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ハイアラーキ連続体要素を用いた階層型複合構造モデルの開発 
 

社会基盤工学科 教授 渡辺 力 

１．概 要 

近年，土木工学の分野でも複合材料の構造材料としての使用が増えており，繊維強化プラスチック（FRP）を

用いてコンクリートや鋼構造の既設構造物を補強する接着工法や歩道橋などへの活用が見られる．従来の鋼やコ

ンクリートでは得られなかった耐食性，維持管理の省力化，施工の簡素化などの可能性が期待される複合材料は，

今後も益々，土木工学分野に活用されることは間違いない．一方，FRP部材の性能試験が盛んに行われ，土木学

会により補修補強指針やFRP 歩道橋設計施工指針などのガイドラインもまとめられている．しかしながら，土木

工学分野で特有な複合材料による補強に対する解析的研究は少なく，有効な解析理論や構造解析法は未だ確立し

ていない．そこで，本研究では，鋼・コンクリート部材や複合材料部材をも含めた構造全体を三次元連続体とし

て精密にモデル化することにより，接着された複合材料部材の剥離挙動も正確に評価できる効果的な構造解析理

論と構造解析法を開発することを目的としている． 

２．研究内容 

 FRPは，繊維で補強した方向に対して直角方向の強度を補うために強化方向

の異なるラミナを重ねて用いられるので異方性積層板としての取り扱いが必

要となる．異方性積層板では，板厚比が大きくなるとZIG-ZAG変位が顕著に表

れて，高次理論を用いてもZIG-ZAG変位を正確に表現できない．このZIG-ZAG

変位の影響を考慮するためのZIG-ZAG理論の研究が古くから行われている． 

最近のZIG-ZAG理論に関する研究では，Murakami理論あるいはRefined 

ZIG-ZAG理論を用いるのが主流となっている．しかしながら，Murakami理論

では，隣接する層のZIG-ZAG関数の勾配を異符号となるように強制しているの

で，外側弱層など繊維配向によっては精度が悪くなる．また，Refined ZIG-ZAG

理論では，このZIG-ZAG関数は等方性平板に用いると関数値がゼロとなって適

用できないことに加え，面外変位に対するZIG-ZAG関数が開発されていない．

さらに，これらのZIG-ZAG理論は，Reissnerの混合変分原理に基づいて定式化

がなされており，面外応力成分も未知数とすることから，変位法型の有限要素

に適用すると面外応力の精度が悪くなる．そこで，本研究では，ハイアラーキ

連続体要素（階層型モデル）のために新たなZIG-ZAG理論を開発する． 

３．主要な成果 

 本研究では，複合材料部材のみならず，鋼部材やコンクリート部材にも適用可能で，土木構造特有の厚板領域

でも精度の良い改良ZIG-ZAG理論1)～7)を開発した．この理論は，次の特徴を有する 

(1) 面内変位のZIG-ZAG関数の勾配を面外せん断弾性定数から定め，各層の繊維配向に応じて外側弱層の補正を

行う．これにより，薄板から厚板までの異方性積層板に対して，高精度なZIG-ZAG変位が得られる（図-1）． 

(2) 面外内変位のZIG-ZAG関数の勾配は，面外せん断応力が三次元弾性理論の応力の平衡方程式を満足するよう

に定める．この際，面外せん断弾性定数の値が板厚方向に全層同じとなる場合には，等価単層理論と整合を

保つための補正を行う．これにより，等方性平板にも適用が可能となる． 

(3) ハイアラーキ連続体要素への適用を考えて，変位法により定式化を行う．精度の良い面外応力を求めるため

に，構成方程式を用いずに，三次元弾性理論の応力の平衡方程式を用いて応力の境界条件と層境界での連続

性を満足する面外応力をより一般的な形で定式化した． 
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図-1 積層板の ZIG-ZAG 変位 

z/h

-0.003 0 0.003
0.50

0.36

0.21

0.07

-0.07

-0.21

-0.36

-0.50

　(D点)u

等価単層
理論

改良ZIG-ZAG

理論

直交積層板(7層)
板厚比 h/b=3/10



外部資金研究成果報告 

 

地域に根差した脳波セルフコントロールによる集中力向上支援システムの開発 
 

生産システム工学科情報コース 助教 圓山 由子 

 

１．概要 

脳波の状態を音や映像としてフィードバックするバイオフィードバックによる脳波セルフコントロールは

難治性のてんかん患者の異常脳波抑制をはじめとし、ADHD患者の衝動抑制及び認知機能向上に効果をあげ

ている。しかしながら、従来のシステムによる治療は少数の病院や研究所でのみ実施され、一般の療育施設

に普及していない。本研究では、従来使われている医療脳波計に代わり、より低コストで開発できる記録電

極数を限定したオーダーメイド脳波計を用いた脳波セルフコントロールによる集中力向上支援システムを

提案する。このシステムにおいては、脳波のフィードバックとしてタブレットを用いた脳波バイオフィード

バックゲームを開発する。 

 

２．研究内容 

チャンネル数を少なくしたオーダーメイド脳波計の作成 

開発コストを下げるためには、脳波計のチャンネル数をできるだけ減らす必要がある。全脳型医療用脳波計

を用いて、被験者が集中しているときにガンマ波が出やすい部位をあらかじめ特定し、その箇所のみを記録

チャンネルとする。また、3D スキャナを用いて被験者の形状をスキャンし、頭部の形状に合わせたヘッド

ギアを３Dプリンタにより作成する。これにより、患児一人ひとりに合わせたオーダーメイドかつ開発コス

トを低減した脳波計を実現する。 

 

タブレットを用いた脳波バイオフィードバックゲームアプリの開発 

集中力を持続するのが困難な ADHD 患児にとって、一定のタスクを継続して行うことには困難さが伴う。

この困難さを軽減するために、患児が楽しんでトレーニングできるようゲームによるガンマ波バイオフィー

ドバックシステムを開発する。従来のシステムではパソコンモニタ上にフィードバック刺激を提示していた

が、本研究では家庭や療育施設、学校で広く普及しているタブレットで操作するゲームアプリを開発する。 

 

療育施設と連携した性能の評価 

地域で広く利用できるシステムを実現するためには研究室内だけではなく、療育施設で実際に利用した上で

の評価が必要になる。本研究では、はこだて療育・自立支援センター及び市内の小中学校に協力を仰ぎ、本

システムを利用することによりどれだけ集中力及び認知機能が向上したか評価を行う。また、訓練の効果だ

けでなく、システムの使いやすさについても、細かな要望の聞き取りを行い、より被験者にやさしいシステ

ムの開発を目指す。 

 
 

３．現在までの成果 

市販されているチャンネル数の少ない比

較的安価な脳波計 (約3万円 , backyard 

brain Inc.)を用いて、どの程度の精度で脳

波を計測できるか検証した。ノイズが混

じっているもののアルファ波の計測を確

認した。この他にも NeuroSky 社製

MindwaveやOpen BCI社製の脳波計での

計測を検討している。また、本校生産シ

ステム工学科機械コース山田誠教員との

共同研究で、3Dプリンタで個人の頭部の

形状に合ったヘッドセット開発を行うこ

とを計画している。 

 

 

謝辞：日本学術振興会科学研究費(若手研究B，課題番号:18K13521)の助成を受けた。ここに謝意を表す次第である。 
 

 
図 1: （左）Backyard Brains 社製脳波計で記録した脳波の例. アルファ波

帯域の脳波が記録された。（右）Backyard Brains 社製脳波計測キット. 

ヘアバンド型脳波計を装着し、脳波を計測する. 



 

外部資金研究成果報告 

森林・河川等電波不感地帯における野生生態系のみえる化（北大共同研究） 
 

生産システム工学科 教授 藤原孝洋 

 

１．概要 

我々の周りには，十分に調査されていない深海の生態系のような領域が存在する。これまでの海洋における生態系

調査では，対象生物にデータロガーを取りつけ，センシングしたデータをロガーに保存して回収する方式が使われて

きた[1]。しかし，データロガーによる調査では，データを回収して解析しなければ，その行動を把握することができ

ない。一方，森林や河川の生態系調査は身近なテーマであるが，十分に研究されているとは言えない。例えば，砂防

ダムなどの人工構造物が河川の生態系に及ぼす影響を調査する場合，確かな方法は確立されていない。そこで本研究

では，サケにセンサを取りつけ，無線センサネットワークでデータを収集する「水中からのモニタリングシステム」

の開発を進めている。2018年度，北海道標津町の忠類川で約2.6kmの範囲にモニタリングシステムを設置し，遡上す

るサケに取り付けたセンサからデータを収集する実験を行った。その結果，水中からのセンサデータを無線通信で川

岸の受信機に送信し，河川流域に設置した無線ネットワークでデータを転送してクラウドシステムに収集できること

を示した[2, 3, 4]。 

２．研究内容 

本研究は，魚類等にセンサを取りつけ，無線センサネットワー

クでデータを収集し，リアルタイムにモニタすることによって，

生態系の見える化を実現することを目的とする。モニタリングシ

ステムの基本構成を図1に示す。 

(1) 水中からのセンシング 

水中で電波を利用することは通常行われないが，周波数を適切

に選択すると，浅い淡水河川では通信可能である。実験の結果，

VHF帯の特定小電力無線によって，水深120cmの水中からデー

タ収集可能であることを確認した。 

(2) 無線マルチホップネットワーク 

サケが遡上する河川周辺は雑木林などの森林に覆われ，無線通

信の障害になるとともに，移動体通信網の不感地帯が存在する。

そこで，図1のモデルのように，図2に示す忠類川流域に無線マル

チホップネットワークを構築し，移動体通信網のゲートウェイ

基地局を経由してデータをクラウドシステムに転送するモニタ

リングシステムを開発した。実験では，収集するデータサイズ

が小さいことを考慮し，通信レートは低いが，通信距離が1km

以上可能なLPWA (Low Power, Wide Area)のLoRaモジュール

を採用した[5, 6]。その主要な仕様を表1に示す。 

３． 実験結果 

図2に示す実験エリアの5カ所のリンク（P0－P1，P0－P2，P0

－P3，P0－P4，P3－P4）についてLoRa受信強度RSSIを測定

し，その結果を表2に示した。P0－P1，P0－P2，P0－P3は直

接通信が可能であるが，P0－P4は直接通信ができない。P3に

リピータを設置してP3－P4で通信し，2.6 km離れたP0－P4で

中継通信が行えることを確認した。これにより，水中からのデ

ータをクラウドシステムに転送し収集できることを示した。 
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表 1. LoRaモジュール仕様 

項目 仕様 項目 仕様 

型式 ES920LR 規格 ARIB STD- T108 

周波数 920MHz帯 送信出力 13dBm 

変調方式 スペクトラム拡散方式（LoRa変調） 

帯域幅 250 kHz 拡散係数 12 

通信レート 586 bps 受信感度 -142dBm 

消費電流 43mA (Tx時) 消費電流 20mA (Rx時) 

 

表 2. LoRa受信強度 RSSI測定値 

地点 項目 P1 P2 P3 P4 

P0 
距離(m) 566 1125 1627 2631 

RSSI(dBm) -99.8 -116 -124 NA 

P3 
距離(m) --- --- --- 1006 

RSSI(dBm) --- --- --- -115 
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地域に貢献する意欲を持つ学生育成のための高専-技科大連携教育モデルの構築 
 

物質環境工学科 教授 小林 淳哉 

 

１．概要 

 函館工業高等専門学校（以後、函館高専）と長岡技術科学大学（以後、長岡技科大）は平成 30 年 8 月に学術

交流協定を締結するとともに、同大学の大学院サテライトラボ「夢創造ラボ函館」が本校学内に開設されている。

この目的は、函館高専と長岡技科大が連携した地域貢献と、両機関が連携したからこその実践的な技術者教育を

進めることにある。 

 具体的には函館水産海洋工学をキーワードに、たとえば海産物の輸送運搬技術や陸上養殖など、函館の水産業

の活性化に繋がる技術を研究し、この成果を地元企業の技術として社会実装することにより地域貢献することを

目指す。その実践の場としては学生の PBL教育を活用し、技術による社会貢献をしながら人材育成も進める。こ

れを具体化するための長岡技術科学大学と教育モデルの構築素進めているのが本共同研究である。 

 函館高専の次の中期計画・目標期間には「函館水産海洋工学」人材の育成も重点化する予定であり、その中核

としての工学技術の社会実装力、国際性など育成するための重要な連携機関の一つが長岡技科大になる。 

 

２．実施内容 

 今年度実施および整備したのは以下である。 

① 函館高専専攻科PBL(1年専攻科共通科目「地域課題対応型創造実験」)で地元自治体や企業からのニーズと

してテーマの取り組み 

② 地元企業のグローバル化に対応できる人材育成のための海外インターンシップ派遣 

③ 長岡技科大教授による遠隔授業の開講 

④ 学生による地域課題への取り組み成果の学会発表 

 それぞれについて、具体的に説明する。 

① PBLテーマでの共同 

 函館高専は2007年以降地域企業をクライアントとし、地域企業の技術者等をマイスターとするPBLを実践して

きており、牛の発情検知システムや地酒開発など企業での製品化や

商品化につながる成果を出している。今後はこのPBLの中で水産海

洋工学としてのテーマを実践していくことになる。 

 今年度は、「水槽の水質浄化装置の開発」「水槽の壁面の掃除ロ

ボットの開発」「昆布加工機械の開発」が水産海洋工学関連のテー

マであり、そのうち前者２つが長岡技科大をクライアントとして、

共同で取り組むテーマである。 

 水槽の水質浄化装置の開発は、長岡技科大が持つ生物膜による水

の浄化の研究成果を用い、カレイやボタンエビ、シマエビといった

函館を名産とする高級魚類等に対応できる長期飼育システムを開

発し実証実験を進めることが目的である（図１、２）。函館高専は

特に水処理の根幹となる脱窒素や脱硝装置の設計を行っている。カ

レイやシマエビ・ボタンエビなどは適正海水温が7.5 ℃と低温であ

ることから、これまで長岡技科大で用いていた生物膜の使用温度よ

図１ 水槽と水浄化システム 



 

りは低い。また装置をコンパクトにして、「陸上輸送」にも展開できるようにすることを想定している。このた

めの装置の設計・改良が必要になり、すでに新たな研究知見が蓄積されている。このシステムは、飼育中の水交

換を必要としないことが特徴で、函館や噴火湾での養殖場（たとえばホタテガイ稚貝、マツカワ、ヒラメ、アワ

ビ、ウニ、ナマコなど）への貢献を想定しており、さらに函館の機械・装置産業と結びついた装置パッケージと

して函館発の商品として日本の陸上養殖などの水産関連施設への展開が期待できる。なお、現在生産システム工

学専攻と社会基盤工学専攻の２名の学生が取り組み、カレイとシマエビを水交換なしに約２ヶ月育成している

（平成31年2月現在）。 

 水槽は長期飼育中に壁面に藻が付着する。観賞用の水槽ではこれは避けねばならず、たとえば水族館などの大

型水槽ではダイバーが掃除している。今回、長岡技科大からの依頼は、薄型の観賞用水槽（80×10×130 cm）

の壁面を自動で掃除するロボットで、価格は数万円に抑え、約２年間の使用に耐えられることが条件である。こ

のテーマには、生産システム工学専攻の２名の学生が取り組み、現在基本設計を終え、製作・実証試験中である。 

 これらのテーマには長岡技科

大の山口教授と遠隔（Skype）で

のミーティングを定期的に行い、

解決すべき課題の絞り込みや進

捗状況の共有など進めている。こ

れまで高専と技科大とのTV会議

システムはGIネットやBlue Jeans

であったが、会議時間等をシステ

ム管理者に届けねばならないとか、回線数に上限があるなど制約もあった。その点、Skypeは専用の機器や回線

を必要とせず、任意の時間に手軽に会議が行え、資料等の解像度も全く問題ない。今後はPBLに限定せずに、た

とえば連携大学院としての研究指導も問題なく行えるであろう。 

 

② 海外インターンシップ 

 函館高専の重要な方向性はグローバル化の推進であり、専攻科生の積極的な海外インターンシップを推奨し、

そのための派遣大学の開拓、金銭的な支援がなされている。

一方で、長岡技科大のインターンシップである「実務訓練」

は約半年の長期にわたり、その教育効果は企業から高く評価

されている。その中で海外企業に行く学生も多くなっている。

そこで、この実務訓練の中で開拓されている海外大学・企業

に函館高専の学生を派遣した。選考にあたっては、専攻科終

了後には大学院進学の意思を持っている学生とした。また、

長岡技科大の海外実務訓練として用意しているテーマや派

遣先での実務内容と関係ある学生を派遣することとした。こ

れは、長岡技科大の実務訓練はまさに「実務」であり、派遣

先では戦力として期待されるためである。今回は、タイでの

水処理関連のテーマが準備されていたので、上記 PBL で連

携教育が開始されている学生たちから、生産システム工学専

攻 1 年の学生を平成 30 年 9 月 3 日〜28 日までタイ国コンケ

ーン大学に派遣し、コンケーン大学の教授の指導のもと、長

図２ 飼育中のカレイとシマエビ 



 

岡技科大の山口研究室が支援するタイ国での水処理システム等の実務を行ってきた。 

 次年度以降も、本校の海外インターンシップ推進の一つの方策として、長岡技科大の海外実務訓練の中で継続

的に主に東南アジアへ専攻科生を１名程度派遣していく予定である。 

 

③ 長岡技科大教授による遠隔授業の開講 

 専攻科生の共通科目（２単位）として以下の科目を開講する。 

 これはこれまでの生産システム工学専攻と環境システム工学専攻の２専攻から、３専攻（生産システム工学専

攻、物質環境工学専攻、社会基盤工学専攻）に改組するに際して、ディプロマポリシーやカリキュラムポリシー

にも照らして開設するもので、シラバスも作成している。今年度より隔年開講で行う。 

 

④ 学生による地域課題への取り組み成果の学会発表 

 長岡技科大は、持続可能な開発目標 SDGs への取り組みを

積極的に進めている大学であり、SDGs をエンジニア教育の

根幹として、工学系の高度化教育プログラムを構築している。

この中で、これまで SDGs の発見と解決に特化した学生主体

の国際会議 STI-Gigaku を開催している。今年も、平成 30 年

10 月 5 日〜6 日に長岡技科大で 3rd STI－Gigaku2018～

International Conference of  “Science of Technology 

Innovation” ～ が開催され、そこで長岡技科大とともに取り

組んでいる地域水産海洋工学に貢献するための水処理関連と

水槽のクリーニングロボット関連のPBLテーマについて発表

した。なお、この PBL テーマは SDGs の 17 のゴールのうち

の No.6（安全な水とトイレを世界中に）と No.9（産業と技術

革新の基盤を作ろう）に対応するものである。 

 国際会議であるので、学生は英語でのプレゼンテーション

も行った。 

 本校と長岡技科大の連続教育の推進も重要な目的であるの

で、発表した学生（3 名）は、PBL に関連する研究室や施設

の視察も行った。特に、長期間の魚の飼育システムはより大

科目名 担当教員 概要・目標 

プロジェクトマネジメント 牧 慎也 

マネジメントスキル、リーダシップ、ファシリテーション

など様々な角度から基礎的な知識を整理して学び、目標達

成までの全ての課題を効果的に管理運営する手法や技

術・能力を修得する 

環境マネジメント 山口 隆司 

環境保全・持続可能な社会形成に注目し、人の健康保護、

地球、地域の生活環境の状況、食料・資源の状況を理解し、

課題抽出，解決方法について解析・応用できる能力を修得

することを目標とする。 

コンプライアンス 市坪 誠 

技術の社会および自然に及ぼす影響・効果に関する理解力

や責任など、技術者として社会に対する責任を自覚する能

力を涵養し，倫理観を育む。技術者倫理、汚染者負担の原

則、SDGs などコンプライアンスについて包括的に知識と

思考力を身につける。 

図３ プレゼンテーションポスター 



 

型であり、すでに１年近くの長期飼育が実現できており（継続飼育中）、本校での PBL の装置設計におおいに

参考となったようである。また、現代のエンジニアや企業活動は SDGs に配慮した活動が必須であることも意識

できるようになったようである。 

 

 

３．まとめ 

 専攻科と長岡技科大との連続教育を「地域貢献」をキーワードに進めてきた。本校は以前から実践的な PBLを

通して地域貢献を図ってきたが、そこに長岡技科大と連携することで特に工学分野での高い技術力や研究シーズ

が活用できるようになった。 

 並行して進めている KOSEN(高専)4.0イニシアティブによる２つのテーマ「高専-大学・大学院接続システムに

よる実践力と研究力を持つ人材育成と国際性教育」や「函館水産海洋工学人材」の育成と持続的な海洋資源確保・

社会実装を通した地域貢献」の成果も含め、長岡技科大との連携による地域貢献と学生の教育を進める。また PBL

での成果は積極的に企業技術として社会実装するため、今後は企業も巻き込んだ PBLを一層進めていく。 

 函館高専としての地域企業に対する課題解決能力を向上させるためには教員の研究力向上も必要になる。そこ

で、若手の教員を中心に長岡技科大との研究連携も進めており、専攻科特別研究指導への長岡技科大教授の積極

的な指導を可能にする体制づくりや、長岡技科大大学院進学後の本校教員の共同指導体制など進めていく予定で

ある。 

 

謝辞：長岡技術科学大学と高専との平成30年度共同研究「地域に貢献する意欲を持つ学生育成のための高専-技科

大連携教育モデルの構築」として実施しました。ここに関係各位に深く感謝いたします。 

 

 



外部資金研究成果報告 

 

ナトリウム蒸気と炭化ホウ素を含む鉄基合金との反応に関する基礎的研究 

一般理数系 准教授 水野章敏，物質環境工学科 5年 藤澤樹 

日本原子力研究開発機構 高速炉・新型炉研究開発部門 研究主幹 斉藤淳一 

 

１．概要 

原子力発電を行うナトリウム冷却高速炉において、炉心溶融を含むシビアアクシデントを回避するためには、炉心溶融

時の反応を詳細に知る必要がある。炉心溶融が起こる場合、炉心構造材料であるステンレス（SUS316）融液と制御棒の材

質である炭化ホウ素（B4C）との反応が起きることが予測される。この反応は共晶反応と考えられており、構造材料の融点を

下げることから、炉心の周りの壁などの強度にも影響を与え、被害が拡大する可能性が高くなる。また、ステンレス鋼と炭

化ホウ素の反応する際の温度は高温であるため、冷却材として使用されるナトリウムと反応する場合、化学的活性のきわ

めて高いナトリウム蒸気との反応が構造材料の脆化に影響を与えることが予測される。したがって、ステンレス鋼と炭化ホ

ウ素の反応生成物、さらにナトリウム蒸気との反応挙動や反応後の組織状態の把握は炉心溶融時の内部環境を知るうえ

で基礎的な知見となる。そこで本研究では、ステンレス鋼のベースとなる鉄基合金と炭化ホウ素の溶融挙動の基礎的な知

見を取得し、それらの反応生成物とナトリウム蒸気との反応挙動を把握することを目的とした。その足がかりとして、今回、

ステンレス鋼を構成する鉄基合金である Fe-Cr合金の融液と B4C を反応させ、その生成物について走査型電子顕微鏡と

X線回折装置により評価を実施した。 

２．研究内容 

本研究では、使用する試料としてスレンテス鋼の市販品を用いず、SUS316（Fe-18 wt.%Cr-8 wt.%Ni）のベース

となる合金でありSUS430と同組成となるFe-18 wt.%Cr合金を作製して母合金とした。これは、市販品に含まれる

未確認元素がB4Cとの反応に与える影響を避け、後にNiやMoなどの添加元素の効果についても調べるためである。

Fe-Cr母合金は高真空アーク溶解炉により作製した。アーク溶解炉を用いることにより2000 ℃を超える温度で金

属試料を溶融し、高融点合金の作製が可能となる。Fe-Cr合金に対し5 wt.%に相当するB4Cをアーク炉内でFe-Cr合

金を融解することで高温状態において反応させた。反応物については走査型電子顕微鏡（SEM）を用いた表面観

察、X線回折（XRD）測定による析出相の同定を行った。 

Fig. 1 走査電子顕微鏡により撮影した反射電子組成像(a)および反射電子凹凸像(b)。 

 

Fig. 1にFe-Cr合金とB4Cを反応させた試料の表面をSEMにより観察した反射電子組成像(a)と反射電子凹凸像(b)

を示す。Fig. 1-(a)の画像中のコントラストは組成の違いをあらわしており、黒い斑点があらわれていることから、

1～2 m程度のB4Cが分散していることがわかる。一方、Fig. 1-(b)では、表面の凹凸をあらわしているおり、(a)の

黒い斑点が微細な空孔等によるものではないことがわかる。Fig. 2にはXRDパターンを示す。B4Cとの反応処理を

行う前のFe-Cr合金のXRDパターンと反応処理を行った後のXRDパターンを比較して示している。反応前と反応

後の回折ピークの位置を比較した結果、反応後にはFe2Bの析出によるものと考えられるピークがあらわれており、

これは合金中にB4Cが拡散し、拡散したB4Cの一部とFeが反応したためと考えることができる。Fe2B以外のホウ化

物や炭化物、化合物の形成も考えられるが、今回の実験においては検出に至っていない。 

 

３．まとめ 

 高速炉における炉心溶融時の反応を詳細に知るため、炉心およびその周辺部材の材質として使用されているステンレ

ス鋼と炉心内の制御棒として使用される炭化ホウ素（B4C）との反応機構を調べる実験を考案した。その足がかりとして、ス

テンレス鋼を構成する鉄基合金であるFe-Cr合金の融液とB4Cを反応させ、その生成物について走査型電子顕微鏡とX線

回折装置により評価を実施した。その結果、B4Cが1～2 m程度の粒子としてFe-Cr合金融液中に分散すること、一部の

B4CはFeと反応してFe2B化合物を形成することが判明した。今後は、反応させるB4Cの割合を変えた場合との違い、Fe基

合金へ添加した元素の影響、ナトリウム蒸気との反応性について調べていく予定である。 

 

謝辞：走査電子顕微鏡の使用の際にご協力頂いた本校技術職員の松井春美氏に感謝いたします。 

Fig. 2 Fe-Cr 合金と B4C の反応前および反

応後の X 線回折パターンの比較。 

(a) 

10m 

(b) 

10m 



外部資金研究成果報告 

証明問題解決支援システムにおける問題の自動作成とその利用 
 

生産システム工学科 准教授 倉山めぐみ 

 

１．概要 

現在，論理的思考力が弱ってきているといわれており，プレゼンテーシ

ョンや文章の記述といったさまざまな方法を用いて論理的思考力の定着

を図っている．この論理的思考力の定着を狙う学習として証明問題もあ

げられる．証明問題の中でも，中学生が学習する図形の証明は，図1のよ

うに，結論を導くのに必要な条件とその条件を使うために必要な要素（仮

定等）との関係が明確であり，さまざまな証明問題の基礎となるものとい

える．しかしながら，中学2年生を対象とした証明問題の記述に関する調

査では，約42%の生徒が何も記述することができず，約18%の生徒が記述

はあるが正しく記述できていないことが報告されている(1)．そのため，何

も記述していない学習者に向けた図形シミュレーションを利用した支援

システムの開発は行われている．しかし，記述しているものの正しく記述

することができない学習者に向けた支援システムの開発は

行われていないことから，正しく記述できない学習者への

支援システムの開発が重要であると考える．この考えのも

と，証明の記述表記を支援するための方法として，カード選

択方式を用いた証明問題の解決支援システムの開発を行っ

ている(2)．本支援システムでは，図2のように，提示された

問題に対して，あらかじめ用意されているカード群を取捨

選択することによって証明を行い，本システムとインタラ

クションを取りながら学習している． 

 本助成においては，証明問題解決支援システムにおい

て，現在，手作業にて行っている問題の登録（問題文，証明，

カードセット等）の自動生成，特に，カードセットの生成を

目指す．カードセットを自動で生成することで，証明の診断

の際に，カードに書かれている単文の内容についても指摘することが出来るようになる．また，本解決支援シス

テムを用いて，証明問題の学習における学習の可能性について調査を行う． 

 

２．研究計画 

 2018年11月から2020年2月にかけて，(1)解決支援システムにおけるカードセットの自動生成の構築，(2)高専生を

対象とした，解決支援システムを用いた利用実験，(3)利用実験時の学習者の行動分析，を行う予定である． 

 (1)については，正解カードセット(証明に必要となるカードセット)は生成アルゴリズムを構築しているが，ダミー

カードについては生成アルゴリズムを構築していない．そこで，ダミーカードの生成アルゴリズムの構築を行う．各カ

ードは，仮定と結論が書かれたもの，三角形の合同条件が書かれたもの，三角形の合同について書かれたもの等に分け

ることができ，ダミーカードの生成では，仮定と結論が書かれたものを中心に取り扱う． 

 (2)については，本解決支援システムを用いて学習できることは分かっているが，多人数の学生を相手に，どのくら

い学習を行うことが出来るのかを調査する．その為，本来であれば中学生を対象として行う必要があるが，事前に状況

を確認することも含めて，高専生(特に1・2年生)を対象とする．また，作成したカードセットの自動生成を利用した解

決支援システムを用いて，どのダミーカードを学習者がどのくらい用いたのかを調査する．これにより，ダミーカード

の有効性を分析する． 

 (3)については，(2)で実施した利用実験の結果を基に，学習者がどのようにして間違えたのかについて分析する．

特に，合同条件を用いるための仮定の利用状況を分析する予定である． 

 

謝辞：公益財団法人マツダ財団助成金によるものである． 
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