子通電法を用いた電流 電圧（ ）特性測定等に

より行った．
３．結果と考察

図 に ℃， の条件下で水浸処理を施した
系ウィスカーの 特性を示す．図より 軸

方向の臨界電流（ ）を超えた 付近で不
連続的な電圧の飛びが観測されることが分かる．
また図中の矢印②の方向に電流を下げた際，電流
増加時（矢印①の方向）とは異なった経路を通っ
ており，いわゆるヒステリシス特性を示した．こ
れらの特性は，一般的なジョセフソン接合素子と
同様な振る舞いである．従って，水浸処理法を用
いることにより微細加工無しでジョセフソン接
合の特性が得られることが分かった．

また，水浸時間を変化させることでジョセフソ
ン接合素子の接合数を制御できると期待される．
そのためには，水浸時間と水浸膜厚の関係をまず
は明らかにする必要がある 実際には 線光電子
分光装置を用いて化学結合状態
を行い水浸膜厚の算出を行う予定である．
４．結言

本研究では，水浸処理という簡単なプロセスで
ジョセフソン接合素子を作製する基礎研究を行
った．その結果， ℃， の条件下で水浸処理
を施した 系ウィスカーにおいて .6μV
の電圧の飛びを持つジョセフソン接合素子を作
製できることが分かった．  
参考文献 
[1]H. B. Wang et al., Appl. Phys. Lett. 77 (2000) 1017. 
[2]H. Uemoto et al., Physica C, 392 (2003) 512. 
 
お問い合わせ先 
氏名：田中聖也  
E-mail：e11218ts@student.yonago-k.ac.jp 
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  ルービックキューブ自動解法ロボットの試作① 

解法プログラムと駆動系の開発 
（久留米高専 電気電子工学科） 

○池永 大輝、伊藤 絢、越地 尚宏 
キーワード：ルービックキューブ、プログラム、ステッピングモータ、ロボット、色判別 

 
１．緒言 
 本研究の目的はルービックキューブ自動解法
ロボットシステムの試作である。システムに必
要な要素は「ルービックキューブの色配列の認
識」「解法計算プログラム」「実際のルービック
キューブの回転を行うロボットの駆動」の３点
である。本稿では「解法計算プログラム」およ
び「ロボットの駆動」に関して記述し「色の判
定」は発表 P2-6において述べる。 
 
２．解法計算プログラム 
 ルービックキューブの解法には、ツクダ式、
Corner First 法、Layer By Layer 法など様々な
ものがあるが、本研究では Layer By Layer 法
(以下 LBL 法と略す)と呼ばれる手法を用いた。 
LBL 法は、キューブを下から順に各層ごとに揃 
えていく手法であり、ルービックキューブの世

界大会等でも最も用いられる手法である。LBL
法に基づき作成したプログラムのフローチャー
トを図１に示す。LBL 法の手順はこれに示すよ
うに「青面のクロスを揃える」ことから始まり
最終的に「白の面(青面の対面)を揃える」こと
によって 6 面を揃えるという手順で行われる。
プログラムは C 言語を用いて作成した。計算が
正しく行われていることを確認するため、キー
ボードでルービックキューブの配色情報を入力
し、計算プロセス等を表示する確認モードのプ
ログラムを作成し、その表示に従ってルービッ
クキューブを手で順次回転させたところ 6 面を
揃えることができ、プログラムが正しく動作し
ていることを確認した。 
 
３．駆動系 
 自動解法ロボットにおいて駆動が必要な部分
は、キューブを掴み回転させるアーム部である。
アームは「キューブ本体を掴む（もしくは離
す）」と「キューブの回転」という 2 つの動作が
あり、そのためアーム 1 本に対して最低 2 つ以
上のモータが必要となる。また、ルービックキ
ューブの構造上、キューブの回転は誤差を生じ
ない正確な回転が必要であり、正確な回転を行
わないとそれに直交する回転動作がキューブに
引っかかり出来なくなる。そのためモータには
回転角を細かく調整/設定することができるステ
ッピングモータを用いることとし、その制御は
ワンチップマイコンを用いて行う予定であり、
現在駆動系を設計・試作中である。 
 
４．まとめと今後の課題 
 プログラムによって計算できた解法では 80 手
程度の動作を要した。ルービックキューブの最
小手数は 20 手であると知られているため、プロ
グラムには無駄がまだまだ多く改良が必要であ
る。駆動系に関しては実際に駆動部を製作し、
一連の回転動作を連続稼動させた際に、誤差が
生じないこと、誤差が生じた場合の復旧モード
等の検討が必要である。 
 
 
お問い合わせ先 
氏名：越地 尚宏 
E-mail：koshi@kurume-nct.ac.jp 

図１ プログラムフローチャート 
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           ルービックキューブ自動解法ロボットの試作② 

                         キューブの色配列の認識 

       （久留米高専 電気電子工学科）  

○伊藤絢、池永大輝、越地尚宏 

 
キーワード：ルービックキューブ、画像処理、マッチング、OpenCV 
 
１．はじめに 
 高専では様々なイベントや公開実験を通し
て、市民（特に子どもたち）に様々なメカの実
演や演示実験を実施し、科学や技術のおもしろ
さや不思議さ、あるいは最先端の技術をわかり
やすく示す試みが行われている。当研究室はそ
のようなイベントに最適の製作物として、ルー
ビックキューブ自動解法ロボットの製作に取
り組んでいる。本発表はそのロボット動作の第
１手となる「キューブ配色の認識」プログラム
の開発の報告である。またその開発の前段階と
して様々な場所で行う出前講座で避けること
のできない展示場所での照明の影響の調査及
びその対策も検討したのでこれも報告する。 
 
２．ロボットのシステム構成 
当ロボットシステムは図１に示すように、「ル
ービックキューブを撮影し配色パターンを認
識」→「解法手順を計算」→「計算された手順
に従ってモーター駆動によりキューブを回転
させ６面をそろえる」という一連の流れの動作
を行う。本研究はその中の「ルービックキュー
ブの撮影及びパターンの認識を行うプログラ
ム」の作成である。（その他の部分は講演 P-5
で発表する。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
３．色識別の問題点と判定方法 
 色認識時の問題点は前述のように出前実験
等では実演場所によって照明の種類や明るさ
が場所によって異なることであり光の影響に
より赤と橙、白と黄のような色の組は判別がつ
かなくなることが予想される。その問題点を解
決するため、まずプログラミングの前提条件と
して、様々な色の表現法である RGB、HSV、CMYK

について最も判別に適した表色系を調べた。ル
ービックキューブを様々な照明で照らして撮
影した画像におけるそれぞれの画素値を比較
検討した結果、RGBは白と黄、青と緑、赤と橙
が似たような値になっており、CMYK も似た画
素値になっていた。HSV では H(色相)の値が白
と青以外は画素値に重なりが無かった。これに
より本プログラムでは HSV 表色系をメインに
青と白の判別は RGB表色系を使うこととした。 

 
４．システム構成 
図２にプログラムの流れを示す。最終の判別

結果を講演 P-5 の手順導出プログラム（及び駆
動系）に引き継ぐことによりルービックキュー
ブの自動解法ロボットの動作が完結する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      図２プログラム構成 
 
 開発には Visual C++と OpenCVを用いている。
OpenCV とは画像処理用ライブラリーであり、
これを用いることにより様々な高度な画像処
理を簡単に実現することが可能となった。 
 
５．おわりに 
 今後、色の判断のため、グレースケール化、
微分フィルタ処理などをプログラムに組み込
み、間違いの生じない正しい色判断ができるプ
ログラムの完成を目指す。 
 
お問い合わせ先 
氏名：越地 尚宏 
E-mail：koshi@kurume-nct.ac.jp 
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     弓曳童子の現代技術を用いた復元に関する基礎的研究 

     （久留米高専 電気電子工学科） 

○牛島淳樹、 越地尚宏 

 
キーワード：田中久重、弓曳童子、スライダクランク、ワイパーリンク、Arduino 
 
１．はじめに 
 「弓曳童子」とは、江戸時代末期を代表する
久留米藩出身のからくり師である田中久重の
製作のからくりであり、図１は昨年度開催され
た第19回高専シンポジウムin久留米における
一般公開企画で展示／実演された久留米から
くり振興会所有のレプリカである。ぜんまいと
カム、レバー、糸によって制御され、自動的に
４本の矢を射ることができる江戸からくりの
最高傑作である。本研究はこのからくりに触発
され、現代の技術、特に電子部品を用いた制御
により「矢を取り、弓につがえ、矢を射る」と
いう動作を再現するロボットの製作を行う。 
 
２．機体について 
弓曳童子の動きを再現するには、一連の３つ

の動作、即ち（１）矢立から矢を取り弓まで持
っていく、（２）矢を弓につがえ引き絞る、（３）
矢を取った後の矢立を動かし、もう一度矢をと
れる場所に配置、の動作を行う必要がある。各
動作を簡単な機構で実現するため、以下のリン
ク機構を採用する。 

（１）の動作は図 2に示す「ワイパーリンク」
を用いて実現する。これにより腕を足元にある
矢立と弓との間を往復する９０度の運動をさ
せ、このリンクを右肩部分に使用することで、
モーターを 1 方向に回転させるだけで矢立と
弓の間を往復して動くので、制御信号を少なく
でき、プログラムの簡略化が可能になる。（２）
の動作は図 3 に示す「スライダクランクリン
ク」を採用する。弓を引き絞るためには往復直
線運動を行わなければならない。このリンクで
あれば、モーターを正転させるだけで直線運動
を繰り返すことかできるので、上記のワイパー
リンクを使用するメリットと同じく、全体の簡
素化に繋がる。（３）の動作は、矢を取る腕の
軌道上に矢を配置するため、矢を取った後に別
の矢を補充する。そこで足元に矢立を配置し、
矢を取った後リボルバーのように回転させ、軌
道上に矢を配置する。全体の制御は Arduino
を用いて行う。モーターの駆動時間と駆動する
タイミングを制御し、リレーを通してモーター
を駆動するのに十分な電力を与える。 

 
３．今後の課題 
図にあるリンクを用いてからくりを完成さ

せ、より正確な動作ができるようソフト、ハー
ド両面から調整、改良を行っていく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2 ワイパーリンク 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 スライダクランクリンク 
 
お問い合わせ先 
氏名：越地尚宏 
E-mail：koshi@kurume-nct.ac.jp 

図１ 第 19 回高専シンポジウム in 久留米で

展示／実演された久留米からくり振興会所有

の弓曳童子（レプリカ） 
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	 	 	 	 自然エネルギーを利用した非常用電源システムの開発	 

	 	 	 	 （高知高専専攻科機械電気工学専攻 1、高知高専電気情報工学科２）	 

○中岡翼 1・吉田正伸２	 

 
キーワード：太陽光発電、独立電源、バッテリ、ドライブ回路、電力変換回路 
 
１．緒言 
	 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震
災のような地震に見舞われた場合，ライフライ
ンである電力は断絶してしまい，被害が拡大し
てしまう．現代社会は電気によって成立してい
るといっても過言ではないほど，電気に依存し
た生活を送っている．本研究では，高知県で発
生すると予想されている南海トラフ巨大地震
に備えて，災害時に利用できる非常用電源シス
テムを開発した．その結果，実効値 100Vの方
形波電圧を出力するシステムを完成させた． 
２．システムの構成 
図 1 は本研究で検討する太陽光発電を用い

た非常用電源システムの構成図である．まず太
陽光パネルから得た電力を降圧形 DC-DC 変
換回路を用いてバッテリに充電可能な電圧約
DC70Vに降圧し，充電コントローラを通して
DC60V鉛バッテリ(単体 12Vを 5直列 2並列)
に充電する．ここで充電コントローラはバッテ
リの過充電防止の役割を果たす．バッテリ電圧
の DC60Vは昇圧形 DC-DC変換回路を通して
DC150Vに変換し，DC-AC変換回路を通して
方形波交流 AC150V に変換することで非常用
電源装置とする. 

図 1 システムの構成図 
３．実験・結果 
	 本研究ではそれぞれの用途に応じて電力変
換回路の製作，動作確認を行った．この章では，
製作した電力変換回路と太陽光パネルとバッ
テリを用いて実験を行った過程と結果を述べ
る． 
３．１	 充電システム 
	 太陽光パネル(5直列 2並列)，バッテリ(5直
列 2 並列)と本研究で製作した降圧形 DC-DC
変換回路，充電コントローラを結線し，システ
ムの充電部としての評価を行った．太陽光パネ
ルから降圧形 DC-DC変換回路を通して，バッ
テリに充電できる適正電圧まで降圧させる．降
圧形DC-DC変換回路とバッテリの間に充電コ
ントローラを設置することで，バッテリへの過
充電保護を行う． 

図 2	 バッテリの充電電圧 
図 2は時間変化に対するバッテリの充電電圧
を示している．実験では 60分にかけてバッテ
リの充電特性を確認した．図 2より
DC61.4V(54％)から DC62.8V(68％)まで充電
を行えており，約 15％の充電を確認した． 
３．２	 放電システム 
バッテリ(5直列 2並列)，負荷と本研究で製作
した昇圧形 DC-DC 変換回路，DC-AC 変換回
路とを結線し，システムの放電部としての評価
を行った． 

図 3	 負荷（携帯電話）接続時の充電特性 
図 3は電源システム(放電部)の負荷を携帯電話
とし，システムから携帯電話に充電した特性で
ある．また，電源システムと比較できるように
商用電源を用いて同様に携帯電話を充電した．
電源システムでは約 110分で充電が完了し，
商用電源では約 90分で満充電となった．ここ
で約 20分の差異が生まれたが，本研究で製作
した電源システムを用いても充電が可能であ
ることを確認した． 
 
お問い合わせ先 
氏名：中岡翼  
E-mail：s1410@kochi-ct.jp 
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X線光電子分光法による 

Bi系高温超伝導体の化学状態分析 

（米子高専電気情報工学科 1，豊橋技科大 2） 

○片岡範行 1・盛山翔太郎 1・田中博美 1・荒木優一 2 

 
キーワード：Bi系高温超伝導体、 X線光電子分光、Jc異方性 
 
１．緒言 
 Bi2Sr2Caｎ-１CuｎOｙ高温超伝導体（以後、Bi系超
伝導体）は安価に作製でき、配向制御が不要であ
るといった特徴から、超伝導線材への応用に向く。
一方で、Bi 系超伝導体は外部磁場の印加角度に
よって、自身に流せる電流密度の上限値（Jc）が
大きく変化する（Jc異方性）。この Jc異方性は線
材応用を妨げており、改善が急務である。 
そこで近年、Bi 系超伝導体に人工ピンニング

センターとして Mgを添加[1]することで Jc異方性
の改善が確認された。しかしながら、添加された
Mgの化学的な作用については未検討であった。 
本研究では、Mg添加を行った Bi系超伝導体（以
後、Mg添加超伝導体）に対して、X線光電子分光
法（X-ray Photoelectron Spectroscopy：XPS）
による化学状態の分析を行った。XPSは物質の化
学状態を、原子の結合状態レベルで分析できる。
この分析により、Mg 添加による Jc異方性の改善
メカニズムの解明に取り組んだ。 
  
２．実験方法  
ASGQP法[2]を用いて Bi系超伝導体を作製した。

得られた Bi系超伝導体を MgO粉末に埋没し、ア
ニール処理によって、Mg 粒子を熱拡散させるこ
とで Mg添加超伝導体を作製した。なお、アニー
ル条件は温度：400℃、時間：5hとした。 
次に、Mg 添加超伝導体に対して XPS 測定を行
い、添加した Mg 粒子が金属状態または酸化状態
であるかを分析した。この分析は、得られた Mg2p
スペクトルを Mg及び MgO単体の参照スペクトル
と比較することによって行った。この Mg2p の化
学状態を特定することで、添加した Mgが Bi系超
伝導体にどのように作用しているかという情報
が得られると期待できる。 

 
３．結果と検討 
図１に Mg添加超伝導体から測定した Mg2p XPS 

スペクトルを示す。また、参照スペクトルは C1s 
XPSスペクトルを用いて横軸を校正した。得られ
た光電子ピークは Mgの参照スペクトルと重なっ
ていることが分かる。これは、添加した Mg が金
属状態で結晶に存在することを意味する。 
また図中に、Bi 系超伝導体の結晶構造を併せ

て示した。Bi系超伝導体が Mgと同族の SrOと Ca

で構成されていることを考慮すると、これらと
Mg の間で元素置換が生じていると考えられる。
また結晶中の Mg が金属状態であることから、同
じ金属状態である Caとの置換が予想できる。こ
の時、Caのイオン半径（0.99Å）と Mgのイオン
半径（0.72Å）の差から、超伝導特性を支配する
CuO２層間の距離は 0.27Å短くなる。これにより、
Bi 系超伝導体における Jc 異方性の起源である
CuO２層間の弱結合が強固になったと考えられ、そ
の結果 Jc異方性が改善されたといえる。 
 
４．結言 
 Mg添加による Bi系超伝導体の Jc異方性改善メ
カニズムを解明するため、XPSを用いて化学状態
分析を行った。その結果、添加された Mgは金属
状態で Bi 系超伝導体内に存在し、構成元素の一
部と置換していることをつき止めた。この置換に
より Jc異方性の起源である CuO２層間の弱結合が
強固な結合となり、Jc異方性が改善されたと考え
られる。 
参考文献 
[1]荒木優一ら,第 61 回応用物理学会春季学術講演会予稿集

(2013) 11-021 
[2] H. Uemoto et.al., Physica C 392-396 (2003) 512. 

 
お問い合わせ先 
氏名：片岡範行  
E-mail：e11205kn@student.yonago-k.ac.jp 
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合金における

相の熱的安定性 
 
 

（仙台高専マテリアル環境工学科 、仙台高専専攻科２、仙台高専総合科学系理数科 ）

○板乗勝太 ・武田光博２・今野一弥

 
キーワード：マグネシウム合金、軽量構造材、LPSO 相、ラメラ組織、SEM 観察 
 
１．緒言 

金属 希土類金属 系合金は、特異
な長周期積層 構造を有し、 系合金よ
りも軽量である上に、高強度や高延性等の優れ
た機械的特性を示すことが知られている。この
ため、これらの合金系が、次世代の構造材とし
て、注目を集めている。中でも 系合
金は、特に機械的特性に優れているが、その

相は鋳造まま材では発現せず、鋳造後の
熱処理によって 相を出現させることが知
られていた。

最近、本研究室では、この 合金へ、
と を複合添加することによって、鋳造ま

ま材においても、 相の発現が可能である
ことを見出した。これは、 合金への
と の複合添加によって、 相の形成温度
領域を著しく拡大させた結果と考えている。ま
た、その後の調査から、 相の最大体積分
率を示す組成が、 であることも
確認している。
このため本研究は、この 合

金の組織における熱的な安定性を明らかにす
ることを目的として行われた。

２．実験方法
合金は、 雰囲気下の高周

波炉を用いた母合金の溶解後に、 × ×
の銅製鋳型への射出鋳造によって作製した。作
製した鋳造合金は、 雰囲気下の石英管内に
封入し、電気炉で熱処理を行った後に、水中に
おいて冷却を行った。熱処理温度は、示差走査
熱量測定 において変化の見られた ～

℃とした。
得られたインゴットは、 線回折 測定

による相状態の決定、電解放出型走査電子顕微
鏡 による組織観察、エネ
ルギー分散型 線分光 によって定量分析
を行った。

３．実験結果
図 は、各温度で熱処理を行った試料の

像である。 相を含むラメラ相は、 ℃以
降で急激に減少し、 ℃ではほとんど見られ

なくなった。
図 は、 像から概算された熱処理温度に

対するラメラ相の体積分率の変化を示してい
る。鋳造まま材 室温 において発現が確認され
ているラメラ相の体積分率は、約 ℃の熱処
理を最大として、 ℃からは徐々に減少し、

℃の試料においてはほぼ消失することが確
認された。熱処理によって 相を発現させ
る 系の 相は、低温
の熱処理であっても急激にその体積分率を減
少させる。このため、 ℃近傍まで 相を
示す本合金系における と の複合添加が、

相の熱的な安定性に寄与した結果と考え
られる。

図 各熱処理温度試料の 像

図 ：各熱処理における体積分率の変化

お問い合わせ先
氏名：今野 一弥

：
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山野辺碧山野辺碧山野辺碧山野辺碧 1111・・・・村山希村山希村山希村山希 1111・・・・桑野夏希桑野夏希桑野夏希桑野夏希 1111・・・・小浦方優美小浦方優美小浦方優美小浦方優美２２２２・・・・○梅澤洋史○梅澤洋史○梅澤洋史○梅澤洋史 1111    


キーワード： 次非線形光学、、有機合成


１．緒言
  に示した トルエンスルホン酸 メ
チルジメチルアミノフェニルエテニ
ルピリジニウムは高性能な有機  次
非線形光学材料であり、その単結晶は  波
発生素子として実用化されている。本研究では
を上回る性能を有する高性能 次非線形
光学材料の探索のため、に示すように
 のカチオン部分の二重結合炭素を
窒素で置き換えた 種の骨格 および を合成
し、その光学特性および非線形光学特性の評価
を行った。












       
 

２．実験
  に従い骨格  および  はそのヨウ
化物塩 、 として合成を行った。得られた
、 はメタノール溶液での紫外可視吸収ス
ペクトルを測定した。さらに、、 の対ア
ニオンを変換した合計  種の化合物を合成し
た。

３．結果と考察
 はじめに分子軌道計算 により、
分子レベルでの  次非線形光学特性を表す 
次分子超分極率β0の評価を行った。 と比
較すると骨格  でわずかなβ0の減少が見られ
る一方、骨格  では約 の増加が見込まれ
ることがわかった。 および  の紫外可視吸
収スペクトルを  のヨウ化物塩と比較したと
























 

ころ、それぞれ 、 の長波長シフトが
観測された。さらに、 および  の粉末結晶
に  レーザーを照射することにより、第
二高調波発生活性の評価を行ったとこ
ろ、 は  活性、は  不活性である
ことがわかった。さらなる  活性結晶探索
のため 、 それぞれのヨウ化物イオンをベ
ンゼンスルホン酸誘導体イオン変換すること
により  活性結晶の探索を行った。詳細に
ついては当日報告する。

３．参考文献




問い合わせ先
氏名：梅澤洋史
：
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 法による単結晶育成と育成装置の製作

（熊本高専・生物化学システム工学科）

○森崎冴香・井手香菜美・中島晃・木幡進・二見能資

 
キーワード：無機単結晶、結晶育成、Cz 法、装置製作、発光材料 

 
1. 緒言 

材料は、あらゆる産業の基幹を支えている

といえる。例えば、今日の科学技術の発展に

は、単結晶やガラス、セラミックスといった

無機材料の優れた特性が欠かせない[1]。特に結

晶材料は、原子配列が一様であることから、

材料特性の理解に用いる最も単純なモデルと

なる。 
結晶育成方法には様々な方法が開発され実

用化されている。この結晶育成方法の一つに

Czochralski(Cz)法がある[2]。この方法は、大口

径化が可能であり、結晶性に優れた結晶の作

製方法として、多くの結晶材料の作製に用い

られている。我々は、この Cz 法による結晶育

成装置の作製と結晶育成を試みることにした。 
 
2. 実験方法 

製作した結晶育成装置の概略を Fig.1 に示す。

結晶原料の溶融の為の発熱体にはシリコニッ

トヒーターを用い、円筒形の断熱材(アルミナ)
で覆った。温度制御には温度調節器（CHINO
社製：KP1030）及び、サイリスタレギュレー

タ（CHINO 社製：JU20050）による電力制御に

より行った。温度計測には K 型熱電対を用い

た 。 結 晶 の 引 上 げ に は 電 動 ス ラ イ ダ

（ORIENTALMOTOR 社製：EAS6X）を用い、

PC により引き上げ速度を制御した。実際の装

置外観を Fig.2 に示す。 
装置の動作確認の為に塩化ナトリウム結晶

の作製を行った。坩堝にはアルミナ坩堝を用い

た。雰囲気ガスは空気である。 
 
3. 結果と考察 

各機器を配線して動作確認を行った。温度制

御により 1050 º まで昇温が可能であることを

確認した。 
塩化ナトリウムをアルミナ坩堝に入れて

900 º まで温度を上昇させた。昇温して溶融後

の塩化ナトリウムを Fig.3 に示す。塩化ナトリ

ウムの溶融を確認できた。 
現在、電動スライダを用いて単結晶の引き上

げ条件を検討している。 
 
 

 
Fig.1 装置の概略 

 

 

Fig.2 装置の外観 Fig.3 溶融後の塩化ナト
リウム 

 
[1] 足立吟也 他,「新無機材料科学」化学同人 (1990). 
[2] R. Uecker, J. Cryst. Growth, 401 (2014) 7. 
 
 
お問い合わせ先 
氏名：二見能資 
E-mail：futami@kumamoto-nct.ac.jp 
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銅ビスマス酸化物の作製と熱電特性の評価

（函館高専専攻科生産システム工学専攻 、函館高専電気電子工学科２、

函館高専生産システム工学科３）

○田口大貴 ・松原翔平２・柳谷俊一３

 
キーワード：熱電変換、酸化物材料、銅ビスマス酸化物、不純物添加 
 
１．緒言 
近年、化石エネルギーの枯渇や地球温暖化、

東日本大震災による原発事故により再生可能
エネルギーが注目されている。 

再生可能エネルギーは現在、太陽光エネルギ
ー、風力エネルギーなどが使用されているが、
多くの産業分野から排出される熱エネルギー
は未利用のまま捨てられているのが現状であ
る。そこで近年、熱エネルギーを電気エネルギ
ーに変換できる熱電変換材料が注目されてい
る。しかしながら、熱電変換材料の変換効率は
いまだ低く、実用化には至っていない。そのた
め、効率を向上させるための研究が世界中で行
われている。 
放電プラズマ焼結（Spark Plasma Sintering : 

SPS）法は短時間で高密度なセラミックス材料
を作製できることから、従来の材料の焼結に加
え、新規材料の研究開発にも用いられている。 

本研究では、新規熱電変換材料として銅ビス
マス酸化物(CuBi2O4)に着目し、SPS 法による
高密度試料の作製を行い、熱電変換特性の向上
を図っている。 

 
２．目的 

CuBi2O4 の熱電特性を向上させるためには
電気伝導率とゼーベック係数、熱伝導率の制御
が必要になる。そこで、本研究では不純物を添
加した CuBi2O4 を SPS 法により作製し、不純
物添加が熱電特性に対して与える影響を調べ
ることを目的とした。 

 
３．実験 
 
（１） 試料の作製 

CuBi2O4 の作製には CuO(純度 99.99%)、
Bi2O3(99.9%)を使用した。添加する不純物は
ZnO(99.99%)と CaCO3(99.95%)であり、Zn と
Ca の添加量は Bi に対して 1～5％とした。 

乳鉢を使用して原料粉末を 2 時間混合した。
混合した原料粉末を 40MPa の圧力で直径
20mm の円盤状に成形した後、大気中、700℃、
24 時間の条件で合成した。その後放電プラズ
マ焼結装置により焼結を行なった。焼結は真空
中で行い、印加圧力は 40MPa、焼結温度は
550℃、保持時間は 10 分とした。 

 
（２） 試料の評価方法 

試料の結晶構造をＸ線回折により評価した。
試料の微細構造は走査型電子顕微鏡（SEM）に
より評価した。また、ULVAC ZEM-3 により、
約 300～800℃の範囲で電気伝導率、ゼーベッ
ク係数の温度特性を測定した。 
 
４．結果 

図１に合成後の試料の X 線回折の測定結果
を示す。X 線回折パターンには Bi2O3 と CuO
の回折ピークをマークした。マークされていな
いピークは目的の生成物である CuBi2O4 のピ
ークである。図１より不純物無添加の場合は
Bi2O3 や CuO 等のピークが見られず、CuBi2O4
単相の試料を作製できた。一方、不純物を添加
した試料では、主相である CuBi2O4 に加えて、
微量ながら不純物相である Bi2O3 や CuO から
の回折ピークが確認された。 

発表では微細構造観察結果および熱電特性
の測定結果についても報告する。 
 

 
 

図１ X 線回折の測定結果 
 
 
お問い合わせ先 
氏名：柳谷俊一  
E-mail：yanagiya@hakodate-ct.ac.jp  
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  XPSスペクトル解析支援ソフトウェアの開発 

  （米子高専電気情報工学科 1、米子高専専攻科生産システム工学専攻２、

  物質・材料研究機構 3、オミクロンナノテクノロジージャパン 4） 

○西澤侑吾 1・松本凌２・田中博美 1・吉川英樹 3・田沼繁夫 3・吉原一紘 4 

 
キーワード：X線光電子分光、バックグラウンド、解析支援、ソフトウェア 
 
１．緒言 
 X 線光電子分光（XPS：X-ray Photoelectron 
Spectroscopy）は、物質の表面を数ナノオーダー
の深さまで分析できる優れた手法である。この
XPSで得られるスペクトルの解析過程では、定量
分析に際してバックグラウンドと呼ばれる成分
を正しく推定する必要がある。通常この推定には
Shirley–Proctor-Sherwood（以降、Shirley）法
が用いられる(1)。この方法はスペクトル中の両端
の 2 点の選択のみでバックグラウンドを推定で
きる簡便な方法である。一方、2点の選択は解析
者に委ねられており、解析者によってバックグラ
ウンド推定の解が大きく異なる可能性がある。 
そこで最近 2 点の人為的な選択に依存せずバ
ックグラウンドを自動計算できる動的 Shirley
法が提案された。しかしながら現状の動的
Shirley法は、入力されるスペクトルの形状によ
っては解の収束が不安定になりエラーを起こす。
例えば図 1（a）のような複雑な構造のスペクト
ルではバックグラウンドがスペクトルを横切る
場合がある。これは初期条件として指定した 2
点（以降、初期端点条件）が不適切で、最適値に
収束しきっていないためである。そこで本研究で
は動的 Shirley法の解の安定化を目指し、これを
適用した解析支援ソフトウェアを開発した。 
 
２．実験方法  
 動的 Shirley法の解を安定させるために、入力
スペクトルの形を考慮した初期端点条件を求め
るアルゴリズムを考案した。具体的にはまず XPS
スペクトルにおいて下に凸の変曲点を検出する
（図 1（b）：a、b、c、d）。この中からスペクト
ルの両端付近の変曲点を選択する（図 1（b）：a、
d）。これらをバックグラウンド計算に必要な初期
端点条件に採用することで、動的 Shirley法の解
が最適地に収束し易くなりバックグラウンドが
スペクトルを横切る問題を回避できた。 
 
３．結果と検討 
 図 1（b）のバックグラウンドは改良した動的
Shirley法により推定された。解析対象には銅酸
化物の Cu2p スペクトルを用いた。図より改良し
た動的 Shirley 法で推定されたバックグラウン
ドはスペクトルを横切っていない。これは、動的   
Shirley法が最適解に収束したことを意味する。 

 また Cu2p スペクトルにおいてピークの面積比
は（2p3/2：2p1/2）＝（2:1）となる。これはスピ
ン軌道分裂した p軌道の占有数比の理論値が 2：
1であることに由来する(2)。そこでバックグラウ
ンド除去後の各ピークの面積比を計算した。その
結果、改良した動的 Shirley 法では面積比が
（1.8：1）と近い値を示した。これは従来の動的
Shirley法の結果（図 1（a））では初期端点条件
次第でピーク面積の計算すら不可能であったこ
とに比して、大きな進歩といえる。 
 
４．結言 
 動的 Shirley法の解の安定化を目指し、入力ス
ペクトルの形を考慮したアルゴリズムを開発し
た。その結果、従来の動的 Shirley法と比較して
適切なバックグラウンド推定が可能となった。こ
の正しさはバックグラウンド除去後のピーク面
積の評価結果からも検証された。得られた結果か
ら、新しいソフトウェアは、XPSスペクトルの形
状に依存することなく安定した解を提供できる
ことが示唆された。 
 
参考文献 
(1) A. Proctor et al., Anal. Chem., 54 (1982) 13. 
(2) 吉原一紘ら, 固体表面分析Ⅰ, (1995) 58. 
 
お問い合わせ先 
氏名：西澤侑吾  
E-mail：e11225ny@student.yonago-k.ac.jp 
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有機圧電ポリマーを用いた多機能センサの作製とその応用 

（仙台高専情報ネットワーク工学科） 

○小野凌太・菅野貴晋・今井裕司 

 
キーワード：ポリフッ化ビニリデン、水素センサ、温度センサ、圧力センサ 
 
１．緒言 
近年、環境エネルギーを利用して発電を行うエ

ネルギーハーベスト技術が注目を集めている。有
機圧電ポリマーをこの技術に利用するには、厚さ
数百μm程度の自発分極を有するPVDFフィルム
を得る必要がある。現在市販されているPVDFフ
ィルムの作製には、押出成型したフィルムを加熱
して延伸したり、強電界で分極処理したりするな
ど煩雑な作製工程を踏む必要がある。我々は、
PVDFの混合溶液を基板上に塗布してPVDFフィ
ルムを作製する簡便な手法を確立してきた。 
今回、パラジウム（Pd）金属が水素を吸収する

と膨張することを利用し、PVDF フィルム上に
Pd 電極を付けて水素センサへの応用を試みた。
さらに、温度や圧力センサへの応用も検討した。 
 
２．多機能センサの構造と動作原理 

本センサ素子の概略図を図 1 に示す。PVDF フ
ィルムの両面に電極を堆積させたシンプルな構
造を有している。Pd を電極に用いた水素センサ
では、水素吸収・放出による Pd 電極の伸縮変化
により PVDF フィルムが歪む。このとき、PVDF
フィルムの分極の変化を電圧信号として取り出
すことにより水素の有無を検出できる。また、
PVDF フィルムが持つ焦電性と圧電性を利用し
て、温度と圧力に反応するセンサを作製し、体温
計、脈拍計などへのアプローチも行う。自立動作
型のフィルム状センサであるため、電源が不要で
小型化が可能であり、どこにでも貼り付け可能な
多機能センサの実現が可能となる。 

 
 
 
 
 
 
 

図 1 多機能センサの構造と動作原理 
 

３．実験方法 
ヘキサメチルリン酸トリアミド（HMPA）とア

セトンを 1:1 の割合で混合させた溶液に PVDF 粉
末（Polyscience, Inc.）を 3～5 wt%溶解し、ホッ
トスターラーにて約 40℃、300 rpm で 1 時間攪拌
した。その後、攪拌した PVDF 溶液をガラスシャ
ーレ上に塗布し、約 80℃で 24～48 時間乾燥させ

て PVDF フィルムを形成した。 
15～20 mm 四方に切り出した PVDF フィルム

の両面に、DC スパッタリング装置（IB-3、EIKO 
Engineering）と真空蒸着装置（SPVD23、東栄科
学産業）を使用して電極を堆積させた。電極から
電圧信号を取り出すために、リード線を銀ペース
トにて取り付けてセンサ試料とした。 
乾燥空気と水素を交互に導入できるセル中に

センサ試料を設置し、水素ガス検知特性の評価を
室温にて行った。また、温度センサの評価を行う
ために、作製したセンサ試料をシリコンヒーター
に固定し、温度を室温から増加させたときの出力
電圧を測定した。さらに、圧力センサの評価につ
いては、センサ試料に一定の圧縮応力を加えた時
と除去したときの出力電圧の変化を測定するこ
とにより行った。 
 
４．実験結果 

PVDF フィルム上に Pd 電極を堆積させたセン
サの水素検知特性を図２に示す。水素を検知した
とき、出力電圧は急激に増加して一定の出力電圧
を保持していた。再び雰囲気を空気に戻したとき、
出力電圧は緩やかに初期値まで減少した。この安
定した検知特性は PVDF フィルムの微細構造、す
なわち Pd 電極が水素中で体積膨張したときの良
好な歪み特性に起因することがわかってきた。温
度特性と圧力特性に関しては、当日の発表にて述
べる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２ Pd 電極／PVDF フィルムの水素検知特性 

 
 
問い合わせ先 氏名：今井裕司 
E-mail：imai@sendai-nct.ac.jp 
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連続速度格子気体法を用いた物質移動モデルの開発

（仙台高専生産システムデザイン工学専攻 、仙台高専マテリアル環境工学科２）

○管野康平 ・北川明生２

キーワード：流体シミュレーション、物質移動、セルオートマトン 
 
１．緒言 
化学プロセスにおいて, 2 相流体系の挙動や相

間物質移動を理解することは, 要求される性能
を持った反応装置 分離精製装置の設計やその
操作などにとって重要な要素である[1]. 物質移動
の速度論的な研究は古くから行われているが,
多くは実験的な測定に留まっており, 汎用モデ
ルが存在しないのが現状である. 本研究は, 様々
な条件で物質移動がシミュレートできるモデル
を開発して相間の物質移動を解析し 妥当性の
検討を行う.

２．モデル
本研究で用いる連続速度格子気体(CVLGA)法

は, 流体を仮想粒子の集合としてモデル化し, 流
動現象をシミュレーションする方法である[2]. 特
徴として, 多相系の解析が容易なことが挙げら
れる. 2 相流動は Ohashi らの 2 色粒子モデルに
基づいてモデル化した[3]. 本研究では, 粒子に新
たに物質量という属性を与え, その更新に以下
のルールを用いることとする. 

𝑁𝑁𝑘𝑘
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑁𝑁𝑘𝑘

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 − 1
Ф

(𝑁𝑁𝑘𝑘
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖) 

ここで, 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖は, 格子𝑖𝑖𝑖𝑖 の各相に存在する粒子の
物質量の平均値である. また, Фは拡散抵抗を表
わすパラメータである 本研究ではバルク溶液,
液滴, 溶質からなる 2相 1成分系のシミュレーシ
ョンを行い, 溶質の物質移動の挙動を解析した.

３．計算結果
図 1 に液滴相における物質量分布の経時変化

を示す. 赤色が濃い部分は物質量が大きいこと
を意味する. 時間経過とともに液滴側界面近傍
の物質量が小さくなっていることが見て取れ, 
物質移動が起きていることが確認できた.

流体粒子の初速度を 10 倍に変化させた際の解
析結果を図 2 に示す. これは, 系の温度を上昇さ
せたことに相当する[2]. 温度を上昇させると液滴
の界面が崩壊し, 両相の混合が起こることも再
現された. 液滴相の総物質量の経時変化を図3に
示す. 温度の上昇により物質移動速度が大きく
なることが確認された. 

 
 

 
 
 
 
 
 
図 1. 液滴相の物質量(初速度:1.0 左:t=50,右:t=100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.液滴相の物質量(初速度:10.0 左:t=50,右:t=100) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

図 3. 液滴相内の総物質量の経時変化 
4．結言 

研究結果より, シミュレーションモデルによ
って拡散現象を再現することに成功した. また, 
2相 1成分系静止液滴系での物質移動を検証した
結果, 経時変化とともに物質移動が行われてい
ること, 異なる 2 相間での物質移動の様子, 物質
移動と流速との関係等を検証することが出来た.  

 
参考文献  
[1] Cussler, Diffusion, 3rd ed., Newyork:  

CAMBRIDGE Univ. Press 
[2] Kitakawa,A., Chemical Engineering 

 Science, 60 5612 – 5619 (2005) 
[3] Inoue,Y., Yu Chen, Ohashi,H., Journal of 

 Computational Physics, 201 191–203(2004) 
 
お問い合わせ先 
氏名：北川明生 
E-mail：kitakawa@sendai-nct.ac.jp 

P2-16.pdf



測定法による亜テルル酸リチウム合成の評価

（函館高専物質工学科 、函館高専物質環境工学科２）

○山本大貴 ・鹿野弘二２

 
キーワード：Li2TeO3、LiOH・H2O、AE 測定法、熱分析 
 
１．緒言 
近年、広帯域一括増幅が可能な光増幅機器と

してテルライトファイバが注目されている。こ
のテルライトファイバガラスの原料となる亜
テルル酸リチウム (Li2TeO3、以後 LTO)は
LiOH・H2O（以降 LH）と TeO2を乳鉢混合す
ることで合成可能 メカノケミストリー効果
であり，その際水和水が大きく影響すること，
さらに，LH を粉砕する前処理が LTO の収率
に影響を与えることが報告されていた 。
そこで，本研究では前処理時間を変えた LH

を用いて LTO を作製し，収率に対する前処理
時間の影響を熱分析と AE 測定法により検討
し，LH の水和水がどのような挙動を示してい
るか調査した。

２．実験方法 
試薬には和光純薬製の LH(純度 98~102%)、

と TeO2(純度 98%)を用いた。また、LH を 60
分間粉砕して前処理としたもの（前処理 LH）
を使用した。 

LH と TeO2をモル比で 2:1 となるように秤
量し、V 型混合器を用いて 30 分間混合したも
のを出発原料とした。これを粉砕混合時間
0[min]とした。また、自動乳鉢に出発原料を取
り、5、15、30、45、60[min]と粉砕混合時間
を変化させ、それぞれ採取した。 

混合した試料は、TG-DTA 熱分析装置によ
り評価した。標準物質にα-Al2O3 を用い、N2
を流速 100[ml/min]で流しながら昇温速度
20[℃/min]で 900[℃]まで加熱した。 

LTO を単独で測定した際に得られた融解に
よる吸熱ピーク面積を収率 100[%]とし、この
値と実験で得られた混合粉砕試料中の LTO の
融解による吸熱ピーク面積とを比較し LTO の
収率を算出した。 

AE 測定は試料約 0.4[g]を石英ホルダーに取
り，室温から 1～20[℃/min]で 200[℃]まで昇
温した。また、ディスクリミネーターの設定は
GAIN 50dB、HPF 50kHz、VL 1.0[V]、VH 
5.0[V]とした。 
 
３．結果と考察 
表 1 に前処理および未処理の LH を用い，粉

砕時間を変えて作製した場合の LTO 生成率を
示す．表より 5、15、30、45[min]までは未処  

表 1 各 LTO の収率 
 
 
 
 
 
理の LH を用いて作製した場合の収率が高い
ことがわかった｡次に前処理 LH を昇温速度
20[℃/min]で AE 測定した結果と DTA の結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 前処理 LH の AE と DTA の測定結果 

 
を図 1 に示す｡図に示したように，130[℃]付近
に脱水に伴う吸熱ピークが測定されるととも
に，AE が発生していることが確認できる。こ
のことから AE は脱水の有無を確認するのに
用いることができるのがわかる。 
未処理LHおよび前処理時間を変えたLHな

らびにTeO2と粉砕混合した試料についても熱
分析と AE 測定し、結果を報告するとともに，
メカノケミストリー効果による LTO 生成にお
ける水和水の挙動を明らかにする．  
 
３．参考文献 
1)鹿野弘二他，函館工業高等専門学校紀要，第

47 号，pp.65～71, 2013 
2)山本麻裕，函館高専物質工学科 H25 年度卒

業論文 
 
お問い合わせ先 
氏名：鹿野弘二  
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スパッタ法による 薄膜の作製および 薄膜への応用

（鶴岡高専 専攻科機械電気システム工学専攻 、電気電子工学科２）

○茜谷雄三 ・宝賀剛２

 
キーワード： 薄膜、スパッタ法、スパッタガス圧、 膜厚

 
１ はじめに

薄膜は 保磁
力の異なる二層の強磁性膜の間に絶縁膜を挟ん
だ三層構造から成り 両強磁性層の磁化の方向に
依存して 絶縁膜に流れるトンネル電流の大きさ
が変化する性質を持っており ハードディスクの
磁気ヘッドなどに用いられている トンネル電流
は量子力学的現象であるトンネル効果に基づく
ものであるため 絶縁膜が十分に薄く かつ両強
磁性層を完全に電気的に絶縁した場合にのみ流
れる 従って 強磁性層間を絶縁層で電気的に完
全に絶縁し かつ ナノオーダーの厚さで成膜す
る必要がある 本研究では 薄膜に用いられ
ている強磁性 薄膜をスパッタ法により成膜し
表面状態および成膜条件について検討した

２ 実験方法
強磁性 薄膜の作製には 超高真空三元 ス

パッタ装置を使用し 基板には 基板を用い
た スパッタガスには ガスを用い 流量

一定とした スパッタ電力は ～
スパッタガス圧は ～ ターゲットと
基板間の距離は ～ スパッタ時間は

まで変化させ成膜を行った 薄膜の表面
状態は走査電子顕微鏡（

）により観察し 膜厚は 表面粗
さ輪郭形状測定機および による断面観察を
行った

３．実験結果
図 は スパッタガス圧 で成

膜した 薄膜の表面 像である スパッタ電力
は ターゲットと基板間の距離は
成膜時間は 一定とした に比
べ で成膜した 薄膜の膜面が粗くなっ
ており スパッタガス圧が低くなるほど均一で密
につまった膜が作製されていることが確認され
た また スパッタ電力を ～ ターゲッ
トと基板間距離を ～ と変化させ成膜
を行ったが 表面状態に関して 大きな違いは見
られなかった
図 は 成膜時間を まで変化させた時

の 膜厚の変化を示している スパッタ電力は
ターゲットと基板間距離は ス

パッタガス圧は とした 効果
が得られると考えられる 膜厚である で
成膜するためには のときは 分 秒

のときは 分 秒で成膜を行えばよいこと
がわかり この条件で成膜した 薄膜の断面
像 図 では どちらのガス圧でも およそ

の膜厚で成膜できていることが確認でき
た また で成膜した 薄膜の方が より平
坦な成膜ができていることが確認できた

４ まとめ
強磁性 薄膜はスパッタガス圧 の時 ス

パッタ電力 ターゲットと基板間距離
で 分 秒成膜を行うことにより

に成膜できることが分かった

図 スパッタガス圧を変化させ成膜した
薄膜の表面 像

図 成膜した 薄膜の断面 像

お問い合わせ先 
氏名：宝賀剛 
E-mail：houga@tsuruoka-nct.ac.jp  

図 成膜時間と膜厚の関係
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太陽電池への応用を目指した酸化鉄化合物薄膜の作製

（鶴岡高専専攻科機械電気システム工学専攻 、

鶴岡高専電気電子工学科２）

○大澤和嵩 ・森谷克彦２

 
キーワード：太陽電池材料，薄膜，酸化鉄化合物，ゾルゲル法 
 
１．緒言 
 RFe2O4 は可視光から赤外光までを取り込む
強い吸収領域を持ち光吸収係数が Si の 100～
1000 倍と言われている．また電子相関の調節
によってナローギャップ半導体となると言わ
れている．これらの特性から，赤外領域から光
吸収する太陽電池として工場排熱などによる
発電を行うことができるとかんがえられる．ま
た吸収係数が大きいことからより薄い太陽電
池の作製が期待でき，低コスト化が見込める． 
 RFe2O4 はその不安定な構造から，合成に厳密

な雰囲気制御と熱処理が必要といわれており，

現在は CO2/CO 中での引き上げ法により作成

されている．そこで本研究では，RFe2O4 を太

陽電池応用へ向け，薄膜化することを目標とし

た．手法としては低コストかつ大面積への成膜

が可能であるゾルゲルスピンコート法を採用

した．また本研究では熱処理条件等から

RFe2O4 薄膜の作成法について検討した．  
 
２．実験方法 
 基板には無アルカリガラスを用い，アセトン，
純水，中性洗剤で洗浄を行った．溶媒に 2-メ
トキシエタノール 10[ml]を用い，塩化イットリ
ウム、塩化鉄を金属イオン濃度が 1.20[mol/l]
になるように溶液に投入し撹拌する．溶液濃度
は膜の均一性などを考慮し決定した． 
 次に作製した溶液を用いてスピンコート法に
よって成膜を行った．洗浄した基板をスピンコ
ーターに設置し，回転数 3000[rpm]で 30 秒間回
転させる．その後 300[℃]に設定したホットプ
レート上で 5[min]乾燥させ基板冷却のためア
ルミ板上に 5[min]放置した．この工程を 5 回繰
り返しプリカーサを作製した．  
 作製したプリカーサをアニール処理すること
で，膜の結晶化を目指した．アニールは大気中
で行い，昇温温度を 10[℃/min]，保持時間を
30[min]として保持温度を 600，700，800，900[℃]
と変化させた．以上の方法で作製したサンプル
を評価しアニール温度による影響を比較，検討
した． 
 
 

３．実験結果 
 X 線回折装置(XRD)によって各サンプルの構
造評価を行った．今回作製したサンプルの X
線回折の結果を Fig.1 に示す．700，800，900[℃]
でアニールを行ったサンプルにFe2O3(Trigonal)
のピークが確認できた．またピーク強度は
800[℃]のサンプルが最も結晶性が良かった． 
Fe2O3 は 800[℃]で熱処理することで結晶性が
向上するためこのような結果となったとかん
がえられる．以上の結果から今回の条件での成
膜で Fe2O3 の多結晶膜が作成できていること
が確認でき，800[℃]付近のアニールで最も結
晶性のよい薄膜を作成できることが可能であ
ることを示唆できた． 
 
４．まとめ 
 実験結果より作成した薄膜は Fe2O3 の多結晶
膜となっていることが確認できた． RFe2O4 に
おいて Fe2+と Fe3+は同数存在する必要がある．
そのため RFe2O4 の作製には Fe3O4 の製法など
を参考に還元雰囲気下において酸化を調節す
る必要があるとかんがえられる． 

 
 
お問い合わせ先 
氏名：大澤和嵩  
E-mail：s130110@edu.tsuruoka-nct.ac.jp 

25mm × 
25mm の空白 
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と の混合試料の加熱分解時における

の化合物形態の解析

（仙台高専マテリアル環境工学科 、東北大学多元物質科学研究所２）

○高橋裕貴 ・葛原俊介 ・柴田悦郎２・中村崇２

キーワード：プリント基板、TBBPA、Sn、XRD 
 
1. 緒言 
電気・電子機器の消費拡大に伴い、廃電気・
電子機器の排出量が年々増加している。プリン
ト基板の多くは焼却処理されているが、臭素系
難燃剤の加熱分解時における金属の化合物形
態の把握は重要な要素の一つである。 
本研究は臭素系難燃剤のテトラブロモビス

フェノール A（TBBPA）と、はんだに使用さ
れる Snを用いて、TBBPA加熱分解時におけ
るSnの化合物形態について検討することを目
的とする。本報では加熱分解試験で得られた固
体残渣のXRD分析結果および残渣を数種類に
分類した重量の割合からSnの化合物形態につ
いて検討した結果を報告する。 
 
2. 実験方法 

Sn+TBBPA混合粉末（重量比 1：2.29）を
タブレット状に圧粉成形（10~12 MPa、20 
min）し、混合試料を作製した。図 1に加熱分
解試験装置概略図を示す。2 gの混合試料をア
ルミナボートに乗せ、Ar ガスを流通した反応
管内の低温部に設置した後、設定温度部に移動
させた。加熱温度を 250、350、650 ℃、加熱
分解試験時間を 40分間に設定した。 
加熱分解試験後、得られた残渣の結晶構造を、

XRDを用いて解析した。

図 1. 加熱分解試験装置概略図 
 
3. 実験結果と考察 
加熱分解試験後、黒色（250 ℃では茶色）

の固形残渣と、銀色の凝集物が得られた。固形
残渣と凝集物を分離し、固形残渣のみを XRD
分析試料とした。結果を図 2 に示す。250、
350 ℃では、Snの化合物に関連するピークは
存在しなかった。そのため、TBBPAの加熱分
解物に由来するピークであると考えられる。 
図 3 に混合試料および熱分解試験後の残渣

中の各物質の割合を示す。グラフの値は、残渣
全体の重量に対しての凝集物の重量の割合と、
TBBPAの加熱分解物の重量の割合である。図
4に Sn+TBBPA混合試料の TG分析結果を示
す。TG 分析において混合試料に添加した
TBBPAのみ重量が減少すると仮定すると、加

熱分解試験で得られた減少率と同様な値を示
した。一方、混合試料中の Sn添加量に対する
凝集物の重量減少率は 650 ℃で高々8.55 %で、
著しく重量減少したとは言い難い。凝集物を
Sn と仮定した上で化合物形態について考察す
ると、(1)Sn は化合物を形成せず、Sn そのも
のが凝集物として残留する、(2)Snは一部で化
合物を形成・揮散し、化合しなかった Snは別
の化合物を形成して凝集物として残留してい
ると考えられる。 
今後、凝集物の定量分析を ICP-MS により

行い、化合物形態の詳細な把握を行う。

 
 
 
 
 
 
 

 
図 2. TBBPAの加熱分解物の XRD解析結果  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3. 温度による加熱分解物の分配割合の比較  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
図 4. Sn+TBBPA混合試料の TG曲線 

 
お問い合わせ先 
氏名：葛原俊介  
E-mail：kuzuhara@sendai-nct.ac.jp 
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溶融液晶性ポリエステル薄膜を用いた配向膜の 
製膜プロセスの改善と応答特性評価

（仙台高専マテリアル環境工学科）

○井上達仁・熊谷晃一

 
キーワード：高分子液晶、配向膜 
 
１．緒言 

現在の配向膜はポリイミド系高分子膜にラ
ビング法によって初期配向を与える技術が一
般的である。ラビング法は工業的に簡単かつプ
レチルト角の制御が容易であるという特徴を
持つが、同時に静電気による半導体素子の劣化
や塵の発生といった欠点をもつことが知られ
ている。 

我々は配向膜材料として一般に高分子液晶
（Liquid Crystal Polymer 以下 LCP）と呼
ばれる溶融性液晶ポリエステルに注目した。
LCP は溶融状態で液晶になるため、液晶状態
時に一定方向にせん断力を与えることで LCP
分子がせん断方向に並ぶという特徴をもって
いる。そこで、せん断力によって分子が並んだ
LCP 薄膜を配向膜とすることで液晶分子が配
向するのではないかと期待し調査を行った。 

その結果、液晶分子の応答が確認されたが、
立ち上がり時に過渡応答が、立下り時に過渡応
答と小さな立ち上がりが確認された。この応答
は強誘電性を持つ液晶分子に低電圧をかけた
ときの応答に酷似している。
加えて、配向膜の面内オーダーパラメータは、

測定場所によって異方性が違っており均一な
製膜ができていなかったことと、せん断方向に
傷ができることがわかった。
本研究では、LCP 配向膜及び液晶分子のキ

ャパシタンスを測定することで、応答特性の原
因を探るとともに、プロセスの改善を行うこと
で応答特性の改善と、均一かつ傷のない配向膜
の製膜を行うことを目的とした。

２．実験内容
  研究には LCP 配向膜材料としてスミカスー
パー®E6008（住友化学株式会社）を使用した。 
基板は30 mm×30 mmの石英基板に透明導

電膜を作製したものを用いた。透明導電膜は昨
年度までで最も優れた値であった ITO/ZnO2
元系透明導電膜（出力比 7:23）を RF マグネ
トロンスパッタリング装置によって作製した。
透明導電膜製膜条件を表１に示す。 
配向膜は図 1 の装置を用いて製膜した。手順

は基板に粉末状の LCP を約 0.03 g 散布し、ホ
ットプレートで 350 度付近まで加熱後、ねじ
による推力を 1.6 kgf 加え、モーターによる巻
取りを 0.068 m/s で行うことで製膜した。 

表 1 透明導電膜製膜条件 
スパッタ時間[min] 20 
RF パワー(ITO)[W] 35 
RF パワー(ZnO)[W] 115 
Ar ガス流量[sccm] 20 

基板-ターゲット間の垂直
距離[mm] 

90 

 

図 1 せん断装置概略図 
 

製膜した配向膜は、図 2 のように、凝固して、
固まりになったものが観察された。これは、粒
径が大きいことや、粉末量が多いことが原因だ
と考察した。そのため LCP 粉末から粒形の大
きいものをピンセットで取り除き、粉末量を
0.015 g に変え再び配向膜を製膜した。その結
果、固まりの量が減ったことが確認された。こ
のことから、せん断力をかける前に LCP が凝
固していることが原因だと考察した。 

そのため圧子内部にヒーターを仕込むこと
で加熱を行いながらせん断力をかけられるせ
ん断装置を設計中である。各調査結果は、ポス
ターセッション時に詳しく報告する。 
 

図 2 製膜した配向膜 
 
 
お問い合わせ先 
氏名：熊谷晃一  
E-mail：kumagaik@sendai-nct.ac.jp 
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下水汚泥に含まれる金属元素の微量分析

（仙台高専マテリアル環境工学科 、東北大学大学院工学研究科２、

東北大学大学院環境科学研究科３）

○高橋孝征 ・葛原俊介 ・猪股宏２・野中利之２・宇敷育男２・相田卓３

キーワード：藻類バイオマス、下水汚泥、ICP-MS 
 
１．緒言 
近年、炭化水素オイルを産生する藻類微生物

が、枯渇する石油や石炭の代替資源として注目
されている。藻類は成長・増殖することによっ
てオイルの産生量を増やすことが出来るので、
将来的には我が国のエネルギー問題の解決の
一助になり得る。
藻類の成長にはリンや有機物が必要となり、

それらを下水汚泥から摂取する取り組みが行
われている。その一方で、下水汚泥は様々な金
属元素を含んでおり、それらが藻類の成長を促
進・阻害する可能性がある。その為、成長に影
響を与える支配因子となる元素の定量的な把
握が必要不可欠となる。
本報では、下水汚泥やモデル培地に含有する

金属を ICP-MS で分析を行い、金属種および
濃度について比較・検討した結果を報告する。

２．実験方法
･試料：固体汚泥試料（A・B・C）をマイク
ロウェーブ分解装置で王水溶解して、超純水
で 100ml にメスアップした液体を試料原液
とした。また、液体のモデル培地と人工海水、
それらの混合溶液の３種も試料原液とした。
・金属元素の定量分析：それぞれの試料につ
いて、ICP-MS を用いて半定量分析を行い、定
量する金属元素を決定した。その後定量分析を
行い、それぞれの目的元素について固体試料中
の質量%、液体試料中の濃度を求めた。ブラン
ク液・希釈液には 0.5%HNO3、内標準物質に
は Co, Y, Tl を使用した。 
・固体汚泥試料と液体試料に含まれる金属元素
の評価方法：固体汚泥試料の質量％を液体に溶
解した場合の金属濃度に換算し、液体試料との
比較の為に Na 濃度を基準にした。これを基に、
下水汚泥に対する各試料の金属濃度の高低の
比較を行った。 
 
３．結果と考察 

Fig.1 に固体の汚泥試料に含まれる金属元素
の ICP-MS 分析結果、Fig.2 に各元素の量的関
係を示す。汚泥試料中の金属元素は Fe, Ca, Al
のみで約 70～80%を占める事がわかった。 

Fig.3 に汚泥試料に対する液体試料の金属元
素の比を示す。モデル培地や人工海水は、汚泥
試料に比べ Fe, Ca が非常に少ないことがわか

った。また、モデル培地や人工海水には、Mg, 
K, Ca, Fe, Na 以外の元素は検出されなかった。
以上から、汚泥試料とモデル培地・人工海水の
間で藻類の成長速度に差が見られた場合、Fe, 
Ca や汚泥のみに含まれる金属元素がその成長
に影響を与えている可能性があると言える。 

Fig.1 各汚泥試料中の金属元素の質量比 
 
 
 

 
 
 

Fig.2 汚泥試料の各元素の量的関係 

Fig.3 汚泥試料に対する液体試料の各元素の比 
 
お問い合わせ先 
氏名：葛原俊介  
E-mail：kuzuhara@sendai-nct.ac.jp 
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   ジスルフィド化合物を起点とした 

  二次電池用正極活物質の合成と性能評価 

（米子高専物質工学科） 

○石水友梨・井田健太郎・七瀬浩希・谷藤尚貴 

 
キーワード：ジスルフィド化合物，リチウム二次電池，正極活物質，無溶媒合成 

 
1．緒言 
 リチウム二次電池は高充放電容量を有する

デバイスではあるが，次世代電子デバイスを開

発しそれを満足に動作させるには革新的な電

池材料の創成は必須である．そこで本研究では，

高い充放電容量を期待できる有機骨格を用い

た正極活物質を提案する試みを行った．有機系

の中でも硫黄系材料はジスルフィド(S－S)結
合間の可逆的な開裂－再結合(Fig.1)による高
容量化が期待されている1)が，単体硫黄を電池

材料に導入すると放電時の生成物が電解液へ

溶解することによる性能低下が問題となる．

我々はこれまでに有機ジスルフィド化合物の

合成を行い高容量化に成功してきたが，今回は

有機骨格の間にジスルフィド結合を多数含む

有機ポリスルフィドに注目し，有機系活物質に

おけるさらなる高容量と実用的な耐久性の獲

得を目指した．合成した素材はリチウム二次電

池の正極活物質として導入することで充放電

特性の評価を行った． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1 電気化学反応における硫黄化合物挙動 

2．実験 
新規有機ポリスルフィド材料は，独自に開発
したチオール・ジスルフィド化合物の合成法
2)を起点として，得られたジスルフィド化合物
と単体硫黄を共栓付試験管内で混合，加熱
(120°C，約 1週間)することで合成に成功した．
合成物はアモルファス状の固体であり，これは
ジスルフィド結合間に単体硫黄由来の二価硫
黄が挿入された構造だと予想している．ジルス
フィド結合間に加硫を行った本反応は，独自開
発した新規の合成法である(Fig.2)． 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 ジスルフィドへの加硫 
 
3．結果および考察 
 合成した有機硫黄材料を導電性炭素，接着剤
とともにリチウム二次電池の正極へ導入し充
放電特性の評価を行ったところ，いずれの有機
基でも充放電容量が既存の電池材料と比べ向
上した．さらに適切な有機基を用いたものでは
充電時に電池の抵抗値が急激に上昇する現象
（ロック）を確認した. これは材料の改良次第
で過充電を防ぐことが可能であり，他の充放電
容量の高い材料と複合することでロッキング
剤としても応用でき，電池の軽量化にも期待で
きる．また，日本で 100％自給可能であり，安
価な硫黄の含量を増やすことでさらなる低コ
ストでの生産が可能となる． 
 
4．参考文献 
1)S.S.Zhang,J.PowerSources,231, 153-162(2013). 
2)M.Ikeda,N.Tanifuji,M.Irie,K.Matsuda,Chem.Co

mmun.,13,1355-1357(2007). 
 
お問い合わせ先 
氏名：谷藤尚貴  
E-mail：tanifuji@yonago-k.ac.jp 
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リチウム二次電池を指向した

有機ジスルフィド材料の合成と評価

（米子高専物質工学科 ）

○七瀬浩希 ・谷藤尚貴

 
キーワード：リチウム二次電池，有機系正極活物質，ジスルフィドポリマー，無溶媒合成 
 
1．緒言 

リチウム二次電池とは負極に金属リチウムを
用いた二次電池であり，高い容量を有し 構成す
る材料の改善次第で更なる高性能化が期待でき
る．しかし，金属リチウムの 3860 Ah/kg の容量
に対応する正極材料は未だ見出されていない．そ
こで本研究ではジスルフィド結合の開裂 再結合
挙動に注目し，これを電池として活用することを
考えた．
ジスルフィド結合は酸化還元の際に電子の授

受が従来のリチウム遷移金属酸化物よりも多い
ことから 図-1 ，電池容量の高密度化が可能であ
ると考えられている．しかし，有機ジスルフィド
材料は有機系活物質と同様に，酸化還元状態にお
ける分子の安定性の低さから，数回の充放電サイ
クル後に容量の低下が起きやすいという問題が
残されている．

本研究では，独自のチオール・ジスルフィド合
成法

1)
を用いて有機ジスルフィド材料の新規開

発及び機能改善を行うことで，次世代型二次電池
の創生を目的としている．

2．実験
まず モノマーであるチオスルホン酸エステル

を ジスルフィドとベンゼンスルフィン酸ナトリ
ウムをヨウ素の酸化によるクロスカップリング
で反応させることにより合成した．続いて，合成
したチオスルホン酸エステルに求核剤としてジ
チオールを反応させジスルフィドポリマー・コポ
リマーを合成した．そして，このポリマーをリチ
ウム二次電池の正極活物質として導入し，充放電
特性評価を行った．

3．結果と考察
本研究で合成したジスルフィドポリマーにつ

いて充放電評価の一例を図-2 に示す．

S-S 結合間の有機基がエチレンのポリマーの
場合には一回目の放電に，従来のリチウム遷移金
属酸化物を大きく上回る 280 Ah/kg の高い放電
量が観測され，また二回目以降の放電量は 240 
Ah/kg に安定した．他のアルキル基の場合にも，
高い放電容量が観測され，電池の繰り返し耐久性
が良好であるという傾向が見られた． また，芳
香族基で構成されるポリマーは，高い放電容量と，
3 つのプラトーの発現が観測されたが，繰り返し
耐久性はやや低かった．そしてアルキル基と芳香
族基の両方を導入したポリマーについては，両者
の性質が反映された．

今後は，これらの知見を利用し，導入した有機
基の違いによる放電特性パターンの解明により，
更に性能の改善したジスルフィド材料の作製に
取り組んでいく．

Ref． 
1) M. Ikedsa, N. Tanifuji, M. Irie, K. Matsuda, 

Chem. Commun., 13, 1355-1357(2007) ． 

 
お問い合わせ先 
氏名：谷藤尚貴  
E-mail：tanifuji@yonago-k.ac.jp  
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図-2．ジスルフィドポリマーの充放電挙動

 

図-1．正極活物質の電気的な挙動

従来研究：LiMOx 系材料

本研究：ジスルフィド系材料
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系高温超伝導体における 粉末表面散布の効果

（米子高専電気情報工学科）

○西尾知美・田中博美

 
キーワード：Bi 系高温超伝導体、ウィスカー、気相成長、大型化 
 
１．緒言 

超伝導体はその発見から 年以上が経つが、
究極の省エネルギー材料として近年、再び注目を
集め始めている。超伝導体には酸化物高温超伝導
体や金属超伝導体など様々な種類がある。その中
でも我々は、 （ 高温超伝導
針状結晶（以後、 系ウィスカー）に着目をし
た。 系ウィスカーは、臨界電流密度が高いた
め、導線等との複合化により大電流送電が可能な
線材などへの応用が期待されている。しかしなが
ら、 系ウィスカーの最大結晶サイズは ㎜程
度と非常に小さい。そのため上述のような応用は
現状では難しいとされてきた。

本研究ではこの 系ウィスカーにおける問題
点を改善するため、従来の成長機構である液相成
長に、新たに気相成長を取り入れた （

）法を提案した。この 法では、
系ウィスカーの母材表面に 粉末を散布す

ることで母材の融点を下げる。また、母材を粉砕
することで、その表面積を増加させる。
これらのプロセスによって、育成時の母材加熱

で生じる蒸気圧が増加すると考えた。このように
育成雰囲気の蒸気圧を飽和させることで、 系
ウィスカーに気相成長を取り入れることが可能
である。

２．実験方法
原材料を組成比が ： ： ： ： ＝ ： ：

： ： となるように計量・混合する。その
後、 ℃のマッフル炉で充分に溶融する。そし
て、溶融した原材料を予め 粉末を散布した
鉄板で挟み込むことで母材を作製する。次に、作
製した母材を × 程度の大きさになるよ
うに粉砕する。

この母材による 系ウィスカーの育成条件は、
育成温度： ～ ℃、育成時間： ～ 、酸
素流量： とした。

３．実験結果
図 に 系ウィスカーの最大結晶サイズと育

成時間の関係を示す。この図より、 法を用い
ると、従来の液相成長による育成（ 法 ）
に比べ結晶サイズが大型化していることが分か
る。特に、育成時間： において最大結晶サ
イズが と 法に比べて約 倍まで大
型化した。

図 の挿入図に各育成法における 系ウィス
カーの成長速度と育成時間の関係を示す。この図
より、 法では育成時間が を超えると
成長速度が 以下と成長がほぼ止まって
いることが分かる。一方で、 法を用いると育
成時間が を超えても成長速度が約
と成長が持続している。

このことから、 系ウィスカーの結晶サイズ
を改善するためには気相成長の導入が有効であ
るということが明らかとなった。

４．結言
本研究は、 系ウィスカーの育成において気

相成長を導入することで大型化を試みた。
その結果、 法により気相成長を導入すると

液相成長法である 法に比べ結晶サイズ
が約 倍 最大 に改善することが分かった
（育成時間： ）。

また、育成時間が を超えても成長速度が
と持続していることから、育成時間を

単純に伸ばすだけで結晶サイズの更なる大型化
が期待できる。

参考文献
[1]Y. Araki et. Al., Proc. Int. Symp. Technol. 
Sustain, 3 (2013) 108. 
 
お問い合わせ先 
氏名：西尾知美  
E-mail：e10228nt@student.yonago-k.ac.jp 
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 の水素吸蔵に関する第一原理計算

（舞鶴高専 専攻科 電気・制御システム工学専攻 ，電気情報工学科２）

○河南孝 ・竹澤智樹２

 
キーワード：水素吸蔵材料，フラーレン，リチウム添加，フラライド，第一原理計算 
 
１．緒言 
昨今の自然環境への配慮から，水素は新たな

エネルギーとして期待されている．しかし水素
は高い反応性を示し，また常温常圧においては
気体であるため体積が大きく，その貯蔵に課題
がある．水素を安全に，かつ効率よく貯蔵する
方法の一つとして水素吸蔵材料の開発が進め
られている．この水素吸蔵材料の一つとしてフ
ラーレン分子が注目されている．本研究では吸
蔵性能の改善が期待されているリチウム Li
（以降 Li）をドープした C60 結晶についてシ
ミュレーションを行った．シミュレーションに
は密度汎関数法（DFT）による第一原理電子
状態計算を用いた． 
 
２．シミュレーション 
シミュレーションソフトには Abinit[1]を用

いた．また A.Khein と D.C.Allan による
Troullier-Martins pseudopotential[2-3]を使
用した． 

Li-C60クラスターの構造決定と，その水素貯
蔵能力について評価した．また LixC60 結晶に
関してシミュレーションを行った．Li9C60 と
Li12C60 結晶について，格子定数の決定と格子
の歪みについて計算を行った． 
 
３．LixC60の結晶構造 

LixC60 の格子定数の決定を行った．Li9C60
と Li12C60の両方に対して，全エネルギーが最
小となる格子定数を探索した．Li12C60 に対し
ては格子定数が非常に大きくなり先行研究の
実験結果 [4]と異なる結果となった．一方
Li9C60においては格子定数がC60結晶よりも小
さくなり，実験結果と一致する妥当な結果であ
った．Li9C60の格子定数に対する全エネルギー
の計算結果を図 1 に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次に格子の歪みに関してシミュレーション
を行った．実験においては Li12C60の格子歪み
が報告されている．Li12C60 の格子定数は実験
結果と一致しない計算結果となったため，
Li9C60 に対してのみ格子の歪み(c/a)を変化さ
せ全エネルギーを計算(図 2)した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

格子比(c/a)に対する Li9C60 結晶の全エネル
ギーの計算結果より，Li9C60結晶においては歪
みのない fcc構造が最も安定となることが分か
った．これは実験結果と異なる結果である． 
 
４．おわりに 

Li12C60 と Li9C60 の格子定数を計算した．
Li9C60 では妥当な計算結果が得られた．一方，
実験値付近の格子定数では Li12C60は不安定な
構造となった．Li9C60では実験で観測されてい
る格子の歪みは見られなかった．今回のシミュ
レーションでは，どちらの計算結果も実験結果
に合わなかった．結晶サイトを部分的に占有す
る Li 原子の存在，格子歪みの温度依存性，水
素脱離に伴う Li の脱離などから，Li のダイナ
ミクスも考慮する必要があると考えられる． 
 
参考文献 
[1]Abinit http://www.abinit.org/ 
[2]N. Troullier, J. Martins, Phys. Rev. B, 1991, 43, 1993 
[3] K. R. S. Chandrakumar.; Swapan K. Ghosh. Nano. Let. 2008, 
8(1), 13-19. 
[4] Luigi Cristofolini, Mauro Ricco, and Roberto De Renzi.: Phys. 
Rev. B, 1999, 59, 8343. 
 
お問い合わせ先 
氏名：竹澤智樹  
E-mail：takezawa@maizuru-ct.ac.jp 

 
図 2. Li9C60の格子比(c/a)に対する全エネルギー 
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図 1. Li9C60の格子定数に対する全エネルギー 
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   BDF 合成における GL 分離法のスケールアップ 

（鈴鹿高専生物応用化学科 1） 

○門脇 一真 1・澤田 善秋 1 

 
キーワード：バイオディーゼル燃料、グリセリン、分離、スケールアップ 
 
１．緒言 
 BDF 未反応物含量の規格は厳しく、 MeOH 添
加量が理論当量(3mol)の 3～5 倍必要となる。
多量の MeOH 添加は、環境負荷およびコストの
増加につながる。そこで、反応にて生成する
GL を連続的に除去して反応を BDF 側にシフト
させ、未反応物量を低減することを提案し実用
化しようとするものである。本法によれば、 
5mol 以下でも規格を満足させることが可能で
あり、実機スケールでの確認を実施したので報
告する。 
 
２. 設計条件 
 GL(比重 1.25)は、BDF(比重 0.88)や油脂(比
重 0.92)に比べ比重が大きいことを利用し、重
力沈降分離を用いて分離を行う。更に GL 分離
器内に傾斜版を挿入することにより分離面積
を増加させ、Boycott 効果によって処理量増加
を図っている。実機スケール(100L)に応用すべ
く、GL 分離速度を終末沈降速度 0.69cm/min、
反応器 SV を 1 としたときに必要な分離器の高
さと空塔容積から内径と高さを求めた。機器の
バランスと経済性の面から、容積と高さが低く
汎用性の高い 4B SUS304 sch.5(内径 110mm) 1)

を用いることとした。（Fig.1 参照） 
 
３．実験方法 
上述の設計条件に基づき、Fig.1 の左側に示

した GL 分離器を可視化するべくアクリル製
で作製した。反応液 20L を合成し、ポンプに
て流速を調整しながら、分離器に供給し GL 分
離率を測定した。 

 
４．実験結果と考察 
 反応液流量と分離面積から求めた分離速度
と GL 分離率を Fig.2 にプロットした。●が実
機モデルを示しており、■点線部分は昨年度に
測定した 1L 反応器（1/100 スケール）対応の
GL 分離器にて測定したデータである。 
 実機での実験においては、流量が多いため分
離速度を 1/100 モデルでのデータ領域まで、増
量することは困難で、限られた速度領域までし
か、測定は出来なかった。その結果、目標分離
率の 70%相当の結果であった。ポンプとバル
ブでの流量制御が思いのほか不安定で、GL 分
離率の測定データにもばらつきが多いと考え 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 実機スケール GL 分離装置概略図 
 
られるので、流量制御方法に工夫を施して、精
度アップを狙う必要があると考えられる。 

 
参考文献 
1) 野口素子、澤田 善秋、第 19 回高専シンポジウム(久留

米)講演要旨集、p540(2014) 
 
お問い合わせ先 
氏名：澤田善秋 
E-mail：sawada@chem.suzuka-ct.ac.jp 
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  地溝油を原料とする BDF の作製 

     （鈴鹿高専生物応用化学科 1） 

○東條 有紗 1・澤田 善秋 1 

 
キーワード：バイオディーゼル燃料、酸アルカリ法、地溝油、高酸価油 
 
１．緒言 
 中国などで発生する地溝油の食用化による
健康被害が問題となっており、BDF 原料として
の利用が期待されている。現地に 100～200L
規模の分散型合成装置を設置し、地産地消すれ
ばエネルギーの効率的利用にもつながる。地溝
油は極度に酸化されており、現行の湿式アルカ
リ法では合成が不可能であり、酸触媒法での前
処理が必要となる。今回、酸・アルカリ法 1)

の改良法 2)で、地溝油を原料とする BDF の作製
を行ったので報告する。 
 
２．実験方法 
 一般的な酸・アルカリ法 1)では、酸触媒にて
反応させた後、上層に溜まる MeOH・硫酸・
不純物等を分離したのち、MeOH を追加して
アルカリ触媒法で BDF を作製している。この
際、多量の MeOH が必要となる。そこで、酸
触媒法の後で、上層の抜出を行わずアルカリ触
媒法で用いる KOH を過剰に添加することで
硫酸を中和し、MeOH の追加添加なしにアル
カリ触媒法で BDF を作製する方法を提案し
DIANA 法*と命名した。 
* Direct Acid Neutralization and Alkaline catalyst method 
 
昨年度の研究結果から DIANA 法の最適条

件は Table 1 に示した条件と判明している。 
 
Table 1 一般的な酸・アルカリ法と DIANA 法の最適条件 

 
３．実験結果と考察 
 
3.1 合成反応 

 地溝油を原料として Table 1 に示した
DIANA 法の条件で BDF を合成した。GC に
よる分析結果から、未反応物であるグリセリド
類は、定量検出限界以下で高純度の BDF が 

 
合成できた。中国から持ち込まれた地溝油は、 
当初想定していた酸価より、かなり低く
3.2mg-KOH/g-OIL 程度であった。 
 
3.2 排水負荷への影響 
 湿式アルカリ法で生成した石鹸等を取り除
くために、4 回の洗浄を行うがその際の COD
負荷を Fig.1 に示した。新油であるサラダ油を
用いた場合と比較して、若干低いものの排水中
の COD 負荷は高く、4 回の洗浄を経ても数百
mg/L の負荷であった。負荷の要因として、石
鹸や完全に分離されていない油分等が起因し
ているものと考えられる。 

4. まとめ 
 
 中国等で発生する地溝油を原料として、
DIANA 法を用いた高純度 BDF の合成が可能
であった。洗浄により生成する排水の処理につ
いては、別途、対応が必要であると考えられる。 
 
参考文献 
1) A.S. Ramadhas et al.、 Fuel 84、 pp335–340 (2005) 
2) 谷実樹、澤田 善秋、第 19 回高専シンポジウム(久留米)

講演要旨集、p534(2014) 
 
お問い合わせ先 
氏名：澤田善秋 
E-mail：sawada@chem.suzuka-ct.ac.jp 
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  湿式アルカリ法における排水処理最適化 

  （鈴鹿高専生物応用化学科 1、鈴鹿高専専攻科応用物質工学専攻２） 

○羽根 沙希 1・杉田 大地２・渡邉 励人２・中川 元斗 1 

甲斐 穂高 1・澤田 善秋 1 

 
キーワード：バイオディーゼル燃料、湿式アルカリ法、活性汚泥、好熱細菌、COD 
 
１．緒言 
  BDF の製法としては操作条件が温和で、設
備投資が少ない湿式アルカリ法が主流である。
湿式アルカリ法では触媒の中和、石鹸除去のた
め、100L の BDF 作製に 80L の排水が生じる。
現行は、油分離後、活性汚泥処理によって排水
負荷を低減し河川に放流している。現在、排水
処理量の低減、好熱性菌を用いた活性汚泥処理
および排水のリサイクル・再利用による環境負
荷低減を検討中であり、現時点までに判明した
結果について報告する。 
 
２．実験方法 
 4 回の洗浄排水（Stage_1～4）の負荷として
過マンガン酸カリウムの酸化によるCODMnを
測定した。また、COD 負荷を低減する前処理
として、濾過（0.22μm、MILLEX-GS）、遠
心分離（6、000rpm、5min）による効果を確
認した。さらに活性汚泥による処理方法の最適
化を図るべく、通常汚泥菌および好熱細菌を用
いたCOD負荷の推移を測定した。活性汚泥は、
COD が 300mg/L 程度まで希釈した後、回分式
反応器によるエアーバブリングによって処理
を行った。 
 
３．実験結果および考察 
 
３．１ 排水および前処理後の COD 測定結果 
 Stage1～4 の排水および濾過、遠心分離後の
COD 測定結果を Fig.1 に示した。プレーンの
排水 COD は、洗浄を重ねるごとに指数関数的
に減少した。Stage1、2 の排水の前処理を行っ
た結果、遠心分離より濾過の効果が大きいこと
が判明した。Stage1、2 で濾過を併用すると、
全体の COD 負荷が 30%程度削減できるが、活
性汚泥入口 COD の上限を 1,000mg/L と想定
すると効果は低いと思われる。 
 
３．２ 活性汚泥処理による COD 低減 
 下水処理場で用いられている一般的な活性
汚泥細菌を用いて 1L回分式反応器で排水の処
理を行った結果を Fig.2 に示した。処理時間
72h で 80%程度の除去率が得られた。また、
メタン発酵等に用いられる好熱細菌を用いて
同様の実験を行った結果も Fig.2 にプロット

した。当初、短時間で高除去率が得られたため、
72h の処理を行ったが、通常細菌の結果を上回
ることができなかった。原因としては、培養液
濃度が異なったことが想定される。まだ実験を
開始して間もないため、スキルが不十分なこと
もあるが今後、好熱細菌の通常の処理温度であ
る 50～60℃まで加熱し、好熱細菌の濃度を上
げた場合の除去率への影響等を確認していく。 
 
お問い合わせ先 
氏名：澤田 善秋  
E-mail：sawada@chem.suzuka-ct.ac.jp 
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を開始剤として用いた

ポリアミノ酸の合成と重合
（鈴鹿高専 生物応用化学科）

○登優美子・淀谷真也

 
キーワード：NCA、合成ポリ-L-アミノ酸、4-Vinylbenzylamine、マクロモノマー 

 
１．緒言 

ポリ-L-アミノ酸は、人体を構成するタンパ
ク質と構造が類似しており、生体親和性や生分
解性が良いため、生体材料や環境調和材料とし
ての応用が期待されている。しかし、熱、酸、
塩基に弱く、加工性、耐久性に乏しいという欠
点があり、汎用材料として普及するには至って
いない。そこで当研究室ではそれらの問題点を
解決するために、ポリ-L-アミノ酸と汎用高分
子のハイブリッド化に着目し、その合成法につ
いて研究を行っている。本研究ではポリ-L-ア
ミノ酸の合成法である NCA 法において、重合
性官能基を有する塩基性第一級アミン化合物
を開始剤に用いて、ポリ-L-アミノ酸マクロモ
ノマーを合成し、その構造解析と重合を行った。 
 
２．実験 
(Ⅰ)PBLG マクロモノマーの合成 

γ-Benzyl-L-glutamate-N-Carboxyanhydrides(B
LG-NCA)(2)を溶媒に DMF(尿素 0.1mol/L 含
有)1)、開始剤に 4-Vinylbenzylamine(1)を用いて、
窒素雰囲気下、室温で重合した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheme 1 PBLG マクロモノマーの合成  
得られた PBLG マクロモノマー(3)は貧溶媒

としてメタノールを用いた再沈殿により精製
した。その後、溶媒に CD2Cl2 を用いて
1H-NMR(JEOL JMN-ECS400MHz)測定をし、構
造解析と分子量の決定を行った。また、モノマ
ー開始剤比を変化させて重合することにより、
分子量とモノマー開始剤比との関係を調査し
た。 
 
(Ⅱ)PBLG マクロモノマーのラジカル重合 
得られた PBLG マクロモノマーを開始剤に

AIBN、溶媒にベンゼンを用いて、脱気封管中
50℃で 48h 重合を行った。得られたポリマーは
再沈殿により精製した。 

３．結果・考察 
1H-NMR の測定により PBLG マクロモノマ

ーの構造解析を行った。(Fig.1)5.65ppm と
6.65ppm 付近に開始剤に由来するビニル基の
シグナルが観察されたことから、末端に開始剤
が結合していることが確認できた。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig.1 PBLG-マクロモノマーの 1H-NMR スペクトル 

 
次に、6.65ppm 付近の開始剤由来のシグナル

と、4.15ppm 付近の繰り返し単位である γ-BLG
由来のシグナルの積分値の比より PBLG マク
ロモノマーの分子量を決定した。  
分子量とモノマー開始剤比との関係を Table 

1 に示す。予想通り開始剤濃度が低いほど高分
子量になることが確認された。 
また、PBLG マクロモノマーのラジカル重合

では、数量体を形成したことが確認できた。  
Table 1 分子量のモノマー開始剤比依存性 

 

モノマー：開始剤 分子量 
 5:1 3000 
10:1 4800 
15:1 5800 
20:1 6500 

 
 
4.参考文献 
1) Investigating the secondary structure of 

oligomeric poly(amino acid)s, David Ulkoski, 
Tracy Armstrong, Carmen Scholz, 
Scholz_Book_Chapter_Rev, 
Printed2014/01/27 

 
お問い合わせ先 
氏名：淀谷真也  
E-mail：yodoya@chem.suzuka-ct.ac.jp  
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を開始剤として用いた

マクロモノマーの合成

（鈴鹿高専 生物応用化学科）

○清水杏奈・淀谷真也

 
キーワード：NCA、合成ポリ-L-アミノ酸、2-Vinylpropylamine、マクロモノマー 
 
１．緒言 

ポリ-L-アミノ酸は人体を構成するタンパク
質と類似の構造を持つため、生分解性や生体親
和性が高いといった特徴を持つ。これらの特徴
から医療材料、環境適応材料としての応用が期
待されている。当研究室では、ポリ-L-アミノ
酸と汎用高分子とのハイブリット化に着目し、
ポリ-L-アミノ酸マクロモノマーの合成法につ
いて研究している。ポリ-L-アミノ酸マクロモ
ノマーは、重合性官能基を持つ塩基性の第 1
級アミン化合物を開始剤として用いた、
N-Carboxyanhydrides(NCA)の重合により合成
される。そこで、本研究では重合性官能基であ
るビニル基を有する塩基性の第 1 級アミン化
合物を合成し、それを開始剤として NCA を重
合することでポリ-L-アミノ酸マクロモノマー
の合成を行った。 
 
２．実験 
(Ⅰ) 開始剤の合成 

2-Methyl-3-butenenitorile(1) を 当 モ ル の
LiAlH4 を用いて、ジエチルエーテル中で還流
し、シアノ基の還元を行った。生成物はアミン
塩酸塩に誘導し水層として分離させた後、再び
中和により遊離させ、ジエチルエーテルで抽出
した。そして、エーテル層をエバポレーターで
濃 縮 す る こ と で 目 的 生 成 物 で あ る
2-Vinylpropylamine(2)を得た。(Scheme 1) 
構 造 の 確 認 は 1H-NMR(JEOL 、

JMN-ECS400MHz)によって行った。 

 

 
Scheme 1 2-Vinylpropylamine の合成 

(Ⅱ）PBLG マクロモノマーの合成 
モノマーに開始剤として合成した化合物(2)、

γ-Benzyl-L-glutamate NCA(3)、溶媒に DMF(尿
素 0.1mol/L 含有)1)を用いて窒素雰囲気下、室
温で重合を行った。得られた PBLG マクロモノ
マー(4)は貧溶媒にメタノールを用いた再沈殿
を数回繰り返し精製した。 

 
 
 
 
 
 

Scheme 2 PBLG マクロモノマーの合成 
 

３．結果と考察 
開始剤である化合物(2)の合成を行った。構

造解析は 1H-NMR によって行った。収率は約
26%であった。次に化合物(2)を開始剤に用いて
PBLG マクロモノマー(4)の合成を行った。得ら
れた PBLG マクロモノマーの 1H-NMR スペク
トルを Fig.1 に示す。④と⑦の積分値比より、
重合度が約 72、分子量が約 16000 であること
がわかった。今後の予定はもう少し低分子量
（数千程度）の PBLG マクロモノマー(4)を合
成すること、その重合法を検討することである。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig.1 PBLG マクロモノマーの 1H-NMR スペクトル 
 
４．参考文献 
1) Investigating the secondary structure of 

oligomeric poly(amino acid)s, David 
Ulkoski, Tracy Armstrong, Carmen Scholz, 
Scholz_Book_Chapter_Rev, 
Printed2014/01/27 

 
お問い合わせ先 
氏名：淀谷真也  
E-mail：yodoya@chem.suzuka-ct.ac.jp 
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を開始剤として用いた

ポリアミノ酸マクロモノマーの合成と重合

（鈴鹿高専 生物応用化学科） 
○平松愛由・淀谷真也 

 

キーワード：NCA、合成ポリ-Ｌ-アミノ酸、Furfurylamine、マクロモノマー  

 
１．緒言 
合成ポリ-L-アミノ酸は、L-α-アミノ酸からな

る高分子で、人体を構成するタンパク質と類似
した構造をとるため、生分解性や生体親和性が
高く、医療分野や環境分野への応用が期待され
ている。しかし、熱安定性や加工性が悪いとい
う問題点があることから、普及には至っていな
い。そこで、当研究室ではそれらの欠点を補う
ために、ポリ-L-アミノ酸と汎用高分子とのハ
イブリッド化に着目し、その重合法の検討を行
っている。N-Carboxyanhydrides(NCA)は開始剤
に塩基性の第 1 級アミン化合物を用いて重合
すると、末端にその開始剤が結合したポリ-L-
アミノ酸を生成する。よって、本研究では開始
剤 に Diels-Alder 反 応 が 期 待 出 来 る
Furfurylamine(1) を 用 い て 、 γ-Benzyl- 
L-glutamate(γ-BLG) NCA(2)を重合し、末端にフ
ルフリル基を有する Poly-γ-BLG(PBLG)マクロ
モノマー(3)の合成を行った。 
 
２．実験 
Ⅰ  PBLG マクロモノマーの合成 
PBLG マクロモノマー(3)の合成は開始剤(1)、

モノマー(2)、溶媒に DMF (尿素 0.1mol/L 含有)
を用いて窒素雰囲気下、室温で行った。モノマ
ー濃度を 0.2 mol/l、モノマーと開始剤の比を
10：1 とし、種々の時間反応させた。 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheme 1 PBLG マクロモノマーの合成 
 
得られた PBLG マクロモノマー(3)は貧溶媒

にメタノールを用いて再沈殿により精製した。
構 造 解 析 及 び 平 均 分 子 量 の 決 定 は
1H-NMR(JEOL、JMN-ECS400MHz)を使用して
行った。 
Ⅱ PBLG マクロモノマーの重合 
PBLGマクロモノマー(3)についてDiels Alder

重合を試みた。溶媒に塩化メチレン、触媒に塩
化アルミニウムを用いて、反応温度 30℃で反
応させた。得られたマクロモノマーの精製は
Ⅰ と同様に行った。 

 
３．結果と考察 

Ⅰ で得られた PBLG マクロモノマー(3)の
分子量及び重合度は Table 1 に示す。 
 

Table 1  PBLG マクロモノマーの合成結果 
反応時間 [h] 分子量 重合度 

48 1970 9 
120 2400 11 
240 4800 22 

 
PBLG マクロモノマー(3)の 1H-NMR スペク

トルより、6.2ppm 付近にフルフリル基由来の
シグナルが観察された。これより PBLG の末端
に開始剤(1)が結合したことが確認できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 PBLG マクロモノマーの 1H-NMR スペクトル 
 
４．参考文献 
1) Investigating the secondary structure of 

oligomeric poly(amino acid)s, David Ulkoski, 
Tracy Armstrong, Carmen Scholz, 
Scholz_Book_Chapter_Rev, 
Printed2014/01/27 

お問い合わせ先 
氏名：淀谷真也  
E-mail：yodoya@chem.suzuka-ct.ac.jp 
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ポリアミノ酸の分子量決定法の確立 

（鈴鹿高専 生物応用化学科） 
○小田周平・淀谷真也 

 

キーワード：GPC、粘度測定、合成ポリ-L-アミノ酸 

 
１．緒言 

ポリ-L-アミノ酸はタンパク質と類似した構
造を持ち、生分解性や、生体親和性に優れてお
り、医療材料や環境適応材料としての応用が期
待されている。しかし、加工性、耐久性に問題
があり、幅広く普及していない。よって当研究
室ではそれらの問題点を解決するために、ポリ
-L-アミノ酸と汎用高分子とのハイブリッド化
に着目し、その合成法についての研究を行って
いる。 

NCA 法(N-Carboxyanhydrides)によって合成
したポリ-L-アミノ酸の分子量を決定するため
に GPC（Gel Permeation Chromatography）を使
用する際、一般的な標準試料とポリ-L-アミノ
酸とは溶液中での分子構造が異なるために、マ
クロモノマーを重合し、得られた共重合体の分
子量を比較する場合、大きな誤差を生じる可能
性がある。 
そ こ で 本 研 究 で は 異 な る 分 子 量 の

Poly-γ-Benzyl-L-glutamate(PBLG)を合成し、粘
度測定の測定結果より各平均分子量を算出す
る。そして、それらを標準試料に用いて、GPC
の検量線を作成することで、より正確な分子量
を決定することを目的とした。 
 
２．実験 
Ⅰ PBLG の合成 
 溶媒に DMF(尿素 0.1mol/L 含有)、開始剤に

n-butylamine を用いて窒素雰囲気下、室温にて
γ-BLG NCA の重合を行った。得られた PBLG
は貧溶媒にメタノールを用いて再沈殿を数回
行い精製した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Scheme 1 PBLG 標準試料の合成 

Ⅱ  分子量の測定  
粘度測定はウベローデ型粘度測定管を用い

て、25℃で PBLG ジクロロ酢酸溶液について測
定を行った。GPC(SHIMADZU RID-10A  
カラム:東ソー α-2500 α-4000)の測定は 40℃
で溶媒に DMF(LiBr 10mmol/L含有)を用いて行
った。 
Ⅲ 検量線作成 
上記の測定結果より GPC の保持時間に対し

粘度平均分子量をプロットし、検量線を作成し
た。（Fig.1） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 GPC 保持時間 V.S. 粘度平均分子量 
 

３．結果と考察 
Fig.1 の 検 量 線 よ り 粘 度 平 均 分 子 量

25000~40000 の間で、PBLG の分子量を決定す
ることが出来る。今後は分子量が 25000 以下、
40000 以上に関しても同様の実験を行い、検量
線の範囲を広げる予定である。 
また、1H-NMR の測定により開始剤由来の末

端基のシグナルが確認できれば、繰り返し単位
のプロトンとの積分比から数平均分子量を算
出し、粘度平均分子量と数平均分子量との関係
性も評価していきたいと考えている。 
 
４．参考文献 
1) Investigating the secondary structure of 

oligomeric poly(amino acid)s, David Ulkoski, 
Tracy Armstrong, Carmen Scholz, 
Scholz_Book_Chapter_Rev, 
Printed2014/01/27 

 
お問い合わせ先 
氏名：淀谷真也  
E-mail：yodoya@chem.suzuka-ct.ac.jp 
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を用いた

ポリアミノ酸の構造解析
（鈴鹿高専 生物応用化学科）

○福重友理・清水杏奈・登優美子・平松愛由・小田周平・淀谷真也 
 

キーワード：NCA、合成ポリ-L-アミノ酸、MALDI-TOF-MAS 

 
１．緒言 
ポリ-L-アミノ酸は生体を構成しているタン

パク質と構造が似ていることから、生体親和性
や、生分解性が高いといった特徴を持ち、環境
適応材料や医療材料としての応用が期待され
ている。しかし、熱や酸、塩基に弱く耐久性が
低いことや、熱可塑性でなく、溶解する溶媒が
少ないことから加工が困難であり、汎用性に乏
しいといった問題点がある。そこで、当研究室
ではそれらの欠点を補うために耐久性、加工性
の良い汎用高分子とポリ-L-アミノ酸とをハイ
ブリッド化した新規材料の開発に関する研究
を行っている。 

本研究ではハイブリッド化に使用する
Poly-γ-Benzyl-L-glutamate(PBLG)マクロモノマ
ーの構造確認と分子量の決定を目的としてい
る。そのために、まず、モデル化合物として
PBLG(3)を合成し、MALDI-TOF-MAS(JEOL、
JMS-S3000)を用いて測定条件の検討を行った。
そして、得られた条件を基に PBLG マクロモノ
マーを測定し、末端基の構造や分子量の確認を
行った。 

 
２．実験 
Ⅰ  PBLG(3)の合成  
開始剤に n-butylamine(1)、溶媒に DMF（尿

素 0.1mol/L 含有）1)を用いて窒素雰囲気下、室
温で γ-BLG-N-Carboxyanhydride(BLG-NCA) (2)
の重合を行った。この際に開始剤濃度を変えさ
まざまな分子量の PBLG(3)を合成した。得られ
た PBLG は良溶媒に 1,4-ジオキサン、貧溶媒に
メタノールを用いて再沈殿を 3 回行い精製し
た。最後にデシケータに入れ真空乾燥し保存し
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
Ⅱ  PBLG マクロモノマーの分子量の測定 
当研究室で合成した PBLG マクロモノマー

について TOF-MAS を用いて測定を行った。試
料はマトリックスに DCTB、イオン化剤に NaI
を用いて、リニアモードとスパイラルモードで
測定し、解析ソフト(Polymerix™)を用いて構造
解析を行った。 
また、各 PBLG について、TOF-MAS、GPC、

粘度測定、1H-NMR(JEOL、JMN-ECS400MHz)
により分子量を決定し、得られた分子量の相関
を確認した。 
 
３．結果と考察 

TOF-MAS の測定結果を Fig.1 に示す。測定
したシグナルは繰り返し単位である γ-BLG の
分子量 219.2 間隔であり、各分子量は末端の開
始剤の分子量と H 原子の原子量、イオン化剤
由来の Na+の原子量、そして、繰り返し単位の
分子量の整数倍の分子量を合計した値と一致
した。 

Fig.1  PBLGマクロモノマーのMASスペクトル 
 
今後の予定は Caribration に高分子量ポリス

チレンを用いて、分子量数十万まで測定するた
めの測定条件を検討することである。 
 
４．参考文献 
1) Investigating the secondary structure of 

oligomeric poly(amino acid)s, David Ulkoski, 
Tracy Armstrong, Carmen Scholz, 
Scholz_Book_Chapter_Rev, 
Printed2014/01/27 

お問い合わせ先 
氏名：淀谷真也  
E-mail：yodoya@chem.suzuka-ct.ac.jp Scheme 1  PBLG の合成 
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          絹フィブロインタンパク質を利用した 
                                         セシウム吸着除去の検討  
    

（鶴岡高専専攻科物質工学専攻 1、鶴岡高専物質工学科２） 
○関 亜美 1・伊藤 眞子２・佐藤 司２ 

 
キーワード：シルクフィブロイン、金属イオン、セシウム、吸着 
 
１．緒言 
シルクフィブロインタンパク質（SF）とは，
家蚕の繭玉から得られる繊維状物質であり，一
般的に高品質シルク繊維として知られている．
繭玉はシルクセリシンとSFの２種類のタンパ
ク質で構成されおり，特に SF は図 1 に示した
ようなメカニズムで，いくつかの金属イオンに
対して吸着能力を持つことが報告されている．
我々はこの性質を利用して汚染水浄化への応
用を考え，水溶液中の金属イオンの吸着に関す
る調査研究を実施した．なかでも Cs(Ⅰ)吸着
除去を第一の目的とし，比較対象としてPd(Ⅱ)，
Cu(Ⅱ)，Ce(Ⅲ)を用いた． 

  

 
図 1 SF に対する金属イオンの吸着 

２．実験 
(ⅰ) SF の調製 松岡 ㈱より提供を受けた繭
玉を5%-Na2CO3にて煮沸しシルクセリシンを
除去し，蒸留水で洗浄後，乾燥して繊維状 SF
を得た．さらに繊維の水溶性を高めるため飽和
CaCl2溶液に浸漬し，その後水洗し吸着実験に
用いた． 
(ⅱ) 吸着実験 50ppm-金属イオン単独溶液 
50ml に酢酸‐酢酸ナトリウム緩衝溶液 30ml 
を加え，SF を 0.5g 浸漬した．吸着条件は，40℃
で最大 8 時間振盪しながら行った．金属イオン
濃度検出には，原子吸光分析法（AAS）及び誘
導結合プラズマ分析法（ICP）を用い， 下式
を用いて吸着率を算出した． 

吸着率[%] =  (Ci –Cf) / Ci  
Ci ：吸着前の濃度 [ppm] 
Cf：吸着後の濃度 [ppm] 
 

３．結果と考察 
金属イオンの吸着結果は Pd(97%)≫Cu(37%)

＞Ce(16%)＞Cs(3.7%)となり，Cs 吸着はほとん

ど起こらなかった．吸着率の違いについて，イオ
ン半径，電荷数の値から概ね説明が可能であり， 
イオン半径が大きく，電荷数が小さい Cs では反
応性が低い傾向であった．次に，Cs に対する吸
着率の向上を試みた．SF の処理に用いた Ca2+

や緩衝剤に含まれる Na+ が Cs 吸着を阻害して
いる可能性を考え，比較実験を行った結果を図 2
に示した．吸着率は，吸着剤に CaCl2 処理工程
を除いた SF を用い，サンプル溶液は緩衝剤を使
わない条件下にて 36%に達した．Cs に関する吸
着結果を Langmuir（図 3）および Freundlich
の吸着等温式に対して適用を行ったところ，結果
は理論式にほぼ合っている（r2>0.9）ことが認め
られた．Langmuir 式 qe = kLqmce/(1 + kLce) か
ら吸着平衡定数 KLは 0.0362，飽和吸着量 qmは
4.75mg/g であった．また Freundlich 理論から
KFは 0.151，n は 1.08 であった．以上の事から
化学吸着理論が適用されるが，SF 吸着剤に対す
る Cs の吸着力は弱いことが示唆された．  

図 2 実験条件による Cs 吸着の影響 

図 3 Langmuir 吸着等温線 

お問い合わせ先 
氏名：佐藤司  
E-mail：tsato@tsuruoka-nct.ac.jp 
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     オゾンマイクロバブル技術を利用した殺菌技術の開発と 
                                      生食用岩牡蠣への適用 

 
（鶴岡高専専攻科物質工学専攻 1、鶴岡高専物質工学科 2 

鶴岡高専情報制御工学科 3） 

○鈴木太郎 1・佐藤司２・宍戸道明 3 

 
キーワード：岩牡蠣、オゾン、マイクロバブル、海水 
 
１．緒言 
 生食用岩牡蠣に関する食品衛生法基準では、大
腸菌群最確数が一定値以下である事、腸炎ビブリ
オや O157 が陰性である事などが定められている。
海水にノロウィルスや細菌が多く含まれている
と、牡蠣の消化器官に濃縮され食中毒事故につな
がる。その場合でも殺菌された海水に一定時間蓄
養し、菌を体内から排出できればほぼ無菌状態に
できる。そこで殺菌作用のあるオゾンと当研究室
で基礎研究が行われてきた微細気泡（以後マイク
ロバブルと記す）技術を組み合わせ、生食用岩牡
蠣の殺菌を試みた。マイクロバブル(MB) とは水
中で直径 10～100μm 程の微細気泡であり、上昇
速度が遅いため滞留時間が長いこと、気体面積が
増加する等で気体の溶解性が向上する。以上の事
からオゾンマイクロバブルを用いる事で殺菌が
期待できる。 
 
２．実験   

本研究ではせん断流を利用する旋回式マイク
ロバブル発生装置（発明者：石川修一、特許第
4621796 号）、ポンプは寺田製作所 HP-100（水量
30L/min）を使用した。小型水槽で使用したオゾ
ン発生装置は商研株式会社製 SK2002C（オゾン発
生量 200mg/hr）、オゾン濃度は溶存オゾン計（笹
原理化工業株式会社，O3-3F）を使用した。オゾ
ンマイクロバブルによる殺菌効果を実証するた
めに小型水槽を用いて(a)オゾンマイクロバブル、
(b）オゾンミリバブル、（c）オゾンを用いずに空
気を導入した空気マイクロバブルにおける海水
中の殺菌実験を行った。最後に商業用水槽（800L）
での殺菌実験を行った。 

 
３．結果と考察  
小型水槽を用いた実験では水槽（a）で最も優

れた殺菌効果が確認できた。水槽(c)では一般細
菌が増加した。海水中の溶存オゾン濃度を測定し
たところ、大腸菌と一般細菌の両方の殺菌にはオ
ゾンが深く関わっていることが明らかになった。
（図１） オゾンをマイクロバブルにすることで
オゾンの溶解性が向上、気泡が水槽内に拡散した
ため殺菌効果が増加したと考えられる。溶解性の
向上については気泡の滞留時間が長い事、気泡の
自己加圧効果による気体の溶解促進、気泡の表面

積の増加が考えられる。大型水槽の場合も処理前
に比べ水中のオゾン濃度の増加とともに MB 供給
後では大幅な菌の減少が確認できた。（表 1） オ
ゾンマイクロバブルで殺菌した海水を用いて岩
牡蠣を蓄養すれば基準に合った岩牡蠣を提供で
きるといえる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図１ 海水中の溶存オゾン濃度変化（小型水槽）  

(a)オゾンマイクロバブル、(b)オゾンミリ
バブル、(c)空気マイクロバブル 

 
表 1 岩牡蠣、海水の殺菌結果（商業用水槽） 

（ⅰ）岩牡蠣 

 
 
お問い合わせ先 
氏名：佐藤司  
E-mail：tsato@tsuruoka-nct.ac.jp 

基準 処理前 処理後 

細菌数 
（個/g） 

50000 
以下 

1200 300 以下

大腸菌群 
最確数 

（個/100g）
230 以下 78 18 未満 

 （ⅱ）海水  

基準 処理前 処理後 

大腸菌群 
最確数 

(個/100ml)
70 以下 350 22 

オゾン濃度
(mg/L) 

 0.05 0.12 
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苫小牧市を対象とした豪雨時の道路冠水シミュレーション

（苫小牧高専 専攻科 環境システム工学専攻 ，環境都市工学科 ）

○長井一輝 ・八田茂実

 
キーワード：氾濫計算，内水氾濫，道路冠水，防災 
 
１．はじめに

苫小牧市では 年， 年と 年連続で局
所的な大雨があり，床下浸水などの被害が発生し
た．表 はそれぞれの大雨の特徴を示している．
苫小牧市では 年以降，時間雨量 以上の
雨が観測されたのはこの 年のみであり，歴史的
に見ても今回の大雨は記録的な大雨であった．
大雨により道路冠水が発生すると，車の通行が

困難となるばかりでなく，冠水した道路を車が通
行するとにより，住宅の床下浸水などの被害を大
きくしてしまうことがある．このため，適切な交
通規制を行う必要がある．しかし，苫小牧市では
まだ大雨時に，どのくらいの雨量でどこの道路が
冠水するかという資料が纏まっていない．そこで
本研究では，苫小牧市における大雨時の道路冠水
特性を明らかにする

．冠水計算の条件
道路冠水は内水氾濫シミュレーションによる

計算で予測する．計算には 次元地形データと，
雨量データを入力し，計算の領域を決定して計算
を行う．本研究では， 年， 年の大雨で
計算を行った．計算条件を表 に示す．ただし，

年の計算では，苫小牧市西部から市街地に
かけて広域な範囲で計算を行ったので，計算は
エリアに分割して行った．雨量は，そのエリア毎
に一番近い雨量計の値を使用した．

この計算では雨水枡や下水道による排水は考
慮していない．計算範囲の境界は自由流出として，
雨水はそこから流出する．また，本研究のシミュ
レーションには ソフトウェアを使用した．

．計算結果
年の計算結果を図 に示す．図 は

最大冠水水深を示している．また，図 は
年に行ったインタビュー調査の結果である．イン
タビュー調査は，市内の住人に当時の道路の冠水

の様子を訊き，冠水深を道路毎に記録したもので
ある．図 の ， を比較すると概ね冠水の傾
向が再現できていることが分かる．

年の計算も同様の比較を行い概ね傾向が
一致することが分かった．

．おわりに
本研究により， 年， 年の大雨で苫小

牧市市街地の氾濫計算を行い，概ね道路冠水の状
況が再現できていることが確認できた．雨水枡等
による雨水の排水は考慮していないが，雨水枡等
による排水量に比べて，全体の雨量が大きかった
ため，ほとんど影響しなかったと考えられる．今
後は，雨量を変えて計算し，それぞれの雨量で冠
水する場所がどう変化するかを検討し市街地の
冠水特性を明らかにする必要がある．

参考文献
国土交通省北海道開発局独立行政法人土木研究
所寒地土木研究所 『市町村防災担当者が自ら作
成する中小河川ハザードマップの手引き』：
http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_kasen/s
aigai/teihindo/pdf/h250311_7.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お問い合わせ先 
氏名：長井一輝  
E-mal：nk14909@tomakomai-ct.jp 

図 ． 年の大雨

による計算結果

インタビュー調査の結果
年 月日 最大時間雨量(mm) 総雨量(mm)
2013 8月27日 90 155
2014 9月11日 100 299

2013 2014
範囲 市の西部 市の西部から市街地まで

計算時刻 16:00～22:00 0:00～15:00
雨量データ レーダーアメダス雨量計 市内の雨量計
地形データ 国土基盤地図情報（5mメッシュ） 国土基盤地図情報（5mメッシュ）

表 ． 年， 年の大雨

表 ．計算条件
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Relationship between toxic cyanobacteria (Microcystis) 
in freshwater ponds and nutrients in Asahikawa, 

Hokkaido 
（National Institute of Technology, Asahikawa College, 

Department of Materials Chemistry） 
○Kengo Saito・Taiki Watanabe・Suguru Yanagiya・Hiroshi Matsuura 

 
keywords：water bloom, environmental analysis, nutrients, eutrophication 
 

Recently, the water quality deterioration 
is confirmed in various ponds and marshes 
in Japan. Especially, eutrophication is 
taken up as an environmental problem. 
The cause of eutrophication is an increase 
of the nutrients (nitrogen and phosphorus). 
When the nutrients concentration 
increases, cyanobacteria grow abnormally. 
Whereby, a collection of toxic cyanobacteria 
is formed on the water surface. This is 
called “Water bloom”. Water bloom is often 
seen in summer when the water 
temperature is more than 20℃. It grows 
easily when N/P ratio is 7-10. Problems due 
to mass generation of water bloom can be 
largely divided into two. First, water bloom 
consumes too mach oxygen when it 
breathes, and fish die due to the lack of 
oxygen. Second, the growth of toxic water 
bloom will cause liver cancer and nerve 
paralysis. In Hokkaido, water bloom has 
been reported to be formed in some areas 
such as Abashiri lake and Barato lake. 
However, no chronological research has 
been carried out in Asahikawa, the second 
largest city in Hokkaido. In this study, We 
investigated three ponds in Asahikawa to 
reveal whether water bloom is present, and 
carried out a quantitative study of 
nutriants that would be involved in the 
formation of water bloom. 

We investigated water areas in 
Chidorigaike of Tokiwa park, Gokoku shrine 
and Tominosekifujinuma. We sampled the 
water in each pond once a week through 
May 12 to September 1. Optical microscopy 
was used to confirm the presence of water 
bloom. Nutrient salts (phosphorus, nitrogen 
and chloride) were analyzed to investigate 
whether water bloom can inhabit each pond. 
Chloride ion was quantified by mall method 

using silver nitrate. Phosphorus was 
quantified using the molybdenum blue 
method. Nitrogen was quantified using 
ultraviolet absorption spectrophotometry.  

As a result of observing the water 
sample by an optical microscope, toxic 
cyanobacteria such as Microcystis sp. and 
Oscillatoria sp. were not found. On the 
other hand, green algae Spirogyra sp., 
Pureodorina sp. and Chlorococcum sp.  
were observed. The concentration of Cl- 
were 15-20 mg/L at Tokiwa park, 14–18 
mg/L at Gokoku shrine, 11–13 mg/L at 
Tominosekifuginuma, respectively. The 
three water areas were clean because the 
water quality of each area was less than 
200 mg/L, which is the water quality 
standard for drinking water. It is said that 
water bloom is hardly formed when Cl- 
concentration is more than 10000 mg/L or 
less than 200 mg/L. It was suggested that 
water bloom has not been formed in these 
ponds because the Cl- concentration ranged 
from 10 to 20 mg/L  in this experiment.
The concentration of phosphorus were 
0–5.0×10-4 mg/L at Tokiwa park, 
5.0×10-5–1.5×10-4 mg/L at Gokoku shrine,
0–5×10-5 mg/L at Tominosekifujinuma, 
respectively. Generally, eutrophication is 
observed when the concentration of 
phosphorus is more than 0.01 mg/L. This 
result also suggests that water bloom is 
not formed in any pond. The results of 
nitrogen will be analyzed and discussed at 
the poster session. 

 
 
問い合わせ先 
氏名：松浦裕志 
E-mail：matsuura@asahikawa-nct.ac.jp
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      生体情報を活用した街路および海辺空間における感性分析 

（明石高専都市システム工学科1、千葉大学工学部都市環境システム工学科２） 

○石内鉄平 1・川本悠暉１・多井一央２ 

 
キーワード：脳波、α波、β波、海辺空間、アンケート調査 
 
１．緒言 
 近年わが国では、ストレスに起因する健康被
害の増加が懸念されており、工学的な観点から、
都市空間が人々のストレスに与える影響を定
量的に評価する必要があると推測される。従来、
ストレス評価といった心理評価実験は、アンケ
ート調査を主として実施されてきたが、より定
量的な把握に向けて、現在、脈波や唾液アミラ
ーゼといった生体情報が活用され始めている。
本研究では、生体情報の一つである脳波に着目
して、屋外空間におけるストレス値を定量的に
把握するものである。 
本研究は、屋外空間のうち道路空間と海辺空

間を対象として、簡易ポータブル脳波計を用い
てストレスや癒し効果を測定するとともにア
ンケート調査を実施する。一般的に海辺空間は
癒し空間として認識されているが、その結果を
比較・検証することで、都市空間を評価する新
たな手法の一つとして脳波計の活用を提案す
ることを目的とする。 
２．観測方法 
 脳波を測定する際には、測定対象（刺激）に
対する反応が意識の全体を占めていないため、
他の部分の条件を一定にするために測定手順
（プロトコル）を構築する必要がある。測定時
の注意点として、脳波に与える影響が大きい眠
気を催さない計画を立てることが挙げられる。
図 1 に脳波計を用いた観測手順を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 脳波測定のプロトコル 

 
 
 
 
 
 
 

図 2 街路空間および道路空間 
図 2 に研究対象とした街路および道路空間を
示す。 
３．脳波を用いた観測結果および考察 
脳波計を用いた観測結果の一部を図 3 に示

す。図 3 より、被験者 C および B は道路交差
点よりも海辺でストレスが軽減されており、被
験者の多くがこのパタンに属した。しかし、被
験者 A や F のように少数の被験者が道路交差
点よりも海辺でストレスをより感じている結
果が得られた。被験者 A や F は風邪気味や徹
夜明けであることが後でわかり、測定プロトコ
ルがうまく機能していなかった可能性が考え
られる。 
４．結言 
 脳波を数値化した安静指数が海辺において
道路交差点より低い数値を示したため、多くの
人は海辺で身体的・精神的に癒されていること
がわかった。しかし、道路交差点の方が海辺よ
り高い数値を示した結果も存在するため、今後
この結果の原因を追究する必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 脳波計を用いた観測結果 
 
お問い合わせ先 
氏名：石内鉄平 
E-mail：ishiuchi@akashi.ac.jp 

椅子に座り脳波計を装着 

暗算【30 秒】 

風景を見る【60 秒】 

動画鑑賞（測定）【30 秒】 

アンケートの記入 
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「海のまち明石」 明石駅の内装計画

（明石高専建築学科）

○石井勝大、東野アドリアナ

 
キーワード：建築、設計、内装、サインデザイン 
 
１．はじめに
国立明石工業高等専門学校が位置する明

石市、明石駅はその玄関口である。 
だが、現在の明石駅は無機質で機能性を重視
した内装になっており、地域性が表現されて
いない。 
また、駅内には様々なサインが表示されてい
るが、これも機能性が重視されたものになっ
ており、明石らしさはやはり感じることがで
きない。 
本稿では、明石の特色が活きた駅をつくる

ために「海のまち明石」というテーマを与え、
駅内のコンコース、駅前の交番とバス停、駅
外の東西高架下と南北広場を計画する。 
 
２．明石と駅
明石は長い歴史を持つ漁業の町である。 
約 400年前に信濃より明石へ小笠原忠政
が移封され、その移封に合わせて明石城の築
城が行われた際に、宮本武蔵の都市計画によ
り城下町が造成された。眼前の湾が非常に環
境に恵まれた漁場であったことから、城下の
一等地に魚市場が開設され、それが魚の棚と
呼ばれ現在も残っている。 
漁業を一大産業として抱える明石の特産

品は蛸である。 
2年前に廃止されてしまったが、淡路島と明
石を結ぶ交通手段として利用された「たこフ
ェリー」は明石のひとつの観光資源であった。 
また、明石は東経 135度に位置し、日本

の子午線が通るまちでもある。明石市の施設
には時間の意味をあらわす言葉を名に冠す
るものが多く、「時のまち」というキャッチ
コピーの下にイベントの開くことなども少
なからずある。 
明石駅は JR明石駅と山陽電車明石駅のふ
たつが合わせて入っている駅舎。平成 3年
(1991)に山陽電鉄の高架化により改修され、
現在の形になってからはおよそ 23年間運用
されている。 
 
３．計画概要
明石駅内部とその周辺の現状を調査し、店

舗の配置されている場所やポスター・看板の
掲示されている場所、表示されているサイン、

その他建築物の配置などを把握した。 
それらのデータを元にインテリアの改修

を施す箇所を複数設定し、「海のまち明石」
のテーマに沿って統一した設計を提示する。
明石駅の利用や明石の観光を手助けするサ
インを考案し、上と同様のテーマに沿った統
一サインデザインを作ることで地域の特色
を表現することを目的とする。 
本計画では、以下のような変更を提案する。 

ⅰ）駅内コンコース 
床面ピータイルをコンクリートに変更する。 
柱の装飾を変更する。天井に装飾を加える。 
駅出入り口、床面にサインを追加する。 
ⅱ）高架下 
日中も暗く、一日中電灯が点いている高架下
に天井と照明を与える。駅内と同様の天井装
飾を施す。 
ⅲ）南北駅前広場 
駅内床面と同様のサインを追加する。ベンチ
として利用できるオブジェを追加する。 
ⅳ）交番 
「海のまち」のコンセプトに合わせて新しい
交番を提案する。 
ⅴ）バス停 
駅内から一続きのサインを追加する。行き先
の主要施設に関する情報案内を掲示する。 
 
４．まとめ
本研究では海のまちをコンセプトとした
明石駅周辺の再生を提案した。現在の駅舎に
サインデザインや内装を計画し、更に、新た
な交番などの提案により明石市の玄関であ
る明石駅に地域性を強調することが可能で
ある。 
 
 
参考 URL（アクセス日：2014/11/17） 
○明石駅＿さいきの駅舎訪問 
http://ekisya.net/A-GENEKI/054-SANYO/054-AKA
SI.html 
○明石魚の棚 歴史・豆知識 
http://www.uonotana.or.jp/rekishi.htm 
 
お問い合わせ先 
氏名：石井勝大  
E-mail：a1002ishiikatsuhiro@gmail.com 
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防災教育教材としての ソフトの作成と
その効果について

（和歌山高専環境都市工学科）

○植前 成美・辻原 治

 
キーワード：地震防災教育教材，防災ゲーム，RPG 

 
1．はじめに 

2011 年 3 月の東日本大震災を契機に，防災
教育の重要性が強く認識され，地震や津波に関
する正しい知識と理解，また，災害時の対応に
関する教育が始まっている．これまでに，防災
教育に関するテキストやコンテンツは種々開
発されているが，教育の動機付けや，効果的な
教育方法について十分な検討がなされてこな
かった．本研究では，防災教育教材としてゲー
ム性を取り入れ，RPG（ロールプレイングゲー
ム）の形式で防災学習ができるツールを開発し，
その効果について検討する． 
文字を中心に読んで学習する形式と，自ら問

題を解いたり，関係する画像を見ながら学習す
ることのできるゲーム形式とでは，どちらの方
が多く，また長い間内容を覚えているかという
観点から，“記憶度”を比較することで本教材
の有効性を検証することとした． 
 
2．研究方法 

ゲームは，ホームページ等に掲載されている
既存の防災関連のゲーム 2）等を参考にして，
図-1 に示す和歌山高専の「大地震対応マニュ
アル」の裏面を学習する内容とした．「大地震
対応マニュアル」の裏面の内容は，揺れを感じ
たとき，揺れが治まったとき等に取るべき行動
や，避難するときの注意点などが書かれている．
図-2 にゲーム画面の例を示す．なお，ゲーム
の作成に際しては， RPG 作成ソフト「RPG ツ
クール VX Ace」1）を用いた． 
記憶度の比較方法としては，「大地震対応マ

ニュアル」より穴埋め問題（以下テストとする）
を作成し，マニュアルを読んだ人，ゲームをし
た人の 2 グループに分けて解いてもらい，正答
率を比較した．テストは，マニュアルを読んだ
直後，ゲームをした直後にそれぞれ 1 回目を行
い，その約 1ヶ月後に 2回目を行うこととした．
1 回目は平成 26 年 11 月 4 日から 11 月 6 日に
かけて行い，2 回目は平成 26 年 12 月 16 日か
ら 12 月 19 日の間に行う予定である． 
 
3．ゲームの効果について 

1 回目の回答結果を表-1 に示す．なお，この
テストは 51 点満点である．1 回目のテストで
は，ゲームをしたグループの平均点がマニュア
ルを読んだグループより若干高いが，それほど

大きな差は出ていない．2 回目のテストの結果
については当日発表する． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【参考文献】 
1) RPG ツクール VX Ace 初心者向け講座 

http://tkool.jp/products/rpgvxace/lecture/index ， 
2014.7.16～2014.10.14 閲覧． 

2) 例えば，消防防災博物館：こどものひろば 
http://www.bousaihaku.com/cgi-bin/hp/index5.c
gi?ac1=P3&Page=hpd5_tmp， 2014.5.24 閲覧． 
 

 
問い合わせ先 
氏名：辻原 治 
E-mail：tsujihara@wakayama-nct.ac.jp 

図-2 ゲーム画面の例 

図-1 和歌山高専大地震対応マニュアル 
（左：表面，右：裏面） 

表-1 1 回目の回答結果（平均） 
点数 正答率

ゲームをした
人

マニュアルを
読んだ人
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実写映像を援用した災害図上訓練用教材の開発

（和歌山高専環境都市工学科 ，株式会社岩根研究所２，岡山県庁３）

○井口司 ・辻原治 ・伊藤秀幸２，岡本輝正３

 
キーワード：モバイルマッピング，災害図上訓練，実写映像，危険箇所 
 
1. はじめに

DIG 災害図上訓練 は住民によるワークシ
ップ等において，避難経路沿いの危険箇所等を
地図に書き込む等して，災害時の避難に関して
事前に情報を共有するための防災訓練として
有用である．
本研究は，モバイルマッピングシステムを利

用した避難シミュレーション結果の表示およ
び効果的な DIG への提案を目的とする．

2. モバイルマッピングシステム
モバイルマッピングとは，図-１に示すよう

に全方位カメラおよびGPS(グローバルポジシ
ョニングシステム)，傾斜計などを自動車など
の移動体に積載し，連続撮影した実写映像と
GIS(地形情報システム)を連動させるシステム
である． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-１ 車載のモバイルマッピング 
 
3. 実写映像と との連動
今回は避難場所を公園と想定し，比較的住宅

が密集している地域を対象としたため，和歌山
県和歌山市出口にある砂山公園周辺を撮影し
た． 
撮影した実写映像と GPS，傾斜計によるデ

ータを用いて，映像と位置情報の関連付けのデ
ータ処理，停車している間のフレームの削除，
映像の明るさ調整などのビデオ編集を行う．  
また，撮影ルートを図-２に示すように地図

上に表示させ，実写映像と地図上での現在地を
同期させることもできる． 

 
4. 危険箇所の表示

本研究で用いたモバイルマッピングシステ
ムでは，２次元の撮影にも関わらず，長さや高
さの計測が容易にできる．この機能を使い，道
幅や塀の高さなどの測定を行うことで，より詳

細に危険箇所の特定が行える． 
特定した危険箇所は，Excel のシートに，映

像ファイルの名称，メッセージを表示する最初
と最後のフレーム番号およびメッセージの内
容を書き込んでおくと，映像ファイルの再生時
にメッセージが表示される． 

実写映像と地図を連動させ，映像中に危険箇
所の表示を行った例を図-３に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図-２ 撮影ルートと映像の表示(和歌山市) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-３ 危険箇所の表示 
 
 
問い合わせ先 
氏名：辻原 治 
E-mail：tsujihara@wakayama-nct.ac.jp 
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を用いた避難行動学習教材の開発に
関する基礎的研究

（和歌山高専環境都市工学科 ・株式会社岩根研究所 ）

○藤井沙耶 ・辻原治１・佐藤友之２

 
キーワード：避難シミュレーション，CG，VR 
 
1. はじめに

津波などの災害発生時の避難を円滑に行う
ために，地域において避難訓練が実施されてい
る．このような活動は，防災意識を高め，地域
としての防災力の認識および災害時の協力関
係のあり方について共通理解を持つといった
効果があり，大変重要である． 

本研究では，避難シミュレーションの結果を
CG で表し避難行動における地域の特徴や問
題点を把握するとともに，避難のあり方などの
学習に役立つ教材の開発を目的とした． 
 
2. 研究の方法
図‐1 に研究の方法を示す．避難シミュレー

ションについては，すでにシステムが開発され
ており 1)，避難者の位置座標の時系列データが
利用可能である．一方，対象地区においてモバ
イルマッピングシステムで経路を撮影し，この
影像を用いて建物等の CG のモデリングを行
い地区の 3DCG 空間を作成する．そして，VR
によって避難行動を表現する．避難シミュレー
ションの条件を種々変更することで，VR によ
って地域の特徴や避難行動の課題などが浮き
彫りになってくると考えられる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図‐1 研究の方法 
 
3. の作成方法および による避難行動の

表現
実写映像上で，基準になる 2 つのポイントに

カーソルを順次合わせ，それを線で結ぶ．その
線を平行移動させることによって面ができる．
その面を押し出すことによって立体が作成さ
れる．このようにして作成された立体の面には
対応したテクスチャが自動で貼りつく． 

完成した CG を VR に読み込み，読み込んだ
建物に座標データを与えることで，適切な位置

に自動的に配置され，CG による空間が作成さ
れる． 

避難者が移動するときの座標データを XML
ファイルに書き換え，読み込ませることによっ
て，図‐2 に示すようにキャラクタの避難行動
の表現が可能になる．また，行動を記録する機
能を用いれば，様々なシナリオを瞬時に比較す
ることができる．視点移動も可能なため，図‐3
に示すように人の視点からの景色や，俯瞰した
景色など，様々な角度からシミュレーションを
表現することができる． 

図‐2 避難行動の表示 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図‐3 人の目線からの表現 
 
4. おわりに

CG 空間の作成には多大な時間と労力が必
要となるが，一旦作成すれば車と人による避難
シミュレーションなど様々に活用できる． 
 
参考文献
1）山本昂祐他：Microsoft Excel による簡便な

避難行動シミュレーションシステムの開発，
第 18 回高専シンポジウム講演概要集，
p.237，2013． 

 
問い合わせ先 
氏名：辻原治  
E-mail：tsujihara@wakayama-nct.ac.jp 

避 難 デ ー タ の
XML ファイル 

実写映像および 
関連データ 

CG による空間 

避難シミュレーション 
システム 

モバイルマッピング 
システム 

VR CG モデリング 
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舞鶴市東地区商店街における空き店舗	 
・空き地の現状調査及び活用方法の提案	 

（舞鶴高専	 建設・生産システム工学専攻 1、建設システム工学科 2）	 

○白髭優 1・尾上亮介 2	 

 
キーワード：商店街、空き店舗、空き地 
 
１．研究背景・目的  

近年，地方都市の中心市街地は，空洞化やスプ
ロール化が進んでいる．その理由として，高齢化，
住民の価値観やライフスタイルの変化などがあ
る．多くの商店街は，衰退の一途を辿っており，
全体の約７割が減少傾向にある１）．多くの商店街
で活性化方策が実施されているが，成功例は少な
く，課題はまだまだ多い．	 

本研究は，商店街の空き店舗・空き地活用の一
助となることを目的とする．空き店舗や空き地の
状態を詳しく把握することで，商店街衰退の特性
を明らかにし，空き店舗・空き地の活用方法を提
案する． 
	 
２．研究方法	 

本研究の対象地域は，京都府舞鶴市東地区の八
島商店街，大門商店街，三条商店街，七条商店街
とする．舞鶴市は京都の北部に属する市である．
人口は，85,225 人で世帯数は 35,208 世帯となっ
ている(平成26年 9月現在)２）．	 研究方法として，
まず，舞鶴市東地区商店街に関するアンケート調
査を行う．次に現地調査により，商店街の空き店
舗・空き地の状態を把握する．最後に空き店舗・
空き地活用方法の検討を行う．	 
 
３．東地区商店街利用者へのアンケート調査  

アンケートは平成 26 年 7 月 6 日，13 日，20
日に八島商店街で行われるイベント（夜の市）に
おいてよろず注1）に訪れた来街者を対象に実施し
た．アンケートの内容は，東地区商店街の利用頻
度や用途，自宅から東地区商店街までの交通手段
や交通時間，空き店舗・空き地の認知度，今後の
空き店舗・空き地に求めるものである．アンケー
トの回収総数は 77 人であった．	 
	 
４．現地調査  

現地調査では，舞鶴市東地区商店街の状態を把
握するため，平成 26 年 8 月 12 日，13 日に八島
商店街，8 月 23 日，24 日に大門商店街，9 月 2
日，3 日に三条商店街，9 月 22 日，23 日に七条
商店街を調査した．調査は地図を用いて，現在営
業している店舗，空き店舗，空き地の三つに分け
て行う．また，現在営業している店舗は，その店
舗を業種別に分類する．空き店舗は，間口，構造，
外観，傷み具合をそれぞれ記録する．空き地は，
面積，用途，状態をそれぞれ記録する．	 
 
５．結果・考察  
	 まず，アンケート調査の結果を以下に示す．商
店街を利用する頻度として，年に数回と回答した
のが 44 人であった．空き店舗・空き地の存在を
認知していたのが 77 人中 65 人で，今後の空き店
舗・空き地に求めるものは，買い物の場や飲食店
が最も多い結果になった．	 

次に，現地調査の結果を地図上にプロットし，
空き店舗・空き地の分布について考察を行う． 
	 図 1 は商店街の空き店舗・空き地の分布図であ
る．薄い色は空き店舗，濃い色は空き地，白色は

営業している店舗を表している．図を見てみると
駅周辺は空き店舗・空き地が少なく，駅から遠く
なるほど多くなっていることが分かる．  

最後に，営業している店舗と空き店舗に関する
傷み具合調査の結果を地図上にプロットし，分布
図を作成する．傷み具合は，「非常に汚れや傷み
が目立つ」，「どちらかといえば汚れや傷みが目立
つ」，「どちらともいえない」，「どちらかといえば
きれい」，「非常にきれい」の５段階評価とする． 

営業してい
る店舗の傷み
具合は「非常
にきれい」や
「どちらかと
い え ば き れ
い」が多く，
空き店舗の傷
み具合は「非
常に汚れや傷
みが目立つ」
や「どちらか
といえば汚れ
や傷みが目立
つ」が多い結
果になった． 
 
 
 
６．今後の課題	 

今までは，空き店舗・空き地の数や分布，傷み
具合から商店街の現状を把握してきた．残された
課題としては，間口や面積から空き店舗・空き地
の規模を算出し，傷み具合と合わせて考察を行う
ことで，活用方法を提案するにあたって必要とな
る空き店舗・空き地の詳細な状態を把握すること
である． 
 
参考文献 
1)中小企業庁	 商店街実態調査報告書	 
URL:http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/sho
gyo/2013/0329Jittai2.pdf	 
 
2)舞鶴市の推計人口，平成 26 年度 
URL:http://www.city.maizuru.kyoto.jp/module
s/soumu/index.php?content_id=327	 
 
注釈	 
注 1)「よろず-商店街・まちづくり研究所-」	 

空き店舗に非商業的な活用方法を用いること
で，コミュニティの場や地域の活動拠点として，
有効に利用することを目的としている舞鶴高専
の研究施設．	 
 
お問い合わせ先 
氏名：尾上亮介 
E-mail：onoe@maizuru-ct.ac.jp	 

図１	 空き店舗・空き地の分布	 

N	 

東舞鶴駅 

空き店舗 
空き地 
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橋梁の長寿命化対策のための劣化原因について

（和歌山高専 環境都市工学科）

○古田早織・三岩敬孝・宮本樹

  
キーワード：長寿命化，劣化，コンクリート橋，補修，補強  
 
１．はじめに 

現在、社会資本を形成する土木構造物は新規に
建設するよりも、これまで使用されてきた構造物
の補修や補強が重要となってきている。特に橋梁
は 1970年代をピークとして数多く建設されてき
ており、その劣化対策は急務である。そこで本研
究では、コンクリート橋を対象として、各橋梁の
劣化原因を特定し、今後の補修・補強計画に利用
できる劣化データベースの作成を行ったもので
ある。 
 
2．研究概要 

図-1 作成フロー 
 
(１) 対象橋梁 

今回の研究では和歌山県日高郡印南町が管理
しているコンクリート橋を対象とした。ただし、
全てのコンクリート橋を調査対象とした場合、
204 橋あることから、劣化の被害が大きい橋梁
25 橋を対象とした。 
 
(２) 調査 

現在使用中の橋梁を現地調査し劣化の状況を
確認、さらに橋梁の緒言については印南町役場か
ら資料の提供を頂いた。 
 

写真-1 劣化の様子 

(３) 入力項目 
橋長、幅員、上部工や下部工の種類、共用年数、

海岸からの距離という基本事項や、ひび割れ、浮
き・剥離、鉄筋露出、遊離石灰、腐食等という劣
化の現状を入力する。 
 
3．診断結果 

図-2 に調査して得たデータを劣化診断ソフト
に入力した一例を示す。この橋梁は橋長が 6.8ｍ、
幅員が 3ｍ、供用年数は 51 年、海岸からの距離
は 0.2km の橋梁である。 

図-2 診断結果 
 

診断結果より劣化原因は塩分供給となってい
る。本橋梁は海岸から 0.2km と近い距離にあり、
長い年月の間、海岸からの塩分の飛沫による塩害
が原因だと考えられる。このように、橋梁の調査
データを入力することによって橋梁に生じた劣
化の原因が推定できる。 
 
4．おわりに 

このように橋梁の劣化原因を事前に推定し、デ
ータベースを作成することによって、今後の補
修・補強計画に役立てることができる。 
 
参考文献  
1）魚本健人・加藤佳孝：コンクリート診断工学，
オーム社 
 
お問い合わせ先 
氏名：三岩敬孝  
E-mail：mitsuiwa@wakayama-nct.ac.jp 
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消雪用地下水くみ上げと地盤沈下

（長岡高専専攻科環境都市工学専攻 、長岡高専環境都市工学科２）

○太刀川陽平 ・田中一浩２

 
キーワード： 地盤沈下、消雪パイプ、地下水 
 
１．はじめに 
新潟県は、全国でも有数の豪雪地帯として知

られている。新潟県は 市 郡 町 村を有
しているが、その中でも長岡市は 年に日
本で初めて地下水を使った消雪パイプが導入
された自治体であり、それ以降降雪時には消雪
パイプに頼る生活を続けてきた。
長岡市では、地下水利用の適正化を図るため、

年に「地下水保全条例」、同時に「長岡市
地盤沈下緊急時対策実施要綱」を施行した。こ
れらに基づき、地下水をくみ上げることにより
地盤沈下が生じ、生活環境に被害が生ずるおそ
れがあると認める場合には、注意報や警報を発
令することとなっている。現在、地下水を使う
ということは非常にネガティブな意味で捉え
られている。

本研究では、上記の問題について分析、検討
をすることにした。

２．方法
新潟県による「長岡地区の地盤沈下」を用い

て、長岡市の任意の八カ所での地盤収縮量、地
下水位の関係を明らかにする。分析期間は

年から 年までの 年間とし 地点に
より多少前後する 、地下水位はその年の平均
をとることにする。

 
３．分析 

図１から図３に長岡市の三カ所（勤労会館、
日越小学校、蓮潟中央公園）での地盤収縮量と
地下水位の関係を示した。 

図１ 地盤収縮量と地下水位（勤労会館） 
 

 

 
図２ 地盤収縮量と地下水位（日越小学校） 

 

 
図３ 地盤収縮量と地下水位（蓮潟中央公園） 
 
日越小学校、蓮潟中央公園では、地下水位の

増減に応じて地盤収縮量も増減していること
が分かる。しかし勤労会館では、地下水位の動
きに関わらず地盤収縮量は現在まで増加の一
途を辿っている。 
 
４．考察 
今後さらに多くの地点で検討する必要があ

る。 
------------------------------------------------------------ 
お問い合わせ先 
氏名：太刀川陽平 
E-mail：ac26836a@st.nagaoka-ct.ac.jp 
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コンクリート床版設計における海外基準との比較

（苫小牧高専環境都市工学科）

松尾優子・加藤修人・○本間 健

 
キーワード：橋梁設計、耐震設計 
 
１．研究背景 
現在香港は ㎞ の面積に人口約 万

人（ 年現在）を有しており、人口密度は
人 ㎞ と世界有数の人口密集地域であ

る。香港の橋梁設計は国際基準である
に基づいており、香港の地域では地

震がほとんどないため、一般的な橋梁は耐震が
施されていない。しかし、 年四川省大地
震時には香港でもわずかに揺れが確認され、耐
震設計の見直しが必要とされている。一方、日
本の道路橋示方書は世界でも優れた耐震設計
とされているが国際基準としては認められて
おらず、国際基準化が今後の課題となっている。

本研究は香港の橋梁設計における耐震性能
の向上のと、道路橋示方書の国際基準との比較
のため、香港と日本の橋梁基準に従って設計さ
れたコンクリート床版（ 床版）の模型を用
いて強度試験をし、配筋の相違による強度比較
を行うことを目的としている。 

２．設定条件
本研究で想定している橋梁を図－ に示す。
設計条件として、一般国道における合成桁橋、

支間長 ｍ、幅員 ｍを想定した 床版を対
象とする。

図－ 、図－ に日本と香港の床版配筋図を
示す。設計手順として、日本は道路橋示方書、
香港は

から、それぞれ設計曲げモーメン
トを求め、必要最低鉄筋量を算出し、各構造細
目に従って配筋している。日本の床版（図－ ）
は を使用しており最低必要鉄筋量
㎜２より引張側に を引張側に ㎝間隔、
圧縮側に ㎝間隔に配置している。香港は

を使用し、最低必要鉄筋量 ㎜２を全
て引張側に を ㎝間隔に配置している。

 
３．実験方法

本実験では、上記の 床版の模型（図－ ）
を スケールで作成し、曲げ強度試験（繰り
返し試験）を行う。作成する模型は、設計強度
は ’ でセメントは早強セメントを
使用、養生はふうかん 日とする。支間長は

㎝で支間中央から ㎝の中央 点載荷と
する。応力比条件は、日本の床版模型は ・

・ で香港の床版模型は で行う。

 
 
 
 
 

図－  橋梁形式（支間長１２ｍ） 

図－  床版配筋図（日本） 
 
 
 
 
 

図－  床版配筋図（香港） 

 

 
図－  実験模型 

 
問い合わせ先 
氏名：松尾優子  
E-mail：matsuo@civil.tomakomai-ct.ac.jp 
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  輸出先の風土を考慮した北海道産水産物の 

海外販売戦略に関する研究 

（苫小牧高専環境都市工学科 1・室蘭工業大学２） 

○手塚裕貴 1・松尾優子 1・古屋温美２ 

 
キーワード：物流、輸出拡大 
 
１．研究背景 
 現在、国土交通省では道産農水産品等の輸出
拡大・物流活性化を図るため、北海道国際輸送
プラットホーム構築事業が進められている。 
 そこで本研究では、北海道産水産物(特に、
胆振・日高地域の水産物)の輸出拡充にむけて、
香港に着目し、食文化・習慣などの地域性と既
存の物流サービスとを考慮して、現地ではどの
ような商品が好まれるか、また生産者側の輸出
にあたっての課題などを整理し、輸出拡大にむ
けた販売戦略を提案することを目的とする。 
 
２．調査方法 
（１）香港学生へのアンケート調査 

6 月に香港の食文化・習慣や味の好み等を調
査するため、香港学生 10 名、引率教員 2 名に
対してホッキ貝、サラ貝の試食会を行い、アン
ケートを実施する。 
（２）香港レストランへのサンプル輸送 

9 月から 12 月にかけて、生産者側の輸出に
向けての課題を整理するため、胆振地域の漁協
の協力のもと、香港のレストランへ水産品(苫
小牧漁協：ホッキ貝 胆振中央漁協：サラ貝 
室蘭漁協：ホタテ、スケトウダラ)をサンプル
商材として表－1のとおり輸送し、アンケート
を実施する。 

表－1 サンプル輸送 
 苫小牧 胆振中央 室蘭 

サンプル品 ホッキ貝 サラ貝 ホタテ 
スケトウダラ 

輸送時期 10 月、11 月 9 月、10 月 11 月、12 月 

輸送先 レストラン 4 件 
試食商談会 レストラン 4 件 試食商談会 

 
３．調査結果 
（１）香港学生へのアンケート調査結果 
 図‐1 及び図‐2 より、香港では外食頻度が
多く、食に対して味だけでなく栄養など健康に
ついても重視する傾向にあった。 
（２）香港レストランへのサンプル輸送 
 図‐3 及び図‐4 より、食材の仕入れ時には
味、新鮮さ、見た目が重視される中で両商品の
上記 3項目の評価は良好だった。 

 
 
 
 
 

 
図‐1 外食頻度 

 
 
 
 
 
 
 
 

図‐2 食事で重視する項目 
 
 
 
 
 
 
 

図‐3 食材の仕入れ時に重視する項目  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図‐4 サンプル商品のイメージ 
 
※本研究は(財)北海道開発協会の助成をうけて
実施しています。 
 
問い合わせ先 
氏名：松尾優子 
E-mail：matsuo@civil.tomakomai-ct.ac.jp 
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耐震壁付帯ラ－メンのせん断強度に関する実験的研究

（近大高専総合システム工学科 1,2）

○大前昭晴 1・松岡良智２

キーワード：RC、連層耐震壁、中間柱、主筋、せん断耐力

１．はじめに
RC 規準および終局強度指針には，鉄筋コン
クリート造オープンフレーム構造の柱および
梁のせん断強度を設計する基本的な考えや設
計方法が記されている 1・2）。しかし，耐震壁の
水平抵抗機構・破壊機構に基づく既往の研究に
よると，耐震壁付帯ラーメンの力学的挙動は，
オープンフレームの柱・梁のそれとは異なるこ
とが報告されている 3）ことを考慮すると，こ
の設計方法は，耐震壁付帯ラーメンの性状が反
映されたものになっていないと考えられる。
本論では，耐震壁中間柱のせん断強度に及ぼ

す補強筋強度の影響について，実験的に検討を
行ったものである。
２．中間柱要素試験体
耐震壁中間部材の抵抗機構が再現できるよ

うに，耐震壁中間部材の要素実験として，耐震
壁付帯ラーメン中間柱のせん断破壊の恐れが
大きい部分に着目して，実物の約 1/3縮尺モデ
ルの要素試験体を計画した。図－1に配筋の一
例を示す。試験体数は合計 9体である。実験の
変動因子は主筋比である。ただし，今回の実験
では軸圧縮応力度は作用させていない。

図―１ 配筋の一例
２．載荷方法
図－２に載荷方法を示す。剛な梁の間に挟み

込んだ上下のくさびを圧縮すれば，上下の壁板
隅角部を結ぶ斜め４５度の破壊面が形成され，
中間柱中央部が直接せん断破壊を起こすもの
と考えられる。
3.履歴性状と破壊性状
図―３に実験終了後の破壊写真および Q-R
図を示す。剛な梁と接する上下の壁板隅角部を
結ぶ斜め４５度方向にせん断初ひび割れが発
生するが，その進展は中間柱で一旦止まった。
初ひび割れ時に載荷荷重が一時低下したが，そ

の後，荷重が徐々に増大するとともに壁板にせ
ん断ひび割れが続発し，中間柱部分にも斜め４
５度方向のせん断ひび割れが発生した。柱の軸
方向平均ひずみ履歴曲線によれば，柱の引張ひ
ずみが止まると荷重が最大となり，その後柱が
縮み始めると荷重が徐々に低下した。通常，せ
ん断破壊を起こすと部材が縮むので，最大荷重
以後は柱がせん断破壊したものと考えられる。

図―２ 載荷方法

図―３実験終了後の破壊写真および Q-R図

３．結論
１）主筋強度を増大するとせん断強度が増大す
る傾向があり，主筋補強シリーズにおいては主
筋強度に比例している傾向がみられる。
２）水平せん断力の増大とともに壁板に斜めひ
び割れが生じて軸方向引張応力が生じるため，
中間柱のせん断強度は，主筋強度に最も影響を
受ける。せん断強度を大きくするためには，主
筋強度を増大することが最も効果的と考えら
れる。
参考文献

1）日本建築学会：鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説，
日本建築学会－許容応力度設計法－，1999.11，pp.133～169
2）日本建築学会：鉄筋コンクリート終局強度型耐震設計指
針・同解説，日本建築学会，1990.11，pp.122～135
3）富井政英・江崎文也：Lateral Shear Capacity of One-Bay
One-story Reinforced Concrete Framed Shear Walls
Whose Edge Columns or Edge Beams Fail in Shear，日本
建築学会構造系論文報告集，第 376号，1987，pp.81～91

お問い合わせ先
氏名：松岡良智
E-mail：matsuoka@ktc.ac.jp
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気密性能測定法に基づく部位別開口特性の	 

現場測定に関する研究	 

	 （仙台高専専攻科生産システムデザイン工学専攻）	 

○千葉	 樹	 	 

 
キーワード：気密性能試験、隙間特性値、通気量 
 
１．はじめに  
	 本研究では，部位別の気密性能測定を基に，現
場での隙間や開口部の部位別の通気量，隙間特性
値の測定方法の確立を目的とし，直列に配置され
た複数開口の特性値の結合・分離式の提案を行う
とともに，試験家屋を用いた実験により，式の適
用性を検討したので報告する。	 
２．直列配置の開口特性の結合・分離式	 
	 開口𝑖𝑖の前後の差圧∆𝑃𝑃![Pa]と流量𝑄𝑄![m3/h]の関
係は，𝑄𝑄!!を基準差圧(∆𝑃𝑃=9.8[Pa])における通
気量[m3/h]，   𝑛𝑛!を隙間特性値 1～2[-]として
以下の式(2-1)で表される。	 
	 
	 
	 式(2−1)にテイラー展開を応用し，線形近似を
行うことで，直列配置における複数の開口特性を
一つの開口特性に置き換え可能であるとして，開
口特性の結合式（式(2-2),	 式(2-3)），及び分離
式（式(2-4),	 式(2-5)）を導出した。ここで，𝑗𝑗 ≠ 𝑖𝑖
とする。𝑄𝑄!!=95[m3/h]，𝑄𝑄!!=44[m3/h]	 （計算
によって求めたテイラー展開の中心値）であ
る。	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 	 
３．実験による結合・分離式の精度検証	 
	 X〜Z 型開口及び O1，O2型開口の 5 種類の単純
開口を組み合わせ，直列に配置した 4つの実験条
件について，式による結合・分離計算結果と，試
験家屋を用いた実験によって測定した値とを比
較し，式の精度検証を行った。5種の開口の単体
性能については表 2に示す。	 
	 実験については，木造小型試験家屋(図 1)の扉
部及び室中の二箇所の仮設壁に各開口を配置し，
直流加圧測定器を用い試験家屋内外に圧力差を
生じさせ，その時に開口を流れる通気量と開口前
後の差圧から開口の特性値を算出する減圧法に
より，通気量及び隙間特性値を測定した。	 
４．計算結果及び実験結果とその比較	 
	 結合計算結果と測定結果の比較を表 1，分離計

算結果と単体性能の比較を表 2 にそれぞれ示す。	 
	 

 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

図１	 試験家屋（平面図）と開口の組合せ	 

表 1	 結合計算の結果及び実験結果とその比較 

 

 

 

表 2	 分離計算の結果及び単体性能とその比較 

 

 

 

 

 

 

 

５．まとめ	  
	 検証の結果，結合式・分離式の両式において計
算結果と実験値との差異が概ね 5%程度に収まっ
ており，その適応性が確認された。 
	 なお，条件 C-2 のように各開口の特性値の差が
2倍以上と大きい場合にのみ，実験結果との差異
が 20〜30[%]と大きくなることが確認されたが，
これは開口特性の大きく異なる開口を直列に配
置した際に，開口面積の大きな開口前後での差圧
が単体性能の測定時差圧より大幅に小さくなり，
開口特性そのものが変化したことが原因と考え
られる。そのため，今後は各開口の前後差圧と開
口特性の関係について検討する必要がある。	 
 
お問い合わせ先 
氏名：千葉	 樹  
E-mail：a1201051@sendai-nct.jp 
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  近畿地区 7高専連携による防災リテラシー教育 

  （明石高専都市システム工学科 1、明石高専総務課２） 

○鍋島康之 1・古川園智樹２・田村聡子２ 

キーワード：防災教育、高専連携、共通科目、防災士

１．はじめに
 近畿地区の 7 つの高専において平成 24 年度
から防災教育を共同で実施している。国立・公
立・私立の高専が連携しながら、専門分野にか
かわらず防災に関する基礎教育を行うユニー
クな取り組みである。3 年目を迎えた本プログ
ラムの進行状況を報告する。

２．近畿地区 7 高専における防災教育
明石高専では、近畿地区の他高専に先駆けて

平成 25 年度から 1 年生に対して全学科共通の
必修科目として、「防災リテラシー」科目を設
定し、163 名の学生が受講した。防災工学に関
する専門図書はこれまでにも数多く出版され
ているが、高専生向けに防災に関する基礎的な
内容を解説した教科書がないため、担当の教員
がテキストを作成した。
平成 26 年度に近畿地区 7 高専において実施

している防災基礎教育科目の一覧を表 1 に示
す。講義名は、「防災リテラシー」としている
高専が多く、各高専の事情により必修科目とす
るか選択科目とするかを決定している。また、
防災・減災に関する基礎科目として位置付けて

いるため、1 年生に配当している高専が多く、
授業形式も通常の講義だけでなく、学校行事、
集中講義、e-learning と講義を組み合わせるな
ど、授業形式を工夫している。

３．まとめ
今年度、奈良高専および大阪府立大学高専に

おいて本プログラムを受講した学生が防災士
試験を受験し、41 名が合格した。来年 3 月に
は、昨年度と今年度、防災リテラシーを受講し
た本校の学生約 100 名が防災士試験を受験す
る予定であり、近畿地区 7 高専において防災教
育が徐々に定着してきている。

４．謝辞
 本事業は平成 24 年度大学間連携共同教育推
進事業に選択されたテーマであることを記し
て感謝の意を表します。

お問い合わせ先
氏名：鍋島康之
E-mail：nabesima@akashi.ac.jp

表 1 近畿地区 7 高専における防災教育実施状況一覧

学校名 国立

明石高専

国立

舞鶴高専

国立

奈良高専

国立

和歌山高専

府立

大阪府立大学

高専

市立

神戸市立高専

私立

近畿大学高専

講義

名称

防災リテラ

シー

防災リテラ

シー

防災リテラ

シー

1）防災学概論

2）防災リテラ

シー

防災リテラ

シー

高専生のため

の防災・減災

入門

防災リテラ

シー

必修・

選択

平成25年度か

ら必修科目

平成26年度か

ら選択科目

平成26年度か

ら選択科目

1）環境都市工

学科は必修科

目

2）平成26年度

から選択科目

平成26年度か

ら選択科目

平成26年度か

ら選択科目

平成26年度か

ら必修科目

学年・

学科

1年生・全学科 1年生・全学科 1年生・全学科 1）1年生・環境

都市工学科

2）1年生・環境

都市工学科以

外の全学科

全年生・全学

科

1年生・全学科 1年生・全学科

開講時

期・形

式

通年・講義 後期・e-

learningと講義

集中講義

9月1～5日

1）後期・講義

2）後期・e-

learningと講義

集中講義

8月25～27日

前後期クラス

別、講義

通年・講義

単位数 2単位 1単位 1単位 1単位 1単位 学校行事のた

め無単位

1単位

受講

生数

168名 124名 26名 1）40名

2）126名

66名 前後期　各120

名

160名
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図 2 北海道の事故分布 図 3 道央圏の事故分布 

ユーザ 

調査書の入力･更新 

 

検索結果 

 

(A) 

(B) 

データベース 

PHP 

MySQL 

Web ブラウザで 
操作 

マッピングによる 
可視化 

表 2 原因別調査結果 

車両トラブル 49 件 
ヒューマンエラー 28 件 
軌道トラブル 12 件 

 

   鉄道技術教育を考慮した 

鉄軌道データ分析用データベースの構築 
        

（苫小牧高専 研究生 1、電子生産システム工学専攻 2、情報工学科 3、 
機械工学科 4、環境都市工学科 5、文系総合学科 6） 

○三上拓哉 1・萬谷隆史 2・三河佳紀 3・小薮栄太郎 4・渡辺暁央 5・小野真嗣 6 

キーワード：工学教育、データベース、鉄道技術教育 

 
1. 緒言 
 ここ数年、北海道では重大な鉄道事故が多発し、
その早急な対応が求められている。そこで本研究
では、報道内容からデータベースを構築し、事故
多発路線と事故傾向について調査した。また、事
故背景に、技術伝承の欠如が報道されていたため、
高等教育機関における鉄道技術教育の新たなプ
ログラムの考案を目的とした。 
 
2. データベースの構築 
 データベースの概念図を図 1に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   図 1 データベースの概念図 
 
(A)事故調査項目の決定 
 調査する項目の検討は、報道各社から報道され
る情報を基にして作成した。作成した調査書の項
目を表 1に示す。 

表 1 作成した調査書の項目 
発生時刻・ 

場所 
1．発生時刻   2．事故路線 
3．事故駅・周辺施設 

列車種別 4．快速 or 特急 or 普通 or 貨物 or 作業 or その他 

被害状況 
5．運休本数 6．影響人数 
7．遅延時間 8．負傷者数 
9．死亡者数 

詳細情報 10．事故内容 

原因 11．原因についての情報 

12．エラー分類 
(ヒューマンエラー

or 車両 or 自然 or 軌
道or踏切orその他) 

事故列車の

詳細情報 
13．系列名 14．列車呼称 
15．列車番号 16．進行方向 

情報源 17.報道された日付・サイト 
 
(B)Google マップを用いた事故情報の可視化 
格納したデータから、googleマップを用いて事
故が発生した周辺施設及び地図をマッピングし
た。マッピングした状態を図 2、図 3に示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. 事故調査結果 
 現在も事故調査は継続中だが、現時点までに
117件のデータ分析を終えた。その結果、車両故
障等に起因するトラブルが 49 件の最多で、運転
士の確認ミスや速度超過等のヒューマンエラー 

が 28件、軌道トラブ
ルは 12 件発生して
いた。表 2に調査結
果を示す。 
 

 
4. 結論 
 今回の調査から、以下の結果が明らかになった。 

(1)事故傾向から、車両トラブル以外にも、運
転士の注意力不足等に起因するヒューマンエラ
ーが多発していた。 

(2)高等教育機関における鉄道技術教育の実施
状況の調査では、道路工学の一部のテーマになっ
ているか、または行われていないことが判明した。 

(3)北海道を対象にした鉄軌道データ分析用デ
ータベースを構築し、地図上にマッピングするこ
とによる事故状況の可視化を行った。 
 
 今後の課題として、継続した事故調査を行い、
データの蓄積をし、具体的な事故防止対策を検討
するための指針とする。また、事故多発要因にヒ
ューマンエラーや技術伝承に問題があることか
ら、高等教育機関において鉄道技術に知識や素養
を持った技術者、研究者を育成するための教育プ
ログラムを考案する必要がある。 
なお、事故調査では、本校の鉄道研究同好会の
学生に協力を要請し、共に調査をした。 
 
お問い合わせ先 
氏名：三河佳紀 
E-mail：mikawa@jo.tomakomai-ct.ac.jp 
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舞鶴高専における ﾗｰﾆﾝｸﾞを活用した防災ﾘﾃﾗｼｰ科目の整備

（舞鶴高専建設システム工学科 、舞鶴高専人文科学部門２）

○加登文学 ・三川譲二２

 
キーワード：防災リテラシー、e ラーニング、科目整備、大学間連携共同教育推進事業 
 
１．はじめに 

大学間連携共同教育推進事業「近畿地区
高専連携による防災技能を有した技術者教育
の構築」の取り組みとして、舞鶴高専では防災
リテラシー科目（科目名「防災リテラシー」）
を 年度に開設した。この授業は に
コースを設けて、ビデオ視聴と用意された設問
に解答する ラーニングを中心に進められる。
講義ビデオは大学間連携事業の主管校である
明石高専で実施されている同名の科目をビデ
オ録画したものと、授業で使用しているパワー
ポイントの画面を同時に視聴できるものとな
っている。本報告では ラーニングを活用した
授業概要について説明する。
２．授業概要
「防災リテラシー」では災害に対する正しい

知識と対応を学ぶことを目的として、表１に挙
げる項目について授業が行われる。科目の位置
づけは全学科共通の専門選択科目（ 年生後
期）であり１単位の学内単位である。授業担当
は各学科・部門から担当者が選出されている。

年度は前期中に説明会を実施して受講生
を募り、受講者数は 年生 名の内 名と
なった。 年度は全 回が、 回をビデオ講
義、 回は本校教員または学外講師による直接
授業、中間の到達度確認を 回で構成される。
ビデオ講義では、受講生各自がインターネット
を通じて、講義ビデオを視聴して、 に
設定された確認問題と感想をフィードバック
する。 の画面イメージを図１に示す。
受講生は自身のアカウントでログインするこ
とで、ビデオ視聴やフィードバックの活動が記
録され、教員が学習状況を確認できるようにな
っている。また、本校教員による直接講義では、
舞鶴市の地域特性を踏まえた内容となってい
る。学期末に筆答による試験を実施して、単位
の認定を行う予定である。
３．学生のフィードバック
第 回授業において、災害や防災に関する自

己認識評価を実施した。「ハザード」、「自助・
共助・公助」、「震災の帯」といった 個のキ
ーワードについて認識の程度を確認した。自己
認識評価は 回の授業実施後に同じ内容の認
識評価を実施して比較する予定である。また、
ビデオ授業に対する学生の感想としては、「今
回の講義のテーマである地震は、中学校で沢山

聞かされていたので、面白味のない講義になる
かと思っていたのですが、私の知らないことも
多くとても良い講義でした。」、「自分も台風
号は経験しているので、台風の恐ろしさは分か
っていた。しかし、これまで来た台風から教訓
を受けて、減災ということを考えなければいけ
ないと思った。」といった授業に対する前向き
な反応が見られている。

表１ 授業内容
週 内容 講義形式

防災リテラシーについて 直接講義

地震 ラーニング

台風と豪雨災害 ラーニング

地域における災害と防災１ 直接講義

災害と情報 ラーニング

到達度確認 ラーニング

震災と住宅 直接講義

エネルギーと地球温暖化 ラーニング

地域における災害と防災２ 直接講義

原子力と災害 ラーニング

災害リスクマネジメント ラーニング

事業継続計画 ラーニング

地域における災害と防災３ 直接講義

 

 
図１ moodle イメージ 

 
お問い合わせ先 
氏名：加登文学 
E-mail：kato@maizuru-ct.ac.jp 
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防災意識向上のための教育コンテンツの配信効果

（和歌山高専 環境都市工学科）

○熊代大輝・三岩敬孝

１．はじめ

阪神淡路大震災から 20 年、東日本大震災

から 3 年が経ち学生の防災に対する意識の

低下が懸念されてきている。3 年前の東日

本大震災では、想定内の安全圏内に避難し

たものの津波によって命を落とされた方も

おられ、自然現象である地震・津波は想定

を超える可能性があることを十分に認識す

べきである。本研究は地震・津波に重きを

おいてこれまでの災害の記憶を忘れること

なく、また、防災に対する意識の向上を目

的として、リアルタイムな地震情報やハザ

ードマップといったコンテンツを学生向け

に配信するシステムの開発を行い、その効

果を検証したものである。 
 

２．防災教育システムの概要 
２．１ システムの構成 

3 階建ての本科屋上に海洋に向けて web
カメラを設置し津波の状況が観測できる様

にした。web カメラは、最上階に設置した

PC と USB ケーブルで接続されている。ま

た、同様の PC に防災意識が向上すると思

われるコンテンツを導入。階下にある教室

前廊下の学生が普段から頻繁に目にする掲

示板前にディスプレイを設置し、コンテン

ツの表示を行った。なお、PC とディスプレ

イは、校内の LAN を介して接続すること

で PC の設置場所に関係なく遠隔表示でき

るものとした。(図-1) 
 

２．２ コンテンツの内容 （図-2） 
（１） web カメラによる紀伊水道ライブ映

像  
（２） 気象庁ホームページ 

（３） 津波浸水深を表示した合成写真 
（４） 地震波形のモニタリング 

 
２．３ 配信効果の検証方法 
システムの設置前後でアンケート調査を

行い、意識の向上がみられるかを検証し

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図-1 システム概略 

 
 
 
 
 
 

 
図-2 コンテンツ 
 

 
お問い合わせ先 
氏名：三岩敬孝 
E-mail：mitsuiwa@wakayama-nct.ac.jp 
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バドミントントレーニングマシンによる地域貢献

（沼津工業高等専門学校 電子制御工学科）

○西島 侑作・大沼 巧

 
キーワード：バドミントン、バドミントンマシン、総合型スポーツクラブ、スポーツ振興 
 
1. 概要 
本科 2年次に行う「ミニ研究」のテーマであ

るバドミントントレーニングマシンの開発を、
教育・社会・技術の 3つの視点で捉え、技術者
教育の新たな試みの導入、開発を通した地域貢
献を目指していくことを目的とする。本稿では
特に社会面に重点を置く。 
2. 背景 
現在の日本は高齢社会の進展とともに健康
寿命の延伸を目的とした生涯スポーツの需要
が高まっている。生涯スポーツを手軽に行える
場所としてスポーツクラブが利用される。一方、
企業におけるスポーツ実業団では、不景気によ
る経営悪化や、競技種目の多様化によるメンバ
ー数の減少が進行し、実業団から撤退する企業
が相次いでいる。その結果、一般のスポーツク
ラブで活動を始める人が増えている。このよう
なスポーツクラブに対する需要の拡大とは対
照的に、クラブ経営においては、条件に見合う
施設場所の確保や、営業時間の長期化に伴うコ
スト増など様々な問題があり、個人事業者が安
定した経営を維持するのが難しい状況にある。
この問題を解決するためには地域と密着した
スポーツ振興を図り、スポーツ活動の活性化が
重要となる。 
また、生涯スポーツの種目の中で、バドミン
トンは世界中の子供から高齢者まで親しまれ
ており、ラケットとシャトルがあれば気軽に楽
しむことができる手軽さを備えている。また競
技としてのバドミントンは、球技スポーツの中
でも初速度が最も速く、プロのバドミントン選
手になるとスマッシュ時のシャトルの最高速
度は 300km/h にもなり、高い技術を要するス
ポーツである。 
3. 目的 
本研究は、ミニ研究の授業で開発したバドミ

ントントレーニングマシンを通して地域との
関わりを深め、スポーツ振興に役立てることを
目的とする。また地域のスポーツクラブの現状
を調査し、現在のスポーツ振興がどのように図
られているか確認する。 
4. 調査結果 
バドミントントレーニングマシンの共同開
発者であるバドミントン部コーチに協力を得
て、静岡県東部のバドミントンクラブの現状と、
これまでに検討されてきたスポーツ振興計画
を聞くことができた。 
現在のバドミントンクラブはクラブチーム

ごとに自分達だけでスポーツを行う環境にな
っており、新たにスポーツを始める人に対して
厳しい環境になっていることが確認できた。ま
た静岡県東部のバドミントン協会がレッスン
を開催し、始めやすい環境を整えているにも関
わらず参加者が固定化している傾向にある。し
かし、ジュニアレッスンで教わった子供が大人
になり、次世代の子供達に教えるというサイク
ルはできており、スポーツ人口が減少している
ことはない。 
一方、国家規模の取り組みとして、スポーツ
振興を目的として、文部科学省が平成 22年に
各自治体に「総合型スポーツクラブ」の設立を
提案した。総合型スポーツクラブは、体育館や
グラウンド、テニスコートが施設内にあり、管
理団体がクラブも運営するシステムのことで
ある。沼津高専でも敷地内の施設を地域住民に
貸し出し、沼津高専の部活動に所属する学生が
インストラクターを行い、地域との交流を深め、
学生の社会教育に役立てる計画があった。しか
し、沼津高専の事例を含め、各自治体とクラブ
運営側の計画のすれ違い等で「総合型スポーツ
クラブ」が実現した例は少ない。 
5. 実施内容と結果 
バドミントントレーニングマシンを使用し
たスポーツ振興を目的とし、実際に高専祭や 1
日体験入学など地域の人と関われる場を利用
してバドミントントレーニングマシンの展示、
体験デモを実施した。体験者の中には地元中学
バドミントン部所属者など経験者も多く存在
し、高専に興味を持ってもらえた。またバドミ
ントン初心者からも面白い、楽しかった等の感
想を得られた。 
6. 結論 
今後、さらに高齢化が進む中で、健康づくり

としてスポーツを始めようとする人にとって
はまだ厳しい環境である。そのため、今後も地
域のスポーツ振興を盛り上げ、誰もが気軽にス
ポーツを行える環境整備が必要である。 
また、高専も工学教育とスポーツ振興を掛け
合わせ、これからも地域に貢献していくことで、
社会の役に立てる技術を醸成していけると考
えられる。 

 
 
お問い合わせ先 
氏名：西島 侑作  
E-mail：d10132@ccst.numazu-ct.ac.jp 
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        海外（香港）と我が国の工学系女子学生の就業意識の比較 

   （苫小牧高専環境都市工学科 1・苫小牧高専文系総合学科２） 

松尾優子 1・○佐藤帆乃香 1・松田奏保 2 

 
キーワード：キャリア教育、就業意識調査 
 
１．研究背景 
 我が国は急速な少子高齢化により、今後生産
人口が減少する中で女性の就業率引き上げが
必須である。本研究は、女性進出度の高い海外
（香港）の工学系女子学生と我が国の学生を対
象にアンケート調査を行い、就労価値観や専門
職に対する関心度を比較し、女性技術者の育成
や就労継続における課題を把握することを目
的とする。 
 
２．回答者の構成 
アンケート調査は香港高等科技教育学院に

ご協力頂き建設工学科の学生計 80 名（内男子
学生 70 名、女子学生 10 名）および苫小牧高専
の環境都市工学科の女子学生（以下、高専女子）
18 名を対象に、直接配布・回収方式で実施し
た。

 
３．アンケート結果 
アンケート結果の一部を図-1～図-4 に示す。 

図-1 より、進路選択にあたり建設系分野を専
攻した理由について尋ねたところ、「興味関心」
がいずれの学生も最も多くなり、次に苫高専の
女子学生は「両親の勧め」であったのに対し、
香港学生(男女)は「技術者の給料」があげられ
ている。また、図-2 より卒業後に希望する就
職先としては、双方の学生とも「公務員志望」
が半数近くとなった。 
 図-3、図-4 では、以下の 5 つのライフプラ
ンについて、将来希望するライフプランコース
とその希望理由を示す。 
1.専業主婦コース： 
  結婚して、子供を持ち、仕事は退職する。 
2.再就職コース： 
  結婚して、子供を持ち、仕事は一時退職。 

   子供が大きくなったら再開する。 
3.両立コース： 

結婚して、子供を持ち、仕事は継続する。                                
4.DINKSコース： 

結婚して、子供を持たずに、仕事は継続する。                                    
5.非婚就業コース： 

結婚はせずに、仕事は継続する。 
  最も多かった回答は 3.両立コースであり、
その理由として苫高専女子は「経済的理由」が
多かったが、香港女子学生は「やりがい・生甲
斐」「一般的」が多かった。 

 
 
 
 
 
 
 

図－1 建設系分野の専攻理由 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

図－2 将来希望する職種 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－3希望するライフプラン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－4 希望するライフプランの選択理由 
 

※本研究は JSPS科研費 26870807の助成をうけた
ものです。  
問い合わせ先 
氏名：松尾優子  
E-mail：matsuo@civil.tomakomai-ct.ac.jp 
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  サイエンススクール教材その２ 

  （近畿大学高専 総合システム工学科 1） 

○吉川 隆 1・松田 英人 1・九門 五郎 1 

 
キーワード：圧電素子 LED 充電 教材 サイエンススクール 
 
１．緒言 
 著者等はこれまでに，太陽光とモータを用い
た発電実験の教材を示した（昨年度の高専シン
ポジウムにて報告）。本論に於いては，振動発
電に関するサイエンススクール教材を示す。初
等教育では，こういった体験学習を通して基礎
知識を習得してもらうために最も重要な点は， 
①五感で実感してもらうこと， 
②自分の手を動かして成功体験を与えること， 
③遊び感覚を盛り込むこと，と考えている。 
今回のテーマは「歩いて発電」と題してサイ

エンススクールを実施した。大凡の学習時間は
3 時間程度としている。最初の 30 分で実験に
先立ち，座学で基礎知識を理解してもらう。次
の 2 時間で工作や体験をしてもらう。最後の
30 分程度で発電競争を行う。という組み立て
とした。 
２．周辺技術の習得 
 先ずは振動発電という現象を理解するに当
たり以下の基礎的な技術を理解してもらう。 
(i) 音と振動 
先ずは音を聴く（発信器から出る周波数と出

力を変え，どういった周波数でどれ位の音量ま
で聞くことができるかを競わせる）。またその
際，オシレータの出力波形を見てもらい，音を
見るという体験をさせる。そこで音は波である
ことを実感してもらう。次に糸電話を用いて糸
やコップの底を触わるなどして音が良く伝わ
る条件を確認し，音の正体が振動であることを
触感してもらう。 
(ii) 圧電素子による振動発電 
 圧電素子を紹介する。先に聴いてもらった音
やスピーカから流れる音楽は電気的な信号を
振動に変えているのだということを説明する。
コイルによるスピーカのしくみを説明し，実際
にスピーカから出る音を聞かせると共に圧電
素子を机に貼り付け圧電素子の振動が音楽と
なって聴こえることを実感してもらう。 
(iii) 振動から電気を発生し蓄電 
 圧電素子には可逆性があり，電気信号を与え
て振動して音を出すこともできるが，振動を与
えることで電気信号が得られる事を説明し，圧
電素子を叩いて電気信号が発生するところを
オシロスコープで見てもらい，且つ LED を点
すことでより理解を深めてもらう。 
 更に電気信号には正と負の信号があるので

これを整流しなければ電気を溜めることはで
きないという説明を行い，整流のありなしでの
発電後の出力波形の違いを見てもらう。 
３．発電・蓄電装置の製作及び実験 
 圧電素子での発電量は微小であり，結線の繋
ぎ換えを行って計測する場合，不注意による短
絡や接触不良，時間がかかって漏れを生じるな
どスムーズな計測ができない。そこで電球・ソ
ケットを用いて簡易に計測ができる教材を考
案した。図 1 左の様に電球バルブにコンデンサ
（470μF）を取り付け，この電球バルブを 2
種類のソケット（図 1 中：ソケット A(整流器
あり)，右：ソケット B（整流器なし））に接続
し蓄電及び計測を行うものである。図２に圧電
素子を含めた接続構成を示す。 
 
 
 
 
図 1．蓄電装置の製作（黄丸は半田付け箇所） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２．蓄電（左）及び計測（右）の構成 
 学習者は図１の半田付けを行い，自作の装置
を製作する。その後，圧電素子を靴の中に入れ
自らの歩行で発電し，発電量を測定する。大き
なひずみが得られる固定位置や固定方法，歩き
方や体重の加え方等を個々に工夫してもらう。
その後一定時間を設定して，発電量を競わせる。 
遊び感覚の中で発電というものに対して理解
を深めると共に探究心を培うことができた。 
 
お問い合わせ先 
氏名：吉川 隆 
E-mail：yoshikawa@ktc.ac.jp 

 

テスターに接続
して電圧を計測振動を与える

電球（バルブ）のみを
差し替える

コンデンサに蓄電

ソケットA（整流器あり）

ソケットB
（整流器なし）

圧電素子
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	 	 	 	 	 サレジオ高専とモンゴル工業技術大学との連携による	 

	 	 2 カ国間理科教室の実施と成果分析	 

	 

	 	 （サレジオ高専	 機械電子工学科１、情報工学科２、一般教育科３）	 

○塩原覇也人１・花野鉱平１・三木克尚１・竹内想２・吉田薫史２・伊藤光雅３	 

 
キーワード：理科教室	 ものづくり教室	 サレジオ高専	 モンゴル工業技術大学 
 
１	 はじめに 
	 サレジオ高専では学生ティーチングアシス
タント（学生 TA）を活用して海外教育機関と
連携した「ものつくり理科教室」を実施してい
る。 
	 本取り組みでは、サレジオ高専とモンゴル工
業技術大学内に設立されたモンゴル高専にて
２カ国間での理科教室を実施した。 
本稿では日本人学生とモンゴル人学生にと

ったアンケートの調査結果をまとめ、その結果
から見えてくる理科教室に対する課題と参加
学生に対する成果の分析結果を報告する。 
 
２	 ２カ国間「ものつくり理科教室」の実施 
	 本研究の対象である「ものつくり理科教室」
は、３年計画で構成されており、２０１４年を
[新たなアクティブ・ラーニングによる教育シ
ステム]の開発期間、二年目の２０１５年を改
善期間、３年目の２０１６年を完成期間として
いる。本年度の「ものつくり理科教室」のテー
マは光センサーロボットを使ったライントレ
ース競技である。 
８月９日にサレジオ高専で小中学生を対象

にした理科教室を実施した。その際に参加学生
へのアンケートを取った。その結果として成果
と課題を集計して、モンゴルでの、ものつくり
理科教室の実施への備えとした。 
	 次に９月１６・１７日にモンゴル工業技術大
学内に設置されているモンゴル高専の現地学
生を対象にした、ものづくり教室を実施した
（図 1）。理科教室の演習後には、日本人学生
とモンゴル人学生との協業にて、ものつくり理
科教室に関する２国間プレゼンテーションを
実施した（図 2）。 

図 1.	 モンゴル高専でのものつくり理科教室 

 

図 2.	 ２国間プレゼンテーション 
 
３	 今後の課題 
	 本企画の実施後に集計したアンケートでは、
受講生と学生 TAともに回答を得た．受講生側
からは、企画に対する満足度が高く、一方でプ
ログラミングに対する難度に対する回答に対
しての標準偏差が高いため今後の改善項目で
あることが明らかになった。 
学生 TA側からは、受講生同様に企画に対する
満足度が高かった。一方で改善項目としては、
「受講生への自分の持っている技術・知識を十
分に伝えられた」、「競技における計測が十分で
あった」の２項目に対する標準偏差が高いため
今後の改善項目であることが明らかになった。 
 
４	 まとめ 
	 本年度の活動では、同一テーマの理科教室を
日本とモンゴルにおいて実施することで、
PDCA サイクルにてスパイラルアップして、
管理・運営する展開は、十分に機能したと言え
よう。一方で異文化理解教育に関しては、本企
画を持って完結とせず、参加学生への継続的な
調査をすることで、学習効果の分析を推進する
予定である。  
 
 
お問い合わせ先	  
氏名：塩原覇也人 
E-mail: exd145zz@gmail.com 
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小型可視化風洞の製作 

（近畿大高専 総合システム工学科 機械システムコース） 

○荒賀 浩一，田中 弘光，前島 圭佑，村田 圭治 
 

キーワード：可視化，風洞，整流格子，速度分布，熱線流速計

１．諸 言
 流体工学を学生に教えるうえでの大きなネック
は現象自体が見えにくく，そのためにイメージが
つかみにくいということである．したがって，流
れの可視化は流体現象を把握・理解するうえでと
ても効果的な手法である．そこで，流体現象をわ
かりやすく示すために，簡易な可搬性の可視化風
洞を卒業研究にて製作した．この可視化風洞によ
り，学生の流体現象に関する知識を深めさせるだ
けではなく，流体工学になじみのない小中学生等
を対象に，流体現象自体に触れてもらうことも目
的としている．本報告では製作した可視化風洞の
速度分布等の基礎データを測定し，得られた結果
について報告する．
２．実験装置および方法
可視化風洞の概略図を図１に示す．可視化風洞

はアクリル製とした．可視化風洞は大きく分けて，
可視化部，縮流部，送風機部から構成される．可
視化部は一辺 150 mm の正方形断面とし，全長は
300 mm とした．送風機は市販のＰＣ用 12ＶＤＣ
ファンを用い，定電圧電源にて電圧（風量）をコ
ントロールした．今回の風洞ではコンパクトに作
ることを主な目的としたため，比較的乱れが生じ
にくい吸い込み型風洞とするとともに，本来は整
流のために必要である風洞入り口部の縮流部を省
略し，入り口部に整流格子のみ設置した．一般に
整流格子にはアルミハニカム等が使用されること
が多いが，今回は市販のストロー（内径 7 mm）を
張り合わせたストローハニカムを整流格子に用い
た．速度分布測定には市販の熱線流速計を用いた．
速度分布測定位置は垂直方向（Ｚ方向）は下面よ
り 75mm とし，断面方向（Ｙ方向）はリニアガイ
ドを用いたトラバース装置により 10 mm～150mm
まで 5mm 間隔で測定した．
３．実験結果
熱線流速計を流れ方向 X=150mm，Y=75mm の位

置（断面中心）とし，ＤＣファンの電圧変化（6

Ｖ～15Ｖ）に伴う中心速度の変化を調べた結果を
図２に示す．図のように整流格子設置時において
（with HC）およそ 0.15 m/s から 0.5 m/s まで流速
を変化させることができるのがわかる．次に，入
り口部の整流格子の有無における速度分布の変化
を調べた．電圧 10V，X=190mm の例を図３に示す．
図３より，整流格子がない流れは速度分布が一様
でないだけでなく，速度変動が大きいのがわかる．
一方，整流格子がある流れは速度変動も少なく，
比較的一様な流れであり，ストローハニカムが十
分な整流効果を示しているのがわかる．

Fig. 2 Streamline velocity v.s. Voltage 

Fig. 3 Streamline velocity distribution 

Fig. 1 Experimental apparatus 

-----------------------------------------------------------------------
お問い合わせ先
氏名：荒賀浩一
E-mail：araga＠ktc.ac.jp 
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「リケジョ☆ひろば」を軸とした女子学生支援

（高知高専総合科学科 、高知高専物質工学科２、高知高専環境都市

デザイン工学科３、高知高専教育研究支援センター４）

○永原順子 ・市村梨乃 ・江口布由子 ・沖野真理香 ・多田佳織 ・

福島知津子 ・松浦真衣子 ・東岡由里子２・北山めぐみ３・三木まや４・南佐和４

 
キーワード：理科教育、女子学生支援、OG会、男女共同参画社会 
 
１．緒言
学校における男女共同参画推進にあたって

は、ある程度数の女子学生の確保が最重要課題
である。理系学校に中学生（女子を含む）が進
学するためには、その理系内容、ひいては、科
学や技術・工業分野に直接、あるいは間接的に
触れることが重要であるが、本校が位置する高
知県は農林水産業や観光業が主要な産業で、製
造業が少ないため、生徒が生産現場を見ること
も工業に関する話題を身の周りで聞くことも
稀である。このような状況を打破するような取
り組みや、更に女子生徒にターゲットを絞った
活動が必要であると考え、以下のような活動を
行った。

２．活動の内容
本校では今までに、ボランティア活動への参
加、高専女子フォーラムでの発表、高専女子百
科 作成などに取り組んできたが、本年度は、
大型商業施設におけるイベント「リケジョ☆ひ
ろば」を企画し、様々な科学教室を実施した（
月 日（日）、 月 日（日）の 回）。本
発表では、同企画を通じて行った、①在校女子
学生のキャリアアップ（協調性など）、② 女
子学生との協力・交流（ 会設立 実施も含
めて）③女子小中学生の科学分野への興味増進、
の つを報告する。
同イベントでは、本校各科による教室、クラ
フトタイル作成、 を使ったミニ工作、等身
大シャボン玉体験、ミニロボ体験、人口いくら
作成、ミニチュア椅子作成などに加え、ポスタ
ーによる学校紹介・女子学生の活動紹介も行っ
た。スタッフとして、専攻科生、本科生、 、
あわせてのべ約 名が参加し、体験教室での
指導およびポスターの説明にあたった。科学教
室での材料準備作業にも多くの学生が自主的
に参加した。低学年生から高学年生・ まで
男女学生とも互いに気を配り、「いま自分が何
をすべきか」を考えて動けていた。自分自身の
説明で小中学生たちが喜んでくれたことで自
信を持てたという声もあった。
イベントの前日には、 と在校生との交流
会を行い、来年度の 会創設に向けて、意見

を交換した。会の活動内容として、 の交流
会のみではなく、 と在校生の交流（進路相
談・情報交換）、女子中学生への高専 （学生
による学校紹介）、なども挙げられ、活発な討
論が行われた。
小中学生（おもに女子）には、理科や科学の
面白さを体験してもらい、チラシによって、科
学のミニ知識にも触れてもらうことができた。
参加者は約 名（ 月 日）で、アンケー
トでは、「他の教室もあったらやってみたい」、
「理科面白い」など、多くの反応があった。保
護者の方からは、学校の入試や寮生活に関する
ことなどについて質問が寄せられた。

３．結言 
「リケジョ☆ひろば」により、以上のような
成果が得られた。反省点としては、初めての取
り組みであったことから、企画に関しては教職
員が主体になってしまったことが挙げられる。
次年度では企画段階から学生の主体性が発揮
できるように準備会を開催し、リーダーとして
の素質ほか、女子学生の様々な可能性を伸ばし
ていきたいと考えている。 
 
（謝辞）本活動は「平成２６年度男女共同参画
推進モデル校」として取り組ませていただいて
おりますこと、付記いたします。 
 
お問い合わせ先 
氏名：永原順子  
E-mail：nagahara@ge.kochi-ct.ac.jp 

 

「リケジョ☆ひろば」科学教室の様子 
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統計的分析に基づく「高専女子学生に向けた  
学習動機付け」に関する研究  

   （仙台高専専攻科生産システム工学専攻 1, 教育研究技術支援室２） 
今野志穂 1・田中ゆみ２・本郷哲 1  

 

キーワード：高専，女子学生，動機付け，工学・技術教育，統計的分析 

 
1. はじめに 
近年，女子が少なかった工学部及び研究者にお
ける女性の割合は，緩やかに増加しつつあるが，
世界的に見てその水準は著しく低い[1]．また，工
学・技術学習の動機付けのための学習教材として，
女子学生が好むような学習教材はほとんど見当
たらず，女子学生に対する動機付けが不十分であ
ることが考えられる． 
そこで本研究では，仙台高専名取キャンパスの
本科生を対象とした，専門の学習における意識調
査[2] (平成 24年度 7月実施，回答数 845名分)に
ついて統計的分析を行った[3]．そして，まずは学
習動機付けと成り得る要素を明らかにするため
に，学年別で分析を行った．その結果，1年生は
“興味関心や知識の習得”，4,5年生は難易度の高
い課題を達成することにより得られる“自信や理
解の深まり”といったことに対して楽しいを感じ
ていることが分かった．しかしながら，1年生は
課題を解くための公式等の“手法”や設計製図等
の”創造する”ことへの難しさ，5年生は“興味
関心”が抱けないことに対して苦手意識を感じて
おり，学年進行による違いがあることが分かった．
さらに，“楽しさ”及び“苦手意識”を感じる要
因として，全学年において，専門性が関係してい
ることも明らかとなっている．そして本報告では，
性別による違いを明らかにするために，男女別の
傾向について得られた知見を述べる．  

2. アンケート結果の分析 
意識調査の設問のうち，“専門の学習に対して

楽しいと感じたことがありますか？”(以下, 楽
しさ)“専門の学習に対して苦手意識を感じたこ
とがありますか？”(以下, 苦手意識)に対する 5
段階選択の回答及びラベル付けした自由記述の
回答を男女別に集計し，分析を行った．5段階選
択の回答は，「1.ある」，「2.ややある」，「3.どちら
でもない」，「4.あまりない」，「5.ない」である．
ここでは，大まかな傾向を見るために，カテゴリ
の統合を行い，1 と 2 および 4 と 5を統合し，3
段階とした．また，自由記述のラベル付けには，
ARCS モデルに基づいた田中ら作成のラベルを
用いた．“楽しさ”及び“苦手意識”に使用した
ラベルのカテゴリを表 1に示す． 
男女別で回答番号の度数及び ARCS のラベル

付け集計結果の度数に差はあるのか調べるため
に χ2 検定を行った．まず“楽しさ”及び“苦手
意識”における回答番号の度数は，それぞれ有意
な差が認められた( χ2(2) = 3.621, p<.05;  χ2(2) = 
21.30, p<.05 )．よって，“楽しさ”及び“苦手意
識”に対して残差分析を行ったところ，女子学生
の“楽しいと感じたことがある・ややある”の回 

表1 ARCSモデルに基づいたラベルのカテゴリ

 
 
 

 

図 1 自由記述のラベル付け集計結果(苦手意識) 

答が有意に高く，さらに“苦手意識を感じたこと
がある・ややある”の回答が有意に高いことが示
されていた．よって，女子学生の方が苦手意識を
感じているという結果が得られた．しかし，専門
科目の成績は性別によって差はあるのか調べる
ために，田中が平成 24年度に，男子学生と比較
できるだけの女子の人数があり，専門科目の試験
が行われている学科を対象として，男女それぞれ
の成績に対して t検定を行ったところ，有意差は
表れなかった．よって，女子学生は，男子学生よ
りも，専門科目を学ぶことに対して，慎重であり，
注意深い傾向であると予想される． 
一方で，“楽しさ”及び“苦手意識”における

ARCSのラベル付け集計結果の度数は，男女間の
有意な差は認められなかった．( χ2(3) = 3.943, n.s.; 
χ2(3) = 0.409, n.s. )ここで，図 1の自由記述の回答
に対するラベル付け集計結果の割合を見てみる
と，男女共に R ラベル及び C ラベルが多くを占
めていることが分かる．よって，“手法”や“創
造する”ことへの難しさ(≠R)，および理解不足
等のため“達成感”が得られないこと(≠C)に対
して苦手意識を感じていることが分かった．   
3. 今後の予定 
これまで学年別による傾向，男女別による傾向

について検討を行った．この結果をもとに，高専
女子学生に向けた学習教材の開発を行っていく．  

参考文献
[1] 内閣府男女共同参画局.”平成 24 年版男女共同参画白

書”. pp.111-117. (2012) 
[2] 田中ゆみ.“東北大学大学院修士論文”. (2013) 
[3] 今野志穂.“高専学生の専門の学習における意識調査の

統計的分析”. JSET全国大会 要旨集. pp.715-716. (2014) 
 
お問い合わせ先 
氏名：今野志穂  
E-mail：a1301067@sendai-nct.jp 
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自信 

Satisfaction 
(S) 
満足感 
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(≠A) 
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(≠R) 

関連性が得られない 

≠Confidence 
(≠C) 

自信が得られない 

≠Satisfaction 
(≠S) 
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編集可能な電子教科書「学材システム」を使った授業試行

（高知高専 専攻科機械・電気工学専攻 、高知高専 電気情報工学科２）

○竹谷篤也 ・上田晃正 ・山口巧２・西内悠祐２・芝治也２

キーワード：授業試行、教育効果、電子教科書、次世代学習法 
 
１.諸言 

を活用した教育や電子教科書を教育現場
に導入する動きがあるが それらの教育効果を
高めるには 従来の教育手法ではなく 新しい
手法が必要と考えた 我々は電子教科書を編集
することで学習者のノートに作り替える教
育・学習手法を提案してきた これを実現
する電子システムを「学材システム」と呼ぶ

２ 本研究の目的
電子教科書を用いた新しい学習手法の開発及
び教育評価が本研究の目的である.本稿では
学材システムを用いた授業試行と評価結果に
ついて述べる

３ 学材システムの概要
本システムは,編集可能な電子教科書を授業
中にノートに書き替えることで,従来型授業に
おいて生じる板書やノートテイク時間を短縮
し,学習効果向上を期待するシステムである.電
子教科書は, HTML で記述し, PHP, JavaScript
を用いた Web アプリケーションとして編集機
能を実装した.主な機能として教科書をノート
に書き替える編集機能,重要用語の印付,印付し
た用語から用語集作成,これらを活用した自己
学習支援を有する. 

 
４.授業試行 
本科電気情報工学科 2 年生の「電磁気学」の
授業 1 時間のうち,システム概要と操作説明 10
分間,授業講義 35 分間,小テスト・アンケート 5
分間で実施した.42 名を 21 名ずつの 2 組に分
け,21 名が従来型ノートテイク,他方が学材シ
ステムを使用した.小テストは説明文章の穴埋
め問題 7 問で,アンケートは以下の 6 問を 5 が
最高,1 を最低とする 5 段階で評価してもらっ
た. 
 
Q1.学材システムを使ってみたいか. 
Q2 学材システムの基本となる学習法をやっ

てみたいか.  
Q3 この学習法で効率は良くなると思うか. 
 

以下は学材システムを使用した学生のみ回答. 
Q4 このシステムの使い勝手は良かったか. 
Q5 このシステムは便利だと思ったか. 

Q6 このシステムはもっと改良すべきだと思 
うか. 

Q7 自由感想 
 
５.試行結果 

表 1.ノートテイク手法別小テスト平均点 
ノートテイク 従来型 学材システム使用 

平均点 4.81 4.29 
 
小テストの平均点は,従来型ノートテイクが
高かった.しかし,2 つのグループ分散が等しい
とした t 検定の結果,両者に有意な差はなかっ
た. 
アンケートは,Q1 に対して 7 割近くの学生が
４以上の評価を付け,Q3 に対しても,半数以上
の学生が 4 以上の評価を付けた．このことか
ら,本システムへの期待が大きいことが分かっ
た.しかし,操作性の面では,便利ではあるが使
い勝手が悪く,改良が必要という意見が多々あ
った. 
 
６.結言 
小テストの結果,学材システム使用の有無で,

有意な差のない結果となった.学材システムを
使用したグループの平均点が低かった原因と
しては,操作慣れしていないことや初めて触る
iPad に興味が移ってしまったことが考えられ
る.しかし,この取り組みに多くの学生が興味を
持っていることは,好材料である.今後は,操作
性を中心に改良を加える必要がある.  
 

文 献

1) H. Shiba, K. Ueta et. al, “Implementation of 
a Learning Style by E-Textbook Contents 
Reduction Processing”, CCIS, Vol. 374, 
Springer, pp. 94-97 (2013). 
 

2) 上田,竹谷,芝 他,「学材システムにおける

自己学習支援機能の開発」,信学会 ET 研

究会, Vol. 113, No. 482, pp. 219-221 (2014) 
 
お問い合わせ先 
氏名：竹谷篤也  
E-mail：s1507@gm.kochi-ct.jp 
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卒業研究に適した簡易なスポーツ動作解析卒業研究に適した簡易なスポーツ動作解析卒業研究に適した簡易なスポーツ動作解析卒業研究に適した簡易なスポーツ動作解析    

（近畿大学高専（近畿大学高専（近畿大学高専（近畿大学高専    総合システム工学科）総合システム工学科）総合システム工学科）総合システム工学科）    

○○○○神田神田神田神田    毅毅毅毅    


キーワード： 動作解析、色判別、補間、3次元再構築、統計処理


1. 1. 1. 1. 目的目的目的目的    
 スポーツ動作解析は既に[1]のように研究成果
もあり、実用化もされているが、設備の特殊さか
らごく一部のスポーツ指導現場以外では利用さ
れにくい。そこで本稿では、[2][3]を継続し、低
精度ながら身近な道具 (色テープ、デジタルカメ
ラ、パソコン) で進められる手順を示す。これは
プログラミング技術さえあれば少ない資金で済
み、解析の各段階 (対象スポーツ選定、撮影条件
検討、画像処理、幾何学的計算、統計処理) に適
度に課題があり、情報専攻の高専生の卒業研究に
適することを主張する。 
 
2. 2. 2. 2. 動作解析動作解析動作解析動作解析手順手順手順手順    
 図 1 に概略を示す。色で着目部位を抽出するた
めに色テープ等の目印を付け、動作をデジタルカ
メラで連続撮影する。得られた全画像について、
作成したプログラムによって、色を手掛りに着目
部位を抽出し、その重心の 2 次元座標を計算する。
時系列データとなっていることを利用して、デー
タの欠損等を補間する。部位間の距離をあらかじ
め知っておき、三平方の定理を利用して、画像で
判別できない奥行き方向の座標も推定する。本稿
ではこれを 3次元再構築と呼ぶ。通常は複数方向
の撮影を利用して 3次元構造を得るが、本稿では
簡易さを追求するので、低精度であっても 1方向
だけの撮影で済ます。得られた 3次元座標を元に、
幾何学的な計算によって、競技経験者等の着目す
る何らかの特徴量 (関節の角度・特定部位の速度
等) を得る。それらを統計処理して、あらかじめ
計画した比較対象 (経験者と未経験者・疲労前
後・アドバイス前後) の差などを検討する。 
 

 
図図図図 1. 1. 1. 1. 動作解析手順動作解析手順動作解析手順動作解析手順    

3. 3. 3. 3. 卒業研究としての特徴卒業研究としての特徴卒業研究としての特徴卒業研究としての特徴
 本研究を高専の卒業研究として行うことには、
次の利点、欠点がある。 
・ 身近な道具で行うことを追求するので、研究

資金がほとんど必要ない。 
・ スポーツを対象としていて学生が興味を持ち

やすい。また、対象スポーツや動作、比較対
象を学生が主体的に選択できる。 

・ 表 1 のように解析の各段階に適度に課題があ
り、それらを学生が主体的に選択できる。 

・ 各段階をチーム内のメンバーで分担すれば、
責任感や連帯感が生まれやすい。 

・ すでに高度なシステムが存在するので、本研
究は最先端とは言えない。解析の各段階では
優れた方法を提案できる可能性もある。 

 

表表表表 1. 1. 1. 1. 各段階各段階各段階各段階の課題の課題の課題の課題    
    
 総じて本研究は、豊富な研究資金を持っていな
い教員の下で情報専攻の高専生が卒業研究とし
て行うのに、適していると考えられる。
 
参考文献参考文献参考文献参考文献    
[1] 篁 俊市郎, 斎藤 隆文, 田中 秀幸: スポー
ツ指導のためのビデオ映像処理, グラフィック
スと CAD, 110-7, 2003. 
[2] 戸﨑 祐輔, 神田 毅: 競技スポーツにおけ
る簡易なフォーム解析手法の確立, 第 19 回高専
シンポジウム in 久留米 講演要旨集, p. 108, 
2014. 
[3] 戸﨑 祐輔, 神田 毅: 簡易なスポーツ動作
解析のための座標値の補間法の検討, 2014 年電
子情報通信学会 総合大会, 2014. 

お問い合わせ先
氏名：神田毅
：  
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全国高専ゆるキャラコレクション 2014 in 函館  

（米子高専物質工学科） 
○西尾幸祐・谷藤尚貴 

 
キーワード：ゆるキャラ，高専，地域活性化，Shuzo Matsuoka，バッチ  

 
１．緒言 
ゆるキャラとは，ゆるいマスコットキャラク

ターの略称であり，そのかわいらしい風貌と愛
らしい仕草，人を和ませる雰囲気が人の心を魅
了し，今やあらゆる層の人々から多大なる支持
を受けている．まさに，現代社会ではゆるキャ
ラ旋風が巻き起こっている状況にある． 
日本の各地には，その地域にちなんだゆるキ

ャラが創出されており，自治体や商店街，観光
協会，民間会社単位においても活性化を目的と
した作製が進められている．そこで本報告では，
全国に 57 校ある高専が各々に独自のゆるキャ
ラを独自提案することで地域と高専の繋がり
を密接なものにできると考え，以下にその具体
的な取り組みを紹介していく． 
 
2．ゆるキャラの作製 
高専は全国各地に設置されており，国立高専

が 51 校，公立高専が 3 校，私立高専が 3 校，
計 57 校である．このように多くの高専がある
にもかかわらず，世間の人からしてみると高専
は、ある種の短期大学，専門学校のように捉え
られており，真に高専を熟知している人は多く
ない．この問題を解決するための提案として，
57 高専がゆるキャラブームに正しく対応し，
それぞれのオリジナルキャラクターを作製す
ることで，地域の人，世間の人にゆるキャラを
通じて高専のことを深く知ってもらうべきで
ではないかと考えた．その試みの一つとして，
私は独自に 57 高専のオリジナルキャラクター
を作製した．各キャラクターはその地域の特産
品や偉人，観光名所を模倣したフォルムであり，
地域の特徴を色濃く反映している．そのため，
地元の人にとっては親近感が湧き，他の地域の
人にとっては新しい知見が得られるような情
報がキャラクターに組み込まれている．それに
加えて， Shuzo Matsuoka が「イワナは余計な
味付けがいらなくてもダシが凄いついている。
人は中身が大事。イワナ見習って生きろ。」と
言っているように，外観だけではなくゆるキャ
ラの性格やバックグラウンドも堅実に作製す
ることで，ゆるキャラが淡白な存在になること
を避けられると考えている．発表当日は，これ
らの要素を踏まえて作製した 57 高専のゆるキ
ャラのゆるい紹介とゆるキャラの人気投票を
ゆるく実施する． 

3. バッチの作製 
高専は，高等学校と大学の 1，2 年次が一つ

になったような教育機関であり，その位置づけ
は高等学校でもなく大学でもない微妙なライ
ンにある．そのため，大学過程の学習を行うに
もかかわらず，大学ではあって当たり前のもの
が高専には無いことが多々ある．その例として，
大学の生活協同組合で販売されている大学オ
リジナルグッズに相当するものが高専ではあ
まり見られない（少なくとも米子高専にはな
い）．オリジナルグッズは，学校の校章やキャ
ラクターがプリントされた T シャツや文房具
等が主であり，各大学で必ずと言っていいほど
取り扱っている．グッズの販売は学校に来た人
に強い印象を与え，グッズを使う人を介してよ
り多くの人に学校の宣伝が行える．そこで私は，
2.で作製したゆるキャラを何かグッズとして
応用できないかと着想した．グッズとしての応
用を模索する際，グッズができるだけ多くの人
の目に留まるものであれば広告としての価値
も高まり，且つ半永久的に使用できるものであ
れば尚良いと考えた．その条件を満たすものと
して思いついたのがバッチである．バッチの作
製は，LUCKY PRINT 社製 SD-N3 回転式マシ
ン 25 mm 用セットを使用した．バッチは小さ
く手軽に取り付けられるだけでなく，道行く人
の目に留まるので広告としての効果が高く，比
較的安価に製造できるということも魅力であ
る．今後は，バッチに限らず何か他のグッズへ
の応用も検討していく． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 作製したゆるキャラの一例 
 
お問い合わせ先 
氏名：谷藤尚貴  
E-mail：tanilab@hotmail.co.jp 

P4-15.pdf全国高専ゆるキャラコレクション 2014 in 函館  

（米子高専物質工学科） 
○西尾幸祐・谷藤尚貴 

 
キーワード：ゆるキャラ，高専，地域活性化，Shuzo Matsuoka，バッチ  

 
１．緒言 
ゆるキャラとは，ゆるいマスコットキャラク

ターの略称であり，そのかわいらしい風貌と愛
らしい仕草，人を和ませる雰囲気が人の心を魅
了し，今やあらゆる層の人々から多大なる支持
を受けている．まさに，現代社会ではゆるキャ
ラ旋風が巻き起こっている状況にある． 
日本の各地には，その地域にちなんだゆるキ

ャラが創出されており，自治体や商店街，観光
協会，民間会社単位においても活性化を目的と
した作製が進められている．そこで本報告では，
全国に 57 校ある高専が各々に独自のゆるキャ
ラを独自提案することで地域と高専の繋がり
を密接なものにできると考え，以下にその具体
的な取り組みを紹介していく． 
 
2．ゆるキャラの作製 
高専は全国各地に設置されており，国立高専

が 51 校，公立高専が 3 校，私立高専が 3 校，
計 57 校である．このように多くの高専がある
にもかかわらず，世間の人からしてみると高専
は、ある種の短期大学，専門学校のように捉え
られており，真に高専を熟知している人は多く
ない．この問題を解決するための提案として，
57 高専がゆるキャラブームに正しく対応し，
それぞれのオリジナルキャラクターを作製す
ることで，地域の人，世間の人にゆるキャラを
通じて高専のことを深く知ってもらうべきで
ではないかと考えた．その試みの一つとして，
私は独自に 57 高専のオリジナルキャラクター
を作製した．各キャラクターはその地域の特産
品や偉人，観光名所を模倣したフォルムであり，
地域の特徴を色濃く反映している．そのため，
地元の人にとっては親近感が湧き，他の地域の
人にとっては新しい知見が得られるような情
報がキャラクターに組み込まれている．それに
加えて， Shuzo Matsuoka が「イワナは余計な
味付けがいらなくてもダシが凄いついている。
人は中身が大事。イワナ見習って生きろ。」と
言っているように，外観だけではなくゆるキャ
ラの性格やバックグラウンドも堅実に作製す
ることで，ゆるキャラが淡白な存在になること
を避けられると考えている．発表当日は，これ
らの要素を踏まえて作製した 57 高専のゆるキ
ャラのゆるい紹介とゆるキャラの人気投票を
ゆるく実施する． 

3. バッチの作製 
高専は，高等学校と大学の 1，2 年次が一つ

になったような教育機関であり，その位置づけ
は高等学校でもなく大学でもない微妙なライ
ンにある．そのため，大学過程の学習を行うに
もかかわらず，大学ではあって当たり前のもの
が高専には無いことが多々ある．その例として，
大学の生活協同組合で販売されている大学オ
リジナルグッズに相当するものが高専ではあ
まり見られない（少なくとも米子高専にはな
い）．オリジナルグッズは，学校の校章やキャ
ラクターがプリントされた T シャツや文房具
等が主であり，各大学で必ずと言っていいほど
取り扱っている．グッズの販売は学校に来た人
に強い印象を与え，グッズを使う人を介してよ
り多くの人に学校の宣伝が行える．そこで私は，
2.で作製したゆるキャラを何かグッズとして
応用できないかと着想した．グッズとしての応
用を模索する際，グッズができるだけ多くの人
の目に留まるものであれば広告としての価値
も高まり，且つ半永久的に使用できるものであ
れば尚良いと考えた．その条件を満たすものと
して思いついたのがバッチである．バッチの作
製は，LUCKY PRINT 社製 SD-N3 回転式マシ
ン 25 mm 用セットを使用した．バッチは小さ
く手軽に取り付けられるだけでなく，道行く人
の目に留まるので広告としての効果が高く，比
較的安価に製造できるということも魅力であ
る．今後は，バッチに限らず何か他のグッズへ
の応用も検討していく． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 作製したゆるキャラの一例 
 
お問い合わせ先 
氏名：谷藤尚貴  
E-mail：tanilab@hotmail.co.jp 



ものつくり教育としての「エコランプロジェクト」に

おける学生に対する教育効果の分析

（サレジオ高専 電気工学科 、機械電子工学科２、一般教育科３）

○伊藤嶺太 ・内野裕介２・伊藤光雅３

 
キーワード：ものつくり教育、教育効果、PDCA サイクル、プロジェクト活動、エコラン 
 
１．はじめに 

サレジオ高専では、学生によるプロジェクト活

動の１つとして「エコランプロジェクト」がある。

本企画は、学生に対するものつくりを通しての教

育の場でもある。学生は、お互いに協力しながら、

本企画において HONDA エコマイレッジチャレ

ンジへの出走を目指して競技車両の製作を手掛

けてきた．本稿では、競技車両の製作過程と学生

へのアンケート調査から明らかになった本企画

を通しての教育効果について報告する。 

２．エコランプロジェクトにおける活動状況
本プロジェクトは、学生主体の活動である。年

度当初に年間計画を立て活動に取組んでいる。本
年度は、新たな競技車両を製作した（図１）。ま
た、昨年度より車両の製作をボディ班とエンジン
班の 班に分けることによって作業の効率化を
図った。

図 本年度の競技車両 図２ 自作マフラーとの比較

２−１エンジン班の活動
エンジン班における活動内容は、エンジンオイ

ルの交換、オイル漏れの修理、マフラーの製作、
エンジンマウントの製作、ドライブチェーンの取
り付けである。

まず、エンジンの状態維持のためにエンジンオ
イルの交換を行った。

次に、オイル漏れを修理するため液体ガスケッ
トを用いて劣化したガスケットを補修した。

次に、マフラーの製作を行った。図 に示すよ
うに、軽量で小さいことを目標に製作した。自作
マフラーは、純正マフラーと比較して の
小型化と の軽量化となった。

次に、エンジンマウントの製作を行った。フレ
ームとエンジンマウントの間にゴムダンパーを
取り付けて振動を軽減している。 

最後に、ドライブチェーンの取り付けを行った。
チェーンは自転車用のものを使用し、滑車を取り

付けてチェーンの脱輪を防止している。 
２−２ボディ班の活動 
ボディ班における活動内容は、フレーム、ステ

アリング、ボディカウルの製作である。 
まず、フレームの製作を行った。フレームには

軽量かつ強度に優れたアルミ製台形ハシゴを使
用した。 
次に、ステアリングの製作を行った。ステアリ

ングは鉄製の角パイプで製作し、カーブ時の衝撃
に備えた。 

最後に、ボディカウルの製作を行った。カウル
の形状は、車両とドライバーの一部が露出するハ
ーフカウルと呼ばれる形状である。 
 
３．教育活動としての効果 

本プロジェクト活動に参加した学生へのアン
ケート調査から、以下の 3 つの教育効果があるこ
とが明らかになった。 
1) ものつくりの基礎技能の習得 
競技車両の製作を通じて、工具の使い方や材料

の固定方法、切断方法などものつくりの基礎技能
の習得。 
2) 学会発表を通じた研究活動への取り組み 
プロジェクト活動を通し、常に研究としての問

を持ち、学会での発表を通じて、自らの研究結果
を報告する技能の習得。 
3) スケジュール管理能力の向上 
競技車両の製作や学会発表を通じて、決められ

た期限までに仕事を終わらせるというスケジュ
ール管理能力の向上。 
 
４．今後の課題 

本プロジェクトを通して学生は、実践力として
の管理業務を円滑に進める PDCA サイクルを学
んできた。また、今年度の活動にて技術的・管理
的な課題点や改善点を今年度の活動を通して明
らかにした。来年度は、今年度の活動の結果とし
て、スパイラルアップさせた活動ができるか今後
の課題となる。 

 
 
お問い合わせ先  
氏名：伊藤嶺太  
E-mail：s14306@salesio-sp.ac.jp 
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自律移動ロボットを用いた多段階教育プログラムの	 
導入によるシステムデザイン能力の育成	 

	 	 	 	 ～Part	 1	 プログラムの概要～	 
	 

（奈良高専電子制御工学科 1，奈良高専技術支援室 2，（株）シーエス・ワキタ 3）	 
	 	 	 	 	 	 	 	 ○上田悦子 1・玉木隆幸 1・中村篤人 1・道下貴広 2	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 笹山智仁 2・島田大嗣 2・福山広 3・矢野順彦 1・西田茂生 1	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 飯田賢一 1・櫟弘明 1・早川恭弘 1・押田至啓 1・島岡三義 1	 

 
キーワード：アクティブラーニング，ロボット教育，多段階体験，システムデザイン力 
 
１．はじめに	 
	 奈良高専電子制御工学科では学科設立以来継
続して,四年次開講の「実践システム設計」にお
いて，自律移動ロボットを開発し，学科内ロボコ
ンを行う PBL教育を実施してきた．一方で，四
年次まで実システムを構築する科目を開設して
こなかったため，経験不足により，ロボットを作
り動かすことだけで精一杯という現実があり，シ
ステムデザイン能力・開発能力の育成まで指導で
きていなかった．このような状況を，カリキュラ
ム変更することなしに改善するため，平成 24 年
度より本学科において各学年で開講されている
工学実験において，自律型ロボットを用いた体験
型課題解決テーマを導入し，低学年からロボット
システム構築経験の積み上げを図っている．これ
により，４年間にわたる学科カリキュラムの背骨
を形成するメカトロニクス実践技術教育の充実
が期待できる．本報告では，導入した本教育プロ
グラムの概要について述べる．	 
	 
２．多段階体験によるシステムデザイン力の養成	 
	 各学年における課題解決型テーマの目標設定
を，図１に示す．各学年とも座学科目やその内容
や進度を考慮し計画している.また，学年進行に
伴って，既製のロボットキットをベースとした自
律型ロボットシステムの開発から，自作のプログ
ラムや機械部品をベースにした独自の自律型ロ
ボットシステムの開発へと，課題内容を徐々に発
展させている．	 

	 本プログラムの目的は，単にロボットシステム
を作製するという技術的な目的だけではない．学
生が，入学当初の学習意欲や興味を維持させなが
ら，各系統の専門科目を学ぶ必要性・重要性，な
らびに，専門科目間の「つながり」を実践的に理
解できるようになることも，大きな目的である．	 
また，PDCA サイクルを意識させ，課題解決に
至る最適なプロセスを見出す力の養成も目指し
ている．各学年での PDCA と４年間（卒研まで
含めると５年間）にわたる PDCA サイクルの循
環も意識させる．さらに，作業内容や進捗を的確
に把握できる技術報告書の作成方法を指導する．
これにより技術者・研究者が持つべき，論理的か
つ定量的な報告書作成能力の養成を目指す．	 
	 
３．おわりに	 
	 本報告では，現在実施中の多段階体験に基づく
システムデザイン力養成プログラムの概要を紹
介した．各学年における個々の取り組みについて
は，Part2-4 の報告を参照されたい．	 
	 
謝辞	 
	 本教育プログラムの実施にあたり，公益財団法
人NSKメカトロニクス技術高度化財団からの教
育助成を受けました．ここに感謝致します．	 
 
お問い合わせ 
氏名：上田 悦子  
E-mail：ueda@ctrl.nara-k.ac.jp 

図１	 各学年における課題解決型テーマの目標 
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自律移動ロボットを用いた多段階教育プログラムの 

導入によるシステムデザイン能力の育成 

～Part 2 ３年目を迎えた第一学年への導入とその成果～ 

（奈良高専電子制御工学科 1、奈良高専技術支援室 2、（株）シーエス・ワキタ 3） 

         上田悦子 1・玉木隆幸 1・○中村篤人 1・道下貴広 2 

         笹山智仁 2・島田大嗣 2・福山広 3・矢野順彦 1・西田茂生 1 

         飯田賢一 1・櫟弘明 1・早川恭弘 1・押田至啓 1・島岡三義 1 

 
キーワード：アクティブラーニング，ロボット教育，PDCA サイクル，LEGO MINDSTORMS 
 
１．はじめに 
 奈良高専電子制御工学科では平成 24 年度よ
り，自律移動ロボットを用いた体験型課題解決
テーマを，本学科の各学年において開講されて
いる工学実験に段階的に導入している．第一学
年では，簡単な機械機構，GUI ベースのプロ
グラミング，PDCA サイクルについて学び，
教育用レゴマインドストームを用いたロボッ
トシステム開発プロセスの習得を目指してい
る．本報告では，導入から 3 年目を迎えた第一
学年での取り組み内容とその成果について報
告する． 
 
２．今年度の取り組み 
今年度は第一学年で開講されている，基礎工

学実験において，10 月 14 日より 10 回（週 1
回）にわたり，レゴマインドストームを用いた
課題解決型実験テーマを実施している．学生を
5，6 名ずつの 8 グループに分け，グループ毎
に，提示された課題を解決するための自律型移
動ロボットを製作する．なお，グループ分けに
ついては，初年度，2 年目はロボコン経験の有
無，今年度は講義系科目の成績を用いて行った．
また，第 6 回，第 9 回に中間コンテスト，最
終のロボットコンテストをそれぞれ実施する． 

次に，課題内容について述べる．昨年度（平
成 25 年度）は，WRO(World Robot Olympiad)
中学生部門の課題をそのまま適用したが，難易
度が高く，課題を完全にクリア出来た班が無か
ったことから，今年度は初年度の課題内容に準

じた内容とした．図 1 に示す競技フィールドを
用い，ロボットはスタートエリアから出発し，
リファレンスブロックの色を読み取り，リファ
レンスブロックと同色のターゲットブロック
を判別，把持し，ゴールエリアへ持ち帰る．先
に，課題を単純化した中間コンテストを実施し
たが，全チームが課題をクリアしており，今年
度の課題の難易度は概ね適切と考えている．  
また，本取組は，課題をクリアするロボット

を作るだけでなく，PDCA サイクルの理解と
実施を強く意識させている．作業前にホワイト
ボードを用いたミーティングを実施させてお
り（Plan），班の中での意思統一と役割分担，
作業計画が重要であることを意識付けし，計画
的に作業させることを狙った．また，作業終了
時にもミーティングを課し，作業の振り返り，
情報共有を行わせた（Check）．併せて，毎週
PDCA チェックシートに作業内容やスケジュ
ール進捗を記録し，提出させており，チェック
シートは毎週複数の担当教員・技術職員により
添削され，学生にフィードバックする．このチ
ェックシートへの記入と教職員からのコメン
トが評価となり，次にどのような改善(Action)
を行うべきかの指針となっている． 

 
３．おわりに 

本報告では，本学科で導入している，第一学
年における，多段階体験に基づくシステムデザ
イン力養成プログラムについて報告した． 
 
謝辞 
 本教育プログラムの実施にあたり，公益財団
法人NSKメカトロニクス技術高度化財団から
の教育助成を受けました．ここに感謝致します． 
 
お問い合わせ先 
氏名：中村篤人 
E-mail：snakamura@ctrl.nara-k.ac.jp 
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自律移動ロボットを用いた多段階教育プログラムの	 

導入によるシステムデザイン能力の育成	 

	 	 ～Part	 3	 第二学年への導入とその成果～	 

（奈良高専電子制御工学科 1、奈良高専技術支援室 2、（株）シーエス・ワキタ 3）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 上田悦子 1・○玉木隆幸 1・中村篤人 1・道下貴広 2	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 笹山智仁 2・島田大嗣 2・福山広 3・矢野順彦 1・西田茂生 1	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 飯田賢一 1・櫟弘明 1・早川恭弘 1・押田至啓 1・島岡三義 1	 

 
キーワード：アクティブラーニング，ロボット教育，レゴマインドストーム，プログラム 
 
１．はじめに	 

	 奈良高専電子制御工学科では，平成 24年度
より，自律移動ロボットを用いた体験型課題解
決テーマを，本学科の各学年において開講され
ている工学実験に段階的に導入している．第二
学年では，C言語プログラミング，並列処理に
ついて学び，教育用レゴマインドストームを用
いたロボットシステム開発プロセスの習熟と
PDCA サイクルの定着を目指している．本報
告では，第二学年の電気工学実験に導入した課
題解決テーマの内容と成果について報告する．	 
	 
２．電気工学実験における課題解決テーマ	 

	 本学科第二学年においては，プログラミング
に関する科目が開講されているため，（１）CUI
（Character User Interface）形式によるプロ
グラミング能力の習得，（２）割り込み処理（並
列処理）の理解，および，（３）プログラム実
装能力の習得を目的に，電気工学実験（講義時
間：30 週×90 分/週）に，プログラミングを
用いる課題解決テーマを 10週分設定した．	 
	 具体的には，２チーム対戦型のブロック取り
競技を設定し，その競技を実現できる自律移動
ロボットの開発，および，開発した自律移動ロ
ボットを用いたロボットコンテストを行った．	 

	 ブロック取り競技の内容は，競技時間２分以
内に，指定場所に置かれた３つのブロック（赤，
青，黄色）から，ライン上に置かれた表示ブロ
ックと同じ色のブロックを先に取得すること
である．なお，表示ブロックには，赤，青，黄
色の各ブロックからランダムに選択した１つ
のブロックを用いる．また，競技中，ロボット
は自律的にライントレースを行う必要がある．
このため，ライントレースのためのライン検知
とともに，表示ブロックの色識別を行う必要が
あり，並列割り込み処理の実装が不可欠となる．	 

	 自律移動ロボットの開発にあたっては，教育
用レゴマインドストームを用いた．ロボットの
移動機構に関しては，ロボット開発期間が限ら
れていることもあり，各チーム共通とした．し

かし，独自機能を一部追加することは許可した．	 

	 プログラムに関しては，NXC（Not eXactly 
C）言語と Bricx CCコンパイラにより，CUI
形式によるプログラミングを行った．また，初
めてプログラミングを経験する学生も多かっ
たため，指導書を作成し，プログラムの基本的
事項を自発的に習得できる環境構築を行った．	 

	 ロボット開発に関しては，週毎の作業内容を
個人ごと，または，班ごとに報告書にまとめさ
せ，報告書の内容について担当教員がチェック
する体制を整えた．この結果，学生が自身の作
業内容について客観的に評価される機会が増
加し，どのような作業を今後行えば良いのかと
いう気づきを与えることができた．さらに，作
業内容を具体的かつ定量的に報告する必要性
と，報告するための表現方法について学ばせる
ことができた．	 

	 本年度の課題解決テーマを経験した学生か
らは，次のような感想があった．	 
· プログラムは人によって書き方が違い，他人の
書いたプログラムを理解するのは難しいこと

がわかった． 
· ものを作ることにおいての計画性と効率の重
要性を改めて感じることができた． 
	 
３．おわりに	 
	 第二学年の電気工学実験に導入した，教育用
レゴマインドストームを用いた課題解決テー
マの内容とその成果について報告した．	 
 
謝辞	 
	 本教育プログラムの実施にあたり，公益財団
法人NSKメカトロニクス技術高度化財団から
の教育助成を受けました．ここに感謝致します． 
 
 
お問い合わせ先 
氏名：玉木隆幸  
E-mail：tamaki@ctrl.nara-k.ac.jp 
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	 自律移動ロボットを用いた多段階教育プログラムの	 

導入によるシステムデザイン能力の育成	 

～Part	 4	 	 第三学年への導入と第四学年への展開～	 

	 

（奈良高専電子制御工学科 1、奈良高専技術支援室２、（株）シーエス・ワキタ３）	 

上田悦子 1・玉木隆幸１・中村篤人１・◯道下貴広２	 	 	 	 	 

笹山智仁２・島田大嗣２・福山広３・矢野順彦 1・西田茂生 1	 

飯田賢一 1・櫟弘明 1・早川恭弘 1・押田至啓 1・島岡三義 1	 

 
キーワード：アクティブラーニング、ロボット教育、多段階教育プログラム、PDCAサイクル 
 
１．緒言 
	 奈良高専電子制御工学科では，平成 24年度よ
り，自律移動ロボットを用いた体験型課題解決テ
ーマを，本学科の各学年において開講されている
工学実験に段階的に導入している．第三学年では，
第四学年で使用する学科独自のベースロボット
の制御方法の習得を目的とする．本報告では，第
三学年での取り組み内容と，今年度実施した第四
学年への当プログラム概念に基づくシステムデ
ザイン教育について述べる． 
	  
 
２．第三学年での取り組みについて 
	 第三学年では，多段階問題解決型プログラムを
スムーズに順次導入するため，四年次に開講され
ている実践システム設計において使用している
ベースロボット（ラインセンサ×８・超音波セン
サ×４・外部モータ制御×４）に，一年次から二
年次において使用する，レゴ・マインドストーム
のモータを複数台制御するための回路を構成す
る．これを用いて，三年次の工学実験に６週間の
期間をかけ，ロボットコンテストとして導入する． 
	 コンテストでは，ベースロボットでライントレ
ースを行い，超音波センサを用いて物体を検知さ
せ，検知した物体をレゴ・マインドストームのモ
ータとレゴブロックを用いた機構を駆使して倒
すことを目的とした競技を予定している． 
	 また，多段階教育プログラムにおける，PDCA
サイクルの理解と実施を意識させるため，二年次
までに行っていたミーティング，および，チェッ
クシートの記入を継続し，担当教員・技術職員に
よる添削を行い，学生にフィードバックすること
を予定している． 
 
 
３．第四学年での取り組みについて 
 第四学年では，学科創設以来「実践システム設
計」において，自律型ロボットを開発しロボット
コンテストを開催する PBL教育を実施してきた． 

これまでの問題点として，システムの完成度の低
さが挙げられていたが，その大きな原因として，
製作における工程管理の不備や設計図等のドキ
ュメント不足，レビューや発表等の機会の不足が
挙げられる． 
	 そこで，三年間にわたる多段階教育プログラム
の経験を活かし，今年度の四年次に先行導入した． 
先行導入した内容は「PDCA サイクルの理解と
実施」「チェックシートによる毎週の進捗状況の
報告，および，教職員による添削」「設計段階で
の三次元 CAD の導入」等である．これにより，
今年度の四年次はレビューや発表，中間コンテス
トなど，充実した講義を行うことができ，すでに
良い影響が出ている．さらに，今年度の四年次と，
来年度の導入学年との比較を行う予定である．	  
 
 
４．結言 
	 本報告では現在進行中である三年次，および，
四年次の取り組みについて報告した．今年度の第
四学年と多段階教育プログラムの完成年度であ
る，来年度の第四学年の定量比較を行うことによ
り，本取り組みの導入効果が検証できる． 
 
 
謝辞 
	 本教育プログラムの実施にあたり，公益財団法
人NSKメカトロニクス技術高度化財団からの教
育助成交付を受けました．ここに感謝致します． 
	 また，三年次の取り組みについては，平成 26
年度科学研究助成事業（科学研究費補助金）（奨
励研究）の交付を受けました．ここに感謝いたし
ます． 
 
 
 
お問い合わせ先 
氏名：道下貴広  
E-mail：mitisita@ctrl.nara-k.ac.jp 
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仙台高専広瀬キャンパス次世代型教育推進室

における新しい教育への取り組み
（仙台高専 情報システム工学科１、情報電子システム工学専攻２、次世代型教育推進室３、

知能エレクトロニクス工学科４、情報ネットワーク工学科５、校長６）

○竹島久志１、高橋晶子１、柏葉安宏２、武田正則３、早川吉弘１、

與那嶺尚弘４、矢島邦昭５、馬場一隆４、内田龍男６

キーワード：アクティブラーニング、ICT 活用教育、PBL、教育改革 
 
１．はじめに
仙台高専は、平成 年 月に高専機構本部

より次世代型教育のパイロット校に指定され、
アクティブラーニング推進等による教育改革
に取り組み始めた。このための実施体制として、
各キャンパスに次世代型教育推進室が設置さ
れた。まずは、広瀬キャンパスが先に進めるこ
ととなった。本稿では、仙台高専広瀬キャンパ
ス次世代型教育推進室のこれまでとこれから
の取り組みについて述べる。

２．設備・インフラ整備
主として平成 年度末に、以下の設備の整

備を実施した。
アクティブラーニング 教室の整備

グループワークが実施し易い教室を２室整
備した。主な設備は、キャスター付きの机と椅
子、グループ活動用のホワイトボード、全体説
明用のプロジェクタである。

普通教室 活用教育基盤システム
普通教室用のプロジェクタシステムを 教

室に設置した。映像は、ホワイトボードに投影
するため、マーカにより書き込みができる。

キャンパス無線
授業で利用する教室を中心に、無線 アク

セスポイントを設置した。

３．パイロット授業の試行
次世代型教育推進室のメンバーを中心に、ア

クティブラーニングのパイロット授業を実施
した。様々なスタイルの授業が展開された（実
施中含む）。以下に一部の内容を簡単に示す。

テキスト自学型：学生はテキストを自学し、
単元ごとに準備した応用課題を実施し教員の
確認を受ける。

調べ学習型：学生自身（個人またはグルー
プ）による調査を中心に授業を進める。調査し
た内容はスライドにまとめ、発表し、小テスト
で知識の確認を行う。

学生による講義ビデオ制作型：学生がテキ
ストや問題解法を説明するビデオを制作する。

などの機器を使い動画を撮影・編集し、
を使ってクラス内で共有する。

ビデオ学習型：教員が講義の代わりとなる
分間程度の解説ビデオを制作し、学生は授

業中（または課外で）それを見て自分のペース
で学習する。

他の実践も含めて、実践報告書等で取り組み
を発信していく予定である。

４．大学教育再生加速プログラムの採択
平成 年 月に文部科学省の補助事業「大

学教育再生加速プログラム 」に採択された。
この事業では、「全ての学生の能力を十分に伸
ばす」ための教育システムを構築・実践するこ
とを目標として、アクティブラーニングを全校
的に推進していく。本事業は、仙台高専全体で
の取り組みであるため、両キャンパスで歩調を
揃えて実施するよう体制強化を行った。今年度
は、インストラクター研修、ジェネリックスキ
ル測定等を実施する予定である。

５．他高専への展開
アクティブラーニング推進校の役割として、

他高専への展開が求められている。明石高専が
西日本担当、本校は東日本担当である。実施内
容は以下の３項目である。
①アクティブラーニング推進および情報発信：
本校での実践を他高専に情報発信する。
②教材コンテンツ収集と開発 全国高専で共有
するための教材コンテンツの収集と開発であ
る。現在は、コンテンツ収集の試行を開始した
ところである。
③教員研修コンテンツ開発と教員研修 全国高
専においてアクティブラーニングのための教
員研修を実施する。今年度は、 ～ 回の研修
を実施予定である。

６．おわりに
約１年間、次世代型教育推進のための多様な

取り組みを実施してきた。この事業は、学校の
教職員が一丸となって組む必要がある。また、
全国高専へ展開するには、他校の教職員の協力
も欠かせない。本校および全国高専の教職員の
協力を得ながら、今後共改革を推進していく。
 
 
お問い合わせ先 
氏名：竹島久志  
E-mail：takesima@sendai-nct.ac.jp 
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環境体験授業におけるリモートセンシングの導入

（苫小牧高専環境都市工学科 ）

○弦間貴之 ・榊原侑樹 ・栗山昌樹 ・渡辺暁央

 
キーワード：環境体験授業、リモートセンシング、航空写真 
 
１．はじめに 
苫小牧高専では、学科横断型体験授業である

「環境産業体験プログラム」を実施している。
本プログラムは、平成 年度の現代ＧＰの採
択以来継続しているもので、平成 年度に規
定を整備して単位化している。この授業では、
苫小牧地区の自然環境の移り変わりを現地調
査するとともに、環境産業に位置づけられる工
場等の見学を行い、環境に対する理解を深める
ことを目的としている。

本稿では、自然環境の変化の裏付けるために、
環境都市工学科の授業である測量学にて行わ
れているリモートセンシングおよび写真測量
を利用した学生主体の調査を行った結果につ
いて報告する。

２．環境産業体験プログラムの概要
本校で実施している授業は、①ｅラーニング、

②講義、③ウォークラリー、④野外セミナー、
⑤ワークショップ、⑥発表等全 時間で構成
され、授業が設定されていない日の終日を利用
するなどして実施している。対象は学年を問わ
ず概ね 名を定員とし、学年を越えた交流も
図ることができている。③～⑤の体験授業は苫
小牧市のウトナイ湖周辺に広がるに豊かな自
然環境とそれに隣接する開発行為地域を教材
として外部講師による指導を行っている。受講
した学生からは、環境の重要性を認識して、今
後に活かしたいという意見が多く、当該プログ
ラムは有意義な内容であると判断されている
が、発表の成果を見る限り環境保全と科学技術
の関係が深く捉えられるまでには至っていな
い。今後、専門学科の異なる学生に共通して環
境問題を深く捉え、考えることのできる項目を
考えていくことが課題と考える。
 
３．リモートセンシングによる経時変化理解 

本校の環境都市工学科では、4 年次に測量学
の授業の中で、航空写真測量およびリモートセ
ンシングの講義を 18 時間にわたり実施してい
る。今回の体験プログラムにおいて当該授業を
受けている学生が、測量学担当教員から航空写
真および衛星データの入手方法について学び、
実際にデータを入手して苫小牧地区の環境変
化を解析した。 

一例として、図-1 はゴルフ場の造成前後に

おける衛星データを示す。この写真は、Google 
Earth で見ることができる通常の可視画像で
はなく、近赤外線を使用したフォルスカラー画
像であり、植物が赤色で表現され、水面が黒く
明瞭に確認することができる。これにより、苫
小牧地区のゴルフ場開発が大規模に実施され、
それにともない沢の埋め立てなど、湿地帯の消
失が明瞭に確認される。これは現地調査にて外
部講師から指摘されたことであるが、現状の調
査のみではあまり実感がなかったことである。
その原因は、著者らを含めて本体験プログラム
に参加する学生の出身地が、苫小牧以外である
ことが多く、苫小牧の地理や歴史をほとんど知
らないことに起因している。そのため、航空写
真および衛星データによる土地利用の経年変
化を確認することが、環境体験を行う上で非常
に有益であるといえる。 
 
４．まとめ 
本稿では、学科横断型体験授業である環境産

業体験プログラムに専門科目の測量学のリモ
ートセンシング技術を導入する試みを行った。
その結果、学生が体験授業の内容を理解するこ
とに寄与するとともに、環境保全と専門の技術
教育の内容を関連づける契機となった。今後も
各専門学科で行っている技術教育を取り入れ
ていくことにより、本プログラムをより有意義
なものに改善していく試みを継続していく予
定である。 
 
お問い合わせ先 
氏名：栗山昌樹 
E-mail：kuriyama@civil.tomakomai-ct.ac.jp 

 
図-1 苫小牧地区のゴルフ場の増加 
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自動車用の表面張力ダンパの基本特性解析

（近畿大学高専）

○武馬修一

 
キーワード：suspension, component, nanotechnology, silica gel, surface tension 
  
１．緒言 
車両の小型・軽量化及び脱石油化の車つくり

が求められている中，ばねとダンパが一部品で
構成できる新概念の水と疎水化シリカゲルで
構成された表面張力ダンパの研究発表が近年
多くされている。古くは 年の

の特許があり 近年日本では ら，
岩壷らが基礎的解析から応用結果まで多く発
表している．概要は，シリカゲル粒子内の細孔
部に浸水･出水する水の表面張力を利用して
ばね特性とヒステリシス減衰特性を実現する
緩衝装置である．基本であるストローク 荷重
の静的特性の設計要件を定式化し 車両用の表
面張力を利用したシリンダーを設計した．
その動的特性から 懸架装置としての振動モ

デルの検証をベンチ評価とシミュレーション
により 有効な振動モデルを特定したので そ
の結果について報告する．

２．シリンダー設計構成と静的特性 
表面張力を利用したシリンダー構成を

に示す．その静的特性をコンベンショナ
ル コイルスプリング の目標ばね定数と実測
した細孔径 の仕様違い ２
に示す．

 
Fig.1 Cylinder Structure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 Static Stroke-Load Characteristic of 
Conventional and Colloidal 

 
３．振動モデルと動的特性 
ばね定数とヒステリシス減衰特性は動的に

変化しており 懸架装置としての振動モデルが
特定されていないので 振動伝達特性をベンチ
評価とシミュレーション評価を実路ベースの
ランダム入力値を使用し検証を行った

その結果を に示す．
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 Transmissibility Characteristics  

 
４．結言 
表面張力によるシリンダのばねとダンパの

振動モデルはコンベンショナル懸架装置と同
じく 並列配置が実質的に有効な振動モデルと
して特定できた   
 
お問い合わせ先 氏名：武馬修一(ブマシュウイチ) 
E-mail：buma@ktc.ac.jp 
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振動式触覚センサに関するモデル実験

（都立産業技術高専ものづくり工学科 ）

○本多崇稔 ・山本広樹

 
キーワード：触覚センサ、振動解析、フーリエ変換、検査ロボット 
 
１．はじめに 
近年、橋桁やトンネル等、構造物の老朽化に

よる事故と耐震性低下が問題となっている。そ
して、その対策のため増加する検査需要に対し、
ロボットの利用が始まりつつある。しかしなが
ら、現在のロボットによる構造物検査は、カメ
ラ画像の遠隔転送が主流であり、必ずしも壁面
の劣化状態を十分把握できるわけではない。

そこで我々は、検査ロボットの能力向上を目
的として、触角の直接接触により表面の硬さや
凹凸、亀裂等の状態を読み取る「振動式触覚セ
ンサ」を提案する。また、提案センサシステム
に関する基礎実験を行ったので、その結果につ
いて報告する。

２．センサモデル
振動式触覚センサのモデルを図 に示す。実

線が触角、同図中の□ 中央 が振動アクチュエ
ータ、■ 左 が加速度センサである。このモデ
ルは 自由度の片持ち梁系とみなせる。
ところで、図 の実線と点線で示すように、

センサの先端部分 図の左側〇部分 が対象物
の表面から離れた状態のときと、接触している
ときでは、触角の拘束条件が異なる。そのため、
触角の振動特性も、表面への接触により変化す
ると推測される。更に、接触時の拘束状態は、
表面の形状や材質に影響されると考えられる。

そこで、振動アクチュエータにより触角を加
振し、その応答を観察すれば、系の振動状態の
変化から、表面の劣化状態の判断に役立つ情報
が得られるのではないかと考えた。

実際の実験用モデルを図 2 に示す。振動アク
チュエータに日本電産コパル㈱の LD14-002
を、加速度センサに STMicroelectoronics 社の
LIS3DH を使用している。センサによる加速
度測定値は、I2C 通信と USB シリアル通信に
よりマイコン(ArduinoUNO)を介してPCへ転 

図 1. センサの構造 図 2. 実験用モデル 
 

送される。そして、PC 上でフーリエ変換を行
い、振幅スペクトルを計算して分析を行う。
 
３．実験と測定結果

接触させる対象物として 板と厚さ
0.5mm のプラスチック板の 種類を用意し、
図 に示す実験用モデルを用いて で加振
した際の応答を測定する実験を行った。
図 3 に実験結果の一例を示す。このグラフは、

非接触状態、MDF 板への接触状態、プラスチ
ック板への接触状態を比較するため、振幅スペ
クトルの 100Hz～115Hz の部分を重ねて描い
たものである。非接触状態と比較して、104Hz
と 110Hz 付近の 2 つのピーク位置が、MDF
板の場合は低い振動数側に若干(最小分解能程
度)、プラスチック板の場合は高い振動数側に
0.7%変化していることが観察された。 

図３．振幅スペクトルの比較結果 
 
４．おわりに 
振動アクチュエータと加速度センサを用い

た振動式触覚センサの実験モデルを試作し、非
接触状態及び 種類の板へ接触させた状態の
加振応答を測定した。その結果、接触と非接触
で振幅スペクトルのピーク位置が変化するこ
と、及び、その変化傾向は材質により異なるこ
とが確認された。 
今後は、様々な材質・表面形状での測定デー

タを蓄積／整理し、表面の劣化状態の判断に役
立つセンサとしての実用化を目指したい。 
 
お問い合わせ先 
氏名：山本広樹 
E-mail：yamahiro@acp.metro-cit.ac.jp 
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　　　 空気ばねを有する２自由度系の強制振動

　. (小山高専　機械工学科) ○朱 勤・古木 晃太郎

キーワード： 空気ばね，２自由度振動系，強制振動，カオス振動

1.　緒 言
強制変位を受ける２自由度ばね-質量系は，車

両の上下振動に着目した力学モデルでもあり，路
面変化による車両モデルの応答を調べるときよく
用いられる．強制変位が正弦波，定常的ランダム
波などの条件で，車両の挙動に関して多くの研究
が行われたが，台形状の場合，モデルの振動の検
討は十分とは言えない．現在，一部の道路では，
路面に特殊な樹脂を貼り付けた縞模様の舗装処
理を施し，通過する車両に振動や音によって，ス
ピードの出しすぎなどに対する注意を促してい
る．このような路面変化は台形状の関数で表れ
る．そこで本研究では，空気ばねで支持された２
自由度系に注目し，強制変位は台型状の場合，シ
ミュレーションでモデルの応答を調べる．

2.　運動方程式
計算に用いた力学モデルは Fig. 1 に示されて

いる．空気ばねの復原力は次の式で表される．

Fsk = ks1(xs − xu − δs) + ks2(xs − xu − δs)
2

+ks3(xs − xu − δs)
3 (1)

Fuk = ku1(xu − xr − δu) + ku2(xu − xr − δu)
2

+ku3(xu − xr − δu)
3 (2)

ここで，kij (i = s, u; j = 1, 2, 3)はそれぞればね
定数であり，δjはばねの静止変形である．粘性減

Figure 1: 2-DOF Vehicle model

衰力は式 (3)と (4)のように定義すると，システ
ムの運動方程式は式 (5)および (6)で与えられる．

Fsc = cs(ẋs − ẋu) (3)

Fuc = cu(ẋu − ẋr) (4)

Msẍs = −Fsk − Fsc −Msg (5)

Muẍu = Fsk + Fsc − Fuk − Fuc −Mug (6)

　路面変化はFig. 2に示台型状の場合，励振関数
xr は次式のように定める．

xr (t) =
h

T1
t (0 ≤ t < T1) (7)

xr (t) = h (T1 ≤ t ≤ T2) (8)

Figure 2: Trapezoid forcing function

. xr (t) =
T3 − t

T3 − T2
h (T2 ≤ t < T3) (9)

xr (t) = 0 (T3 ≤ t ≤ T4) (10)

ここで，

Ti =

(
i∑
1

sj

)
· 1
v

(i = 1, · · · , 4) (11)

sj は Fig. 2に示す台形の底辺のパラメータ，vは
モデルの水平方向の速度である．

3.　数値計算例
系の応答の計算結果の一例を Fig. 3に示す．
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dx
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0 0.05xu
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0 0.02 0.04 0.06xu
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1
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Phase=0o

(c) (d)

Figure 3: Poincaré maps of chaotic and non-
chaotic responses

Fig. 3(a)∼(b)は速度が正方向の場合の応答の
ポアンカレ写像であり，カオス振動が生じている
ことを示している．速度が負方向にした場合の
応答のポアンカレ写像を Fig. 3(c)∼(d) に示す．
Fig. 3は減速帯の形状によって，車両が逆走行と
順走行の際に発生する振動は，それぞれカオス
的と規則的になる可能性があることを示唆して
いる．
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
お問合せ先　　 氏名：　朱　勤
　　　　　　　 E-mail：　 zhu@oyama-ct.ac.jp
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電子コンパスによる自己方向推定システムの作成

（函館高専機械工学科 、函館高専生産システム工学科２）

○宮﨑貴広 ・鈴木学２

 
キーワード：自己方向推定、デッドレコニング、電子コンパス、Arduino Uno 
 
1.はじめに 

自立走行ロボットは、エンコーダにより速度
を計測し、これを積分することで自己位置を推
定するデッドレコニングが広く用いられてい
る。このとき、ロボットの進行方向(自己方向)
も推定されるが、長距離移動した場合に誤差が
大きくなり、特にロボットの運動方程式を線形
にする線形化フィードバックの性能に影響を
与えることが考えられる。本研究では、正確な
自己方向推定のため、他のセンサを利用した自
己方向推定の手法を提案し、まず電子コンパス
を用いた自己方向推定のシステムを作成する。 

 
2.電子コンパスによる自己方向推定システム 
 

2.1 ハードウェア 
本研究では、自己方向を推定するためのセ

ンサとして、分解能 0.1 度の絶対角度のデー
が取得できる電子コンパスを採用した。電子
コンパスを使用するためのマイコンボード
として、ロボットに搭載しやすい、扱いが簡
単、手頃な値段で購入できるなどの点から、
Arduino Uno を使用した。また、示してい
る自己方向の値をわかりやすくするために
ディスプレイに値が表示できるようにした。
図１に使用した機器、表１に使用した機器の
規格を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図１使用した機器 

 
表１ 使用した機器の規格 

 
 
 

 
 

 

2.2 ソフトウェア 
自己方向推定のシステムを作成するに当

たって、電子コンパスからは絶対角度得られ
るが、初期角度を 0 度とするために、はじめ
にロボットが向いている方向の値を保存し、
その角度とこれから得られる角度の差を求
めることで自己方向を推定できるようにし
た。さらに、初期角度の誤差を減らすために、
はじめに角度を 100 回計測し、その平均値
を使用した。図２に実際に作成したプログラ
ムのフローチャートを示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図２フローチャート 

 
３．終わりに 
   今後は、ジャイロモジュールや加速度セン
サなどの他のセンサを電子コンパスと組み合
わせた自己位置推定システムを作成し、各セン
サによる推定性能を比較することで、より正確
な自己位置推定システムを作成する。そして、
作成したシステムが、推定したデータをロボッ
トが処理できるように改良することでロボッ
トに搭載し、線形化フィードバックの性能に与
える影響の大きさを検証する。 
 
 
お問い合わせ先 
氏名：鈴木学  
E-mail：m_suzuki@hakodate-ct.ac.jp 

lcd モジュール 
Arduino 
Uno 

電子コンパス 
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リーダ追従型隊列誘導の三次元拡張に関する研究

（函館高専機械工学科 、函館高専生産システム工学科２）

○阿部翔太 ・鈴木学２

キーワード：複数移動ロボット、隊列制御、リーダ追従型隊列誘導、三次元移動

１．はじめに
リーダ追従型隊列誘導とは、複数移動ロボッ
トの隊列制御手法の一つである。各フォロア
ロボット 以下フォロア が適当な時間遅れた
リーダロボット 以下リーダ と同じ動きで軌
道を追従することで列型隊列を形成、移動を
行う手法である 図 。

図 リーダ追従型隊列誘導

既存のリーダ追従型隊列誘導は平面移動を
対象としているが、実環境では立体駐車場や立
体交差など、平面移動に 軸方向の位置を加え
た三次元空間での移動を考慮する必要がある。
本研究では、シミュレーションを用いて検証す
るためにリーダの通過した三次元軌道を作成
した。
２．既存手法
既存手法のシミュレーションでは、二次元軌

道φを弧長 を用いて二次元軌道φ
を作成している。

の初期位置 の初期位置とすると

φ(s) = {
[𝑥𝑥1(𝑠𝑠)𝑦𝑦1(𝑠𝑠)]𝑇𝑇 𝑠𝑠 < 𝑠𝑠1

[𝑥𝑥2(𝑠𝑠)𝑦𝑦2(𝑠𝑠)]𝑇𝑇𝑠𝑠 ∈ [𝑠𝑠1, 𝑠𝑠2)
[𝑥𝑥3(𝑠𝑠)𝑦𝑦3(𝑠𝑠)]𝑇𝑇𝑠𝑠 ∈ [𝑠𝑠2, 𝑠𝑠3)

⋮
𝑥𝑥1(𝑠𝑠) = 𝑠𝑠 + 𝐴𝐴
𝑦𝑦1(𝑠𝑠) = 𝐵𝐵
𝑥𝑥2(𝑠𝑠) = 𝑅𝑅 ∗ cos (1/𝑅𝑅 ∗ (𝑠𝑠 − 𝑠𝑠1 + 3 ∗ 2𝜋𝜋𝑅𝑅/4))

+ 𝑥𝑥1(𝑠𝑠1)
𝑦𝑦2(𝑠𝑠) = 𝑅𝑅 ∗ sin(1/𝑅𝑅 ∗ (𝑠𝑠 − 𝑠𝑠1 + 3 ∗ 2𝜋𝜋𝑅𝑅/4))

+ 𝑅𝑅 + 𝑦𝑦1(𝑠𝑠1)
𝑥𝑥3(𝑠𝑠) = 𝑥𝑥2(𝑠𝑠2)
𝑦𝑦3(𝑠𝑠) = 𝑅𝑅 ∗ cos (1/𝑅𝑅 ∗ (𝑠𝑠 − 𝑠𝑠2 + 2 ∗ 3𝜋𝜋𝑅𝑅/4))

+ 𝑦𝑦2(𝑠𝑠2)
ただし、 π

とすると図２のよ
うな軌道になる。

図 既存手法での二次元軌道

３．提案手法
前説で述べている二次元軌道に 方向の座

標値を追加して
の初期位置とすると

φ(s) = {  
[𝑥𝑥1(𝑠𝑠)𝑦𝑦1(𝑠𝑠)𝑧𝑧1(𝑠𝑠)]𝑇𝑇 𝑠𝑠 < 𝑠𝑠1

[𝑥𝑥2(𝑠𝑠)𝑦𝑦2(𝑠𝑠)𝑧𝑧2(𝑠𝑠)]𝑇𝑇𝑠𝑠 ∈ [𝑠𝑠1, 𝑠𝑠2)
[𝑥𝑥3(𝑠𝑠)𝑦𝑦3(𝑠𝑠)𝑧𝑧3(𝑠𝑠)]𝑇𝑇𝑠𝑠 ∈ [𝑠𝑠2, 𝑠𝑠3)

⋮
𝑧𝑧1(𝑠𝑠) = 𝐶𝐶
𝑧𝑧2(𝑠𝑠) = 𝑧𝑧1(𝑠𝑠1)
𝑧𝑧3(𝑠𝑠) = 𝑅𝑅 ∗ cos (1/𝑅𝑅 ∗ (𝑠𝑠 − 𝑠𝑠2 + 2 ∗ 3𝜋𝜋𝑅𝑅/4))

+ 𝑅𝑅 + 𝑧𝑧2(𝑠𝑠2)
三次元軌道を描画すると図 のような軌道に
なる。

図 提案手法での三次元軌道

図 は、シミュレーションできるよう、簡単
に弧長表現できる直線と円弧の関数だけで表
現されている。
４．おわりに

本研究ではシミュレーションを用いるため
に弧長で表現された三次元軌道を作成した。今
後は直線やカーブでの加減速を考慮したリー
ダの速度を設計し、リーダ追従型隊列誘導を適
用する。

お問い合わせ先
氏名：鈴木学

：

P4-27.pdf



 

(2) (1) (3) (4) 
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薗頭カップリング反応を用いた 

新規なジシアノフルベン誘導体の合成検討 

  （鶴岡高専専攻科物質工学専攻 1、鶴岡高専物質工学科２） 

○中村公俊 1・矢作友弘２・瀬川透２ 

 
キーワード：ジシアノフルベン誘導体、薗頭カップリング反応、フォトクロミック化合物 
 
１．緒言 
フォトクロミック化合物とは, 単一の化学種が光

の作用によって分子量を変えることなく吸収スペ

クトルの異なる二つの状態間を可逆的に異性化す

る化合物であり, 本研究室では, ジシアノフルベ

ン二量体がフォトクロミック化合物であることを

確認している. 本研究は, 4, 4’-ジブロモベンジル

を出発物とした, 分子鎖の長い新規なジシアノフ

ルベン誘導体の合成を目的とした. 分子鎖を長く

することにより, 液晶材料の特徴でもある異方性

や流動性の機能付加が期待できる. 

今回は4, 4’-ジブロモベンジルのBr位に1-テト

ラデシンを付加させたジシアノフルベン誘導体の

合成を試みる. 1-テトラデシンを付加させる方法

として薗頭カップリング反応を利用する.  

本研究の合成経路は Fig.1に示す.  

Fig.1 本研究の合成経路 
 

2．実験 
原料(1)をアルドール縮合させ化合物(2)を得
た. (2)とマロノニトリルの脱水縮合により, 化
合物(3)を得た. (3)を酢酸中で加熱後, 濃硫酸

を加えて脱水反応させ endo-二量体(4)を得た. 
また, 原料(1)に薗頭カップリング反応を用い
て 1-テトラデシンを付加させた化合物(5)を合
成した. 化合物(5)の合成に用いた反応条件に
より endo-二量体(4)に 1-テトラデシンの導入
を試みた. さらに化合物(5)からアルドール縮
合による化合物(6)への反応について検討した.  
 

3．結果・考察 
化合物(2)は原料(1)から収率 87%で得ること
ができた. 化合物(3)は(2)から収率 63%で, 化
合物(4)は(3)から収率 37%で得ることができた. 
化合物(5)は原料(1)1.8gから収量 1.9g, 収率は
63%で合成した. 化合物(5)から(6)の反応は
TLC による確認で反応が進まないことがわか
った. 化合物(4)への薗頭カップリング反応で
は反応後の 1H-NMR測定から化合物(8)と考え
られるスペクトルは認められなかった. 化合
物(6)では, かさ高い長鎖アルキルのためにト
ランス型配置による立体の影響が反応の妨げ

になっていると考えられる. 化合物(8)の合成
では反応後に原料である二量体も確認できな

かったことから, 反応中の過熱の影響で分解
した可能性があると考えている.  
 
 
 

 
お問い合わせ先 
氏名：中村公俊 
E-mail：c130206@edu.tsuruoka-nct.ac.jp 

 

R： 
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長鎖アミドアミン誘導体と

長鎖脂肪酸の混合 膜の構造評価
（小山高専 物質工学科）○酒井洋・一ノ瀬和也・朝倉咲

 
キーワード：Langmuir 膜、低分子ゲル化剤、脂肪酸、FT-IR、π-A 等温線 

 
１．緒言 
低分子が会合し、その間隙に多くの溶媒分子

が保持されて形成されるゲルは低分子ゲルと
呼ばれ、その刺激応答性、環境低負荷性により
多くの注目を集めている 1)。低分子ゲル化剤は、
ゲル化剤分子間、またゲル化剤と溶媒との分子
間に特異的な相互作用が働きその能力を発揮
すると考えられるが、その詳細は必ずしも明ら
かになっていない。本研究では、異なる pH の
水溶液の水面上に、pH 応答性を示す低分子ゲ
ル化剤である長鎖アミドアミン誘導体と長鎖
脂肪酸との混合 Langmuir 膜を作製し、水溶液
の pH が膜の構造に与える影響を明らかにした。 
 
２．実験方法 
長鎖アミドアミン誘導体（C18AOH Fig. 1）

のクロロホルム溶液を、異なる pH の水の上に
滴下して Langmuir 膜を作製し、π-A 等温線の
測定を行った。また、様々な比率の C18AOH
とステアリン酸の混合 Langmuir 膜を作製し、
同様の測定を行った。さらに、C18AOH 単独、
あるいは重水
素化ステアリ
ン酸を用いた
混合 Langmuir
膜について、
いくつかの表
面積で赤外外
部反射スペク
トルの測定を
行った。測定は
すべて 25 ℃
で行った。 

 
３．結果と考察 
純粋な C18AOH の π-A 等温線は、pH 6 と pH 

11 ではどちらも膨張膜となった。これは
C18AOH が持つ嵩高い親水基による立体障害
により、炭化水素鎖が密に配列せず結晶化しな
いためと考えられる。さらに pH を下げると、
分子は水に溶解した。この Langmuir 膜の挙動
は、pH に応答する C18AOH のゾルーゲル転移
と対応するものである 2)。 
次に、ステアリン酸を混合させて π-A 等温線

の測定を行ったところ、pH 6 においては、理
想混合状態より、いくらか収縮した膜となった。
Langmuir 膜の赤外外部反射スペクトルを測定
したところ、C18AOH に由来する νaCH2バンド

のピーク波数が、C18AOH 単独の場合と比較
して低下した。これは、C18AOH 分子の炭化
水素鎖間の空隙を埋めるようにステアリン酸
分子が膜中に入り込んだためと考えられる。 
ステアリン酸は pH 11 ではプロトン解離し

水に溶けるため Langmuir 膜を形成しない。pH 
11 において混合 Langmuir 膜の赤外外部反射ス
ペクトルの測定を行ったところ、スペクトルに
ステアリン酸由来の CD2 バンドのピークが観
測された（Fig. 2）。この結果は、C18AOH がス
テアリン酸を Langmuir 膜中に留めておく働き
を持つことを示している。π-A 等温線の結果も
考慮すると、C18AOH 分子とステアリン酸分
子の間には、膜の横方向に強固な分子間力が働
いていると考えられる。 

 
４．謝辞 
C18AOH をご提供いただいた、東京理科大学 
河合武司教授に感謝いたします。 
 
５．参考文献 
1) L A. Estroff, et al., Chem. Rev., 2004, 104(3), 
1201. 
2) Y. Imura, et al., Chem. Lett. 2009, 38, 778. 
 
 
お問い合わせ先 
氏名：酒井洋 
E-mail：sakai@oyama-ct.ac.jp 

Fig. 1 Molecular structure of 
C18AOH 2) 

Fig. 2 IER spectra in the CH and CD stretching 
region of C18AOH and mixed C18AOH and stearic 
acid-d35 monolayers at pH 11 
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クロロゲン酸の ラジカル消去活性に及ぼす

システインの影響

（長岡高専 物質工学科）○関川留奈・奥村寿子

 
キーワード：クロロゲン酸、システイン、DPPH、o - キノン構造 
 
1．緒言 
近年、ポリフェノールは体内の活性酸素を除

去し、様々な疾病を防ぐ効果があることが報告
され、注目を集めている。その中でも、コーヒ
ーなどに多く含まれるクロロゲン酸（図 1）は、
キナ酸とカフェー酸がエステル結合したポリ
フェノールの一種であり、高い抗酸化能を示す
ことが知られている。

図 1．クロロゲン酸（Chl）およびシステイン（Cys）

ポリフェノールの抗酸化能の評価方法とし
ては 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl（DPPH）法が
広く用いられているが、これは DPPH ラジカル
が抗酸化物質によって還元されることによる
吸光度の減少を利用したものである（図 2）。

 
 
 
 
 
 

図 2．DPPH ラジカルの還元反応 
 
本研究では、アミノ酸共存下におけるクロロ

ゲン酸の DPPH ラジカル消去活性への影響を
検討するため、クロロゲン酸、アミノ酸および
それらの混合物のラジカル消去活性をプレー
トリーダーで一斉分析した。また、高速液体ク
ロマトグラフィー（HPLC）を用いた生成物の
構造解析により、反応のメカニズムを解析した。

2．実験
クロロゲン酸溶液とシステインなどのアミ

ノ酸溶液は pH6.0 のリン酸緩衝液でそれぞれ
最終濃度が 26 μM と 60 μM、DPPH 溶液はエ
タノールで 0.4 mM になるよう調製した。クロ
ロゲン酸 システイン DPPH 各溶液を 1：1：2
で混合し、30 分間、室温、暗所で放置後、520 
nm の吸光度を測定した。

HPLC 分析は、メタノール/0.1%酢酸 10/90
を移動相として流速 0.8 mL/min で行い、カラ
ムは Shiseido CAPCELLPAK C18 UG120 S3 を用
い、検出波長は 310 nm とした。

3．結果と考察
12 種類の各アミノ酸共存下におけるクロロ

ゲン酸のラジカル消去活性を一斉分析した結
果、システインを混合させた場合、クロロゲン
酸のラジカル消去活性が約 20～30%増加した。
ラジカル消去活性が最も高くなった濃度は、ク
ロロゲン酸 26 μM の場合、システイン 60 μM
であり、クロロゲン酸以外のフェノール性化合
物では、カテコール構造を有する物質において
高いラジカル消去活性が見られた。

他のシステイン誘導体として、ペニシラミン
または S カルボキシメチルシステインを用い
たところ、遊離の SH 基を有するペニシラミン
に高いラジカル消去活性が得られた。

クロロゲン酸と DPPH の混合溶液を HPLC
により分析した結果、一日後のクロロゲン酸量
は混合直後と比較すると、約 70%減少してい
た。また、クロロゲン酸とシステインと DPPH
を混合させると、クロロゲン酸と DPPH のみの
混合では見られなかった新たなピークが約 13
分に観測された（図 3）。そのピークについて
ネガティブモードでの LC/MS 分析を行ったと
ころ、m/z 274 であることが判明した。この値
は、クロロゲン酸のシステイン付加体の m/z に
相当し、システインの添加によるラジカル消去
活性の増加は、クロロゲン酸と DPPH の反応
経路で生成した o-キノン構造にシステインが
求核付加することによるものと考えられる。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3．Chl/DPPH 混合溶液の 

HPLC クロマトグラム（混合直後） 
 
 

問い合わせ先 
氏名：奥村寿子  
E-mail：okumura@nagaoka-ct.ac.jp  
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  化学修飾によるピロールの機能化と応用 

     （長岡高専・物質工学専攻 1、物質工学科 2） 

○渡邊陽子 1・皆川光平 2・鈴木秋弘 2 

 
キーワード：導電性高分子、ポリピロール、電子求引性、フッ素 
 
１．緒言 
 導電性高分子とは，二重結合と単結合が交互
に並んだ拡張π共役系構造を持つ高分子のこ
とである．そのなかでもポリピロールは，盛ん
に研究が行われている導電性高分子のひとつ
である．導電性の他にも，光学特性や化学的お
よび熱安定性が優れており，コンデンサやアク
チュエータなどさまざまな分野に応用されて
いる．しかし，ポリピロールは一般に不溶，不
融の黒色粉末で，機械的強度も低く，また成型
加工性にも乏しく，実用上の問題点を持ってい
る．そこで本研究では，物理的および電気的特
性を調節するために，電子求引基であるトリフ
ルオロメチル基(CF3)を導入し，原料となるピ
ロールの機能化を行った．一方，ピロール間に
メチン基(架橋)を導入し，分子の自由度を上げ
ると，ポリピロール膜の脆弱性の改善が期待さ
れる．そして，従来のポリピロールの重合方法
である電解重合ではなく，化学的酸化試薬を用
いた化学重合を行い，図 1 のような CF3 基を
導入した電子欠乏型ポリピロールの合成を検
討した．  

 
 
 
 
 
図 1 電子欠乏型ポリピロール 

 
２．実験方法 
 原料となる CF3 基を導入したピロールの合
成経路を図 2 に示す．4 のピロールまでの合成
経路は文献 1)を参考にした．そして，4 を
LiAlH4で還元し，原料となる 5 の CF3基置換
ピロールを合成する． 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 2  CF3基置換ピロールの合成経路 

  
 CF3基置換ピロール 5 を原料とし，種々の化
学的酸化試薬を用いて，条件を変えながら，図
3のようにCF3基置換ピロール5の重合を行う． 

図 3 CF3基置換ピロール 5 の重合反応 
 
３．実験結果および考察 

1 をニトロエタンでニトロ化し，無色透明液
体 2 を収率 58.0 %で得た．2 を無水酢酸でア
セチル化し，無色透明液体 3 を収率 53.4 %で
得た．3 をイソシアノ酢酸エチルと反応させ，
白色結晶 4 を 53.1 %で得た．さらに，4 を
LiAlH4で還元し，フッ素置換ピロール 5 を収
率 18.6 %で得た．そして，5 を p-トルエンス
ルホン酸を用いて，フラスコ内で酸化的化学重
合を行った結果，黒色粉末状沈殿が得られた．
しかし，得られた黒色粉末は溶媒に不溶であっ
た． 
今後は， 他の化学的酸化試薬でも重合を試

すとともに，図 4 のような無置換ピロールとの
カップリング反応も行う予定である． 

図 4 無置換ピロールとのカップリング 
 
さらに，各反応で条件を精査し，反応生成物

の物性評価を行う予定である． 
 
4．参考文献 
1)Noboru Ono et al．，Bull．Chem．Soc．Jpn．， 
62，3386-3388  (1989) 
 
 
問い合わせ先 
氏名：鈴木秋弘  
E-mail：aki@nagaoka-ct.ac.jp 
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計算による 分子の分子振動の

基本音及び、倍音の振動数と吸収強度の基底関数依存

（熊本高専生物科学システム工学科）

○二見能資・井手香菜美・森崎冴香

 
キーワード：量子化学計算、分子振動の非調和性、非調和振動数計算、吸収強度、倍音遷移 

 
１．緒言 

分子振動の倍音遷移は調和振動子近似では

禁制遷移である。実際に観測される倍音遷移を

理論的に扱うには分子振動の非調和性を考慮

する必要がある。このことは一般の物理化学の

教科書で記載されているが、それ以上の事は殆

ど述べられていない。そこで、非調和性を考慮

した一次元 Schrödinger 方程式を用いてフッ化

水素 HF分子の基本遷移、倍音遷移の振動数及

び、吸収強度を求めてみた。特に、計算コスト

に対する計算精度で定評のある密度汎関数

（DFT）法での基底関数の違いを比較してみた。 

２．計算方法 

DFT法によりHF分子の原子間距離を変えて

エネルギー計算を行い、分子振動ポテンシャル

関数 V(r)を求めた。この分子振動ポテンシャル

を用いた一次元 Schrödinger 方程式の数値解析

によって、HF伸縮振動の振動準位 Evとその波

動関数 Ψv(r)を求めた。 
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振動準位のエネルギー差から基本遷移、倍音

遷移の振動数を求めた。さらに、V(r)と同様に

求めた双極子モーメント関数 μ(r)と波動関数

から遷移双極子モーメント μv0を求めた。 
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そして、吸収強度 fv0を求めた。 
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V(r)と μ(r)の計算には、Gaussian09プログラ

ムを用い、計算方法には DFT法（B3LYP等）

を用いて様々な基底関数での計算を行った。一

次元 Schrödinger方程式の数値解析は自作のプ

ログラムを用いた。 

３．結果と考察 
図１に DFT//B3LYP計算によって得られた

HF分子の V(r)と μ(r)を示した。基底関数は、

6-311++G(3df,3pd)、6-31G**、6-31Gである。
基底関数によって、V(r)だけでなく μ(r)も異な

ることが分かる。表１に振動数と吸収強度をま

とめた。基底関数を大きくすることで実験値に

近い値を再現できることが示された。 

 
図１ V(r) 及び、μ(r)と基底関数の関係 

 
表１ 振動数及び、吸収強度と基底関数の関係 

v ν / cm-1 Int. ν / cm-1 Int. ν / cm-1 Int. ν / cm-1 Int.
1 3586 3.24E-06 3913 1.05E-05 3921 1.96E-05 3961 1.78E-05
2 7024 2.64E-07 7659 5.44E-07 7679 3.89E-07 7751 5.61E-07
3 10319 2.69E-08 11242 4.02E-08 11277 1.54E-08 11373 1.39E-08

6-311++G(3df,3pd)6-31G**6-31G Exp.[1]

[1]L. S. Rothman et al. J. Quant. Spectrosc. Radiat.Transf.  110, 533 (2009).  
 
お問い合わせ先 
氏名：二見 能資 
E-mail：futami@kumamoto-nct.ac.jp 
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電子レンジ処理によるニラ廃棄部の抗酸化能力について

（函館高専物質工学科 、函館高専専攻科環境システム工学専攻２、

函館高専物質環境工学科３）

○菊地諒祐 ・川上桐佳１・矢野祥平２・清野晃之３

キーワード：ニラ、電子レンジ、抗酸化能力、メチイン、

１．緒言
ニラはスタミナがつく食材として親しまれ、

また、生薬としても腹痛、貧血を抑えることが
知られている。ニラの栄養価はビタミン やミ
ネラルに富み、匂い成分のアリシンはビタミン

と結合してその吸収を良くし、代謝・免疫
機能を高め、疲労回復に役立つとされている。
ニラの臭い成分は、包丁でニラを切った際に、酵
素の働きでメチインという成分が素早く分解され
ることで生じると言われている。しかし、メチイ
ンには血液サラサラの効果や冷え性の改善、抗酸
化・抗菌作用が報告されていることから、臭いと
して揮発する前に、メチインをニラ中に保持でき
れば、ニラの新たな価値が見出せる可能性がある。
現在、本研究室は北海道知内町との連携によ

りニラの研究を進めている。知内町は「北の華」
のブランド名で年間約 トンを出荷する
道内一の産地である。その中で、ニラの出荷の
際に根元に近い茎部分をカットしているが、こ
れらはすべて廃棄されているという。しかし、
ニラの茎は甘みが強く、葉に比べてメチインが
多く存在することから、廃棄するのはもったい
ない話である。そこで本研究では、ニラ廃棄部
に注目し、その抗酸化能力について検討した。
また、高速液体クロマトグラフィー（ ）を
用いて、メチインなどの分析を行った。

２．実験
試料のニラは北海道渡島管内知内町産の「北

の華」の根元のカットされている廃棄部分を使
用した。ニラ廃棄部の調製方法は二つの処理方
法を検討した。抽出方法Ⅰはニラを電子レンジ
で加熱後、エタノール抽出し、ろ過、濃縮、凍
結乾燥を行った。抽出方法Ⅱは抽出方法Ⅰでエ
タノール抽出した後、そこにヘキサンを入れて
分画後、エタノール層を分離し、ろ過、濃縮、
凍結乾燥を行った。得られた試料をβ－カロテ
ン退色法試験により抗酸化能力を測定した。ま
た、メチインの分析には を用いた。

３．結果と考察
まず、抽出方法Ⅰの条件での抗酸化試験を行

った。その結果を表 に示す。抽出方法Ⅰでは、
電子レンジで 分処理した条件の抗酸化率が
最も高い値を示し、試料濃度が で

％を示した。しかしながら、比較物質とし
て測定したローズマリー抽出物の抗酸化率
（ ％）には及ばなかった。

表 抽出方法Ⅰによる抗酸化率について
抗酸化率（％）

試料 時間 １分 ２分 ３分

次に、抽出方法Ⅱでの結果を表 に示す。抽
出方法Ｉ同様、電子レンジで 分処理した条件
が最も高い値を示し（試料濃度が で

％）、ローズマリー抽出物と同程度の効果
が得られた。また、電子レンジ 分と 分でも
抽出方法Ｉよりも抗酸化率が高い値となった。

表 抽出方法Ⅱによる抗酸化率について
抗酸化率（％）

試料 時間 １分 ２分 ３分

この結果から、ヘキサンを加えて分画処理を
行うことで、ニラ中に含まれる脂溶性物質を除
くことができたことが、抗酸化率向上に繋がっ
たのではないかと思われる。また、電子レンジ
で 分処理した試料はニラ中の酵素の働きを
失活させ、メチインなどを揮発させずにそのま
まの状態で留めた可能性が示唆された。そこで、

を用いて分析したところ、二本のピーク
が検出され、一本はメチインであることが確認
できている。現在、得られた二本のピークと抗
酸化率との相関性について検討している。

お問い合わせ先
氏名： 清野晃之

：
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各種センサによる果実飲料の測定 

（苫小牧高専理系総合学科 1、北海道大学大学院２、 

苫小牧高専物質工学科３、苫小牧高専情報工学科４） 

○ 小島洋一郎 1，合田元清２，岩波俊介３，三上剛４， 宇津野国治３ 
キーワード：おいしさ、官能評価、味認識装置、各種センサ、識別 
 
１．緒言 
食品に対するヒトの総合的感覚，例えば「お

いしさ」は，官能評価を用いて行われてきた。

しかし，パネラーの育成に時間を要し，得られ

た評価データの再現性や信頼性に課題が残る

と指摘されている。その一方で，味認識装置が

実用化され，味の評価が客観的に行われるよう

になった１）。本研究では，近年一人あたりの消

費量が増加している果実飲料 6種について，機

器分析や味認識装置により測定・評価を行い，

どのような相互関係があるのか，また，サンプ

ルの飲料を簡易に分類する手法に関して検討

を行った。 

２．実験方法 

果実飲料として，リンゴジュース３種(果汁

濃度 100％)，オレンジジュース３種(果汁濃度

100％２種，30％１種)をサンプルに使用した。

①味認識装置では，８項目(酸味，苦味，苦味

雑味，渋味，渋味刺激，旨味，旨味コク，塩味)

について測定を実施した。②機器分析では，５

項目（pH，電気伝導度，粘度，糖度，酸度）に

ついて測定を行った。なお，①，②の実験では

各サンプルに関して誤差を考慮し計５回の測

定を行った。また，それぞれの機器から得られ

る計測データは単位などが異なることから，平

均を０，標準偏差を１とし，標準化したデータ

で評価する。 

３．結果 

①味認識装置覚センサから得られる８項目

の測定結果について相関図を作製した。その後，

相関係数が 0.90 以上と高い数値を示す２項目

のうち一方の項目を削除することで，最終的に

４項目で分析を行った。その結果，サンプルは

３つに分類された。１つ目はリンゴジュースの

グループ，２つ目は果汁濃度 100％オレンジジ

ュースのグループ，３つ目は果汁濃度 30％オ

レンジジュースである。８から４項目へ測定数

を減らしても同じ結果が得られた。測定した４

項目に対する応答パターンを図１に示した。そ

れぞれのサンプルに特徴的なパターンが明瞭

に得られたため，分類が容易になった。 

②機器分析においても，①と同様に相関図を

作製し，相関係数の高い項目を削除したところ

５から３項目へ絞り込むことができた。また，

①味覚センサと同様に，サンプルは３つに分類

され同じ傾向を示した。 

４．結言 

「ジュースの種類ごとに分類」，「果汁濃度ご

とに分類」するのであれば，味覚センサと同程

度の分類結果を３種類の分析機器にて代替で

きる可能性が得られた。今後は，様々な飲食品

に対して，これらの機器を用いて食品の簡易分

類を行い，データベースの構築を目指す予定で

ある。 

参考文献 

1)Kiyoshi Toko, “ Biochemical Sensors: 
Mimicking Gustatory and Olfactory 
Senses”, Pan Stanford Publishing (2013) 

図 1 味認識装置の応答パターン 
 
お問い合わせ先 
氏名：小島洋一郎 
E-mail：kojisan@gt.tomakomai-ct.ac.jp 

  りんごジュース 

  (果汁濃度 100％) 

  オレンジジュース 

  (果汁濃度 100％) 

  オレンジジュース 

  (果汁濃度 30％) 
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紅茶飲料の分析データによる簡易評価

（苫小牧高専理系総合学科 、苫小牧高専物質工学科２、

北海道大学大学院３、苫小牧高専情報工学科４）

小島洋一郎 ・○藤本周２・合田元清３・岩波俊介２・三上剛４・宇津野国治２ 
キーワード：品質評価、官能検査、物理化学機器、主成分分析、食品分類 
 
１．緒言
食品メーカーにおいて，自社製品の品質評価

や，他社製品との差別化を検討することは大変
重要である。そのため，官能評価に従事してい
る担当者の負担は，これまで以上に増加してい
る。そこで本研究において，従来から利用され
比較的に廉価な物理化学機器と，これらの機器
から得られる測定データを統計的に情報処理
するシステムの構築を行った。これにより，官
能検査の代替，もしくは，検査員をサポートす
る情報に活用できれば，安定した評価へ繋がり
負担の軽減が邁進すると考えられる。本報では，
嗜好飲料である市販紅茶の分類をこのシステ
ムを用いて検討した。
２．実験方法

市販されている３社のペットボトル紅茶を

用いた。サンプルの紅茶は，タイプの違う６種

（無糖，ストレート，レモン，オレンジ，ミル

ク）と，経時変化を確認するため ℃以下の

冷蔵にて６日間保存した２種を合わせて８種

とした。測定原理の異なる理化学機器（粘度，

，抵抗率，密度）４機種を選択した。なお，

温度は ± ℃にて行った。それぞれ測定デ

ータの単位やスケールが異なることから，平均

値を０，標準偏差を１とし，標準化を施したデ

ータにて紅茶の差異を評価した。さらに，得ら

れた測定データを用いて多変量解析の一つで

ある主成分分析をかけ，紅茶の分類を行った。

解析ソフトには 社製 ）を用い

た。各サンプルに関して誤差を考慮し数回の測

定を行い，それらの平均値にて評価した。

３．結果

ストレートティーは８種の紅茶の平均値と

なり，紅茶の基準として見据えることができた。

無糖の紅茶は，開封直後・６日後ともに粘度や

密度が負の値を，これに様々な物質が添加され

たと考えられるレモンやミルクティーなどは

正の値を示しており，添加された物質の有無を

表している。レモンやオレンジティーは の

値が低い結果を示した。このことはヒトの味覚

における酸味に相当していると考えられる。ミ

ルクティーは乳脂肪分が他の紅茶より多いこ

とから抵抗率に反映した値となっている。この

ようにそれぞれの機器から，紅茶の差異を見出

すことができた。次に，多変量のデータを可視

化する情報処理手法として主成分分析を用い

た。図１にその結果を示す。基準となるストレ

ートティーがグラフの中央になった。無糖の紅

茶は銘柄に応じて違いが現れているが，座標上

において同じグループに位置している。日数の

経過に伴い元の位置より多少開封前の座標点

から別の点へ移動する傾向が得られた。オレン

ジやレモンティーの柑橘系は同じ傾向を示す

グループと見なすことが出来た。

４．結言

各サンプルに特徴的なデータが明瞭に得ら

れたため，容易に分類することが出来た。今後

は味認識装置 との融合を図る予定である。

参考文献

“

”

図１．主成分分析による紅茶の分類
 
お問い合わせ先 
氏名：小島洋一郎 
E-mail：kojisan@gt.tomakomai-ct.ac.jp 
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1,4-求核付加を用いた 1,3-O,S構造を有する 

新規ジスルフィドの合成 

（米子高専物質工学科） 
○大江ひかる・谷藤尚貴 

 

キーワード：1,4-求核付加、ジスルフィド合成 

 
1．緒言 

食品業界では様々な香気フレーバーが開発
され、現在では数千種類ものフレーバーが多様
な用途で活用されている。その中でも含硫有機
分子は力価が高く、風味を向上させる成分が多
数存在し、主要な香気物質として働くことが多
くある。しかしながら、食品香気成分はすぐに
空気中に飛散してしまうことや化学的安定性
の問題から、加工してから食すまでの時間が経
つほど香気成分は減少し、食品としての価値が
下がってしまうことが問題である。そこで私は、
含硫有機分子の中でも香気成分を示す基本骨
格である 1,3-O,S 構造 1)に注目して、ジスルフ
ィド基を導入した新しい機能性分子の合成を
行った。また、一般的なチオールの酸化反応で
は対称成分を分離しなければならないが、この
対称成分の分離は困難であるため、本研究では
チオールの酸化による S-S 間のカップリング
以外の C-S、S-S 結合の連続形成によって
R-S-S-構造を導入する手法を用いた合成を行
った。 
 
2. 実験  
まず、カルボニル化合物へジスルフィド基を

導入するために、α,β-不飽和カルボニル化合物
であるシクロヘキセン-1-オンに対して求核剤
として p-トルエンチオスルホン酸を加え、1,4-
付加生成物のチオスルホン酸エステルを合成
した。(図 1) 

 
 

 
次に、チオスルホン酸エステル（-S-SO2-）

の二価硫黄部位の反応性が高いという性質を
利用して、チオールとの求核置換反応によるジ
スルフィドへの変換を行った。(図 2) 
 

 
 
 
3. 結果と考察 
α,β-不飽和カルボニル化合物に求核剤となる

チオスルホナートを加えると、図 1 に示すチオ
スルホン酸エステルが生成した。この付加反応
は、チオスルホナートの求核性を向上させるア
ミン類の触媒を添加することで促進されるこ
とも確認した。また、生成物の単離を行わずに
新たな求核剤としてチオールを加え、酸処理を
行うと目的物である非対称のジスルフィドを
得ることができた。この結果から、エノラート
構造のチオスルホン酸エステルに対してチオ
ールの求核攻撃が 2価硫黄上で起こりS-S結合
が形成することで、この 2 つの求核反応が 1
ポットで進行したことが証明された。これらの
反応は逐次的に行っても同様の生成物を得る
ことが出来るが、初めの生成物を単離した後に
チオールを反応させたものの収率は 40%以下
である一方で、1 ポットで反応させたものの収
率は 75%となった。このことから、1 ポットに
よる反応では生成したものを直接次の反応の
基質として用いているため副反応の抑制や操
作の簡略化が収率の改善に繋がる要因になっ
たと考えられる。 

 
4. 参考文献 
1) P. Werkhoff, M. Güntert, G. Krammer, H. 
Sommer, J. Kaulen, J. Agric. Food Chem., 46, 
1076(1998). 

 
 
お問い合わせ先 
氏名：谷藤尚貴  
E-mail：tanifuji@yonago-k.ac.jp

図 1. チオスルホナートの 1,4-求核付加 

図 2. ジスルフィドへの変換 
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       酸素の供給方法がバイオカソードの性能におよぼす影響 

（⻑岡技大⽣物機能⼯学専攻） 
○桑原敬司・鳥山圭介・近藤みずき・下村雅人 

 

キーワード：バイオ燃料電池，直接電子移動，バイオカソード，酵素電極，ラッカーゼ 

 
1. はじめに 
 

直接電子移動(DET)型酵素電極のバイオ燃料
電池への応用は，隔膜を必要としない単槽型セル
の利用を可能とするため，内部抵抗の低減や電池
セルの構成の簡易化に有用である。例えば，フル
クトースデヒドロゲナーゼ(FDH)はフルクトー
スの脱水素反応を触媒する酵素であり，FDH を
固定化した電極は DET 型のバイオアノードとし
て機能する。また，ラッカーゼ(Lac)は酸素の水
への還元を触媒する酵素であり，これを固定化し
た電極は DET 型のバイオカソードとして機能す
る。すなわち，これらの電極を組み合わせること
で単層型のバイオ燃料電池を構成することが可
能である。 

これまでの研究で我々は，特定の導電性高分子
で修飾した電極を用いることで，DET 型のバイ
オアノードおよびカソードが作製可能であるこ
とを見出した。さらに，これらの電極を組み合わ
せることで，単槽型のフルクトース/酸素燃料電
池として機能することを確認した[1]。また，この
燃料電池の出力が Lac を使用したバイオカソー
ドでの反応物質である酸素の供給速度により制
限されていることを明らかにした。 

本研究ではカソードの構造や作製方法が電極
性能におよぼす影響について検討した。その結果，
酸素供給速度と酸素還元電流の大きさに関する
知見が得られたので報告する。 
 
2. 実験 
 
 Lac の固定化担体として利用したポリチオフ
ェン誘導体膜は，三電極セルを用いた電解重合法
により作製した。作用電極にはカーボンファイバ
ーペーパーもしくは金電極，対向電極には白金電
極，参照電極には飽和カロメル電極(SCE)を用い
た。Lac の固定化は，1 mg/mL の Lac を含む
0.05 M 酢酸緩衝液(pH 4.5)中に 4 ℃にてポリチ
オフェン誘導体膜を電極ごと浸すことで行った。
酸素還元電流は，Lac 固定化電極を作用極として
用い，酢酸緩衝液中でのクロノアンペロメトリに
よって観察した。単槽型バイオ燃料電池の発電性
能は，0.2 M フルクトースを含む酢酸緩衝液を測
定溶液とし，任意の電位を両極間に与えた際の電
流値を読み取ることによって評価した． 
 

3. 結果と考察 
 
 Scheme 1 に実験に使用したバイオカソード
の構成を示した。Cathode1 は従来の構成であり，
緩衝液中に存在する溶存酸素のみを反応に用い
る。Cathode2 は新たに検討した構成であり，気
相からの酸素の取り込みを効率的に行うことを
目指して設計されている。 
 Fig. 1 は Cathode2 を用いて測定を行った結
果を示している。電極は酸素存在下，+0.6 V 付
近で立ち上がる酸素還元電流を示した。酸素還元
電流は，気相を酸素で満たすことにより増大した。
このことから，電極構成の変更は効果的であった
といえる。さらに，Cathode2 をフルクトース燃
料電池に組み込むことで，出力が大幅に増大する
ことも確認した。 

 
Scheme 1 

 
Fig. 1 Bioelectrocatalytic oxygen reduction at 
cathode 2. 
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氏名：桑原敬司 
E-mail：kuwataka@vos.nagaokaut.ac.jp 
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電解液の組成がアスコルビン酸燃料電池の 

発電性能に与える影響 
(長岡技科大生物機能工学専攻) 

○上野 新 ･ 鳥山圭介 ･ 近藤みずき ･ 桑原敬司 ･ 下村雅人 

 
キーワード : アスコルビン酸燃料電池、酵素電極、ラッカーゼ、導電性高分子 
 
1. 緒言 
 ポータブルデバイスや生体内で利用可能な燃

料電池用の燃料として、糖やアルコールなどのバ

イオマスが注目を集めている。我々はこれまで、

糖酸であるアスコルビン酸が安全性や電気化学

的活性が高いという利点を持つことに着目し、ア

スコルビン酸を燃料として利用する燃料電池に

ついて検討を行ってきた(Fig. 1)。特に、弱酸性

から中性の電解液の使用を検討しており、この溶

液中での効率的なアスコルビン酸の電気化学的

な酸化を目指している。これが達成されれば、こ

れまでの強酸性溶液を必要とするアスコルビン

酸電池とは異なり、燃料溶液の取り扱いが格段に

安全となるため、電池の適用範囲拡大が期待され

る。さらに、酸素の水への還元を行うカソード用

の触媒として酵素を利用することが可能となる

ため、白金等の貴金属触媒が必要なくなるという

利点もある。 
 本研究では、アスコルビン酸燃料電池の発電性

能の向上を目指し、アスコルビン酸酸化極および

酸素還元極の性能に対して電解液の組成が及ぼ

す影響について検討した。 
 

 
Fig.1 Ascorbic acid fuel cell. 

 
2. 実験 
 アスコルビン酸の電気化学的な酸化には導電

性高分子により修飾した電極を用いた。導電性高

分子による修飾は電解重合法により行った。電解

重合は，0.50 M 3-メチルチオフェンおよび 0.10 
M 過塩素酸テトラエチルアンモニウムを含むア

セトニトリル中で金電極に+2.2 V vs. SCE の電

圧を印加することによって行った。作製した電極

によるアスコルビン酸の電気化学的な酸化は、1 
mM のアスコルビン酸を含む様々な種類･濃度の

電解液を測定溶液として用い、サイクリックボル

タンメトリにより評価した。 
酸素還元電極には、導電性高分子電修飾した後，

その表面にラッカーゼを固定化した電極を用い

た。ラッカーゼの固定化は、ラッカーゼを含む溶

液に導電性高分子により修飾した電極を浸漬す

ることで行った。作製した電極による酸素還元は、

酸素および窒素飽和させた様々な種類･濃度の電

解液中でサイクリックボルタンメトリにより評

価した。 
 
3. 結果と考察 
 電解液の影響を示す一例として、酢酸緩衝液の

濃度とアスコルビン酸酸化電流および酸素還元

電流との関係を Fig. 2 に示した。アスコルビン

酸酸化電流は電解質濃度 0.2 M で最大となった。

酸素還元電流は、測定した範囲内で電解質濃度が

低いほど大きくなった。すなわち、燃料電池を構

成する際には各電極の性能が発揮される濃度を

慎重に選択する必要があるといえる。 
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Fig. 2 Influence of electrolyte concentration on 
electrochemical oxidation of ascorbic acid and 
bioelectrocatalytic reduction of O2. 
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カテコールとボロン酸のエステル形成反応を

利用した電極表面の修飾
（長岡技大生物機能工学専攻）

○志賀 諭・近藤みずき・桑原敬司・下村雅人

キーワード：ボロン酸エステル，自己組織化単分子層，カテコール，電極修飾

1. 緒言

 ボロン酸は糖などのジオールとエステルを形

成する．このエステルは pH 変化により，その形

成と解離を制御可能であることが知られている．

また，ジオールの一種であるカテコールは，容易

に電気化学的に酸化還元することが可能である．

本研究では，このカテコールの性質に注目し，従

来の pH 環境の変化に加え，電気化学的にエステ

ル形成を制御することを目指している．本報告で

は，電極表面でのカテコールとボロン酸のエステ

ル形成に関して得られた知見について述べる．

2. 実験

 カテコール構造を有するジスルフィド 1 の合

成 (Scheme 1) およびそれを用いた金電極上へ

の単分子層の形成 (Scheme 2) は以下の手順で

行った．まず，3-メルカプトプロピオン酸のエタ

ノール溶液に過酸化水素を添加することでジス

ルフィドを合成した．続いて，縮合剤を用いてド

ーパミンとアミド結合を形成させることで 1 を
得た．次に，1 のエタノール溶液を調製し，その

溶液に金電極を浸すことで自己組織化単分子層

の形成を行った．単分子層の形成は，サイクリッ

クボルタンメトリにより確認した．その際の測定

溶液には pH 8.0の 0.1 Mリン酸緩衝液を用いた．

1 の単分子層とボロン酸とのエステル形成は

10 mM のフェニルボロン酸を含むリン酸緩衝液

(pH 8.0) に 1 の単分子層を形成した金電極を浸

すことにより行った．また，エステルの解離は 1 
mM の塩酸に電極を浸すことにより行った．カテ

コールとボロン酸とのエステル形成はサイクリ

ックボルタンメトリおよび微分パルスボルタン

メトリにより確認した．測定溶液はいずれの場合

も pH 8.0 の 0.1 M リン酸緩衝液を用いた．

Scheme 1 

Scheme 2 

3. 結果と考察

Fig. 1 (a) に示すように，1 により修飾した金

電極は典型的な表面吸着型のサイクリックボル

タモグラムを示した．0.1 V vs. Ag/AgCl 付近に見

られる酸化還元ピークはカテコール構造に由来

するものであり，この結果は 1 の単分子層が形成

していることを示している．

単分子層により修飾した電極をフェニルボロ

ン酸処理したところ，Fig. 2 (b) に示すように酸

化還元電流が小さくなった．これは，酸化還元が

可能なカテコールが減少したためであり，ボロン

酸エステルが形成したことを示唆している．また，

エステル形成後の電極を酸性溶液で処理するこ

とにより酸化還元電流の回復が見られたことか

ら，エステルの解離が起きたと考えられる．
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Fig. 1 Cyclic voltammograms of the 1 monolayer 
modified electrode before (a) and after immersing 
phenyboronic acid solution (b). Scan rate; 50 mV s-1 
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ちくわについて 

（米子高専物質工学科 1、東京農工大学工学部 2） 
○井田健太郎 1・安部希綱 2・谷藤尚貴 1 

 

キーワード：ちくわ、穴、すりみ、魚、 

 
1．緒言 
 「和食」がユネスコ無形文化遺産に認定さ
れて以来，日本食に関わる文化や歴史といっ
た項目には注目が集まっている．鳥取県にお
いては県の東西において異なる種類の竹輪
が好んで食されており(Fig1)，また，鳥取市
の竹輪の消費額が日本で最も高いという事
実 1)から県内には竹輪に関する興味深い歴
史・文化があると予想される．とうふちくわ
の起源は諸説あるが，江戸の終わり，因幡藩
藩主池田公は「魚の代わりに豆腐を食べるよ
うに」という，質素な食生活を奨励した．江
戸時代の記録によれば，鳥取では漁港の開発
が遅れており，ちくわやかまぼこも豊富に出
来ずに、代わりに豆腐をすり身の代わりに使
ったと言われている．しかし，豆腐屋は多く
存在していたことから，魚の代わりに豆腐で
竹輪を作るとうふちくわは生まれたと伝わ
っている．このような質素な生活の中に，ま
た庶民が育んできた普段料理にこそ，食文化
のルーツがある． 
竹輪の歴史は古く，初めて竹輪が食された

のは三韓渡航の際であり，神功皇后に食べら
れたとされている．江戸時代においては上述
したように高級品として扱われており，倹約
令も出されるほどであった．しかし，今日に
おいては一般庶民が口にするのは容易であ
り，多くの家庭で楽しまれている．このよう
な背景から，竹輪に関する調査を行った． 
 
2．結果・考察 
 鳥取県で市販されている竹輪が一般に知
られている竹輪と同様のものか判別するた
めに竹輪を切断することで断面を確認した．
(Fig2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig1. 鳥取県における竹輪 

 
竹輪に関する調査は訪れた地域で竹輪を

購入して食べることにより行った．訪れた地
域では，その地域独自の竹輪を見つけること
ができた(Fig3)．当日のポスターセッション
では，地方の風土と竹輪の関連や竹輪の化学
的性質，竹輪を貫く空洞を利用した新規竹輪
の調理法についての議論を行う． 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig2. 竹輪の垂直方向図断面図 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fig3. 熊本県名産ちくわサラダ 
 
3．参考文献 
1)総務省統計局 
http://www.stat.go.jp/data/kakei/5.htm 
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氏名：谷藤尚貴  
E-mail：tanifuji@yonago-k.ac.jp 

P5-13.pdf



  講 演 有機修飾MCM-41に添加したイミダゾールのプロトン伝導性 

（米子高専物質工学科） 

○山上真子・田中晋 

 
キーワード：固体電解質、メソポーラスシリカ、プロトン伝導、交流インピーダンススペクトル 
 
１．緒言 
 100℃付近の中温域でプロトン伝導を示す
固体電解質としてイミダゾールが注目されて
いる。イミダゾールは、窒素原子に結合したプ
ロトンを隣り合ったイミダゾール分子に受け
渡し、バケツリレーのようなグロータス機構に
よってプロトン伝導することが知られている。
しかし、この機構を実現するには、イミダゾー
ル分子自身の拡散を制限する必要があるため、
本研究では、メソポーラスシリカ MCM-41 に
イミダゾールを添加することでそれを試みた。
MCM-41 は比表面積が大きく、細孔壁面へよ
り多くのイミダゾールを吸着しやすい。また、
細孔壁面は有機修飾することで、吸着能などを
変化させることができる。本研究では、プロピ
ル基、アミノ基でそれぞれ修飾した MCM-41
を合成し、これらにイミダゾールを添加した試
料について、プロトン伝導を観察し、そのメカ
ニズムを明らかにすることを目的とした。 
 
２．実験 

MCM-41 は、臭化セチルトリメチルアンモ
ニウム、オルトケイ酸テトラエチル、水酸化ナ
トリウム、蒸留水をモル比 1.0：7.5：1.8：500
で混合し、100℃で 72 時間加熱することで合
成した。さらに 3 mol L-1塩酸を加えて撹拌後、
ろ過、洗浄を行い、窒素雰囲気下で 540°C、3
時間か焼して MCM-41 とした。MCM-41 には
窒素雰囲気下でアミノプロピルトリエトキシ
シランもしくはプロピルトリエトキシシラン
を加えて 80℃で 8 時間還流し、アミノ基修飾
物 a-MCM-41、プロピル基修飾物 p-MCM-41
とした。各 MCM-41 には、イミダゾールを添
加し、2 時間撹拌した後、溶媒を減圧留去して
イミダゾール添加試料 Im/各 MCM-41 とし、
これらの試料について TG/DTA、XRD、BET
一点法、交流インピーダンス、1H MAS NMR
スペクトルの測定などを行った。 
 
３．結果および考察 

p-MCM-41 の XRD パターンは MCM-41 と
ほとんど変化なく、比表面積も 878.8 m2 g-1

で、MCM-41 の 874.7 m2 g-1とほぼ等しいこ
とから規則的な細孔構造を保っていることが
確認できた。一方、a-MCM-41 については、
XRD のピーク強度が大きく下がり、比表面積 

 
も 452.2 m2 g-1と半減したことから、細孔構造
の一部が壊れていると考えられる。 

p-MCM-41 と a-MCM-41 にイミダゾールを
10wt%添加した試料の電気伝導度 σは、65°C
以上でほぼ等しい値となり、Im/MCM-41 の約
3 倍となった（図 1）。これは、添加したイミ
ダゾール分子自身の拡散によってイオン伝導
がおこったためと考えられ、この濃度では
Im/a-MCM-41 においてグロータス機構によ
るプロトン伝導が確認出来なかった。 

10wt% Im/MCM-41 の 1H MAS NMR スペ
クトルには、MCM-41 で観測された 2.5 ppm
付近のシラノール基のピークと 4 ppm 付近の
吸着水によるピークが確認できた（図 2）。そ
の他のピークは Im に帰属でき、バルク状態の
Im と比べると著しく先鋭化していることから、
Im の分子運動が激しくなっており、Im によ
って電気伝導度が向上したと言える。 

 

 
 
 
 
 

 
お問い合わせ先 
氏名：田中 晋 
E-mail：s-tanaka@yonago-k.ac.jp 

 
 

10wt% Im/MCM‐41 

MCM‐41 

Im 

ν₀ = 400 MHz 
MAS 5 kHz 

図 1 Im/各 MCM-41 における電気伝導度 σ

図 2 Im/MCM-41の 1H MAS NMRスペクトル
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        固体固体固体固体 NMRNMRNMRNMR スペクトルによるうどん麺コシの評価スペクトルによるうどん麺コシの評価スペクトルによるうどん麺コシの評価スペクトルによるうどん麺コシの評価    
（（（（米子米子米子米子高専高専高専高専物質物質物質物質工学科工学科工学科工学科））））    
○○○○勝部瑞貴勝部瑞貴勝部瑞貴勝部瑞貴・・・・田中田中田中田中    晋晋晋晋    

 

キーワード：固体 NMR、官能試験、タンパク質、分子構造 

 

1．緒言 

 固体 NMR は、固体状態の試料における分子構
造、分子運動を試料を破壊することなく測定でき
るが、溶液 NMR に比べて感度、分解能が低いこ
ともあり、普及率がまだまだ低い。本研究では固
体 NMR をより一般的な食品試料に用いること
で広く利用できることを示すこととした。 

食品試料には、うどん麺を取り上げ、そのコシ
の強さと NMR スペクトルの相関を明らかにす
ることを目的とした。麺のコシは、麺に含まれる
たんぱく質、グリアジンとグルテニンがジスルフ
ィド結合によって結合し網目構造をもつグルテ
ンを形成することで生まれることが知られてい
る。本研究では、グルテンの生成を固体 NMR ス
ペクトルから観測可能か検討を行い、官能試験の
結果との相関を調べた。 

 

2．実験 

 中力小麦粉（日清製粉社製「雪」）50 g に約 10％
食塩水を 25 mL 加え、所定の回数手でこねた後、
厚さ 5mm に圧延して横幅 4mm に切断した。麺
は沸騰した約 1 L のお湯で 10 分間茹でた後、水
道水で洗った。 

茹でた麺については、官能試験を行い、生地を
こねる回数などの製麺条件と、麺のコシの強さの
相関を調べた。麺の評価は、被験者によって麺の
弾力、粘度、硬さなどについて 5 段階の採点法で
行い、総合的にコシの強さを調査した。1

H, 
13

C 

MAS NMR スペクトルの観測には Bruker 社製
AVANCEⅢHD400 を用い、中力小麦粉、所定の
回数こねた後の生地、茹でた麺などについて測定
した。また、比較のため、中力小麦粉を水に溶か
して得られた粘性のある固形物（以下これをグル
テンと記す）やシステインについて測定した。 

 

3．結果および考察 

 それぞれ 0, 10, 40 回こねた後茹でた 3 種類
のうどん麺について得られた官能試験の結果
を図 1 に示す。コシの強さに関連する硬さ、弾
力、粘度は、0 回の麺が最も低く、40 回の麺
は最も硬くなるものの、弾力と粘度が低いこと
から、10 回こねたものが総合的に見て最もコ
シが強いといった結果になった。旨みと塩味な
どを総合した、美味しさについても、10 回の
麺が最も高く、コシの強さと相関をみることが
できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 うどん麺における官能試験の結果 

 

 茹でる前のうどん麺（混錬 10 回）の 13
C MAS 

NMRスペクトルでは60–100 ppmにデンプン由
来のピークが見られたが、原料である中力小麦粉
に見られた30, 170ppm付近のシステイン由来の
ピークは小さく、判別が難しい状況にあった。コ
シの強さを左右するジスルフィド結合の検出は、
30 ppm 付近に見られるα位とβ位の 13

C 核の化
学シフトが変化することで判別可能なことがこ
れまでに分かっている 1)ことから、積算回数を増
やしたり、MAS 速度を上げるなどして、うどん
麺の 30 ppm 付近のピークを、より明瞭に観測す
ることでジスルフィド結合の形成を検出できる
と言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2  うどん麺等における 13
C MAS NMR スペ

クトル（ν0 = 100.6 MHz, MAS 5kHz） 

 
参考文献 1) 永田, 齋藤, 田中, 分析化学, 26, 64 (1977). 
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         パーフルオロホウ酸塩およびリン酸塩の分子構造と薄膜化 

            （米子高専物質工学科） 

○山本 陽菜美・田中 晋 

 
キーワード：柔粘性結晶、rotator 相、固体電解質、核磁気共鳴、薄膜 
 
１．緒言 
近年、高分子電解質や酸化物系固体電解質に

次ぐ第三の固体電解質として、柔粘性結晶やそ
の一種である rotator 相が注目されている。
Rotator 相は一見すると固体状態にあり、構成
する棒状イオンの重心は格子点状に位置する
が、格子欠陥を伝ってイオンが伝導するといっ
た特徴をもっている。 
小田原らは、吸湿性が低く耐酸化性の高い

rotator 相を得る目的で、パーフルオロボレイ
トを用いた n-C12H25N(CH3)3[CF3BF3] (以下、
C12N3CB と記す)を合成し、融点直下の幅広
い温度域で rotator相化合物となることを示し
た。また、この化合物の溶液を熱水上に滴下す
ると半透明な薄膜を形成することを見出した
1)。本研究では、耐酸化性かつ低吸湿性の固体
電解質を得ることを目的とし、より小さな陰イ
オンを用いて n-C12H25N (CH3)3X (X- = BF4-, 
PF6- ) (以下、C12N3BF, C12N3PF と記す)を
合成し、rotator 相を形成するか否か、分子運
動や構造を調べた。また、C12N3CB が薄膜を
形成することから、本化合物においても薄膜化
が可能であるか調査した。 
 
２．実験 

n-塩化ドデシルトリメチルアンモニウム水
溶液を陰イオン交換樹脂後、テトラフルオロホ
ウ酸またはヘキサフルオロリン酸を加えて中
和し、溶媒を減圧留去、再結晶して C12N3BF
または C12N3PF の白色微粉末試料を得た。こ
れらの試料について TG/DTA、DSC、粉末 XRD、
交流インピーダンス、1H NMR スペクトル線
幅の二次モーメント M2 などの測定を行った。
また、合成物を熱水上に滴下するなどして薄膜
化が可能か調査した。 
 
３．結果・考察 

TG 測定より C12N3BF と C12N3PF は
200°C 付近で熱分解し、DSC 測定よりそれぞ
れ 86.7, 105.8°C で固相–固相転移することが
分かった(図 1)。以下、高温側の固相から固相
Ⅰ, Ⅱとする。転移エントロピー変化⊿S はそ
れぞれ 59, 42 J K-1 mol-1と比較的大きい値で
あり、固相Ⅱから固相Ⅰへの転移で構造の秩序
が大きく低下し、固相Ⅰが固液中間相となる可
能性を示唆している。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

図 1 C12N3BF と C12N3PF の DSC 曲線 
 
交流インピーダンスから求めた電気伝導度

σの温度変化を図２に示す。固相Ⅰについてみ
ると、C12N3BF は 4×10-8–6×10-8 S cm-1、
C12N3PF は 9×10-7–2×10-6 S cm-1とやや低
い値であるものの、イオンの自己拡散の存在を
示唆する結果が得られた。C12N3BF の方が低
い値となったのは陰イオンが小さい分、イオン
間隔が密となり自己拡散ににくくなったため
と考えられる。一方で、C12N3BF の固相Ⅱで
インピーダンスが大きく、明瞭なインピーダン
スペクトルを観測出来なかったことから、固相
Ⅱではイオンの自己拡散がおこりにくいと言
える。 
また、両試料とも C12N3 CB と同様、水に

難溶であったが、熱水上に展開しても薄膜化は
観測出来なかった。 
 

 
 

 
 
 
 

 
図 2 C12N3BF と C12N3PF の電気伝導度 σ 

 
参考文献 
1) 小田原妙子, 第 19回高専シンポジウム in久

留米講演要旨集, p391(2014). 
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食酢中の有機酸成分と酸度，糖度等の各種物性との関係

（苫小牧高専環境システム工学専攻 、

苫小牧高専理系総合学科２、苫小牧高専物質工学科３）

○柿崎綾介 ・田中沙樹 ・小島洋一郎２・清水祐一３・岩波俊介３ 
キーワード：食酢、機器分析、食品の評価、有機酸、標準化 
 
１．緒言

食品の味や香りの評価は主観的に行われ，万人

に適用するのが困難である。そのため，客観的な

評価技術の開発が切望されている。このような現

状の中，人の感覚を代替するセンサを用いて，味

覚などの人間の五感が可視化できつつある。本研

究では，分析機器を用いた食品の客観的な評価技

術の開発を目指した。五基本味のうち酸味に特徴

のある食酢に今回は着目した。HPLCによる有機

酸分析の他，酸度や糖度等などを各種センサより

計測した後，測定値を標準化することでそれぞれ

の食酢を比較し，それらの関係性を検証した。

２．実験方法

本研究では，異なる 8種類の食酢を用いた。こ

れらの食酢に対してHPLCを用い，含有する有機

酸の分析を行った。また，測定原理の異なる機器

により，酸度，糖度，粘度，密度，電気抵抗度，

pH，および色調の尺度として波長 200 から 800 
nm におけるスペクトルを測定した。それぞれの

機器から得られる計測データは単位などが異なる

ことから，平均値を０，標準偏差を１とし，標準

化したデータで，食酢間の比較や分類を行った。 
３．結果と考察

HPLC にて食酢中の有機酸を分析した結果を

図 に示した。図の縦軸は含有する有機酸の割合

を示している。

図 1．食酢中の有機酸の割合 
 
食酢は，原料を酢酸発酵させた醸造酢と醸造酢

に調味料等を加えた合成酢に大きく分類される１）。

ざくろ酢，アロニア酢，調味酢は合成酢に分類さ

れ，その他は醸造酢になる。醸造酢はほぼ酢酸で

構成されており，合成酢は酢酸以外の有機酸量が

豊富に含有されていることが示唆された。 
次に，酸度，糖度により，各食酢の比較を行い，

図 2に示した。 

図 2．各食酢における糖度，酸度の標準化 
 
合成酢は糖度が正の値を，酸度が負の値を示す

パターン形状をしている。醸造酢は比較的糖度が

負に，酸度が正の値を示すパターンになった。合

成酢は糖類等の調味料が添加されているため，糖

度が上昇し，酸度が低下したと考えられる。一方，

醸造酢は調味料が含まれていないため，合成酢の

パターンと逆転した形状を示すと考えられる。こ

のように，食酢の分類に応じて棒グラフのパター

ン形状に違いが表れる結果となった。 
４．結言

様々な分析機器を多用し，測定したデータから，

各食酢の評価・分類の可能性が示唆された。今後，

より多くの食酢を測定しデータベースの構築を行

う予定である。 
参考文献
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パターンと逆転した形状を示すと考えられる。こ

のように，食酢の分類に応じて棒グラフのパター

ン形状に違いが表れる結果となった。 
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様々な分析機器を多用し，測定したデータから，
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より多くの食酢を測定しデータベースの構築を行
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【緒言】 
苫小牧市の特産品であるホッキ貝には旨味成

分であるグルタミン酸，甘味成分のアラニンやグ
リシン，滋養強壮効果の高いタウリンが豊富に含
まれている． 
地場産業の活性化のため地元企業と苫小牧高

専が製造法を確立し，既にホッキ魚醤油の販売を
行っているが，本研究では乾燥期間および発酵期
間の短縮による短期製造法確立を目的とし魚醤
油を様々な方法で製造した． 
乾燥段階では，旨味の凝縮効果を比較するため

PVA膜の脱水作用を利用した方法(低温恒温PVA
静置乾燥)，低温循環型乾燥装置を利用した方法
(低温循環型装置乾燥)，低温下でホッキ可食部を
静置する乾燥(低温恒温自然乾燥)の 3種類の乾燥
法による乾物の旨味の濃縮状況を官能検査的に
調査した． 
また，発酵段階では，その発酵挙動を SDS 電

気泳動的にペプチドレベルで解析した． 
【材料と方法】	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 (魚醤油原料前処理)  
ウロ除去後のホッキ剥身に対し，旨味凝縮を目

的として乾燥を行った．ホッキ貝の乾燥には製造
期間の短縮を目的として氷点下での低温恒温
PVA 静置乾燥，低温循環型装置乾燥，低温恒温
自然乾燥を行った．さらにこれらの乾燥法を組合
せ，乾燥効率の変化を比較した． 
(醤油仕込み) 
乾燥ホッキの水戻しを行い，ミンサーにより裁

断した．食塩と市販の米麹，または自製大豆麹を
水戻しホッキ質量に対し 2 割添加し 42℃で混合
し，もろみとした． 
(発酵)  
製造したもろみを 38℃，40℃，42℃で発酵さ

せ，発酵中のもろみ試料を経時的に採取した． 
ホッキ魚醤油発酵過程のタンパク質加水分解

によるペプチド分子量の経時的な変化について
SDS-PAGEで測定した． 
【結果と考察】	 
ホッキ貝の乾燥では PVA 膜の有無による違い，

または低温循環乾燥・低温恒温乾燥による乾燥方
法の違いからホッキ含水率を比較した．低温恒温
PVA 静置乾燥は初期の段階で脱水効率が最も低
く，最終ホッキ含水率も高かった． 
また低温恒温自然乾燥は乾燥初期の段階で脱

水効率が，最も高かったが，最終ホッキ含水率は
低温循環型装置乾燥が最も低く，乾燥の効率が良
いことがわかる(図 1)． 

SDS-PAGE を用いた発酵過程におけるペプチ
ド分子量の挙動を解析した結果，発酵 30日目か
ら 40日目までは様々な分子量のペプチドが認め
られたが，発酵 54日目以降は，ペプチドサイズ
が一様に低分子化していた．従って発酵 40日目
から発酵 54日目の間でタンパク質が分解したこ
とが分かる(図 2)． 

 

魚醤油発酵開始後，約 1ヶ月～2ヶ月程度でペ
プチドサイズが減少していることから，今後は採
取間隔を密にし，SDS-PAGE を行うことで，よ
り発酵に伴う魚醤油タンパク質の分解過程が詳
細に解析することが可能である． 

 
図 1 各乾燥法における含水率の変化 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2  SDS-PAGEにおけるゲル染色後の様子 

数字は発酵日数を示す． 
	 

【結論】	 
	 低温循環型装置乾燥の最終ホッキ含水率が最
も低かった． 
また，魚醤油タンパク質は発酵に伴い，開始後

から約 2ヶ月程度で SDS-PAGE的に一様なサイ
ズの低分子ペプチドに分解することが分かった． 
 
参考文献	 	 
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炭酸ベンジルとフェニルボロン酸

との交差カップリング反応

（高知高専物質工学科）

○加藤貴之・中島裕・大角理人

 
キーワード：有機合成化学、遷移金属触媒、交差カップリング 
 
１．緒言 
ジアリールメタンは、高沸点芳香族溶媒や各
種化学品中間体として有用な化合物であり、そ
のうちの一つであるジフェニルメタンは、香料
や染料などに幅広く応用されている。本研究室
では、従来のジフェニルメタン合成法であった、
臭化ベンジルとフェニルボロン酸とのパラジ
ウム触媒下における交差カップリングを改良
した、炭酸ベンジルとフェニルボロン酸とをパ
ラジウム触媒下で交差カップリングさせる方
法が見いだされた。（図 1(1)） 
この研究成果を基に、本研究では、原料の炭
酸ベンジルメチルに電子供与基（メトキシ基）
（図 1(2)）・電子求引基（トリフルオロメチル
基）（図 1(3)）が付与している場合の反応の違
いを考察するべく、それぞれの置換基がパラ位
に置換した炭酸ベンジルメチルとフェニルボ
ロン酸との交差カップリング反応について、最
適条件を探っていく。 

 
図１ 炭酸ベンジルメチルへの置換基の導入 

 
２．実験 
反応容器にパラ置換炭酸ベンジルメチル

(0.2 mmol)、フェニルボロン酸(0.3 mmol)、パラ
ジウム錯体(0.02 mmol(ただし、[Pd(C3H5)Cl]2
は 0.01 mmol))、配位子(0.02 mmol)、塩基とし
て炭酸水素ナトリウム(0.6 mmol)、溶媒として
エタノール(1 mL)、内標準物質としてナフタレ
ンもしくはテトラデカン(10 mg)を取り、ヒー
トブロック上で 80℃で 24 時間加熱攪拌した。
その後、反応溶液をガスクロマトグラフィー
(GC)で分析し、あらかじめ作成しておいた検量
線と、はかり取った内標準物質の重量から、生
成物の生成量を計算し、収率を求めた。また、

単離操作から収率計算を行い、1H-NMR によ
る構造の解析も行った。 
 
３．実験と考察 
反応条件を最適化するにあたり、以下の検討
を行った。 

(1) まず 4-メトキシジフェニルメタンの反
応条件最適化を行った。パラジウム錯体につい
て、[Pd(C3H5)Cl]2、PdCl2、PdOAc の 3 種類を
検討したが、大きな差が見られなかった。 
次に、配位子の検討を行った。配位子として

7種類の物質について検討し、また、配位子を
加えない場合も検討した。その結果、DPPPent
を用いたときが特に収率が高く、DPPPent存在
下での収率が 97%であった。 
以上の結果より、図 2(1)に示す反応条件で反
応を行い、収率 97%で目的化合物、4-メトキシ
ジフェニルメタンを得ることができた。 

(2) 続いて、4-トリフルオロメチルジフェニ
ルメタンの反応条件最適化を行った。パラジウ
ム錯体については、(1)の結果と同様に、大き
な差が見られなかった。 
配位子の検討を行った。6種類の配位子につい
ての検討を行ったところ、トリフェニルホスフ
ィン(PPh3)を用いた場合において収率98%で目
的物が得られた。以上の結果より、図 2(2)に示
す反応条件で反応を行うことで、収率 98%で
目的化合物である、4-トリフルオロメチルジフ
ェニルメタンを得ることができた。 
 

図２ 反応最適化の結果 
 
お問い合わせ先 
氏名：大角理人 
E-mail：ohsumi@ms.kochi-ct.ac.jp 
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光線力学療法用光増感剤の合成と細胞毒性

（米子高専専攻科物質工学専攻 ，米子高専物質工学科２）

○野々村拓也 ・内藤星佳２・粳間由幸２

 
キーワード：光増感剤，ソラレン，糖質，水溶性試験，光細胞毒性試験 
 
１．緒言 
近年，癌の治療法として光線力学療法

： が注目を集めて
いる． とは，光と光増感剤と呼ばれる薬剤
を利用した癌治療法のことであり，光によって
活性化された光増感剤がもたらす光化学的反
応により癌細胞を死滅させる療法である．

の 一 種 で あ る
療法は，乾癬などの皮膚

病に対して特に有効な治療法とされる．しかし，
この療法には，短期間では紅斑や色素沈着過剰，
長期間では前癌性角化症や皮膚癌といった副
作用をもたらす問題点がある．この問題点は，
使用される光増感剤であるソラレンの，水溶性
と癌組織への選択性が低いという特徴からも
たらされている可能性がある．そこで，本研究
では，この副作用を軽減させるために，ソラレ
ンに糖質を導入することを検討し，糖質を導入
した新規光増感剤を合成した．また，ソラレン
への糖質導入の効果を確認するために水溶性
評価， における性能評価のために光細胞毒
性試験も行った．

実験
糖質包含型ソラレン誘導体の合成
ソラレンに糖質を導入した新規光増感剤の

合成には，アジドとアルキンの付加環化反応で
ある 反応を用いることとした．このた
め，目的物は，まず糖のアセチレン誘導体とソ
ラレンのアジド誘導体を合成し，その後にそれ
ら二分子を 反応により連結すること
で得ることとした．この際，糖質としてはグル
コースとガラクトースを，ソラレンとしては
メトキシソラレン
を用いた．
ガラクトースとグルコースのアセチレン誘
導体 の合成は， 年に らに
よって報告されている．この方法を参考に，各
糖のアセチレン誘導体 の合成を行った．

のアジド誘導体 の合成はクロロ誘導体
を介し，アジ化ナトリウムを用いた求核置換
反応によって行った．そして，糖質包含型ソラ
レン誘導体 の合成は，糖アセチレン誘導
体 と のアジド誘導体 を
反応により連結させた後に，アセチル基を脱保
護して行った．

図 糖質包含型ソラレン誘導体の合成

水溶性試験
グルコース包含型ソラレン誘導体 もし

くは に水 ～ を加え，目視によっ
て水溶性の評価を行った．その結果， は
の水を加えても溶解しなかったのに対し，
は の水で溶解した
また，各光増感剤の濃度と極大波長における

吸光度の関係を表す検量線を作成し，その検量
線と各光増感剤 を水 に加えた
時の吸光度から，水 における各光増感剤
の溶解量を評価した．その結果，水 中に，
は μ 溶解し， は μ

溶解していることが確認された．

光細胞毒性試験
糖質包含型ソラレン誘導体 と

の，マウス胎児繊維芽細胞由来の 細
胞株に対する細胞毒性試験を行った．この細胞
毒性試験は，各光増感剤と光照射処理後の生存
細胞数を比較する試験である．この結果では，
添加群でのみ，対称溶媒群に対して有意な

減少を示した．

 
お問い合わせ先 
氏名：粳間由幸  
E-mail：uruma@yonago-k.ac.jp  
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糖を含有するピリジルトリアゾール系

配位子の合成と特性

（米子高専専攻科物質工学専攻 、米子高専物質工学科２）

○竹村祐輝 ・粳間由幸２

 
キーワード：糖、クリックケミストリー、金属錯体 
 
１．緒言 
銅，鉄は，生体膜や神経伝達物質の合成に深

くかかわっている金属であり，我々の生体内に
必要な元素である．しかし，過剰に摂取すると
胃，腸，肝臓などの臓器や神経に悪影響を及ぼ
すことが知られている．そのため，生体内の銅，
鉄と選択的に結合し，体外に排出するような配
位子が求められている．しかし，銅，鉄を認識
する配位子の多くは，毒性が強く，選択的に結
合することが出来ない． 
そこで，本研究は，糖に着目した．糖は，水

溶性が高く，代謝によって体外に排出しやすい
ことが知られている．よって，銅，鉄を認識し
やすいピリジルトリアゾール系配位子と糖を
連結することで，従来の配位子の問題点を解決
することが出来ると考え，糖を含有した配位子
の合成を行った．さらに，合成した配位子がど
の金属と結合しやすいのかを確認するために，
錯形成の評価を行った． 
 
２．実験 
２．１．糖含有配位子の合成 
本研究は，糖含有配位子を合成するために，

アセチル化したグルコースのアノマー位にア
ジド基を導入し，2-エチニルピリジンと反応さ
せることで，糖含有配位子を得た．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheme 1 糖含有配位子の合成 
 
２．２．糖含有配位子の錯形成の評価  
糖含有配位子に金属を加えた時の UV-vis ス

ペクトル測定，蛍光スペクトル測定，質量分析
を行い，比較することで，配位子と金属の錯形
成の確認を試みた．さらに，配位子がどの金属

を認識しやすいのかを確認するために，糖含有
配位子の濃度を一定にして，金属の濃度を変化
させて添加し，蛍光スペクトルを測定すること
で，蛍光強度と濃度の関係から錯形成定数を求
めた． 

 
３．結果・考察 
得られた最終生成物の単結晶を作製し，単結

晶 X 線構造回折を行うことで，糖含有配位子
の合成を確認した． 

UV-vis スペクトルの結果，糖含有配位子に
銅を加えた時，吸光度が増加し，鉄を加えた時
では，吸収スペクトルがレッドシフトした．質
量分析を行った結果，銅錯体の推定される分子
構造は，糖含有配位子が銅に二つ結合した二量
体を形成していると考えられる．さらに糖含有
配位子の濃度を一定にして，銅の濃度を変化さ
せて添加し，蛍光スペクトルを測定したところ，
配位子の蛍光強度の減少が顕著に見られた． 
よって合成した糖含有配位子は，選択的に銅と
鉄を認識し，配位できることを明らかにした．  

図１ 糖含有配位子に銅を加えた時の
蛍光強度の変化

 
お問い合わせ先 
氏名：粳間由幸 
E-mail：uruma@yonago-k.ac.jp 
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天然物ケロノプシンの全合成研究

（ （米子高専物質工学科１、米子高専専攻科物質工学専攻２）

○吉田友輝 ・松本竜弥２・粳間由幸１

 
キーワード：睡眠病、海洋繊毛虫，天然物合成、自己防御物質 
 
１．緒言 
睡眠病は，ツェツェバエが媒介する鞭毛虫

Trypanosoma bruceiがヒトの血液内で増殖し，疲
労感や発熱 第一期症状 を引き起こす．さらに骨
髄液にまで侵入すると，脳を冒し 第二期症状 ，
昏睡状態に陥り死に至る． 睡眠病は，第一期症
状の早期発見が困難なため，第二期症状に活性を
示す治療薬が求められている．

1994年にHöfle等により，ケロノプシンは他種
の繊毛虫や鞭毛虫を死滅させる効果を有するこ
とが報告されている ．そこで，ケロノプシンが
睡眠病治療薬として効果を発揮できるのではな
いかと期待されている．しかし，その構造は高度
に複雑なため，未だ全合成の報告例はない．そこ
で我々は全合成を検討した Fig.1 ．

Fig.1 ケロノプシンの構造 
 

２．合成戦略
ケロノプシンは構造が特殊であるため，１つの

出発物質からの合成は多段階かつ低収率である
と予想し，複数の出発物質から合成・連結を行う
収束型合成法を計画した．次に，ケロノプシンの
逆合成解析を行い，ピロン部分をフラグメントA，
オレフィン部分をフラグメントB，ピロール部分
をフラグメントCとした．そして，フラグメント
Aの出発物質をデヒドロ酢酸，フラグメントBを
プロパルギルアルコール，フラグメントCをピロ
ールに決定した．

３．実験
３－１ 各フラグメントの合成
フラグメントA，Cの合成は既に報告されてい

る2,3)．また，フラグメントBは8段階の反応で合
成し，総収率31％で得た． 
３－２ フラグメントA，Bのカップリング

フラグメントA，Bのカップリングではアルド
ール反応を計画した2)．また，反応が進行するか
を確認するために，モデル実験としてフラグメン

トAの合成等価体とフラグメントBのモデル化合
物による連結を検討した(Scheme.1)．

Scheme.1 フラグメントA，Bのモデル 
化合物によるカップリング反応 

３－３ フラグメントB，Cのカップリング 
フラグメントB，Cの連結も同様に，モデル化

合物を用いてStilleカップリングとNegishiカッ
プリングを試みた(Scheme2,3)． 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Scheme.2 フラグメントB，Cのモデル 
化合物によるカップリング反応 

 
４．参考 
[1]G.Höfle，S.Pohlan，G.Uhlig，K.Kabbe，D. 
Schumacher，Angew. Chem. Int. Ed. Engl，
1994，33，1945-1497．  
[2]H.Oikawa，T.Kobayashi，K.Katayama，Y.Suzuki，
A.Ichihara，J.Org.Chem，1998，63，8748-8756． 
[3]B.L.Bray，P.H.Mathies，R.Neaf，D.R.Solas，
T.T.Tidwell，D.R.Artis，J.M.Muchowski，J.Org. 
Chem，1990，55，6317-6328． 
 
お問い合わせ先 
氏名：粳間由幸 
E-mail：uruma@yonago-k.ac.jp 
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光線力学療法用光増感剤の合成研究

（米子高専物質工学科 ，米子高専専攻科物質工学専攻 ）

○内藤星佳 ・野々村拓也２・粳間由幸

 
キーワード：がん，PDT，光増感剤，ソラレン，糖質 
 
１．緒言 
現在，日本人の死因第 位はがんである．が

んには外科療法，放射線療法，化学療法の大き
く分けて つの治療法がある．近年では，化学
療法の光線力学療法（ ）が，他の治療法と
比較して副作用が少なく，早期発見の場合，高
確率で完治できることから注目を集めている．

は光と光増感剤を用いた治療法である．光
増感剤の中で 療法に用いられているソラ
レンは，水溶性，細胞選択性が乏しいという欠
点がある．先行研究では，高い水溶性と細胞選
択性をもつ糖質を同一分子内に包含し，新規光
増感剤の合成に成功している．また，合成物の
細胞毒性試験を行ったところ細胞毒性の向上
がみられた．
そこで，本研究ではより効果を向上させるた

め，先行研究で合成した光増感剤にさらにリン
カーを導入することを検討した．

２．実験
ソラレンに糖質を導入するため，Huisgen

反応を用いた．Huisgen 反応とは，アルキン
とアジドが環化付加反応によって，トリアゾー
ル環を形成する反応である．この反応を用いる
ために，糖質にアルキンを，ソラレンにアジド
を導入した． 

 
2-1.グルコースアセチレン誘導体 2 の合成 
グルコースアセチレン誘導体 2 は，グルコー

スの水酸基をアセチル基で保護し，プロパルギ
ルアルコールを作用させてアノマー位にエチ
ニル基を導入した． 
 
 
 
 

Scheme 1 グルコースアセチレン誘導体 2 の合成 
 
2-2.リンカー導入ソラレン 4 の合成 
光遮断下，アルゴン雰囲気下，ソラレンにク

ロロメチルメチルエーテルを作用させ，クロロ
化を行った．次いで 1,3-プロパンジオールを作
用させて 4 を合成した． 
その後， 4 に四臭化炭素を作用させて臭素

化を行った．その後，アジ化ナトリウムを作用
させ，アジド体 5 を収率 15％で合成した． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheme 2 リンカー導入ソラレンアジド体 5 の合成 
 
2-3.Huisgen 反応と脱保護 
アセチレン体 2 とアジド体 5 を，Huisgen

反応行いカップリング生成物を得た後，ナトリ
ウムメトキシドにより脱保護を行った．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheme 3 グルコース包含型リンカー導入 

ソラレン誘導体 6 の合成 
 
３．結果および考察 

これまでソラレンのクロロ化を行ってきた
が，目的物を低収率でしか得ることができなか
った．理由として，反応溶媒が揮発したことに
よるフラスコ内の濃度の変化，撹拌子の回転率
による反応率の低下が示唆される．溶媒の量を
２倍にし，時間をおいて２回に分けて加えるこ
とにより，高収率で目的物を得ることに成功し
た．  

本知見を利用することでこれまで難解であ
ったクロロ体を収量よく得ることができ，安定
した合成経路の開拓へ繋がると期待できる． 
 
お問い合わせ先 
氏名：粳間由幸 
E-mail：uruma@yonago-k.ac.jp 
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繊毛虫の生命現象解明に向けた 

N-formyl-kynurenineの合成研究 

（米子高専物質工学科 1，奈良女子大学 2） 

○福本寛和 1・粳間由幸 1・春本晃江 2 

 
キーワード：繊毛虫，Blepharisma japonicum，接合誘導物質，性フェロモン 
 
1．緒言 
繊毛虫ブレファリズマ（ Blepharisma 

japonicum）は，通常無性生殖である分裂によ
り増殖する．しかし飢餓状態では，相補的な接

合型同士で接合誘導物質を分泌し，有性生殖で

ある接合を始める．ガモン 2と呼ばれる接合誘
導物質は，トリプトファンから生合成されるが，

その生合成経路は未だ解明されていない． 
ガ モ ン 2 の 生 合 成 経 路 は ，

5-hydroxy-L-tryptophan を経由する経路と，
N-formyl-kynurenine を経由する経路が考え
られている．しかし，5-hydroxy-L-tryptophan
はガモン 2 に対し接合対の形成を阻害する活
性を持っていることがわかった． 
本研究ではガモン 2 の生合成経路の解明を
目標とし，ガモン 2の前駆体として最も有力と
考えられている N-formyl-kynurenine の合成
を検討した（Figure 1）． 
 

 
 

 
Figure 1 N-formyl-kynurenineと Gamone 2の構造 
 
2．実験 
ガモン 2の化学合成法は 2006年に瀧弘らに

よって報告されており，右田-小杉-Stille カッ
プリング反応を鍵反応として合成が行われて
いる 1）．また，1988年に Francescoらによっ
て L-kynurenine の合成が報告されている 2）．
本研究はこの二つの合成法を参考とし，アニリ
ンを出発物質に想定して合成を検討した．  
 
2-1．オルトメタル化によるスズ基の導入 
 アニリン 1を出発物質とし，二炭酸-ジ-tert-
ブチル（以下 Bocと示す）で保護し，2を収率
80％で得た．2を THFに溶解し，-78 ℃で
t-BuLiを添加しオルトリチオ化した．-20 ℃
にてトリメチル塩化スズを添加し，3を収率

10％で得た． 
 

Scheme 1 オルトメタル化によるスズ基の導入 
 
2-2．右田-小杉-Stilleカップリング反応 
 N-カルボベンゾキシ-L-アスパラギン酸に二
塩化オキサリルを添加し，酸クロリド誘導体
(以下 N-Cbz-L-アスパラギン酸と示す)4を合成
した．4と 3を Stilleカップリングすることに
より，低収率ながら 5を得ることができた． 
 
 

 
 

 
Scheme 2 右田-小杉-Stilleカップリング反応 

 
3．結果および考察 
 本研究では，N-formylkynurenineの前駆体
である 5を低収率ながら得ることに成功した．
5を多量に得るためには，3を大量に合成する
必要がある．3が低収率であった原因として，
アニリンのオルト-パラ配向性によって，パラ
位に 45％のスズが導入されていることがわか
った． 
今後は 3の反応条件を検討し，5の収率向上
を目指す． 

N-formyl-kynurenineは，5の Cbz基，次
いで Boc基を脱保護することで合成が完了で
きると考えられる． 
 
4．参考文献 
1）Takihiro, H.; Uruma, Y.; Usuki, Y.; Miyake, A.; 
Iio, H. Tetrahedron. 2006, 17, 2339-2343． 
2）Salituro, F. G.; McDonald, I. A. J. Org. Chem. 
1988, 53, 6138-6139． 
 
お問い合わせ先 
氏名：粳間由幸 
E-mail：uruma@yonago-k.ac.jp 
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イモリ のクローニングと発現解析

熊本高専専攻科生産システム工学専攻 ，生物化学システム工学科

○福田将平 ・元木純也

 
キーワード：有尾両生類，イモリ，Lim-1，神経誘導，オーガナイザー 
 
１．緒言 

両生類の体軸形成には「オーガナイザー」が

中心的な役割を果たす．Lim-1 はオーガナイザ

ー遺伝子の一つであり，頭部構造の形成に働く

と言われている．Lim-1 ノックアウトマウスで

は頭部が欠損したマウスが発生し，ゼノパスで

は Lim-1 mRNA の異所的な強制発現が二次胚

の形成を起こすという報告がされている．近年，

限定された数種類の生物をモデル生物として得

られた研究成果から脊椎動物で普遍化できない

ケースが分かってきており，その他の動物での

遺伝子解析や形態形成の解析が重視され始めて

いる． そこで，本研究では，Lim-1 の完全長

cDNA のクローニングを目的に研究を行い，有

尾両生類では初めてクローニングが成功した．

さらに， Lim-1 の時空間的な発現解析，mRNA
の過剰発現系を用いて機能解析を行った． 

２．実験方法
クローニング
’側は 5’-Full RACE Core Set(TaKaRa)を用

いて，クローニングを行い，3’側は cDNA ライ

ブラリーを鋳型として PCR を行い，PCR 産物を

得た．これを Ligation，形質転換し，Plasmid
を得た．その後，Genetic Analyzer (ABI3500)
を用いて塩基配列を決定した．

発現解析
凍結したイモリ胚に RNAiso Plus(TaKaRa)を

加えて Total RNA を抽出し，DNaseⅠで処理し

た．Prime Script RT-PCR kit(TaKaRa)を用いて

逆転写 RT-RNA（鋳型 cDNA）とし，RT-PCR
を行った．また，Lim-1 完全長 cDNA から

antisense DIG ラベル probe を合成し，Whole 
mount in situ hybridization（WISH）によって

発現解析を行った． 
 
機能解析

Lim-1 完全長 cDNA からセンス mRNA，アン

チセンス mRNA を合成した．センス mRNA に

はポリ A を付加し，2~8 細胞期の腹側割球に，

アンチセンス mRNA は背側割球に注入し，機能

解析を行った． 

３．結果・考察 
Lim-1 の塩基配列は 2337bp で，ORF をアミ

ノ酸に変換すると，409 アミノ酸で構成されてお

り，Lim ドメイン 2 つとホメオボックスドメイ

ンを含んでいた．アミノ酸配列をゼノパスの

Lim-1 と比較すると 91％の相同性があった． 
RT-PCR の結果，Lim-1 は未受精卵から発現が

始まり，全てのステージで発現が見られた．イモ

リの神経誘導は中期原腸胚（st12b～12c）に始ま

るとされており，発現時期が増加した時期と神経

誘導時期は一致している．このことから，Lim-1
は神経誘導に関与していることが示唆された．ま

た，母性由来の発現が見られ，他の生物の Lim-1
と異なる発現パターンを示していることが分か

った．この結果から，神経誘導の他に卵割期から

胞胚期にかけての胚葉形成に関与している可能

性が示唆された． 
WISH の結果，初期原腸胚ではオーガナイザー

領域である原口背唇部で馬蹄状に発現しており，

中期原腸胚では，陥入した原腸蓋の予定脊索域で

発現していた．神経胚から予定腎節での発現が確

認され，尾芽胚では前腎から前腎管にかけて強い

発現が見られた．このことから，これまでの報告

と同様に中枢神経系の誘導だけではなく，腎臓な

どの器官形成に広く関与していることが示唆さ

れた． 
センス mRNA を腹側に注入し，過剰発現を試

みたが，二次胚の形成などの体軸形成の変化は起

こらなかった．また，Lim-1 の働きを阻害する目

的で，アンチセンス mRNA を背側に注入したが

形態の変化は起こらなかった．この胚を，WISH
によって調べた結果，正常胚と同じように前腎及

び前腎管に発現が見られた．この結果から，完全

にセンス mRNA の働きを阻害できていなかった

ため，形態に変化が起こらなかった可能性が高い

と考えられる． 
今後，さらに mRNA の過剰発現実験を行い，

形態変化および濃度依存的な効果が見られるか，

Lim-1 の機能解析を行いたい． 
 
お問い合わせ先 
氏名：元木純也  
E-mail：junya@kumamoto-nct.ac.jp 
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米糠中の抗酸化成分に対する湿熱処理の影響

（長岡高専専攻科物質工学専攻）

○髙山しおり，奥村寿子，菅原正義

 
キーワード：高アミロース米，湿熱処理，抗酸化成分，ポリフェノール 
 

 緒言
湿熱処理とは，デンプンが糊化しない低水分の

条件下で ℃以上に加熱する処理である．湿熱
処理は高アミロース米やハイアミロースコーン
スターチに対して行うと，デンプンの結晶構造が
変化し，難消化性が増加する．一方，米糠成分な
どのデンプン以外の成分に対する影響はほとん
ど明らかにされていない．
米糠に含まれているポリフェノール類やビタ

ミン類 , γ オリザノールなどの抗酸化成分は，
脂質，タンパク質，核酸などの生体内成分を酸化
による傷害から防御し，種々の疾病，発がん，老
化を予防する重要な役割を持つ．

そこで本研究では，米糠に含まれる抗酸化成分
に対し，湿熱処理の蒸気圧や処理時間が抗酸化能，
ポリフェノール組成にどのような影響を与える
かについて検討した．

 実験方法
試料作製

高アミロース米の“越のかおり”玄米に対し，
蒸気圧 ， ， ， で 分間及
び蒸気圧 で ， ， ， ， 分間の
湿熱処理を行い，湿熱処理玄米とした．湿熱処理
玄米を搗精度 ％ に精米したものを湿熱処理
白米とした．作製した試料米はすべて粉砕して以
下の測定に用いた．

総ポリフェノール量・抗酸化能の測定
試料 を アセトン で 時間

振盪した抽出液について，総ポリフェノール量を
フォーリン・チオカルト法で定量，抗酸化能を

ラジカル消去活性法と 法で 換
算量（ ： ）で表し評価した．

ポリフェノール組成の分析
試料 を エタノールで ml × 4 回，

各 分間抽出した．抽出液を濾過し， ℃ ，
減圧下で まで濃縮した．濃縮液を凍結乾
燥し， メタノール に再溶解させ，
でポリフェノール量を測定した．

 結果と考察
総ポリフェノール量・抗酸化能の変化

玄米では湿熱処理によって総ポリフェノール
量は減少する傾向にあり，蒸気圧が の
とき，試料 あたり最大で 減少し
た．また，蒸気圧による影響の方が処理時間より

顕著であった．白米について，湿熱処理の有無に
よる総ポリフェノール量の変化を比較した結果，
湿熱処理時の蒸気圧の上昇に伴って増加し，蒸気
圧が のとき最大となり，未処理より

増加した．また，処理時間を変えても変
化は得られなかった．
湿熱処理玄米の抗酸化能について， 値は

未処理の ～ µmol TE/g から最大で µmol 
程度まで低下し，蒸気圧による影響が処理

時間よりも大きかった ． 法では抗酸
化能の変化は小さく， µ 程度であ
った．一方，白米の 値は未処理で ～ µmol 

であるのに対し，処理後の抗酸化能は最大
で ～ µmol TE/g となり，未処理よりも高い
値を示す傾向にあった．また， 法でも同様
に処理米は最大 µ 高い抗酸化能を
示した．また， 法では蒸気圧の変化に伴い
抗酸化能はより高い値を示した．

玄米では抗酸化能と総ポリフェノール量との
間に相関関係は認められなかったが，白米では両
者に 程度の相関性が認められた．

ポリフェノール組成への影響
試料米からポリフェノール類は，フェルラ酸，

シナピン酸， クマル酸，カフェー酸，バニリン
酸，クロロゲン酸， ヒドロキシ安息香酸が検出
された．ポリフェノール組成は，精米によって変
化せず，湿熱処理によりフェルラ酸の占める割合
が減少した．各成分量は未処理では精米によりそ
れぞれ大きく減少し，処理後に精米するとその減
少率は低下した．

問い合わせ先
氏名：菅原正義

：suga@nagaoka-ct.ac.jp  

湿熱処理による 値の変化
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キシロース資化性を有する酵母野生株の嫌気発酵特性 

  （久留米高専生物応用化学科） 

○今村萌美・泉本英次 

キーワード：バイオエタノール，キシロース，酵母，嫌気発酵

１．緒言
 現在，世界で生産されるバイオエタノールは，
第一世代と呼ばれるトウモロコシやサトウキ
ビを主要な原料としている。これらの原料は食
糧としての需要も高いため，食糧との競合問題
を抱えている。そこで，第二世代と呼ばれるイ
ナワラやバガス，廃材を原料とすることで問題
の回避が図られている。非可食性バイオマスの
糖化物には，グルコースの他にキシロースなど
の五炭糖が多く含まれている。そのため，非可
食性バイオマスからのエタノール生産におい
ては，優良なキシロース資化性酵母の選抜が重
要である。本研究では，NITE に寄託されてい
る NBRC 株の中からキシロース資化性を有する
とされる酵母野生株を６株選び，嫌気発酵特性
について検討を行った。詳しくは培養・発酵速
度や収率，また異化代謝産物抑制の有無である。
これら６株の中で，特に優れた菌株については，
イナワラ糖化物を原料に想定したエタノール
発酵を行わせ，バイオエタノール生産への適用
可能性についても併せ検討を行った。 

２．実験方法 
表-1 に実験で用いた微生物株の一覧を示す。

これらの酵母について前培養，本培養を逐次行
い，5000rpm で 5分間遠心分離の後，蒸留水で
洗浄，集菌した。その後，糖濃度を 20g/l とし
た YP 培地に，菌体濃度が OD600で 20 となるよ
うに酵母を懸濁調整し，30℃にて回分発酵を行
った。単一糖源としてはグルコース(Glc)また
はキシロース(Xyl)を，混合糖源としては Glc
および Xyl の両者を等量混合して用いた。なお
発 酵 液 の 糖 お よ び エ タ ノ ー ル 濃 度 は
Prominence LC-20A（島津製作所製）により分
析した。 

表-１ 実験で用いた微生物株一覧 

３．結果および考察
３．１ 単一糖源における発酵特性 
Glc で培養した６株について，Xyl を糖源と

した発酵を行った時の糖およびエタノール濃
度の経時変化を図-1 に ggx として示す。Cl と
Ps07 株では発酵が進まず，Ci,Cs,Ps63,Pse 株
にのみ Xyl 資化性が認められた。そこで，これ
ら 4株を対象に，本培養の糖源を Xyl に変更し
得られた酵母で発酵を行った。結果を図-1 に
gxx として示す。図から明らかなように，いず
れの株においても発酵速度が促進されており，
Glc 存在下では異化代謝産物抑制の生じるこ
とが分かった。また 4 株の中では，Ci および
Cs の発酵速度が高く，特に Csはエタノール生
産収率が最も高いことから,非可食性バイオマ
ス発酵における有能株であると考えられた。 

図-1 糖およびエタノール濃度の経時変化 

３．２ 複数糖源における発酵特性 
 イナワラ糖化物の主成分はXylとGlcである
ことから，これらの混合糖源を用いた場合の発
酵特性の把握が必要である。対象菌株は単一糖
源で良好な Xyl 資化性を示した Ci および Cs
とした。現在，発酵実験を実施中であるが，混
合糖源においても良好な発酵特性を示すデー
タが得られており，当日のセッションで報告の
予定である。 

お問い合わせ先
氏名：泉本 英次
E-mail：izumoto@kurume-nct.ac.jp 

NBRC番号 微生物名 略称

1 10601 Candida intermedia Ci
2 10760 Candida lyxosophila Cl
3 1983 Candida shehatae Cs
4 10546 Pichia segobiensis Pse
5 10007 Pichia stipitis Ps07
6 10063 Pichia stipitis Ps63
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旭川近郊湖沼からの

微細藻類バイオマスエネルギー資源の探索

（旭川高専物質化学工学科）

○渡辺大公・齋藤健吾・柳谷卓・松浦裕志

 
キーワード：Chlamydomonas、Chlorococcum、Pleodorina、増殖特性 
 
近年、石油危機や地球温暖化問題などにより
新しいエネルギーが注目されている。そこでオ
イル生産効率が非常に高い藻類の研究が進め
られている。また、世界各地で従来のエネルギ
ーに変わると考えられるオイルを生産する藻
類が発見されている。しかし、北海道旭川市で
は研究が進められていない。そこで本研究では
旭川市にある富の堰藤沼、井上靖記念館、護国
神社、常盤公園の水について調査し、湖沼の水
から微細藻類を単離し、株化した後、種を形態
的に同定し増殖特性及び、油脂の定量を実施し
た。 
旭川市内 4 ヶ所の湖沼の水を定期的に 4 月

から 10月まで採取し、それを光学顕微鏡で観
察した。ピペッティング法で単離を実施し、
AF6 培地の入ったマイクロプレートに細胞を
移し 25℃、82 mol・m-2・s-1で約 7日間培養
した。増殖したものに関しては試験管に移し、
静置培養で約 2週間培養し、その間の濁度を測
定した。培養後細胞を回収し、凍結乾燥させ、
乾燥重量を測定した。抽出は Folch法を用いて
実施した。さらに、濁度の結果から比増殖速度
の計算をした。式(1)を使用し、濁度の変化し
た日と濁度が最大になった日を対象とし、それ
ぞれの濁度とともに式に代入することで比増
殖速度を決定した。 
 

=ln(m2/m1)/(t2-t1) …式(1) 
 
採取した水を観察し、ピペッティング法によ
り 3 株単離された。形態観察により緑藻
Chlamydomonas sp.、Chlorococcum sp.、
P l e o d o r i n a  s p .と同定した (図 1 )。 
また、増殖特性を検討したところ、どの種に
ついても似たような傾向を示し、3株ともに培
養開始後 2~3 日にかけて細胞の増加がほとん
ど見られない誘導期に入り、その後、約 1週間
濁度が急激に増加し、片対数だと直線の対数増
殖期に入った。増殖期が終わると 1~2 日にか
けて細胞の増加が止まる定常期になった。最後
に 1~2 日にわたり細胞の減少が見られる促進
的 細 胞 死 が 起 こ っ た 。 そ の 中 で
Chlamydomonas sp.は対数増殖期に 2日目 

図 1左 Chlorococcum sp. 右 Pleodorina sp. 

図 2 各藻類の培養時間と濁度の関係 
 

から入って いたため 1番早く培地に順化し
たと示唆された。各藻類の比増殖速度は
Chlamydomonas sp. は 0.231/ 日 、
Chlorococcum sp.は 0.202/日、Pleodorina sp.
は 0.170/ 日 に な っ た 。 こ の こ と か ら
Chlamydomonas sp.は一番成長速度が早く、
Pleodorina sp.は一番成長速度が遅かった。ま
た、増殖速度が速いほど生物量の最大値が大き
かった。以上の結果から Chlamydomonas sp.
が最も増殖能力が高いことからバイオマスエ
ネルギーへの可能性が高いことが示唆された。
Chlamydomonas sp.は遺伝子操作が可能で比
較的に扱いやすい緑藻類であり、最近では、酸
素のない環境で水素を発生するという性質も
注目されている程である。これらのことから各
研究機関でエネルギーの研究も進められてい
る。現在、各藻類の油の定量を行っており増殖
特性と油の量の関係性については当日発表す
る。 
問い合わせ先 
氏名：松浦裕志 
E-mail：matsuura@asahikawa-nct.ac.jp 
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培養温度変化による細胞重量と脂質量への影響

（旭川高専物質化学工学科 、旭川高専応用化学専攻２）

○三浦悠葵 ・松下文也２・松浦裕志

 
キーワード：Aurantiochytrium、培養、脂質量、温度変化、細胞重量 
 
ス ト ラ メ ノ パ イ ル に 属 す る

Aurantiochytrium属生物は光合成をしない藻
類の一種であり水中の有機物を栄養素として
成長し、オイルを産生する藻類である。また、
従来の藻類よりも倍化速度が速いことから注
目さ れている 。本研究 で対象と した
Aurantiochytrium sp. NB-RC102614株に関
しては至適温度や脂質量、脂質含有率など報告
されていない。そこで本研究では、各温度にお
いて培養を行い濁度の経時変化、脂質含有率を
測定することで、至適温度の検討を行った。 
独立行政法人製品評価技術基盤機構から供
与された Aurantiochytrium sp. NBRC1026
14 株(以後 NBRC102614 株とする)を用い、2
5℃、27℃、30℃、32℃、35℃、120 rpm で
GTY液体培地にて3日間の前培養を行なった。
1 ml を播種し同温度で 4 日間本培養(n=4)を
行った。培養過程で光学顕微鏡で様子を観察し、
濁度(OD660)の経時変化を測定した。本培養 4
日目の細胞を遠心分離後、凍結乾燥し、NBR
C10 2614株の乾燥重量を測定した。凍結乾燥
させたNBRC102614株の細胞を 200 mgはか
りとり、クロロホルム：メタノール、2：1 の
混合溶液を入れ、脂質を抽出し(Folch 法)、脂
質の重量を測定した。NBRC102614株の乾燥
重量と脂質重量から脂質含有率を求めた。培養
温度と乾燥重量および脂質量の関係をまとめ、
各 温 度 間 で t 検 定 を 行 っ た 。 
各温度で培養したところ、35℃では増殖し
なかった。4日間培養後の乾燥重量は、25℃で
は 4.13±0.446 g/L、27℃では 5.60±0.423 g/L、
30℃では 5.12±0.527 g/L、32℃では 4.73±
1.105 g/Lとなった(図 1)。25℃と 30℃、27℃
と 30℃、30℃と 32℃、25℃と 32℃のそれぞ
れの温度間で t 検定を行ったところ、27℃と
30℃間で有意差があった(p<0.05)。これより乾
燥重量は27℃において高い数値となった(図1)。 
これより乾燥重量が最も多く得られるのは
2 7 ℃ で あ る と 示 唆 さ れ た 。 

 
 
 

図 1 乾燥重量と温度の関係 
a,b,cは各々有意差があることを示す(p<0.05) 

図 2 脂質量と温度の関係 
 

また、27℃と 30℃において 4日間培養後の
乾燥重量あたりの脂質量を比較したところ、
27℃では 32.7±1.7 %、30℃では、37.6±3.1 %
となった(図 2)。脂質含有率と温度の関係から
は、30℃が最も脂質含有率が高いという結果
になった。1Lあたりの脂質量を算出すると、
27℃では 0.216±0.014 g/L、30℃では 0. 316
±0.046 g/Lとなり、脂質の収量という観点で
は 30℃で多いという結果になった。 
当日は他の温度の脂質量の測定結果を示し、

最適温度について議論する。 
 
問い合わせ先 
氏名：松浦裕志 
E-mail：matsuura@asahikawa-nct.ac.jp 
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卵の内皮による酵素的褐変抑制の試み

（米子高専物質工学科）

○田中美樹・谷藤尚貴

 
キーワード：酵素的褐変、メラニン、卵殻膜、チロシナーゼ、リサイクル 
 
１．緒言 

私たちが生命を維持するためには食は必要
不可欠であり、一般生活において高品質で安全
な食品供給は常に求められる。しかしながら、
食品流通・消費段階で特に生鮮食品の品質低下
による可食部の廃棄がされており、大きな課題
となっている。そのなかで、食品添加物は食品
の劣化を防ぐためには欠かせない存在となっ
ている。我々は、劣化の著しい青果の中でも加
工した果肉において変色による劣化の速く、加
工品を市場に出しにくいアボカドを実験試料
として注目し、これを抑える試みに取り組んだ。
具体的には、アボカド果肉に生じる褐変を卵殻
膜の被覆によって抑制させることに成功し、そ
の機能は卵殻膜へ導入する添加物によってさ
らに強化できることにも成功した。

２．実験
卵殻膜及び添加剤によるアボカドの褐変

抑制機能の検証
水道水及び色素水溶液 青色 1 号、青色 2 号、
緑色 3 号、黄色 4 号、黄色 5 号、赤色 3 号、赤
色 106 号、クルクミン、ケルセチン に浸漬し
た卵殻膜にセラミック包丁でカットしたアボ
カド片をのせて、アボカドで最も色素の沈着す
る維管束付近を完全に覆ってシャーレ内へ入
れた。これを、蛍光灯照明下の室内で果肉部に
生じた色彩変化を目視で観察した。

卵殻膜の酵素活性試験による評価
2.5 mmol/L L-DOPA 溶液とチロシナーゼ酵素
溶液（酵素 15.65 unit/0.25 mL）を調製した。ま
た、青色１号、緑色 3 号、クルクミン、ケルセ
チンをそれぞれ 1×10-6、1×10-5、1×10-4 mol/L
水溶液を調製して試料液とした。セルに 0.1 
mol/L りん酸緩衝液 5.0 mL、L-DOPA 溶液 2.0 
mL、試料溶液 1.0 mL を加えて振とうし、25 °C
で 15 分間保温後、チロシナーゼ酵素溶液 0.25 
mL 加えて 5 分間反応させた。その後、直ちに
分光光度計で吸光度（測定波長 475 nm）を測
定し、これをチロシナーゼ活性阻害活性測定と
した。その他にもブランク、試料溶液、チロシ
ナーゼ活性を測定してチロシナーゼ活性阻害
率を算出した。

３．結果および考察 
アボカド果肉切片を卵殻膜で覆った試料は、無

処理の切片と比べて色素沈着は抑制されてい
ることが分かった。 
また、果肉に貼り付けた卵殻膜にアボカド果肉
切片は果肉上で見られる褐色色素が移動して
いることも確認できた。これは、無処理の果肉
上に生成したメラニン等の有色成分が卵殻膜
に移動して吸着されていることが主な理由で
あると考えられる。さらに食品色素で着色処理
した膜でアボカド果肉の切片を覆ったところ、
添加物の無い卵殻膜で覆ったものに比べて、特
に化学構造にフェノール基を持つ色素を吸着
させた膜において劣化は更に抑制されること
が分かった。これは、色素のもつフェノール基

が主要な基質であるチロシンの類縁体として
チロシナーゼに認識されてドーパキノンへの
化学変換を阻害したためだと考えられる。酵素
活性試験を行ったところ、特に化学構造におい
てほぼ同一構造である青色 1 号と緑色 3 号の
比較では、唯一の構造の違う箇所であるフェノ
ール系水酸基が有する緑色 3 号のみが強い阻
害を示すことから、今回添加剤として用いた食
品色素は分子中のフェノール基が褐変に関わ
る酵素群を阻害していることが分かった。 
卵殻膜の機能がアボカド以外の酵素的褐変

が起こりやすい他食品に劣化防止剤として利
用できた。チロシナーゼ活性阻害は食品以外の
メラニン生成を抑制して着色を防ぐ作用があ
ることから、今後は食品保存だけではなく美白
の肌を目指した化粧品開発への応用も考えら
れ、卵殻膜の高付加価値な実現的リサイクルが
期待できると考えている。 
 
お問い合わせ先 
氏名： 谷藤尚貴 
E-mail：tanifuji@yonago-k.ac.jp 

図-1. 色素吸着卵殻膜を被服した 

アボカド果肉切片の 8 h 後の変化 

無添加 緑色 3 号 青色 1 号 
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