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新任教員研究紹介 

開発途上国における数学的概念の研究および短期語学研修の効果の検証 

 

一般理数系 須藤 絢 

 

１．開発途上国における数学的概念の研究 

開発途上国における教育の質や理数科学力の向上は、国際教育協力において重点的に取り組まれている分野である。

国際協力機構が行っている理数科教育支援はその代表的なものであり、開発途上国からの要請も多い。他方で、数学的

概念の中には、実際の経験や例えが非常に重要な単元がある。正負の数はそのような単元の一つであり、日本ではマイ

ナスの気温や身近な天気予報、温度計などを用いて「負＝寒い」、「負の数＝－５℃」というように負や負の数という概念の

理解を促す。言いかえると、未知の概念と既知の概念の類似性に基づく「例え＝メタファー」を用いている。では、マイナス

の気温やテレビ、定規などが身近にない開発途上国の人々にとって負や負の数の概念理解は困難ではないだろうかとい

うのが本研究の課題意識である。本研究では、人間の概念理解の根本は「例え＝メタファー」によって成り立っているとい

う認知言語学的な考えから、マイナスの気温も、テレビや定規も十分にないアフリカ諸国の中学生を対象に、負の数を含

む計算技能の習熟度を調査してきた。その結果、負の数を含む計算は日本の中学生と比較すると十分に習熟していると

はいいがたいことが明らかになった。また、正・負という言葉にどんなイメージを抱くか例えてもらうと、計算のできる生徒ほ

ど一貫して正負に対して強いイメージを持っているこが明らかになった。 

今後は、計算のできる生徒の特長を詳しく見ていくことで、どのような例えを使用することが正負の数の概念理解、そし

てその計算技能の習熟にまで影響を及ぼすかを調査、研究していく予定である。 

 

２．短期語学研修の効果の検証 

 グローバル化が進む現代において、国際的な人材の育成という観点から留学への気運が高まってきている。独立行政

法人日本学生支援機構は、平成 25 年に閣議決定された「日本再興戦略」に基づき、「トビタテ！留学 JAPAN 日本代表

プログラム」を創設し、2020年までに大学生の留学者を 6万人から 12万人へ、高校生の留学者を 3万人から 6万人へと

日本人学生の留学者数の倍増を掲げている。また、高校生の留学に着目すると、1 か月未満の短期留学・語学研修者数

37,070 人、1 か月以上の留学者数 4,979 人(文部科学省，2014)となっており、圧倒的に短期留学・語学研修が多く、その

目的には語学力向上を述べる生徒が一番多い。しかしながら、短期語学研修に関する研究では語学面などでその効果

の検証の不十分さも指摘されている。 

このような背景から、本研究では対象高校の短期語学研修２回分を対象に、研修前後の語学力（筆記とリスニング）と学

習ストラテジーをテスト形式で測定し、その変化から短期語学研修の効果を検証してきた。その結果、語学面では研修前

相関のなかった筆記テスト結果とリスニングテスト結果の関係が変化し、研修後高い相関を持つようになることが明らかに

なった。言い換えると、筆記テストが得意でリスニングに苦手意識がある生徒は、短期語学研修に行くことによってリスニン

グでも筆記と同じような結果を残すことが出来るようになるということである。 

今後も１か月未満の短期語学研修や留学を対象に効果の検証をするとともに、どのような短期留学プログラムが語学に

影響を与えるのか、また語学以外の側面にどのような影響を与えるのかを調査・研究していく予定である。 

 

【参考文献】 

文部科学省.（2014）.『平成 25 年度高等学校等における国際交流等の状況について』. 2015 年 6 月 26 日     

〈http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/04/09/1323948_03_2.pdf〉 
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新任教員研究紹介 

無容器浮遊法を用いた高温融液の構造と物性の研究 

 

一般理数系 水野 章敏 

 

 物質科学の分野では、様々な機能性材料の開発や作製のため、近年発達したナノテクノロジーや化学的合成手法が用

いられている。一方、多くの実用材料作製においては、原材料の融解-凝固のプロセスを経る方法が依然として主な手法

となっている。したがって、材料の特性を左右する析出組織を制御するには、凝固時の析出相を詳しく調べ、また、凝固

前の融液の特性を正確に知ることが重要となる。しかし、特に金属や半導体、酸化物は高融点の物質が多いために実験

が難しく、高温融体の特性を詳しく知るための手法を開発することが課題の一つであった。ところが近年では、3000 ℃を

超える高温の融体を浮かせる無容器浮遊法と呼ばれる手法が発達し、従来は難しかった高温融体の実験をすることがで

きるようになっている[1]。これまで、無容器浮遊法のひとつであるガスジェット浮遊法（図 1）を用いて、融点が 1000℃〜

3000℃程度の物質を融解し、その特性を調べる研究を実施してきた。具体的には、下記の研究テーマについておもに取

り組んできた。 

 

1)Zr基合金の液体構造とガラス形成能との関連 

  新たな金属材料として着目されている金属ガラスについて、ガラス転移の前段階である過冷却液体の構造を調べるこ

とにより、液体構造とガラス形成能との関連を明らかにすることに取り組んだ。この研究により、合金中の原子が二十面体

型の配置をとることがわかり、半世紀以上前から提案されていたモデルについて実験的に裏付けることに成功した[2]。 

 

2)Si系合金の液体構造と熱物性との関連 

  高温用熱電変換材料および半導体として着目されている Si系化合物について、液体構造と結晶構造との関連、さらに

液体の熱物性との関連を明らかにする研究に取り組んだ。Si-M 系合金（M=Fe, Ni, Ge）について、東北大学との共同研

究により、最高 10T の静磁場印加が可能な電磁浮遊装置を用い、融体の密度の精密測定に成功した。さらに、放射光 X

線による液体構造解析を行い、原子配置と密度との関連を明らかにした[3,4]。 

 

 
図 1 無容器ガスジェット浮遊装置の模式図 

 

 

参考文献 

[1] S. Kohara, J. Akola, L. Patrikeev, M. Ropo, K. Ohara, M. Itou, A. Fujiwara, J. Yahiro, J. T. Okada, T. Ishikawa, A. 

Mizuno, A. Masuno, Y. Watanabe, T. Usuki, Atomic and electronic structures of an extremely fragile liquid, Nature 

Communications, 5, 5892-1-8 (2014). 

[2] 水野章敏, 岡寛之, 秋元俊彦, 渡邉匡人, 横山嘉彦, 伊藤真義, 小原真司, Zr 基合金の無容器凝固における

時分割 X 線回折, 日本マイクログラビティ応用学会誌, 27, 222–226 (2010). 

[3] A. Mizuno, H. Kawauchi, M. Tanno, K. Murai, H. Kobatake, H. Fukuyama, T. Tsukada, M. Watanabe, 

Concentration dependence of molar volume of binary Si alloys in liquid state, ISIJ International, 54(9), 2120–2124 (2014) 

[4] A. Mizuno, K. Murai, H. Kawauchi, M. Tanno, S. Kohara, M. Watanabe, Density and structure of liquid Si-M 

(M=Fe, Ni, and Ge) alloys, Materials Research Society Symposium Proceedings, 1528, VV10–05 (2013). 
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新任教員研究紹介 

Muscle Stress Distribution in the Forearm Using EMG-CT Method 

 

Saran Keeratihattayakorn 
 

Human body movement is generated by muscle force. In order to understand muscle function and mechanics, measuring 

of muscle force during contraction is necessary. Direct measurement of muscle force is impractical and invasive. 

Electromyography (EMG) is a bioelectrical signal that usually used to observe muscle activity during contraction. Surface 

electrode can be attached to skin and used to detect surface EMG signal. The aim of this research is to develop methods to 

estimate muscle force using surface EMG signal. 

 

A method called Electromyography Computed Tomography (EMG-CT) method was proposed for measuring the 

individual muscle activities in the human forearm [1]. The muscle activities in the human forearm were detected by EMG 

band which consists of 40 bipolar electrode pairs (Fig. 1). The individual muscle activities in the deep region were estimated 

using reverse calculation from detected EMG and forearm conduction model. The conduction model was constructed using 

outline geometry of the subject’s forearm which was measured with a handy 3D scanner. The stress of muscle was 

calculated from the relationship between gripping force and total muscle activity. As a result, the distribution of muscle 

stress in the forearm during hand gripping was visualized in a tomographic image (Fig. 2).  

 

The developed muscle stress estimation method using EMG-CT provides a tool for clinical application such as 

determining the effectiveness of surgical or rehabilitation procedures. The developed method also opens a new window of 

studying muscle and capability that may advance the development of diagnostic tools. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Reference 

1. Nakajima, Y., Keeratihattayakorn, S., Yoshinari, S., Tadano, S., (2014). An EMG-CT Method Using Multiple Surface 

Electrodes in the Forearm. Journal of electromyography and kinesiology, 24(6), pp.875-880. 

2. Keeratihattayakorn, S., Yamada, S., Tadano, S., (2015). Muscle Stress Generated in the Forearm during Hand Gripping. 

Journal of Biomechanical Science and Engineering, 10(3), pp.15-00423. 

  

Figure 2 Stress distribution within 

the human forearm comparing with 

MRI image   

Figure 1 EMG-band consists of 40 

pairs of bipolar electrode    
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新任教員研究紹介 

教育施設群を対象としたスマートグリッド導入に関する検討 

 

生産システム工学科 電気電子コース 下町 健太朗 

 

1. はじめに 

 近年，環境に対する意識が世界中で高まっており，太陽光発電，風力発電などの再生可能エネルギーによる発電が研

究されている[1]。これらの電源は発電時に燃料を消費しない，CO2を排出しないと言うような利点を有しているが，出力が

不安定であるなどの欠点も有しているため，従来の電力系統に大量に導入するためには何らかの工夫が必要である。こ

れを解決するための一手段として，図 1に示すように情報技術を活用して各種電源の動作を制御する，「スマートグリッド」

(以下 SG)と呼ばれる小規模電力システムが注目されている。 

 

2. 教育施設群を対象とした SG 

 SG ではとりわけ蓄電池の運用が重要となるが，蓄電池は価格が高いため，複数の参加者で容量の大きなものをシェア

する方法が考えられる。本研究では，シェアする参加者として，小中高校のような教育施設群を想定した。これらに対して

①CO2排出量削減，②運用コスト，③非常時の際の避難所能力の強化，④児童・生徒・学生に対するエネルギー教育の

PRを目的として SG を導入することを考え，特に①，②および③の効果を評価する。現在はエネルギーマネジメントシステ

ムの開発ならびに試算を行っている[2]。 

 

3. 導入効果の一例 

 図 2は導入効果試算の一例である。横軸は充電量(SOC)の最小値，縦軸は運用コストである。グラフより，非常時に備え

て常に蓄電池を充電しておくことは，普段の蓄電池の性能を損なってしまい，運用コストが高くなることが示された。 

 

4. まとめ 

教育施設群に SG を導入することの効果を評価した。今後は様々な試算条件での試算を行い，SGの導入効果を評価

する。 

 

 

参考文献 

[1]「大特集：スマート社会と電気」，電学誌，Vol.133，No.12 (2013). 

[2] 下町他：「教育施設群を対象とした多目的スマートグリッドの導入」，平成 28年度電気・情報関連学会北海道支部連

合大会，No.75 (2016). 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
図 1 スマートグリッドの一例 

 
図 2 試算結果の一例 



21 

 

新任教員研究紹介 

表面導電性と凝着力を考慮した微小誘電体の静電マニピュレーション 

 

生産システム工学科 電気電子コース 藤原 亮 

 

 微小物体操作技術は，マイクロファブリケーション，バイオファブリケーション，印刷技術への応用が期待され，高い需要

が見込まれる．しかし，物体間の凝着力が支配的になり，操作が困難になるという問題がある．これまで，機械的手法，液

架橋力を用いた手法が試みられてきた．静電力もまた有効であり．やはり様々な手法が試みられてきた．本研究ではシン

グルプローブを用いた誘電体の静電マニピュレーション(1))に着目し，そのメカニズムを解明し，操作手法の信頼性を向上

することを目的とする． 

 シングルプローブに電圧を印加すると，微小誘電体の表面に電荷が誘導されることが示唆されている[1]ことから，マニピ

ュレーション系を 1次 RC 回路(2))でモデル化した．  

      
1).                              2). 

 

 シングルプローブへステップ電圧を印加すると，粒子表面の抵抗 Rsを通してキャパシタンスCsへ，時定数 RsCs（の速さ）

で電荷 Q が誘導され，Q があるしきい値 CsVdに達すると粒子は離脱する(3))．電圧印加から離脱までの時間を離脱時間

Tdとする．またここで，Rsを表面抵抗，Csを表面キャパシタンス，Vdを離脱電圧と呼ぶ．  

 以上に説明した 1 次 RC 回路モデルの妥当性を実験により検証し，実験および有限要素解析により表面抵抗 Rs，表面

キャパシタンス Cs，離脱電圧 Vdを同定した．妥当性検証の際，高速度カメラによる離脱時間 Tdの測定と，エレクトロメータ

による表面電流測定を行った．  

 

        
3).                    4).                    5).  

 

 同定した表面抵抗 Rs と離脱電圧 Vd には，ばらつきが見られた[2]．（これらのばらつきは粒子の表面導電性と凝着力の

ばらつきに由来すると考えられる．）よって，4)に示すとおり離脱時間 Tdがばらつくため，印加するステップ電圧を止める時

間（つまりパルス電圧の幅）Tmを 1 通りに定めても粒子が離脱するか否か，さらに対向側から戻ってくるかが確率的に決ま

る(5))ので，これを定量的に評価した．評価に基づいてマニピュレーションの際に最適なパルス電圧の幅Tmとその振幅Vm

を求めることができた[3]． 

 以上をまとめると，微小誘電体の静電マニピュレーションは粒子の表面導電性と凝着力を考慮することで記述でき，この

メカニズムに基づいた予測から信頼性の高い手法を編み出すことが可能であることを，本研究では示している．詳しくは博

士論文[4]を参照されたい． 

 
[1] A. Yamashima and S. Saito, “Electrostatic manipulation of a dielectric microparticle considering surface conductivity using a 

single probe”, J. Appl. Phys., 106 11, 114903, 2009. 

[2] R. Fujiwara, P. Hemthavy, K. Takahashi, and S. Saito: “The effect of surface conductivity and adhesively on electrostatic 

manipulation condition for dielectric microparticles using a single probe”, J. Micromech. Microeng. 26, 05510, 2016. 

[3] R. Fujiwara, P. Hemthavy, K. Takahashi, and S. Saito: “Pulse voltage determination for electrostatic micro manipulation 

considering surface conductivity and adhesion of glass particle”, AIP Advances 5, 057126, 2015. 

[4]藤原亮「表面導電性と凝着力を考慮した微小誘電体の静電マニピュレーション」，東京工業大学博士論文，2016． 

http://t2r2.star.titech.ac.jp/rrws/file/CTT100702216/ATD100000413/  

微小誘電体の静電マニピュレーション系  (a)シングルプローブ先端まわりの幾何形状と(b)1 次 RC 回路モデル 

表面電荷 Q の時間変化 表面電荷 Q の時間変化 

（Rsと Vdにばらつきがある場合） 

離脱時間 Tdのばらつきとパルス電圧幅 Tm 
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新任教員研究紹介 

大電力ミリ波伝送系の電磁波伝播解析 

 

生産システム工学科 情報コース 藤田 宜久 

１． 序論 

 電磁波は様々なものに使われており、今や私達の生活に欠かせないものの一つとなっている。電磁波の代表的な応用

事例の一つがマイクロ波加熱であり，電気的な特性により選択的に加熱することができる．工業分野に応用するためには

大電力ミリ波を用いる必要があるが，核融合分野などで培われたジャイロトロンを用いることで容易に生成することができる。

しかしながら、大電力ミリ波を用いた加熱では伝送路上での損失が効率低下に直結するため、伝送経路上での損失を抑

える事が重要となる。本研究では数値シミュレーションを用いて低損失・高効率な導波管形状の模索を行う．その第一弾と

して，伝送効率の評価に用いるために伝播モードの調査を行う． 

 

２． モード展開 

 大電力ミリ波を伝送させる際には，導波管軸で電場が最も集中するようにコルゲート導波管が用いられている．コルゲー

ト導波管の固有モードはTE波とTM波の両方が存在するハイブリットモードであり，先行研究において理論式は既に計算

され，円筒座標系で表されている[1]．また，各項にはベッセル関数が含まれているため，直行関係を用いることにより各モ

ードの占有割合を特定することができる[2]． 

 

３． シミュレーション結果と考察 

 本研究では伝送路を直角に曲げる際に用いられるマイターベンド内の電磁波伝播現象を調査した．また，入力波には

ハイブリットモードの一つであるHE1,1

v モードを用いている．出力面で得られた空間分布図を図 1a に示す．同図より，他モ

ードが存在するために空間分布図が歪んでいることが分かる．次に，モード展開を行い各モードの占有割合を調査した結

果，割合の大きい上位３つがHE1,1

v が 90.5%，HE1,3

v が 0.22%，HE1,4

v が 0.17%であった．さらに，割合に応じて理論分布を足

し合わせた結果を図 1bに示す．また，図 1aと図 1bの差を図 1cに示す．同図より，導波管軸付近では定量的にも精度の

良い計算ができていることが分かる．  

 

 

        
図 1. 導波管断面における正規化電場強度(a, b)と誤差分布(c). 

 

参考文献 
[1] J. L. Doane, Infrared and millimeter waves, vol. 13, Orland: Academic Press, 1985, p. 123. 

[2] K. Ohkubo, S. Kubo, T. Shimozuma, Y. Yoshimura, H. Igami, and S. Kobayashi, Fusion Sci. Technol., vol. 62, 2012, p. 

389. 

  

E
le

ctric 
fie

ld
 

in
te

n
sity

 (V
/m

) 

A
b
so

lu
te

 e
rro

r 

(a) (b) (c) 



23 

 

新任教員研究紹介 

神経科学と機械の融合: 誰でも使えるブレインマシンインターフェースを目指して 

 

生産システム工学科 情報コース 圓山 由子 

 

 脳血管障害や神経難病による寝たきり患者の中でも特に全く体を動かせない重症患者の場合、意思伝達の手段がない

ために精神と肉体両面で大きな苦痛を強いられる。こうした四肢麻痺患者を対象に患者自らの脳活動信号により様々な

機器を操作するブレインマシンインターフェース(BMI)の技術が提唱され、医学及び工学分野の研究者が連携して研究を

行ってきた。2000年代に入ると脳に直接電極を刺し、神経スパイク活動を記録、解析することで四肢麻痺患者がロボットア

ームやパソコンのマウスポインタの操作を行う侵襲型ブレインマシンインターフェースが実現した(Donoghue et al., 2012)。

しかしながら、脳内に電極を刺す侵襲型は高度な医療技術が必要なため、一般に普及するにはまだまだ長い時間を必要

とする。一方、皮膚表面から脳神経活動を記録する非侵襲型ブレインマシンインターフェースは脳波を中心に研究が行わ

れてきた。脳波は家庭でも安全に記録できるが、波形の変動や個人差のため操作精度が低く、人によっては全く使いこな

せない等の課題が残っている。一方で神経科学分野において近年、脳波の波形の状態を画像や音の情報として被験者

に示す"バイオフィードバック"により被験者自身が自律的に脳波を一定の状態に保持することが可能になるとの報告があ

る（Hommel et al., 2010）。これは被験者の脳が持つ可塑性という性質により音や視覚情報に対応して脳波を無意識下で

コントロールすることを学習したためと考えられている。本研究においてはこの現象を応用し、バイオフィードバックによる

自律的脳波コントロールにより安定した脳波出力を実現し、家庭で誰もが操作できる脳波による意思伝達装置の開発を目

指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現在の脳波 

BMI の課題 

 

 誤差が大きく 

精度が低い 
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 使いこなせない 

人もいる 

本研究での提案 
 

 脳の可塑性を利用し 、

リハビリ的に脳波コント

ロール訓練をすることで、

誰もが使える脳波 BMI を

実現する 




