研究シーズ集 2021
大島商船高等専門学校には 52 名の教員がいます。学科は商船
学科（航海コース、機関コース）、電子機械工学科、情報工学科
及び一般科目で構成されており、幅広い研究分野を構成してい
ます。
高専の存在理由の一つとして地域貢献が挙げられています。
そのため校内に地域協力センターを設置しており、地域社会の
発展を目指して社会連携活動の活性化に貢献することを希望し
ています。本研究シーズ集は，本校の教員の研究テーマを取り
まとめています。本校との共同研究を含む地域連携活動の参考
資料としてご利用いただき，様々な連携活動が始まり，相互に
有益な結果が生まれることを期待します。
令和 3 年 6 月

大島商船高等専門学校
所属学科・科目

商船学科

研究者名

1

秀夫

環境・バイオ・エネルギー

代替燃料を利用した環境調和型エネルギーシステムの開発

2

鍾徳

機械・メカトロ，環境・バイ
オ・エネルギー

高熱流束除熱に関わる基礎研究

3

崇

船舶・海事

若手航海士のための避航行動指標の開発

4

杉本

昌弘

船舶・海事

コミュニケーション能力向上を重視した海事英語教育手法

5

木村

安宏

船舶・海事

船体や水中付加物等の流体力の計測・解析

7

小林孝一朗

機械・メカトロ

マイクロ流体デバイスの応用研究

8

渡邊

武

機械・メカトロ，物質・材料

壁面に斜衝突する部材の変形特性評価

前畑

航平

船舶・海事

海事教育における補助教材の開発等

10

村田

光明

環境・バイオ・エネルギー，
船舶・海事

海上環境を利用した植物栽培の研究

11

山口

康太

機械・メカトロ，物質・材
料，環境・バイオ・エネル
ギー

超電導回転機の冷却システムに関する研究

12

森脇

千春

船舶・海事

風向風速計による定点観測値の有効活用～洋上観測の実装
に向けて

13

松村

哲太

機械・メカトロ，環境・バイ
オ・エネルギー

往復しゅう動面に表面テクスチャリングを適用した場合の
潤滑特性解析

14

岩崎

寛希

船舶・海事

入出港操船の操船設計並びに操船基準の策定

15

浅川

貴史

電気・電子，機械・メカト
ロ，IT・情報，その他

障害者・高齢者のための福祉支援システム

16

増山

新二

機械・メカトロ，物質・材
料，環境・バイオ・エネル
ギー

極低温冷凍機の性能向上に関する研究

17

藤井

雅之

電気・電子，環境・バイオ・
エネルギー

電力の安定供給における絶縁材料の劣化診断と再生可能エ
ネルギーの活用に関する研究

18

笹岡

秀紀

電気・電子，物質・材料，理
学

プラズマ溶射装置およびその計測機器の研究

19

悟

機械・メカトロ，物質・材
料，環境・バイオ・エネル
ギー

簡単な機械システムの構築と「ものづくり教育」

20

松原

貴史

電気・電子，機械・メカト
ロ，IT・情報

人の行動に役立つヒューマンマシンインターフェイスの研
究

21

神田

哲典

電気・電子，物質・材料，理
学

磁性薄膜を用いた高コヒーレント磁化ダイナミクス励起の
研究

22

電気・電子，環境・バイオ・
エネルギー，船舶・海事

大気圧プラズマの応用

23

中村

翼

電気・電子，物質・材料，.環
境・バイオ・エネルギー，理
学

ECRイオン源を用いた多価イオンの生成，および生成効率
の向上

24

電気・電子

電気回路のシンボリック計算

25

心

IT・情報

木簡に特化した特徴抽出を利用した木簡削り屑の類似画像
検索システムの開発

26

岡村健史郎

IT・情報

画像処理による固定カメラを用いた三次元空間上での物体
追跡

27

石原

良晃

運輸・流通・ビジネス

ロジスティクスシステムの設計

28

杉野

直規

機械・メカトロ，IT・情報

面型パターン照明を用いた外観検査技術

29
30

川原

岡野内

平田
小林

一般科目

頁

船舶安全航行・漁業・海洋汚染監視・海洋資源探査等に貢
献する海洋環境計測

元

久保田

情報工学科

研究タイトル

技術分野
電気・電子，環境・バイオ・
エネルギー，船舶・海事

千葉

朴

電子機械工学科
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拓也

9

山田

博

IT・情報

デジタルオーディオワークステーションを用いた伝統唱歌
のコンピュータ音楽制作

北風

裕教

IT・情報

深層学習の認識率向上に関わる基礎研究

31

橘

理恵

IT・情報

医用画像解析と診断支援への応用

32

松村

遼

IT・情報

物体検出の精度向上に関する研究および実システムへの応
用

33

高橋

芳明

IT・情報

色付き 機能を持つオートマトンと形式言語理論に関する研
究

34

尾崎

南斗

IT・情報

医用画像を利用した診断支援への応用

35

野本

敏生

人文・社会

行政機関と市民・企業の協働

36

人文・社会

船員業におけるマスキュリニティの多様性についての実証
的研究

37

人文・社会

船舶におけるジェンダーに対する意識構造のメカニズムと
その変容〜ラディカル・フェミニズム思想に立脚して

39

その他

水上オートバイを活用した水辺の安全教育

41

大久保健治

人文・社会

大正期における日本〈文学〉の生成

42

杉村

佳昭

環境・バイオ・エネルギー

食品廃棄物を利用したアスタキサンチンの微生物合成に関
する研究

43

井口

智彰

人文・社会

英語軽動詞構文の記述的研究

44

牛見

真博

人文・社会

長州藩の学問・教育思想と文学

45

人文・社会

フィリピン・ルソン島山岳地域における多元的医療体系に
関する人類学的研究

46

石田

幸田

依子

三広

尾上

智子

藤井

忍

理学

群の作用に付随する代数学と幾何学

47

島田雄一郎

人文・社会

近代日本の医療者の認識構造と社会的ネットワークに関す
る思想史的研究

48

末次

竜

理学

物質強度を考慮した微惑星の衝突破壊

49

小原まり子

理学

代数的 K 理論の振る舞い

50

四丸

直人

理学

無理数回転の挙動について

51

岩本

敏彦

理学

数学教育

52
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電子機械工学科
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藤井

雅之

18

笹岡

秀紀

19

松原

貴史

21

磁性薄膜を用いた高コヒーレント磁化ダイナミクス励起の研究

神田

哲典

22

*

大気圧プラズマの応用

中村

翼

23

*

イオン源を用いた多価イオン生成効率向上の基礎研究

中村

翼

23

電気回路のシンボリック計算

平田

拓也

25

高熱流束除熱に関わる基礎研究

朴

鍾徳

3

マイクロ流体デバイスの応用研究

小林孝一朗

8

*

壁面に斜衝突する部材の変形特性評価

渡邊

武

*

超電導回転機の冷却システムに関する研究

山口

康太

*

往復しゅう動面に表面テクスチャリングを適用した場合の潤滑特性解析

松村

哲太

*

障害者・高齢者のための福祉支援システム

浅川

貴史

16

*

極低温冷凍機の性能向上に関する研究

増山

新二

17

*

簡単な機械システムの構築と「ものづくり教育」

岡野内 悟

20

*

人の行動に役立つヒューマンマシンインターフェイスの研究
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木村
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45
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群の作用に付随する代数学と幾何学

藤井
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物質強度を考慮した微惑星の衝突破壊
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代数的 K 理論の振る舞い

小原まり子
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無理数回転の挙動について
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数学教育

岩本 敏彦
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障害者・高齢者のための福祉支援システム
水上オートバイを活用した水辺の安全教育

* は重複しています。
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所属： 大島商船高等専門学校 商船学科

船舶安全航行・漁業・海洋汚染監視・
海洋資源探査等に貢献する海洋環境計測

研究タイトル：

氏名：

千葉 元 ／ Chiba Hajime

E-mail ：

職名：

教授

学位：

所属学会・協会：
キーワード：

技術相談
提供可能技術：

博士（工学），商船学修士

日本航海学会・海洋調査技術学会・漂着物学会・日本海洋学会・IEEE・
電気学会・日本建築学会・電気設備学会・電子情報通信学会
海洋環境計測，CTD，ADCP，海洋物理，リモートセンシング，超音波計測，海洋気象，海象，
メタンハイドレート，船舶安全，建築施工，保存船・復元船，海事史，カッター，電磁波シールド
・海洋環境計測（CTD，ADCP，魚群探知機による、沿岸〜外洋の水塊構造・海潮流計測）
・上記技術を応用した深海底メタンハイドレート探査，漂着物調査，海洋汚染状況の調査
・歴史的保存船・復元船の設計・施工・保守整備 ・海象気象観測 ・電磁波シールド施工

研究内容：

船舶搭載型 ADCP による海潮流観測と発生機構の分析・海底資源探査・保存船の保守

富山高専の練習船「若潮丸」
（全長 54m）に搭載された船底設置型 150kHzADCP で、富山湾及び周辺海域での
海潮流調査を実施した（図左）
。この ADCP 観測結果の検証のため、気象庁作成の数値計算データ（MOVE）
、
人工衛星リモートセンシングによるクロロフィル a 濃度観測画像（図中）との比較考察を行った。下図には 2012
年度の観測事例であるが、湾奥部に直径が 20〜30 海里程度の半時計周りの渦の存在を確認した。この現象につ
いて、理論検証した結果、右図に示すように、低密度の沿岸表層水自身の運動と、その下層の高密度の対馬暖流
水との、相互の流れ込み作用により、反時計回りの渦流を発生することが考察できた。（参考文献(1)）。

0

1m/s

20m Depth

(左)「若潮丸」搭載 ADCP 観測による 20m 深の流向流速ベクトル
（中）同日の人工衛星観測クロロフィル a 濃度画像
（右）左図で観測された湾南部の渦流の発生メカニズム
(1) 千葉元, 道田豊, 古山彰一, 橋本心太郎:「船舶搭載型 ADCP で捉えられた富山湾の流れの特性 －夏季湾奥部に発
生する反時計回りの渦について－」, 海洋調査技術学会論文集 Vol.27, 2016.7（海洋調査技術学会永田賞 受賞）
(2) 千葉元, 畠俊郎, 森井康宏, 山脇信博:「漁業練習船による深海底メタンハイドレート探査」, 日本航海学会論文集
Vol.139, 2018.12 ⇒日本海の約 500〜600m 深海底からのメタンハイドレートのプルーム観測とコアサンプリング
(3) 澤田実希, 千葉元, 斎藤重信:「初代帆船「海王丸」の現役引退後の歩みと今後への提言 －伏木富山港への誘致の
経緯から現在までの功績－」, 日本航海学会論文集 Vol.138, 2018.7

⇒

海事遺産である海王丸の今後の活用への提言

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
ADCP 600kHz（RDI） : 2ｍ層厚で約 100m 深までの観測が可能

ADCP1200kHz （ROWE） : 0.25ｍ層厚で約 20m 深までの観測が可能
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所属： 大島商船高等専門学校 商船学科

代替燃料を利用した環境調和型エネル
ギーシステムの開発

研究タイトル：

氏名：

川原 秀夫／KAWAHARA Hideo

E-mail：

職名：

教授

学位

博士（工学）

所属学会・協会：

日本機械学会，日本燃焼学会，日本マリンエンジニアリング学会，
農業食料工学会，化学工学会，日本伝熱学会

キーワード：

燃焼，熱・物質輸送，再生可能エネルギー，水素，サーマルリサイクル

技術相談
提供可能技術：

研究内容：

・燃焼，伝熱（乾燥），流動に関する領域
・伝熱・流動に関する数値シミュレーション
・省エネルギー，環境負荷低減を意識した機械設計

廃発泡ポリスチロール粒子の高温酸化性雰囲気におけるサーマルリサイクル

経済成長に伴う大量生産・大量消費・大量廃棄の社会システムが定着している。これに
より、廃棄物の増加が有害物質の発生、不法投棄、大気汚染等の環境問題を引き起こし
ている。２１世紀は、経済活動と自然調和、すなわち循環型社会形成が求められている。

本研究では、廃発泡ポリスチロール粉末を助燃剤として用いる
サーマルリサイクルの有効性を明らかにするため、高温酸化性雰
囲気における燃焼特性について検討している。
廃発泡ポリスチロール
粒子が無い状態の火炎

Z (mm)

250
200
150
100
50
d=92μm

d=162μm

d=192μm

廃発泡ポリスチロールの粒子径の違いが火炎形態に与える影響

Ø 従来技術との優位性
・類似研究で、ポリエチレン樹脂の燃焼研究は行われているが、燃焼炉
内での研究が主体であり、バーナ単独での燃焼研究は不明な点が多い。
Ø 予想される応用分野
・助燃剤として用いた時のサーマルリサイクルの有効性が明らかになれ
ば、廃棄物の削減、化石燃料の有効利用に貢献→商・工業用バーナの開
発
Ø 特許関連の状況
特開1997-236256 : 予混合式ガスバーナの制御装置
特開2016-050263 : 漂着発砲ポリスチレンの減容化方法及びその装置

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
・燃焼排ガス分析装置・testo350

・灯油噴霧燃焼器・自作

・光透過式スモークメータ（オパシメータ）・AVL DiSmoke4800

・太陽光集熱パイプ・寺田鐵工所

・４サイクル中速ディーゼル機関・Matsui MU323DSC 型

・高性能 HPC ワークステーション

・横型単動４サイクルディーゼル機関・Yanmar TF70V-E
・小型貫流ボイラー・NTEC EQS-201KM
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所属： 大島商船高等専門学校 商船学科
研究タイトル：

高熱流束除熱に関わる基礎研究
氏名：

朴 鍾徳 ／ PARK Jongdoc

E-mail ：

park@oshima-k.ac.jp

職名：

教授

学位：

博士（工学）

所属学会・協会：

日本マリンエンジニアリング学会、日本機械学会

キーワード：

プール沸騰、限界熱流束、CHF、沸騰熱伝達、過渡沸騰

技術相談
提供可能技術：

・LSI 等の電子機器の沸騰冷却から大型高熱流束機器の除熱技術まで
・原子炉及び核融合炉といった先端科学エネルギー利用システムの熱設計
・高集積半導体冷却システム及びマイクロマシン冷却方式への応用技術
・自然エネルギー及び再生可能エネルギーの利用に関する研究など

研究内容：

水および FC-72 における沸騰限界熱流束機構

様々な熱流束機器の冷却において汎用性の高い冷却技術である沸騰熱伝達を利用し、除熱限界の 限界熱流束
（CHF）を解明することで、熱変換機器の設計基準における安全性評価指針のデータベースを確立する。
指数関数状の熱入力に伴う液体中発熱体における過渡限界熱流束の予測および広範囲の系圧力・サブクール度に
おける定常限界熱流束を解明する。限界熱流束に及ぼすサブクール度の影響、高圧、高サブクール度ならびに通常
面・鏡面・粗面といった発熱体表面状態が定常限界熱流束及び過渡限界熱流束におよぼす影響について研究する。
今後、沸騰開始及び限界熱流束機構、そして伝熱面表面状態及び表面濡れ性の影響などに関する成果を上げ、高
熱流束機器の熱設計データベースを確立する。この研究の進展により、極限環境下で利用できる効率的かつ信頼性・
安全性の高い熱エネルギー変換機器システムの計画的研究開発達成が可能となる。
以下に応用例及び実験データを示す。
◆核融合炉発電

◆フロリナ－ト（フッ素系不活性液体）FC-72
FC-72 は電子部品などの絶縁冷却
媒体として注目されている。沸点は
56℃で、半導体素子の耐熱限界より
十分下にあるので、核沸騰による除
熱が期待できる。沸騰開始及び
CHF 遷移温度は発熱体表面状態や
熱入力周期によって異なる。
100
FC-72

T (=Tw- Tsat) [K]

80

高濡れ性液体の沸騰現象の様相を示す。水における現象とは異なり、
非沸騰状態から発熱体表面で全面沸騰する瞬時全面沸騰がよく観察さ
れる。その後の表面温度は急上昇し膜沸騰へ遷移するので危険な状態
となる。また、準定常から過渡熱入力になっていくほど、このような現象
は著しくなる。

∆Tin =∆Tcr

Sat.Condition
Atmospheric pressure

∆Tin

∆Tcr

∆Tin : Superheat temp. at boiling inicition

60

∆Tcr: Superheat temp. at CHF

Direct Transition

∆T=44oC
~
(=Tw100oC)

40

20
Tsat=56oC @ atm.
0

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
プール及びフロー沸騰熱伝達実験装置（神戸大学）
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所属： 大島商船高等専門学校 商船学科
研究タイトル：

若手航海士のための避航行動指標の開発
氏名：

久保田 崇／Takashi Kubota

E-mail ：

職名：

教授

学位：

所属学会・協会：

工学博士

日本航海学会、日本人間工学会、日本海洋人間学会
操船シミュレータ、避航、ヒューマンモデル
・危険因子に伴ったリスクマネジメントモデルの作成

キーワード：

・安全システム構築
・ブリッジリソースマネジメント講座・講習

研究内容：
＜研究目的＞
現在、団塊の世代の航海者が現役を去り、海運界全体が航海者不足である。平成１９年には海洋基本法が制定され、
法中の第 5 条「海洋産業の健全な発展」1)により、次世代の航海者の採用・育成が推奨され、２０代の若手航海者が増
加している。しかし安全航海を脅かす新たな問題も発生している。本来、航海者の技術の向上は経験を積むことで実現
されるものであるが、商業船舶では昇進が早く、短い乗船経験での航海者育成が急務となり、若手航海者にはプレッシ
ャーとしてのしかかる。近年では、未熟な若手航海者が起因した海難事故も発生している。従って２０代の若手航海者
の経験不足をフォローする新支援システムが早急に必要である。本研究は次世代を担う若手航海者が安全に航行でき
る支援システムを構築することを目的とする。
＜研究方法＞
Target A
Target B
避航行動モデルを検証し、航海者の主観的な衝突の
危険評価を定量化するためにシミュレータを用いて
避航実験を行う。そして実験結果から、接近する他
船に対して航海者が感じる主観的衝突の危険評価
を、TCPA（他船の最接近時間）を変数とするシグモ
イド関数を用いた近似式で示し、他の船舶を視覚情
報に基づいて瞬時に判断する主観的な衝突の危険
度を、DCPA（他船の最接近距離）を変数とする新た
な指標である総合的な主観的衝突のおそれ
(Synthetically Subjective Risk of Collision: SYSROC)
を提案し、SYSROC が衝突の危険度を総合的に判断
する一つの指標となることを提示する。
左図扇形空間は他船 AB が存在する操船環境の避
航行動空間の評価を SYSROC で表現したものである。
SYSROC が大きいほど濃い黒色になるよう示している。
図：SYSROC による避航空間
つまり航海者は、図中で薄い色で示された針路および速力を選択することにより航海者の避航行動の適否（安全度）を
評価できる。この様な分かりやすい指標が実現すれば、非熟達者にとって有益な支援システムになる。また SYSROC
は熟達者の衝突の危険度評価を視覚的に表したものであり、避航量やそのタイミングなど本来、経験を積まなければ
得られなかった技術を簡単に教示することができる。先ずは SYSROC 実用化のために SYSROC 空間と周囲の状況変
化を同時表現することを目指している。
提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
操船シミュレータ（TRANSAS Nav-pro3000 ）
ECDIS 訓練装置（JRC JAN-9201 ）
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コミュニケーション能力向上を重視した
海事英語教育手法

研究タイトル：

氏名：

杉本 昌弘／SUGIMOTO Masahiro

E-mail ：

職名：

准教授

学位：

MSc in Maritime Affair

所属学会・協会：

Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST)
International Maritime Lecturers Association (IMLA)

キーワード：

海事英語，海事教育訓練

技術相談

・LMS を用いた海事英語 e- ﾗｰﾆﾝｸﾞ学習法
・
・

提供可能技術：

研究内容：

Content-based blended learning approach による海事英語教育手法

商船高専の商船学科学生の多くは、卒業後、外航海運会社をはじめ海事関連の産業へ就職している。英語が使用言
語とされる外航商船のみならず、国際化の進んだ海事産業においては、実践的な英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力は必要不可欠
となっており、商船高専の英語教育に対しても実践的な会話能力向上の要求が高まっている。
本研究では，図 1 に示すように海事英語教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに，「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ重視の取組み」，「内容重視の指導」，および「統
合学習」の 3 つの手法を取り入れ，実践的海事英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力の向上を効果的に図るための学習方法および評
価方法の開発を目指す。

図 1 海事英語プログラム

図２ 統合学習

図 2 に示すように「海事英語授業」，「e- ﾗｰﾆﾝｸﾞ」，および「英語による乗船実習」の 3 つの異なる学習形態を体系的に
統合させ，この際に，各学習形態において，海事分野の題材内容に一貫性を持たせるようにする。研究成果として，ﾏﾙ
ﾁﾒﾃﾞｨｱ e- ﾗｰﾆﾝｸﾞ教材，ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲ演習教材，および海事英語能力ﾃｽﾄを作成する。また，作成教材などは，ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを
通じて公開する予定。 図 3 は語彙学習用の e- ﾗｰﾆﾝｸﾞ教材，図 4 は英語による乗船実習の様子である。

図 3 e- ラーニング教材

図４ 英語による乗船実習

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
シミュレータ機能付き主機スタンバイシーケンサ

JRCS

海事英語学習ソフト「English for Mariners」

MARINE SOFT

海事英語学習ソフト「Maritime English」

Seagull
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Shipping Technology Department
National Institute of Technology, Oshima

Maritime English Training
Communicative Competence
Name

SUGIMOTO Masahiro

Status

Associate Professor

for

Improving

E-mail

Affiliations

Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST)
International Maritime Lecturers Association (IMLA)

Keywords

Maritime English, Maritime Education and Training

Technical
Support Skills

・ E-learning for Maritime English with LMS
・
・

Research Contents

Maritime English Training with Content-based blended learning approach

Most graduates from Maritime Colleges have worked in the international shipping industry. Not only on
the ocean-going vessels where English is the common language but also in the globalized maritime industry
in general, has English communication skills been becoming the MUST skills. Therefore, English education
in the Maritime Colleges is required to meet the demand from the industry so that the students can be
equipped with communicative Maritime English skills.
In this research, as shown in the Fig. 1, three instructional / learning methods are used to improve the
Maritime English training program: communicative approach, content-based instruction, and blended
learning.

Fig. 1 Maritime English training program

Fig. 2 Blended learning

Fig. 2 illustrates how different learning activities are blended to improve learning efficiency. Fig. 3 is an
example of e-learning material, which will be available on the website, and Fig. 4 shows onboard training
through English.

Fig. 3 e-learning material

Fig. 4 Onboard training

Available Facilities and Equipment
Main Engine standby sequencer with simulator function

JRCS

Maritime English learning software “English for Mariners”

MARINE SOFT

Maritime English learning software “Maritime English”

Seagull
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所属： 大島商船高等専門学校 商船学科
研究タイトル：

船体や水中付加物等の流体力の計測・解析
氏名：

木村安宏 ／ KIMURA Yasuhiro

E-mail ：

職名：

准教授

学位：

修士（商船学）

所属学会・協会：

日本船舶海洋工学会，日本航海学会

キーワード：

船体流体力，操縦運動，水中付加物

技術相談
提供可能技術：

・船体まわり流れの調査
・水中付加物に作用する流体力の調査
・波浪中の浮体の挙動調査

研究内容：
【研究例１】
魚型水平断面舵の流体力の計測・解析
魚型水平断面舵における高揚力発生メカニズムを知るため、この舵の後半部を成す翼尾部の形状を変化させた舵模
型を製作し流体力の計測・解析を実施しました。
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図．Rudder Section の例
【研究例２】
Computational Fluid Dynamics(CFD) および水槽実験を活用した船体流体
力の解析
斜航中の船体に働く流体力を把握するため、CFD によるシミュレーション
計算と水槽での模型船による斜航実験を実施し、両者の解析結果から確度
のよい船体運動シミュレーションが可能となるよう研究を行っています。
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図．Lift Coefficient の例
2.5m ship model
4.0m ship model
computation
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YH =2YH/ρLdU
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右図．Hydrodynamic Force の例
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提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
風洞水槽実験装置一式

錨把駐力実験装置一式（乾燥砂の状態）

内訳 造波装置，送風装置

内訳 錨牽引装置，検力計

回流水槽実験装置一式
内訳 観測部長さ 3.5m
波高計 CH601（KENEK）
7
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所属： 大島商船高等専門学校 商船学科
研究タイトル：

マイクロ流体デバイスの応用研究
氏名：

小林孝一朗／KOBAYASHI Koichiro

E-mail ：

職名：

準教授

学位：

所属学会・協会：

日本物理学会, 応用物理学会, 化学とマイクロ・ナノシステム学会, 化
学工学会

キーワード：

マイクロ流体デバイス

技術相談
提供可能技術：

・PDMS を用いたマイクロ流路作製
・
・

研究内容：

博士（工学）

マイクロ流体デバイスの応用研究

マイクロ流体デバイスを用いることで, マイクロリットルオーダーの微量な液体の検査分析が行えることが知られてい
ます. 半導体作製の微細加工技術により, 電子回路, 微細構造体, アクチュエーター, センサ等を集積化したデバイス
を MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)と呼びます. MEMS に含まれる一つの領域としてμ-TAS (Micro-Total
Analysis Systems)があります. μ-TA S はマイクロリットルオーダーの少量の液体を用いて, 医療検査や細胞実験, 化学
実験等ができるようなデバイスで, MEMS の技術を応用することで作製されマイクロ流体デバイスとも呼ばれています.

アレルギー検査用マイクロ流体デバイスの研究開発
１ml 以下の微量の血液からアレルギー検査を行え
るマイクロ流体デバイスの研究開発を行っています.
血液１滴の正確な細胞分離が短時間で手軽にでき
れば, 多くの人々が自分自身の体質や健康状態を簡
単に知ることができます. 検査に必要な血液量が１滴
と微量だと, 検査の患者の負担を減らすことができ,
特に乳幼児といった検査のために多くの血液を採取す
るのが難しい患者が対象であっても検査が可能になり
ます. 食物アレルギーは乳幼児に多いですが, 現行の
血液検査では必要な血液量の関係で行うのが難しい
とされています.
血液１滴から好塩基球細胞を分離しアレルギー検査
をワンチップで行うマイクロ流体デバイスの研究開発を
行っています. 力学, 電磁気学, 流体力学等に基づい
たマイクロ流路内の細胞の挙動の物理的な解析により,
細胞を分離する機能について研究しています. この手の
ひらサイズのデバイスを用いれば, 簡易・簡便に検査
を行うことができます. 図１はアレルギー検査用マイクロ
流体デバイスの概要になります.
提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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所属： 大島商船高等専門学校 商船学科
研究タイトル：

壁面に斜衝突する部材の変形特性評価
氏名：

渡邊武 ／ WATANABE Takeru

E-mail ：

職名：

准教授

学位：

所属学会・協会：

日本機械学会

キーワード：

材料力学，接触問題，衝撃，運動学

博士（工学）

・引張圧縮試験機による材料試験
技術相談
提供可能技術：

研究内容：

壁面に斜衝突する部材の変形特性評価

二次元衝突した場合の部材の接触中挙動は，衝突接触面の接線方向の運動は衝突開始と同時に接触部が滑り始
め同一方向に滑り続ける全滑り（以下滑状態）と，滑りが停止しその後逆方向に滑る逆滑り，または停止し続ける固着
（以下不滑状態）状態に分類される．しかし，接触中挙動において，不滑状態から滑状態へと挙動が分岐する限界の入
射角（以下遷移臨界角）は未解明のままである．今後自動車構造の安全性を高める上で，衝突後運動や変形特性をさ
らに解明するために，遷移臨界角を把握する必要がある．
そのため，自動車の衝突安全性の向上において，車両等の構造設計や解析において比較的容易に衝突現象を把
握し，モデル構築が可能となる手法を確立する必要がある．衝突現象を簡易に表す手法である運動量と力積の方程式
に着目し，接触中挙動については理論的かつ簡便な定式化を行い，さらに理論解析結果の検証を行うための実験解
析を必要とする考えに至った．そして接触中挙動の詳細な区分による解析法の構築と，各種の変形特性の解明を行う
必要がある．
接触点挙動解析の手法として，静的および動的な場合の両者を考える．静的な場合，部材をはりに置き換えた材料
力学的手法を用いた力の釣合で，一方，動的な場合には運動量と力積との方程式より全滑り，逆滑り，固着の 3 種の
条件について導出するし，固着または逆滑りから全滑りへと遷移する入射角（遷移臨界角）について，理論的に考察を
行う．
衝突角度の変化による斜衝突挙動を把握するために，準静的での衝突実験から，接触中挙動および変形特性に関
する結果を取得する．続いて，上述した理論解析結果と実験結果とを比較して，遷移臨界角の推定が妥当であるかどう
か評価，検証を行う．

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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所属： 大島商船高等専門学校 商船学科
研究タイトル：

海事教育における補助教材の開発等
氏名：

前畑 航平 ／ MAEHATA Kohei

E-mail：

職名：

講師

学位：

修士（商船学）

所属学会・協会：

日本航海学会，山口県セーリングン連盟

キーワード：

航海学，海事教育，海事思想，教材開発，普及啓発活動

技術相談
提供可能技術：

・海洋海事に関する解説（イラスト等）の作成
・航海術の習得に寄与する補助教材（テキスト等）の作成支援

研究内容：

海事分野への初心者(入門者)向けの補助教材の作成等

海事分野についての初心者や船員教育を行う学校等養成施設の学生生徒向けに、海や船についての分野の知
識や技術習得の補助する教材等の作成、開発を行う。
具体的には専門用語や原理原則あるいは変遷等について、理解促進につながる表現手法や提示物（解説図、
挿絵、イラスト等）の作成を試み実践しその効果について検証する。
その他、海技従事者（小型船舶操縦士や海技士）の資格取得時に活用する現状の受験対策教材についての検
証等を行う。（どのような教材が必要とされているか等について検証等）
本研究は、得られた知見を、海洋海事分野への理解促進、海事思想の普及啓発活動での活用も念頭において
行うものとする。

活用例（ポスター/各種書籍等）

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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所属： 大島商船高等専門学校 商船学科
研究タイトル：

海上環境を利用した植物栽培の研究
氏名：

村田 光明 ／ MURATA Hiroaki

E-mail ：

職名：

講師

学位：

博士(工学)

所属学会・協会：

航海学会

キーワード：

海上環境測定，海上栽培環境構築，根圏測定

技術相談
提供可能技術：

・海上における植物栽培環境の構築
・植物根圏の肥料分布測定
・土壌中に存在するイオンの移動測定

研究内容：

海上環境を利用した施設園芸の低コスト化

農業は植物の栽培によって生産活動を行うため，気象や土壌などの生産環境に大きく依存します。近年，生産
環境を安定させるため太陽光型植物工場などの施設園芸が盛んにおこなわれています。施設園芸では，空調など
外部からのエネルギーを必要とする様々な設備によって生産環境の管理を行っています。より効率的に生産活動
を行うため，生産環境管理に伴う設備運用などのコスト低減が求められています。
・生産環境管理に伴うコストの低減は，管理の最適化や省エネルギー化が一般的です。
・本研究はコスト低減方法の発想を転換，海上環境で農業生産を行います。
・海上環境は，高い比熱，害虫の不在，波による動揺，潮流や潮汐など，生産環境の安定や管理に寄与する可
能性のある特徴や安定した自然エネルギーをもっています。
→ しかし，海上環境を利用した施設園芸，作物生産が行われたことはほとんどありません。
そこで，実際に海上環境に構築した施設園芸の生産環境を明らかにすることにより，
→

海上環境における施設園芸の有用性を明らかにします。

・現在までに，廃船や放置艇を有効活用し，海上環境における植物の栽培を行ってきました。
実際に海上環境において植物の栽培を行った例を図 1 に示します 1)。

図 1. 海上環境で行ったコマツナ栽培
現在までの環境構築や測定において，温度，溶存酸素や二酸化炭素濃度など，陸上と異なる傾向を示していま
す。
1)廃船を利用した海上環境における作物生産の利点調査，村田光明，日本航海学会，K135-31，2016

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
SH，FJ 級ヨットや錨など海上環境を利用するための設備
建築用や農業用の断熱シートなど海上環境用施設材料
温湿度センサ等の環境測定装置
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所属： 大島商船高等専門学校 商船学科
研究タイトル：

超電導回転機の冷却システムに関する研究
氏名：

山口康太／YAMAGUCHI Kota

E-mail ：

職名：

講師

学位：

博士（工学）

所属学会・協会：

船舶海洋工学会

キーワード：

極低温、超電導、熱サイフォン、伝熱、電気推進、冷媒、二相混流、真空
・極低温域の冷却システム
・熱サイフォン

技術相談
提供可能技術：

研究内容：

熱サイフォン冷却システムに関する研究

世界的に CO2 排出量の削減が進められており、航空機や船舶の分野においては発電機と電動機を用いた電気推進
システムが脚光を浴びており、各国にて開発が進められている。発電機や電動機に超電導技術を応用した超電導回転
機は従来の電動機・発電機と比較して高出力化・省スペース化が可能となり、世界各国において注目されています。
一方、超電導を扱うため極低温域まで超電導体を冷却しその温度を維持することのできる「特殊な」冷却システムが
必要となります。その一つとして、熱サイフォンを用いた冷却システムがあります。熱サイフォンは閉じた円管内に冷媒
を封入し、上部を冷却、下部を加熱すると、上部では冷媒が凝縮し、下部では冷媒が蒸発します。このとき凝縮した冷
媒は重力より下部へ、蒸発した冷媒は上部へと自然に還流を行うことにより、加熱部から冷却部へと熱輸送を行うこと
ができます。
凝縮

冷媒の流れ
・放熱し気体から液体へ

凝縮部

・重力により、液体は蒸発部へ
・吸熱し、液体から気体へ

断熱部

・浮力により凝縮部へ
冷媒

蒸発
動作温度
冷媒の飽和圧力に依存

蒸発部

熱サイフォン概要
本研究ではこの熱サイフォンを用いた超電導回転機の冷却システムの開発を進めています。現在は次の 2 点につい
て研究を行っています。
１） 窒素冷媒を用いた熱サイフォン冷却システムの熱輸送特性
・超電導材料の高性能化に伴い、液体窒素の温度域（77 K）での超電導回転機の研究が進められています。窒素
を冷媒として用いた熱サイフォン冷却システムの熱輸送特性について研究を行っております。
２） 高速回転に対応した極低温回転継手の開発
・超電導回転機は内部を真空断熱しているため、回転体と静止体を分けるために気密性を保持しつつ、極低温域
でも使用が可能な極低温回転継手が必要となります。航空機分野では 4000 rpm 以上での高速回転が求められ
るため、これに対応した極低温回転継手研究開発を行っております。
提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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所属： 大島商船高等専門学校 商船学科

風向風速計による定点観測値の有効
活用～洋上観測の実装に向けて
研究タイトル：

氏名：

森脇 千春／Chiharu Moriwaki

E-mail：

職名：

助教

学位：

所属学会・協会：

日本航海学会, 日本 LD 学会

キーワード：

気象観測, 風観測, 定点観測

技術相談
提供可能技術：

・
・
・

修士（商船学）

研究内容：
現在、陸上における気象観測地は定点観測値として多数存在し、気象予報に大きく貢献しているところだが、洋上の定点観
測は一時的な設置や、局地的な設置にとどまり、定常的な洋上観測値の入手は難しい。日本は島国であり国内の海は多くの
船舶が航行し、且つその船舶には必ず気象観測機器が搭載され、常に観測を行っているが、その観測値はその船舶の中で
利用されるのみであり、現状の気象予測に即時に利用されるものではない。そこで、船舶における洋上気象観測値の有効利
用を考えた。
本研究は、瀬戸内海を航行する独立行政法人国立高等専門学校機構大島商船高等専門学校（以下本校）練習船大島丸
による航海中の風向、風速の観測値を有効的に活用するため、また、瀬戸内海を航行する船舶による観測値有効利用のた
めの時間・空間的な補正を行うシステム構築を大きな目的としている。事前研究として、船上における洋上観測値を有効的に
利用できるよう、定点観測値、ポータブル風向風速計による観測値をもとに風速・風向の補正方法を構築する。
現在、瀬戸内海西部に位置する屋代島島内、本校敷地内（山口県大島郡周防大島町大字小松 1091-1:33°56.3’N 132°
11.4’E ）の 2 か所で、風向・風速を継続観測している。
本校敷地内における風向・風速は①校舎棟屋上（高さ 15ｍ）②学校桟橋（高さ 3ｍ）で観測している。学校は、屋代島の北
西部に位置し、西側が海、直線で 2km の距離に 300m の山があるが、①②どちらも他の建物からの影響がないよう設置され
ている。それぞれ、ロガーでデジタルデータとして 10 分平均風速・風向を記録している。
また、補正対象の大島丸における風観測は、現在は大島丸運行中、または宿直中の現場観測にとどまっており、過去の
観測値は 1 時間ごと、4 時間ごとの記録のみである。今後は記録デバイスを大島丸の機器に接続し、大島丸の研究航海や高
専学生の実習航海において、期間中の風向・風速値を自動で取得できるよう準備を行っている。

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
風向風速センサー・CYG-5103（クリマテック）
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所属： 大島商船高等専門学校 商船学科

往復しゅう動面に表面テクスチャリング
を適用した場合の潤滑特性解析
研究タイトル：

氏名：

松村 哲太／Matsumura Tetsuta

E-mail ：

職名：

助教

学位：

修士（工学）

所属学会・協会：

日本トライボロジー学会，日本マリンエンジニアリング学会

キーワード：

微細加工，流体潤滑，摩擦

技術相談
提供可能技術：

・流体潤滑に関する領域
・往復動する 2 面間の潤滑に関する数値解析
・往復しゅう動部の低摩擦化に向けた表面テクスチャリング設計

研究内容：

表面テクスチャリングを施した往復しゅう動面の潤滑特性解析

[研究概要]
近年、石油系燃料の資源枯渇問題や地域および地球規模の環境問題に対応するため、エンジンに代表さ
れる往復動機械には低摩擦・高効率化と低公害化が強く求められている。特に、機械しゅう動部の低摩擦化
は広くエンジン効率向上に寄与できるため、様々なアプローチから研究が行われている。
本研究では、摩擦低減技術の 1 つである「表面テクスチャリング」に着目し、テクスチャリングが往復し
ゅう動面の潤滑特性に与える影響を解明する。

[方法]
<実験解析>
図 1 に実験装置の概略図を示す。表面テクスチャリングを施したスライダをすべり方向に対して固定し、
クランク機構をライナ側に接続し、2 面間を往復相対運動させる。スライダとライナ間の摩擦力に加え、油
膜厚さ変化を測定し潤滑特性を評価する。
<数値解析>
油膜解析は式(1)に示す 2 次元レイノルズ方程式に基づいて行う。往復動の速度変化に伴う油膜のスク
イズ効果(式(1)右辺第 2 項)を考慮し、表面テクスチャリングを施した往復しゅう動面の動的解析を行う。
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h :油膜厚さ p :油膜圧力 η:粘性係数 U :相対滑り速度

[従来技術との優位性]
従来、内燃機関では、表面テクスチャリ
ングをシリンダライナに施す例が多く、
ピストンリング側に施した場合の実用
例は少ない。ピストンリングへの有効な
テクスチャリング条件が明らかになれ
ば、リング交換により既存のエンジンに
も適用できるという点で有利である。
[予想される応用分野]
ピストンリング・シリンダライナ間の低
フリクション化

図1

往復動摩擦試験機の概略図

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
数値解析用ワークステーション

往復動摩擦試験機
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所属： 大島商船高等専門学校 商船学科
研究タイトル：

入出港操船の操船設計並びに操船基準の策定
氏名：

岩崎 寛希 ／ HIROKI Iwasaki

E-mail ：

職名：

教授

学位：

博士（商船学）

所属学会・協会：

日本航海学会

キーワード：

船体運動モデルの同定 入出港操船 操船設計 操船基準

技術相談
提供可能技術：

・任意船の船体運動シミュレーションモデルの同定
・出入港操船設計
・出入港操船基準の策定

研究内容：
港内での操船設計を行う場合、対象船の船体運動モデルによるシミュレーションが欠かせない。しかし、運動モデルを
同定するには、1/30〜1/40 模型による高速模型試験が必要であるが、通常では同型船のものしか入手できず、正確
に操船が吟味し設計できない。そこで、船体主要目より運動モデル流力微係数を推定し、さらに対象船の公試運転成
績にトレースするよう、同微係数をチュ－二ングして同定する。そうすることで、ほぼ同じ動きをする船体運動シミュレー
ションが可能となる。図１に対象船の一般配置図、図２にその公試運転成績にトレースした運動シミュレーション結果を
示す。同定した運動モデルを用いて、出入港操船設計を行い、操船方法や外力に対する出入港操船基準などの策定、
検討を行う。図３、図４にはその検討過程を示している。

図 1

図 2

図３
図４
提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
ビジュアル型操船シミュレータ（Transas）
鳥瞰型リアルタイム操船シミュレータ（自作）
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所属： 大島商船高等専門学校 電子機械工学科
研究タイトル：

障害者・高齢者のための福祉支援システム
氏名：

浅川 貴史／ASAKAWA Takashi

E-mail ：

職名：

教授

学位：

博士（工学）

所属学会・協会：

日本機械学会，計測自動制御学会，バイオメカニズム学会

キーワード：

福祉工学，組込みシステム，障害者・高齢者支援，福祉支援機器，無線伝送

技術相談
提供可能技術：

・マイコン応用機器
・福祉支援システム
・センサ応用システム
・起業・創業アドバイス

研究内容：

・無線伝送システム
・アプリケーション開発

ヒューマンインタフェース研究室の取り組み

〜 情報・電気・機械の融合 〜
・世の中の「もの」や「システム」を人間側から考える
・ユーザビリティを主体に，ユニバーサルデザインを考慮した，
システム構築を行う

障害者を英語では「disabled person」といいます．身体機能
の一部に障害がある状態ことを示しますが，この障害により
社会的不利益を受けることを「handicap」といいます．
私たちは，身体機能の障害を工学的な技術により支援し，
社会参加を可能にするシステムに研究を進めています．

現在は大きく 2 つのテーマについて取り組んでいます．
1 つ目は，電動車いすの操作支援に関する研究です．高
齢者が安全に移動できる手段の構築は急務の課題です．
2 つ目は，触覚インタフェースに関する研究です．視覚・聴
覚障害者や高齢者が触覚による代替インタフェースにより
生きがいを創出し，社会参加を促進することを目指します．
これら 2 つのテーマを中心に明るい社会の構築に貢献
する支援技術の開発を目指しています．
提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
Prusa i3 3D プリンタ 2016

MONO WIRELESS TWELITE（無線モジュール）

Prusa i3 3D プリンタ 2017

ROHM 920MHz 無線モジュール

ＭＩＴＳ 基板加工機 セブンミニ

北陽 レーザーレンジファインダ

RENESAS E1 エミュレータ
RENESAS E2 エミュレータ
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所属： 大島商船高等専門学校 電子機械工学科
研究タイトル：

極低温冷凍機の性能向上に関する研究
氏名：
職名：

増山新二 ／ MASUYAMA Shinji
教授

E-mail ：
学位：

博士（工学）

所属学会・協会：

低温工学・超電導学会

キーワード：

極低温冷凍機，蓄冷器，蓄冷材，磁性体

技術相談
提供可能技術：

・冷凍機を使用した冷却システム
・新規蓄冷材の開発

研究内容：
極低温冷凍機の応用分野の一例として、医療分野で有効に活用されている核磁気共鳴画像装置（MRI）が挙げられ
る。これは、超電導電磁石が発生する磁場を利用しており、液体ヘリウム（4.2K）で常に冷却する必要がある。液体ヘリ
ウムの蒸発を防ぐために極低温冷凍機が設置され、昼夜を通して稼働している。したがって、極低温冷凍機の効率は
システムのランニングコストに直結している。現状の極低温冷凍機の効率は極めて悪い。また近年では、液体ヘリウム
の価格が高騰するとともに、入手にも時間が必要となっている。これらの理由から、液体ヘリウム温度領域をカバー可
能で、かつ高効率な極低温冷凍機の開発が早急に求められている。
本研究では、4K レベルで動作する極低温冷凍機の冷凍効率を改善するために、蓄冷材ならびに蓄冷器構造に着目
した研究を進めている。研究で使用している２段ギフォード・マクマホン冷凍機の概略図を図１示す。圧縮機より供給さ
れた高圧ヘリウムガスが冷凍機内で膨張し，そのガスが蓄冷材と熱交換を行うことで，各ステージが冷却される。冷凍
効率に大きく寄与する要素は蓄冷材であり，一般的に比熱が大きいことが望ましい。したがって、銅やステンレスなどの
金属では、10K 以下で比熱が小さくなり、それ以下の温度を維持できない。そこで、磁性体の磁気比熱転移を利用した
磁性体蓄冷材(HoCu2、Er3Ni など)が使用されている。これらの蓄冷材を２段目蓄冷器の低温側に金属蓄冷材と組み合
わせて使用することで 4K レベルの冷却が実現できている。冷凍能力結果の一例を図２に示す。
以上の研究目的、実施状況から、冷凍機を使用した冷却システムの構築や、新規蓄冷材に関する技術相談が可能
である。

Cooling power [W]

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2.0

図１ ２段ギフォード・マクマホン冷凍機の概略図

3.0

4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
2nd stage temperature [K]

図２ 冷凍能力特性の一例

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
小型 4K 冷凍機・RDK408D2 (SHI) など
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9.0

所属： 大島商船高等専門学校 電子機械工学科

電力の安定供給における絶縁材料の劣化
診断と再生可能エネルギーの活用に関する研究

研究タイトル：

氏名：

藤井雅之

職名：

教授

／ FUJII Masayuki

E-mail ：
学位：

博士（工学）

所属学会・協会：

電気学会，日本機械学会

キーワード：

絶縁材料，空間電荷，劣化診断，太陽光発電，発電効率，水冷，潮流発電，ダリウス

技術相談
提供可能技術：

・絶縁材料の誘電・絶縁特性に関する研究， 絶縁材料の劣化診断に関する研究
・太陽光発電の発電特性に関する研究， 太陽光発電モジュールの劣化に関する研究
・大畠瀬戸の潮流発電に関する研究

研究内容：
電力の安定供給は，国内の経済・産業などにおいて非常に重要な意味を持っている。電力は電力ケーブルを介して
我々に供給されており，絶縁材料は長期にわたり電力の安定供給を支えている。絶縁破壊は停電につながるため，絶
縁材料の劣化診断技術には高い精度と信頼性が要求される。現在，不平等電界下においてエポキシ樹脂に長期印加
することにより，空間電荷分布の変化と絶縁材料の劣化診断について調査している。
太陽光，風力，地熱などの再生可能エネルギーは，化石燃料に依存する割合を減らすこと，脱原子力発電を推進する
ことなどで注目が高まっている。太陽電池は温度が高くなることにより，出力が低下することから，太陽電池を水冷する
ことによる出力の低下抑制効果に関する研究を行っている（図１参照）。さらに，太陽電池モジュールには経年劣化が
起こるため，ホットスポットを含めた劣化診断について調査している。
再生可能エネルギーには，波力，潮力，潮汐なども含まれている。本校の位置する周防大島には，潮の流れが速い大
畠瀬戸があり，潮力を利用した発電に適した環境であると考えられる。現在，２枚翼または３枚翼のダリウス型水車を
有する潮流発電システムを試作し，本校の回流水槽で流速に対する自己起動性と発電特性について調査している（図
２参照）。

図１ 水冷あり/なしの太陽電池モジュールの背面温度と発電特性

図２ 回流水槽に沈めた潮流発電システム

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
空間電荷分布測定装置（松江高専，福間研究室製作）

太陽光発電システム（SHARP，単結晶 Si 型３kW）

耐圧試験器（HIOKI，3158）

デジタル・パワーメータ（YOKOGAWA，WT210）

デジタル・エレクトロメータ（ADVANTEST，R8240）

ウエザー・ステーション（Davis，6150 Wireless Vantage Pro）

LCR ハイテスタ（HIOKI，3511）

回流水槽

真空蒸着装置（JEOL，JEE-400 ）
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所属：大島商船高等専門学校 電子機械工学科
研究タイトル：

プラズマ溶射装置およびその計測機器の研究
氏名：

笹岡秀紀／S A S A O K A H ideki

E-m ail：

職名：

教授

学位：

博士（理学）

所属学会・協会： 日本溶射学会，砥粒加工学会，精密工学会
キーワード：
技術相談
提供可能技術：

プラズマ溶射，C V D ，分光計測，ダイヤモンド
・プラズマ溶射装置
・プラズマ溶射粒子の温度・
速度評価技術

研究内容：
ロケットノズルやジェットエンジンなどの極限環境にさらされる部品には、高融点材料の被膜形成が必要とされ、その
ような被膜を形成する手段として溶射技術ある。そのなかでも 10,000℃以上の温度となるアークプラズマを利用するプ
ラズマ溶射装置は、成膜速度が速だけでなく、被膜材料、基材材料の選択自由度が高いため、産業界で利用され始め
て久しい。しかし、すでに実用化された技術であるにも関わらず、装置寿命が短い、入力条件に対する膜品質の安定性
も損なわれやすいなど実用上の多くの問題を抱えている。また、装置の傾向開発傾向として高出力化が図られている
が、高出力化により溶射粒子の加熱効率はかえって劣化するため、核融合炉開発で求められているタングステンなど
の３０００℃を超える融点をもつ材料の成膜の目途がたっていないのが現状である。
このような現状から、我々はツインカソード(T C )プラズマ照射装置の研究を進めている。T C プラズマ溶射装置では、ア
ークプラズマの延伸によって電力効率の向上を、また、材料粒子供給をプラズマジェットの流れに対して沿うように導入
することで、加熱効率と材料収率の両方を向上させることが可能である。現在、TC プラズマ溶射装置の性能をさらに向
上させることで、タングステン被膜の形成技術を確立することを目的としている。また、溶射特性の安定化を図るうえで
重要となる溶射粒子の温度と速度の分布状態を同時にリアルタイムで計測する計測機器の開発も合わせて進めてい
る。

図 1 ツインカソードプラズマ溶射装置の概念図

図２ 溶射粒子温度・速度計測装置の概要

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
プラズマ溶射装置

内製

溶射粒子温度・速度計測装置

内製（浜松ホトニクス製 IC C D カメラ、二分岐光学系を含む）
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所属： 大島商船高等専門学校電子機械工学科
研究タイトル：

簡単な機械システムの構築と「ものづくり教育」
氏名：

岡野内 悟／OKANOUCHI Satoru

E-mail ：

職名：

准教授

学位：

工学修士

所属学会・協会：

日本機械学会，日本設計工学会

キーワード：

ものづくり教育，木製ロボット，ロボコン，メカニズム，電子制御，からくり

技術相談
提供可能技術：

・CAD/CAM を使った機械設計と製作
・機械要素とメカニズム
・マイコン制御。センサ。無線リモコン
・技術教育

研究内容：

材料の再使用を基本とした「ものづくり教育」

（１）レゴバトル
５２個の直方体ブロックと 2 台の電動
台車のみで相撲ロボットを組み立て、
ラジコン操縦で対戦。改良を繰り返し
工学センスを体験しながら学びます。
作業はブロックの組みな直しだけなので
小学生も容易。何度でも再使用できる。
・創造工学の実習
・小中学校への出前授業
・地域イベントなど幅広く利用
（２）クローラロボットの製作
市販模型用のギヤボックスとキャタピ
ラセットを使ってクローラロボットを
製作する。配線や工作作業を行う。
不要となったロボットは電子回路部品
も含め、分解して再使用する。
・公開講座
・校内ロボコンなどで使用
（３）CAD/CAM とレーザ加工機を使った
ロボットなどの木製メカニズムの設計製作
木の角材と金具でフレームを構成する。
CAD/CAM で設計どおりの形状にレーザ
加工機を使って合板から部品を切出。
アイデアを生かした多様なメカニズム
を実現する。
不要な機体は分解分別し、再使用する。
・ロボット製作や実験装置などに利用
提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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所属： 大島商船高等専門学校 電子機械工学科

人の行動に役立つ
ヒューマンマシンインターフェイスの研究

研究タイトル：

氏名：

松原貴史／ MATSUBARA Takashi

E-mail ：

職名：

准教授

学位：

博士（工学）

所属学会・協会：

日本機械学会, ｼｽﾃﾑ制御情報学会, 日本ﾌﾟﾗﾝﾄﾋｭｰﾏﾝﾌｧｸﾀｰ学会

キーワード：

手順書(マニュアル), 技術伝承, 作業者支援・現場改善, ヒューマンファクター, 自動制御

技術相談
提供可能技術：

・手順書の作成, 管理, 運用
・現場の作業環境改善
・安全活動(5S, HHK, KY 等)
・技術伝承のデータ化

研究内容：

・自動制御 (シーケンス, フィードバックなど), メカトロ
・ドローン, ＶＲ
・省エネルギー（原単位）の調査, 検討
・法令対応関係（実務経験の範囲）

人の特性を考慮したヒューマンマシンインターフェイスの研究

工業系企業（数社）の業務経験をベースに、実際に企業で発生しているヒューマンエラーや技術伝承、若年者の
サポートなど、多くの問題点を解決させる（人の役に立つ）マンマシンインターフェイスシステムを研究しています。
〔研究テーマの紹介〕
(1) ヒューマンエラーを防止する手順書生成の研究
⇒ 扱いやすい手順書(マニュアル)を追求しています。
③

(2) 技術伝承（熟練者と若年者の世代交代）の効率化
⇒ 熟練者の動きをﾛﾎﾞｯﾄで表現可能なデータに
変換・保存する技術伝承手法を検討しています。

①
②

④

⑤、⑥、⑧、⑨、⑩

⑦

初級操作者による
操作実験風景
典型的な手順書の例
(3) 使いやすいタブレット手順書の検討
⇒ 紙の手順書と同じような、タブレット手順書の
仕組みを検討しています。

(4) 実操作やトラブル経験の減少に対する、効率的な
模擬操作訓練方法の確立
⇒ ＶＲによる効果的な教育方法を検討しています。

(5) 運転員の支援システム
⇒ 人間の活動を支援するさまざまな器具や装置の検討をしています。
・ＧＰＳ機能の活用、１人交代勤務者への支援、ドローンを活用した点検方法

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
・操作実験用模擬プラント

・ドローン（飛行用、陸上用）

・モーションキャプチャー(Azure Kinect DK)

・VR

・各種映像撮影用カメラ

・各種省エネ、原単位等計算ツール
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所属： 大島商船高等専門学校電子機械工学科

磁性薄膜を用いた高コヒーレント磁化
ダイナミクス励起の研究
研究タイトル：

氏名：

神田哲典／KODA Tetsunori

職名：

准教授

E-mail ：
博士（工学）

所属学会・協会：

応用物理学会、日本磁気学会、日本金属学会、電気学会

キーワード：

スピントロニクス、磁気物理、材料物性

技術相談
提供可能技術：

・磁気物性・磁気工学 ・薄膜・微細加工技術 ・材料物性
磁気シミュレーション、磁気工学の技術指導、薄膜工学の技術指導

研究内容：
磁化の動的挙動、すなわち、磁化ダイナミクスは非線形現象であるため、強磁性共鳴（FMR）条件近傍において、そ
の挙動は磁場や入力周波数変化に対して著しく影響を受ける。そのため、磁場に対する運動変化を高感度に検出す
ると、磁気センシングとしての応用が見えてくる。すなわち、磁化ダイナミクスを制御することは基礎研究のみならず、
応用上も重要な側面を有している。特に、非線形性を顕著にするためには磁化ダイナミクスの位相コヒーレンスを如
何に高めるかが鍵となる。
そこで、我々は磁化ダイナミクスを励起する高周波電極の形状に着目し、形状と FMR スペクトルの関係から磁化ダ
イナミクス機構を調べ、高コヒーレンス磁化ダイナミクス励起手法を確立する指針を得ることを目指している。具体的
には、強磁性薄膜上に 2 本の電極から構成される高周波電極を形成し、高周波プローブからマイクロ波を入力してそ
の反射率を検出することによりその動的挙動を調べている。図１には高周波電極間隔依存性の測定結果の一例を示
す。反射スペクトルは顕著な電極間隔依存性を示していることがわかる。本研究で用いた高周波電極の場合、2 つの
電極近傍の局所的な領域において磁化歳差運動がそれぞれ生じる。一般に、局所的に励起される磁化の歳差運動
はその磁化ダイナミクスが隣接する空間を伝搬する「スピン波」が生じる。本研究の電極構造に於いては 2 つの電極
のそれぞれ近傍でスピン波が発生し、片側の電極で発生したスピン波がもう一方の電極近傍で局所磁化ダイナミクス
と干渉することになる。スピン波の波長に依存した位相と局所磁化ダイナミクスの位相が同位相になると、局所磁化ダ
イナミクスはスピン波からも励起されることになるために、コヒーレンスが顕著に高まると考えている。すなわち、本手
法をさらに精密に制御することで、高コヒーレンスな磁化ダイナミクス励起が可能と期待される。

図 1 高周波反射強度の高周波電極間隔依存性

提供可能な設備・機器：

マイクロマグネティックスシミュレーター（oommf）用ワークステーション
名称・型番（メーカー）
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所属： 大島商船高等専門学校 電子機械工学科
研究タイトル：

大気圧プラズマの応用した塗装剥離
氏名：

中村 翼／Tsubasa Nakamura

E-mail ：

職名：

准教授

学位：

博士（工学）

所属学会・協会：

電気学会・応用物理学会・日本マリンエンジニアリング学会

キーワード：

プラズマ応用，大気圧プラズマ，誘電体バリア放電，塗膜剥離，付着性

技術相談
提供可能技術：

・ プラズマ照射機構
・ 表面洗浄・改質など
・ （母校である）大学等と連携して，技術相談などに応じることも可能です。
対応可能な技術等であるか，まずはお気軽にご相談下さい。

研究内容：

大気圧プラズマを用いた簡易塗膜剥離システム

一般に，プラズマとは，気体中の原子や分子が電離して生成した正イオンと電子がほぼ等量まざりあって存在し，平均
的には準中性の状態を保っている媒質と定義される[1]。このようなプラズマ中では，反応性の高いラジカルが多く生成
され，排ガスや悪臭の除去や表面洗浄効果を起こす事ができる。
我々は幅広い分野で応用されている大気圧プラズマを使って，船舶塗装の簡易剥離についての研究を展開しており，
その成果（一例）を紹介する。
右図に示す結果は，大気圧プラズマを照射する距離を 10 mm，照射時間を 1 分と固定し，印加電圧を変化させた時の
結果である。棒グラフはひずみであり，それぞれ 10 サンプルの平均値の
結果を示している。またエラーバーは標準誤差を表している。なおひずみ
ゲージを配置した場所は塗装と母材（アクリル素材）の界面である。
この結果から，プラズマ照射前と比較すると，印加電圧が 6 kV の時は
プラズマを照射するとひずみが約 50 ％大きくなり，その時の応力は約
4.5 MPa であった。一方，印加電圧が 10 kV の時，ひずみが 25 ％程度，
小さくなり，応力は約 2.0 MPa であった。
このことから，大気圧プラズマを塗装表面に照射することで，塗装内部の
凝集力が変化し，結果として，塗装と母材界面の間で生じるせん断応力が
変化することで，塗装が剥離し易くなったと考えられる。
Fig. ひずみゲージによるひずみ量の測定結果
「従来技術との優位性」
一般的に塗装を剥離させる方法として，水溶液系及び溶剤系を用いる化学的方法，ヘラや研削材を用いる物理的・機械的
方法，塗膜を熱分解する熱的方法の 3 つに大別できる[2]。このように塗装を剥離させる際には対象物の材質等によって，最
適な剥離方法を選択している。しかし処理対象物の性質に制限されることのないドライ洗浄で塗装を剥離させる技術が確立さ
れると，あらゆる塗装の剥離に適応でき，再塗装等の作業効率化につながると考えられる。
「予想される応用分野」
母材を傷付けずに塗装を剥離させたい部分，場合によっては経年劣化した粘着部分の剥離も可能かもしれません。
「特許関連の状況」
1. 焼鈍方法及び焼鈍装置（特許第 5253779 号（2013.4.26））
Reference.

2. 塗膜の形成方法（特許第 5092173 号（2012.9.28））

[1]

Japan Society for the Promotion of Science (Plasma Materials Science the 153rd Committee), “Atmospheric pressure plasma: Basic and Application”, pp.1, Ohmsha Co., Ltd. , Tokyo, 2009. (In Japanese)

[2]

Kouzou Sato, Adhesion of the painting - A theory and commentary of the mechanism- (in Japanese). RIKO Publishing Corporation, 1981.5, pp. 54-56, 72, 214‒221.

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
高電圧交流電源（900VA, 10k ‒ 20kHz, sin/△/矩形出力）

高電圧受動プローブ（P6015A, Tektronix）

ECR（Electron Cyclotron Resonance）イオン源一式

AC / DC 電流プローブ（A622, Tektronix）

卓上型走査型電子顕微鏡（TM3030, Hitachi High-Tech ）

イオンミリング装置（IM4000, Hitachi High-Tech ）

低真空高感度走査電子顕微鏡（SU3500, Hitachi High-Tech ）
EDAX エネルギー分散型 X 線分析装置 → 上記 SU3500 に付随
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所属： 大島商船高等専門学校 電子機械工学科
研究タイトル：

ECR イオン源を用いた多価イオンの生成，および
生成効率の向上
氏名：

中村 翼／Tsubasa Nakamura

E-mail ：

職名：

准教授

学位：

博士（工学）

所属学会・協会：

電気学会・応用物理学会・日本マリンエンジニアリング学会

キーワード：

電子サイクロトロン共鳴，イオン生成，多価イオン，アルミニウムイオン，磁場最適化

技術相談
提供可能技術：

・ 2.45 GHz 電子サイクロトロン共鳴イオン源を用いた，多価イオン生成
・ （母校である）大学等と連携して，技術相談などに応じることも可能です。
対応可能な技術等であるか，まずはお気軽にご相談下さい。

研究内容：

多価イオンの生成効率向上

Ion beam current [μA]

電子サイクロトロン共鳴（ECR）イオン源は，大型加速器用の多価イオン源として開発され，現在，イオン注入装置での
採用が検討されている。本研究では工学応用を見据えて，製造コストおよびランニングコストが安価である永久磁石型
の 2.45 GHz-ECR イオン源を開発している[1]。
現在，大島商船高専に設置されている ECR イオン源を利用して，その応用例である，パワー半導体基板の SiC イオン
注入用として，近い将来必要となるアルミニウム 4 価のイオンビームの生成およびその電流量向上に向けた指針の確
立を目指している。多価イオンを生成する部分をチャンバーと呼び，図 1 には ECR イオン源のチャンバ付近の概略図
を，図 2 には生成した多価イオンのスペクトル（成分のようなもの）を示している。図 2 の結果から，横軸の 27 にピークを
確認できたことから，アルミニウム 1 価イオンの生成を確認した。なお図 2 の横軸は質量電荷比を表しており，この値と
縦軸の電流量から，生成した多価イオンの判別・評価を行っている。
0.1
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Solenoid coil 1 Coil 2 Coil 3
#20191127̲06̲-100V 0.08
Extractor
7
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#20191121̲03̲-400V 0.04
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6
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0
5
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0
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10
20
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40
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Fig. 1. ECR イオン源の概略図（チャンバー付近）

Fig. 2. 生成した多価イオンのスペクトル波形

「従来技術との優位性」
基本となる minimum-B 磁場は 1 組のリング型永久磁石および 8 極永久磁石によって構成されている。加えて，電磁石が 3
個設置されており，中心軸方向の磁場の調整を行うことができ，チャンバー内の磁場分布を調整できる構造となっている。
「予想される応用分野」
半導体製造技術，イオン注入，材料診断
「特許関連の状況」
なし
Reference.
[1]

T. Asaji et al., Rev. Sci. Instrum. 85, 02A940 (2014).

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
高電圧交流電源（900VA, 10k ‒ 20kHz, sin/△/矩形出力）

高電圧受動プローブ（P6015A, Tektronix）

ECR（Electron Cyclotron Resonance）イオン源一式

AC / DC 電流プローブ（A622, Tektronix）

卓上型走査型電子顕微鏡（TM3030, Hitachi High-Tech ）

イオンミリング装置（IM4000, Hitachi High-Tech ）

低真空高感度走査電子顕微鏡（SU3500, Hitachi High-Tech ）
EDAX エネルギー分散型 X 線分析装置 → 上記 SU3500 に付随
高電圧交流電源（900VA, 10k ‒ 20kHz, sin/△/矩形出力）
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所属： 大島商船高等専門学校 電子機械工学科
研究タイトル：

電気回路のシンボリック計算
氏名：

平田 拓也／HIRATA Takuya

E-mail ：

職名：

准教授

学位

所属学会・協会：

電子情報通信学会

キーワード：

電気回路，シンボリック計算

博士(工学)

・アプリケーション開発(C#)
技術相談
提供可能技術：

研究内容：
電気回路を設計する際，設計者は，回路図を描き，各素子の電圧と電流を計算し，回路定数とそれらの関係を調べ，
回路の振る舞いが要求仕様になるように，回路定数を調整する。SPICE と呼ばれる業界標準の，数値計算による回路
シミュレータを使用して，回路定数を数値的に変化させ，その中で，要求仕様に一番近い，回路定数を採用する。
一方で回路が比較的簡単な場合においては，回路定数をシンボルとして扱い，計算を行うことで，回路の電圧と電流
と，回路定数との関係を数式表現でき，解析学などの知見を利用して，要求仕様を真に満たす回路定数を求めることが
できる。
そこで，本研究では，与えられた回路において，各電圧・電流の時間応答のシンボリック計算に必要になる状態方程
式を生成するアルゴリズム開発を行っている。現在の研究成果は，ソフトウェアとして実装されていて，その概略を次図
に示す。

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
上記ソフトウェア
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所属： 大島商船高等専門学校 電子機械工学科

木簡に特化した特徴抽出を利用した
木簡削り屑の類似画像検索システムの開発
研究タイトル：

氏名：

小林 心 ／ Kokoro KOBAYASHI

E-mail ：

職名：

助教

学位：

所属学会・協会：

電子情報通信学会

キーワード：

木簡, 情報考古学, 画像処理,

技術相談
提供可能技術：

・画像認識・画像処理技術
・機械学習技術
・アプリケーション開発

研究内容：

博士（工学）

木簡削り屑の組立補助システムの開発

私の研究は、「木簡削り屑の組立補助システムの開発」です。木簡とは、奈良時代平城京を中心に日
本全国で使われていた木に文字が書かれた出土品のことで、主に荷札や文章を書くために使われてい
ました(図 1)。当時、木簡はナイフで表面を削って再利用されており、その花がつおのような削り屑が平城
京跡だけで数十万点単位で出土しています。木簡の削り屑は古文書などと異なり実用品だったものを捨
てたゴミであることから、筆者の意図が入らない考古学上重要な資料として研究が行われています。この
削り屑を組み立てることができれば(図 2)、元の形状の復元や、より多くの文字の解読が可能になる一方、
考古学者が手作業で大量の削り屑すべてを網羅的に調査することは現実的でないことから、情報工学に
よる研究補助システムの開発が必要となっています。

図 2. 複数の削り屑を組み立てた例†

本研究では、研究者向けの木簡削り屑の組立補助として、類似する木簡削り屑を検索するシステムの
開発を行っています。類似する木簡削り屑画像を DB から検索し、候補の組を考古学者に提供することで、
考古学者が木簡削り屑を組立て、情報を読み取る補助を目指しています。
本システムを用いることで、木簡削り屑の復元や木簡の解析への新たなアプローチを提供するとともに、 図 1.荷札†
日本の歴史における新たな事実を社会に提供する一助となることを期待しています。

図 3. 木簡削り屑の類似画像検索と復元[写真は†より]
†国立文化財機構奈良文化財研究所，“地下の正倉院展造酒司木簡，” 2015．

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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所属： 大島商船高等専門学校 情報工学科
研究タイトル：

画像処理による固定カメラを用いた
三次元空間上での物体追跡

氏名：

岡村健史郎／OKAMURA Kenshiro

E-mail ：

職名：

教授

学位：

工学修士

所属学会・協会：

電子情報通信学会，画像電子学会，マリンエンジニアリング学会

キーワード：

領域監視，画像処理，サーマルカメラ，安心安全，漁港・漁場の監視

技術相談
提供可能技術：

・画像処理による固定カメラを用いた物体追跡
・サーマルカメラによる自動監視システム構築
・仮想マシン(Virtual Box＋Linux)を用いたサーバー構築

研究内容：
本研究は，サーマルカメラと小型コンピュータを用いることで，昼夜を問わず自動監視が可能で，構築及び維持管理が
低コストである自動監視システムの構築を可能にする。この研究により，従来では監視が不可能であった地方の小規
模な漁業組合が管理する漁場や漁港で発生している犯罪の防止にも寄与することができる。
これまでに行ってきた研究成果
(1)固有空間法を用いた背景モデルの構築と画像上での進入物体領域の検出
応募者らは，天候の変化，波浪，潮の干満，浮遊物の位置変化などによって海上の背景（検出対象以外の部分）部
分で発生する画像の明度変化を，適応的な空間次元決定法を用いた固有空間法により表現することを提案している。
この結果，サーマルカメラを用いて沿岸領域を観測した画像から，天候や観測時間に影響されずに進入物体領域を抽
出できるようになった。
(2)視点固定型単眼サーマルカメラを用いた 3 次元空間上での物体の検出と追跡
パーティクルフィルタは移動物体の追跡において複数の仮説を保持できるため頑健な
追跡が可能である。応募者らは，上記(1)の成果を用いて，固有空間法で検出した量を尤度
とするパーティクルフィルタを用い，複雑な背景変動に対して頑健な三次元上の物体追跡を
可能にした。図１に，サーマルカメラから 400m 以上離れた海上を移動する長さ 6m の船舶
を検出した結果を示す。図 1 において(a)が入力画像，(b)が検出結果である。(b)には三次元
空間上にて検出した物体領域を立方体で示した。このとき，物体はおよそ 6.4m の大きさとし
て推定できた。
(a)入力画像

現在行っている関連するテーマ
(1)サーマルカメラ，小型コンピュータ，ソーラバッテリを用いたシステムの妥当性検討
低コスト化を図るため，サーマルカメラが接続された小型コンピュータ上に検出システムを
構築し，検出結果を，インターネットを用いて通報するシステム構築を行う。
(2)複数の監視システムを用いた広大な領域監視における情報の統合と精度の向上
広大な監視対象領域を，(1)で作成した監視システムを複数個使って分割監視し，それらの
情報を統合すことで広大な領域を監視することを可能にする。
予想される結果と意義
密漁の厳罰化が進む中，本研究によるシステムを導入することで，地方の小規模な自治
体や漁協でも利用可能な密漁防止システムが構築できる。

(b)検出結果

図 1 小型船舶検出例

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
小型ガスパワー発電機

ホンダガスパワー発電機 エネポ EU9iGB

ハンディ GPS 機器

ガーミン GPSMAP64SJ （みちびき対応、日本地図付き）

小型トランシーバ

ICOM IC-4300 2 台

27

所属： 大島商船高等専門学校 情報工学科
研究タイトル：

ロジスティクスシステムの設計
氏名：

石原 良晃／ISHIHARA Yoshiaki

E-mail ：

職名：

教授

学位：

博士（経済情報）

所属学会・協会：

日本経営工学会，日本生産管理学会，日本ロジスティクスシステム学会

キーワード：

輸送計画，配送計画，数理計画法，メタヒューリスティクス

技術相談
提供可能技術：

・輸送計画、配送計画立案システムの設計
・
・

研究内容：

輸送計画、配送計画の立案

【研究室の活動紹介】
列生成法を適用した近似解法、遺伝アルゴリズムおよびアント・コロニー最適化法などメタヒューリスティック解法を用
いた配送計画・輸送計画の立案方法について研究しています
【研究例１】

輸送用梱包材リユースシステムの配送計画の立案

全国に約 50 の回収・再生拠点を設置し，廃棄された梱包材を顧客から回収，再生し，各メーカーに納入している．こ
のシステムは，従来各メーカーが自社で使用していた通いかごのように自社の輸送ルートの帰り便で使用済み梱包材
を回収するのではなく，数多くの輸送用梱包材使用メーカー，輸送業者が参加し運用されるオープンなシステムであ
る．そのため、効率的な輸送機器の利用を推進するため、当研究室では、配送計画の立案方法について検討してい
る．
【研究例２】 専用船による完成車の輸送計画の立案
自動車産業における完成車の輸送は、専用船を用いた海上輸送とトレーラーによる陸上輸送からなる。完成車は、
組立工場のそばにある積出港から、各地域に設置されているサービスセンターまで海上輸送され、そこから、トレーラ
ーに積み替えられて各営業所に輸送される．M 社では、２箇所の組立工場から、7 箇所のサービスセンターに海上輸送
されている．各サービスセンターでは、オプションの架装が行われ、その後、トレーラーにより各サービスセンターに輸送
されている．当研究室では、海上輸送による完成車の輸送を対象として、専用船による完成車の輸送計画を立案方法
について検討している．

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
数理計画ソフトウェア Xpress
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所属： 大島商船高等専門学校 情報工学科
研究タイトル：

面型パターン照明を用いた外観検査技術
氏名：

杉野 直規／SUGINO Tadanori

E-mail ：

職名：

教授

学位：

博士(工学)

所属学会・協会：

精密工学会，電子情報通信学会，計測自動制御学会，日本機械学会

キーワード：

画像処理，照明，外観検査，コンピュータグラフィックス(CG)

技術相談
提供可能技術：

・面型パターン照明を用いた微小欠陥等の外観検査技術
・画像処理技術
・非接触 3 次元形状測定装置を用いた形状計測

研究内容：

表示デバイスによる面型パターン照明を用いた外観検査技術の開発

ある程度の光沢を持つ工業製品表面上の微小な欠陥（凹凸）を検出する外観検査において，面型パターン照明（何らかのパター
ンを付加した面型の照明）を用いる方法が効果的であることが報告されている．こうした検査法は，欠陥の検出が主な目的のため，
欠陥の見落としがないように非常に小さな異常でも検出するように開発されている．しかし製造現場では目視により，あるレベル
以上のものを不良品とする良否判定が行われている．この判定において欠陥の有無に加え，その大きさや形が分かればより精度を
高めることができる．
本研究では表面上の欠陥情報の判定を目的とし，図１に示すような白黒パターンを用いた面型照明および撮像装置（CCD カメラ
とレンズ）
，それらを制御するコンピュータを用いた欠陥検査システムを構築し，ストライプ，市松模様，三角形の 3 種類の白黒
パターンを用いて実験を行った．その結果，三角形パターンを用いた場合がもっとも欠陥像が強調され，検査における検出・評価
の精度が高いことが示された．また，三角形パターンでは，その三角形の向きによって異なる欠陥像を示すことから，欠陥の凹凸
判定も行えることが明らかとなった．欠陥の種類が特定できれば，その欠陥の発生原因を推測することも可能となる．品質管理と
同時に製造工程の管理につながるものと期待される．また，円形の投影パターンの大きさを変動させることによる欠陥像の大きさ
や形状推定も可能である．
さらに，本研究では金属面の光沢評価の技術開発も行っている．面型パターン照明に白黒のストライプパターンを持たせ，パタ
ーンの方向を回転させることによって得られる画像の濃淡の変化を評価した．その結果，金属面の光沢の強い方向ではパターン像
が鮮明に画像化され，光沢が弱い方向では不鮮明になることから，これを用いて光沢の評価が可能であることが分かった．
こうした実験結果から，表示デバイスに白黒のバイナリパターンを映し出して面型パターン照明とし，投影パターンを変化させ
ることで，塗装面などの光沢のある表面に対して，さまざまな外観情報が得られることが明らかになった．表示デバイスを用いる
ことで図２に示すように目的に応じてパターンの種類や大きさ，向きを瞬時に切り替えられるため，さまざまな外観検査へ適応で
きる．
本研究では，コンピュータ内における面型パターン照明のシミュレーションによる最適化に関する研究も実施している（図３）
．
三角形パターン
欠陥検出

(チェック，ストライプ)

面型パターン照明【液晶】
撮像系

面
型
【可 パ
変タ
パー
タ ン
ー照
ン
】 明

適切なサイズ・位置

円形パターン

形状推定

拡大・縮小

光沢評価

ストライプパターン

試料

回転

図１ 表示デバイスを用い
た面型パターン照明

図２

表示デバイスによる面型パターン照明
を用いた外観検査

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
全 焦 点 （ 焦 点 移 動 法 ） ３ Ｄ 表 面 全 周 形 状 測 定 装 置 ・ INFINITE
FOCUS G4（アリコナ）
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図３

面型パターン照明のシミュレーションに
よる最適化

所属： 大島商船高等専門学校 情報工学科

デジタルオーディオワークステーションを
用いた伝統唱歌のコンピュータ音楽制作

研究タイトル：

氏名：

山田 博／YAMADA Hiroshi

E-mail ：

職名：

教授

学位：

博士（工学）

所属学会・協会：

日本音響学会・電気学会

キーワード：

DAW (Digital Audio Workstation), DTM (Desk Top Music)

技術相談
提供可能技術：

・商船学校で歌い継がれる伝統唱歌を PC 音楽として制作
・コンピュータ音楽制作 (オーケストラ風・吹奏楽風・ボーカロイド風)

研究内容：

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
コンサートチャイム (卒業研究製作品・研究室備品)
ヴィブラフォン (SAITO No.150・研究室資産)
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所属： 大島商船高等専門学校 情報工学科
研究タイトル：

深層学習の認識率向上に関わる基礎研究
氏名：

北風裕教／KITAKAZE Hironori

E-mail ：

職名：

教授

学位：

博士（理学）

所属学会・協会：

電子情報通信学会，日本高専学会，産業応用工学会

キーワード：

深層学習，Data Augmentation，画像処理，サーマルカメラ，害鳥，害獣

技術相談
提供可能技術：

・ドローン画像を用いた害鳥（カワウ，カラス）追跡
・サーマルカメラ（サーモグラフィ）による夜間の監視システム
・マイクロ水力発電システムから得られる電力によるスマート農業システム

研究内容：

深層学習による害鳥追払いシステムの開発

本研究は，トイドローンに設置される高精度カメラやサーマルカメラを用いることで，カワウのような害鳥を監視し，領
域内に入ってきた場合に自動的に追い払うことを低予算で実現する。この研究により，漁業被害（アユやヤマメ）を防止
することができる。カワウの認識精度によって，ドローンの自動制御に影響があるため，認識率の向上を実現してきた。
これまでに行ってきた研究成果
●オブジェクト検出 YOLO（You Only Look Once）を用いた害鳥認識システムの開発
学習・認識システムにおいて，多くのサンプル画像を事前準備することが困難な場合においても３D モデルに動作知
識を与えて３D アニメーションを生成し，再度２D 画像を取得することによって深層学習の認識率向上を実現する Data
Augmentation を提案してきた。カワウを用いた対象実験において，90%以上の認識率を得ることを可能にしており，これ
らの情報を頼りにドローン搭載のカメラにおいても十分にカワウを認識することを可能にした。

Fig.1. Method of Data Augmentation

Fig.2. A model of Phalacrocorax carbo using Blender
この手法はカワウに限らず，数枚の写
真と動作知識があれば，どの害鳥・害獣
であっても対応が可能であり，深層学習
の認識率を飛躍的に向上させることが可

Fig.3. Object extraction result by YOLO
提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
プロペラ式流速計本体部・VR-301 （フジミツ）
プロペラ式流速計検出部・VR3T-2-20N （フジミツ）
赤外線サーモグラフィ・SC600（FLIR）
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能となる。

所属： 大島商船高等専門学校 情報工学科
研究タイトル：

医用画像解析と診断支援への応用
氏名：

橘理恵 ／ TACHIBANA Rie

E-mail ：

職名：

准教授

学位：

博士(工学)

所属学会・協会：

日本医用画像工学会, 電子情報通信学会,

キーワード：

医用画像処理, 医用システム, コンピュータ支援診断, 知識情報処理

技術相談
提供可能技術：

・医用画像解析技術
・医用画像からの特定部位・特定疾患の領域抽出技術
・コンピュータ支援診断システム開発技術

研究内容：

機械学習を用いた大腸電子洗浄システムの開発

欧米のみならず日本においても大腸がんによる死亡数は多くなっており、大腸がん検診の重要性が高まっている。そ
こで、CT 画像から仮想的に大腸内視鏡画像を生成する「CT コロノグラフィ」が検診のツールとして有望視され国内外
おいて研究が行われ、臨床運用がすでに始まっている。しかしながら、検査前は内視鏡検査と同様に、検査食および下
剤による腸洗浄が必要となるため被験者の心理的抵抗感は大きい。そこで、近年、画像処理技術を用いて電子的に腸
管洗浄を行う「Electronic cleansing (EC)」の研究が行われている。しかし、造影剤と残渣の混合具合によって CT 値のば
らつきが大きいため、シングルエネルギーCT 画像情報のみではクレンジング後に偽陽性が多く残るため臨床応用でき
るレベルには至っていない。
本研究では、近年、臨床応用が開始された Dual-energy CT 装置から生成される異なるエネルギーレベルの画像を用
いて様々な画像を生成し、これらの画像を機械学習用の画像として精度高く大腸の EC を行う。 これらの手法を用い
て、前処置なしの大腸がん検診用 CT コロノグラフィシステムを新たに開発することを目指している。

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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所属： 大島商船高等専門学校 情報工学科

物体検出の精度向上に関する研究お
よび実システムへの応用
研究タイトル：

氏名：

松村 遼 ／ MATSUMURA Ryo

E-mail ：

職名：

准教授

学位：

博士（工学）

所属学会・協会：

電子情報通信学会，人工知能学会，日本航海学会

キーワード：

画像認識，物体検出，画像処理

技術相談
提供可能技術：

・画像認識・物体検出技術
・機械学習技術
・画像処理技術

研究内容：

色コントラストに基づく勾配特徴量の提案 / 3DCG モデルを用いた Data Augmentation による学習画像生成

・色コントラストに基づく勾配特徴量の提案
これまで、輝度に基づく勾配特徴量が物体検出に用いられてきた。実際の環境下において観測される検出対象は、
姿勢・形状の変化、照明変動や個体差による色、テクスチャの変化及び輝度コントラストの低下といった見えの変動が
起こりうる。特に輝度コントラストの低下により、画像中で輝度差による勾配が消失する部分も発生し、従来の輝度情報
に基づく特徴量では、物体検出にとって重要なエッジ情報を検出することが困難になるという問題が発生する。
一方で輝度コントラストが低下しても、色の境界、つまり色による勾配は消失せず、色差によって生まれる色エッジ情
報を検出することは可能である。先行研究では、エッジの 90%がグレイスケール画像とカラー画像で一致しており、輝度
勾配で検出できない色エッジが 10%存在すると報告されている。これらのエッジには、物体検出において有効な特徴と
なるものが含まれていると考えられるため、これらを検出可能にすることで、物体検出精度が向上すると予想される。
本研究では、色相、彩度、明度で表される HSV 色空間上での色差により算出される色類似度を色コントラストと捉
え、これに対する勾配計算により、色エッジ検出を可能とする、色コントラストに基づく勾配特徴量を提案した。また、提
案特徴量を用いた人物検出実験により、検出精度の向上を確認した。

(a)
(b)
図 1 勾配画像（(a),(b)ともに左列が入力画像, 中央が輝度勾配画像, 右列が色コントラストに基づく勾配画像）

・3DCG モデルを用いた Data Augmentation による学習画像生成
本研究では、画像からイノシシやシカなどの害獣を検出するため、3DCG モデルを用いた Data Augmentation による
学習画像生成法を提案した。イノシシ、シカなどの機械学習用画像データセットは公開されておらず、多様な変動を含
んだ画像を収集することは困難である。本手法では害獣の 3D CG モデルを用いて、効率的に多様な変動、主に見えの
変動を含んだ学習画像データを生成可能である。深層学習を用いた実験の結果、提案手法による学習および実画像で
の高精度な検出が可能であることを確認した。現在、本手法を応用して、エッジデバイス、照明、音響機器から構成され
る忌避システムの開発に取り組んでいる。

図 2 生成した画像の例

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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所属： 大島商船高等専門学校 情報工学科
研究タイトル：

色付き機能を持つオートマトンと形式言語理論に関する研究
氏名：

高橋 芳明 ／ TAKAHASHI Yoshiaki

E-mail ：

職名：

助教

学位：

修士（工学）

所属学会・協会：

電子情報通信学会

キーワード：

有限オートマトン，色付き有限オートマトン，状態数最小化，ドブリュイングラフ

技術相談
提供可能技術：

・オートマトンおよび形式言語の応用

研究内容：

言語とオートマトン理論と他分野との繋がりの導出による計算基礎学の本質の追求

計算機科学の中で扱われている言語とオートマトン理論の有限オートマトン FA（Finite Automata）は、計算機のハードウェ
アとソフトウェアの便利なモデルであり、デジタル回路の動作をチェックするためのソフトウェア、ウェブページの集まりのような
大量のテキストを走査して、単語や語句などそのパターンの有無を探索するソフトウェア、通信プロトコル等のいくつか有限個
の状態を取り得るあらゆる種類のシステムの検査を行うソフトウェア等に応用されている。
本研究では、ある有限オートマトンとグラフ理論で扱われるドブリュイングラフ（de Bruijn graph）の構造的等価性について議
論をし、その等価性を証明するために、従来の有限オートマトンが持っている機能を拡張させる色付き有限オートマトン CFA
（Coloring Finite Automata）を新規に導入し定義を行った。その色付き有限オートマトンを、テキスト走査及び探索の計算量逓
減へ応用させるべく、色付き有限オートマトンの定義や諸問題の計算量に関する議論を行っている。また、言語とオートマトン
理論と、言語処理系、順序回路論、符号理論、ネットワーク等の他分野との繋がりを見出し、計算とは何かという計算基礎学
の本質を追求したく、研究に取り組んでいる。

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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所属： 大島商船高等専門学校 情報工学科
研究タイトル：

医用画像を利用した診断支援への応用
氏名：

尾崎 南斗 ／ OZAKI Nanto

E-mail ：

職名：

助教

学位：

所属学会・協会：

情報処理学会

キーワード：

画像認識，画像処理，データ解析

技術相談
提供可能技術：

・画像認識・物体検出
・データ解析
・画像処理

研究内容：

修士（工学）

臨床歯科医が使用する口腔粘膜疾患診断支援システムの開発

口腔粘膜疾患は多種多様であり，重度の疾患の場合，治療後に後遺症として発話，
嚥下障害が起きるため早期発見が求められる．早期発見は患者が歯の治療を行う歯
科医院で発見し，専門医に紹介するプロセスが重要となる．しかし，歯科医は口腔
粘膜疾患に対する知識や経験不足していることから疾患の見分けがつかず，軽度の
疾患でも専門医に紹介することから専門医の負担が増加する問題がある．そこで重
度の疾患と重度と形状が類似した 3 疾患に絞り，セカンドオピニオンという立ち位
置でどの歯科医院でも利用可能な口腔粘膜疾患診断支援システムを開発している．
診断支援システムの流れとして，ディジタルカメラで撮影された規格化されてい
ない口腔画像から疾患範囲を手動で切り出し，その切り出し画像をシステムの入力
画像とする．その後，色，明るさに注目して各特徴量を抽出し SVM を用いた機械
学習より識別結果を出力する．今後，歯科医に事前に複数枚の口腔画像を切り出し
してもらうことでデータ解析を行い，歯科医の切り出し傾向の特定やタブレットで
も利用できるように点描画より適切な矩形（切り出し）サイズの決定など，どの歯
科医が用いても高精度な診断支援システムを実現することを目指している．
切り出し画像
切り出し範囲
（手動）

口腔画像

特徴量抽出

SVM
識別結果
（疾患名）
診断支援システムの概要

診断支援システムのアプリ例

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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所属： 大島商船高等専門学校 一般科目
研究タイトル：

行政機関と市民・企業の協働
氏名：

野本敏生／NOMOTO Ｔｏｓｈｉｏ

E-mail ：

職名：

教授

学位：

所属学会・協会：

日本公法学会，日本ＬＤ学会

キーワード：

住民参加，情報公開

技術相談
提供可能技術：

・個人情報保護
・行政機関への情報公開請求
・国家賠償請求

法学修士

研究内容：

「地方公共団体と市民・企業の良好な連携関係の構築」
地方公共団体において、情報公開の重要性は高まりを見せています。都市計画などにおける地域住民や企業
への説明責任、住民や NPO 団体との協働における情報公開などを行い、地域住民の声を受け止め、それに基づ
いた政策目標を掲げ、その実行・実現を公表し、そこからまた新たな声を受け止めていくことが必要とされてい
ます。また、企業においては、地域貢献のための方策を検討し、その具体化のために、地方公共団体との連携を
積極的に行うことが求められています。
地方公共団体と地域住民との信頼関係、地方公共団体と企業の相互協力関係を構築するための制度づくりを
研究しています。

公共団体

企業

地域住民

「相互理解」

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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所属： 大島商船高等専門学校 一般科目
研究タイトル

船員業におけるマスキュリニティの多様性についての実証的研究
氏名：

石田依子／Yoriko Ishida

E-mail ：

職名：

教授

学位：

所属学会・協会：
キーワード：
技術相談
提供可能技術：

博士（文学）

日 本 航海 学会 、 日 本海洋 人 間学 会 、 日本 ジ ェンダ ー 学 会 、 WISTA
(Womenʼs International Shipping and Trading Association)
マスキュリニティ・フェミニニティ・ジェンダー・男女共同参画・船員業・海運
・男女共同参画プロジェクト

研究内容：

本研究の目的は、
「マスキュリニティの多様性」をキーワードとして、女性が男性とは一線を画した存在
として船員業で活躍できることを証明し、海運界において本来の「男女共同参画」を実現することである。
本研究では、その「多様性」を足がかりとして、「船員業」と「男性性」、つまり「マスキュリニティ」の
関係性について分析し、
「船員＝男性」という固定観念を払拭し、女性独自のマスキュリニティとアイデン
ティティを活かして船員として存在することが可能だということを実証していく。
我が国においても船員業における男女共同参画が叫ばれるようになってから久しいが、いまだに我が国
の女性船員数は１割にも届いていない。私の今までの調査研究で判明していることは、そもそも最初から
女性の雇用に対して積極的な姿勢を示す船社は非常に少ないということである。その理由となっているの
は、「船内設備の問題」や「女性の離職率の高さ」等の物理的な面が問題となっていることに加え、「船員
＝男性」というイデオロギーの定着により、女性の雇用に価値を見出さない船社が非常に多いのである。
現代の海運界において、女性蔑視や性差別という体質があるわけではないが、
「船員＝男性」という固定観
念は根強く残っているのだ。イデオロギーは、船内設備の改築等のように資金で解決できる問題ではなく、
根本的な意識改革が必要となる。つまり、船員業の男女共同参画を実現するには、単純に男女平等を訴え
るだけでは不十分で、船員という職業の本質を分析していく必要があると考える。本研究では、
「マスキュ
リニティの多様性」に着目し、「船員業」と「男性性」、つまり「マスキュリニティ」の関係性について分
析する。マスキュリニティ研究では、
「マスキュリニティ」とは男性の固定的特質ではなく、女性のマスキ
ュリニティや両性具有性など、一文化の中に多様なマスキュリニティが並存すること、また「男性性・女
性性」は社会的に構築されるということが指摘されている。そういった「マスキュリニティの多様性」が
本研究における重要なキーワードとなる。本研究では、海運界の男女共同参画を実現するべく、船員業に
おいて女性が男性の模倣をするのでもなく、単なる「男性化」した存在になるのでもなく、女性独自の「マ
スキュリニティ」とはいかなるものであるのか、女性の「マスキュリニティ」を体現した「女性船員」と
はどのような存在かということを検証する。

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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General Education Division
National Institute of Technology, Oshima
College

Practical Study on the Diversity of Masculinity in Seafaring
Name

Yoriko Ishida

E-mail

Status

Professor, Ph.D.
Japan Institute of Navigation, Japan Society for Maritime Activity, Japan
Society for Gender Studies, WISTA (Women’s International Shipping
Affiliations
and Trading Association)
Keywords
Technical
Support Skills
Research Contents

Masculinity / femininity / gender / gender equality / women seafarers / maritime
industry
・ Gender Equality Project

・

The purpose of this study is to prove that women can play an active role in the maritime industry as a
distinct entity from men, with "the diversity of masculinity" as the keyword, and to realize a genuine gender
equality in the maritime industry. This study analyzes the relationship between "seafaring" and
"masculinity" by using the diversity ideology as a foothold and demonstrates that it is possible to dispel the
stereotype that "seafarers should be men." And finally, this study prove that it is possible for women to exist
as seafarers by utilizing women’s distinct masculinity and identity.
Although it has been a long time since the maritime industry has aimed to achieve gender equality in
Japan, the number of women seafarers in Japan still does not reach 10% of the total. It became evident in
my previous studies that very few shipping companies take a proactive stance toward hiring women. The
reason for this is that there are so many shipping companies that do not recognize the value in hiring
women due to the entrenched ideology that "seafarers should be men,” in addition to the physical aspects of
the problem, such as "problems with onboard facilities" and "high turnover rate of women." While the
modern maritime industry has not an extreme sexism or disdain for women, the stereotype that "seafarers
should be men" steadfastly remains. Ideology is not a problem that can be solved with funds, such as
renovation of shipboard facilities, but requires a fundamental change in consciousness. Namely, it is not
enough to simply call for gender equality, but it is necessary to analyze the nature of the seafarer's
profession in order to achieve gender equality in the seafarer's industry. This study focuses on the diversity
of masculinities and analyzes the correlation between seafaring and masculinity. Masculinity studies have
pointed out that masculinity is not a fixed trait of males, but that diverse masculinities coexist within a
culture, such as female masculinity and hermaphroditism, and that "masculinity and femininity" are
socially constructed. “Diversity of masculinity” can be key word in this study. In order to achieve gender
equality in the maritime industry, this study argues what kind of "masculinity" is unique to women, and
what kind of "female seafarers" embody this "masculinity," rather than women imitating men or becoming
merely "masculinized" in the seafarer industry.

Available Facilities and Equipment
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所属： 大島商船高等専門学校 一般科目
研究タイトル：

船舶におけるジェンダーに対する意識構造のメカニズムとそ
の変容〜ラディカル・フェミニズム思想に立脚して
氏名：

石田依子／Yoriko ISHIDA

E-mail ：

職名：

教授

学位

所属学会・協会：

博士（文学）

日 本 航海 学会 、 日 本海洋 人 間学 会 、 日本 ジ ェンダ ー 学 会 、 WISTA
(Womenʼs International Shipping and Trading Association)

キーワード：

ジェンダー、ラディカル・フェミニズム、リベラル・フェミニズム、男女共同参画、船舶、海運

技術相談
提供可能技術：

・男女共同参画プロジェクト

研究内容：
本研究の目的は、船舶におけるジェンダーに対する意識構造を、フェミニズム批評理論の一形態である「ラディカル・
フェミニズム」の主張の中に位置付けることで、当該業界において、女性が周縁化されてきた背景とそのメカニズム
を明らかにし、将来的に当該業界において男女共同参画を推進させるための方策を講じることである。
「ラディカル・
フェミニズム」は、女性抑圧の源流を「セクシュアリティ」に求め、結婚や出産を女性解放の障害とみなす。そこで
は、社会における男女の差異の根源は性関係に見出され（性支配一元論）、男女の性関係こそが、男性が女性に性的
従属を強いるシステムであると定義される。一方、「リベラル・フェミニズム」は、「性別が原因となって他者と異
なる扱いを受けるべきではない」と主張し、平等が達成されるのは、集団であれ個人であれ、女性が男性と社会的に
平等になったときではなく、男女ともに、個人が自分自身の選択により自 己の利益を最大限に追求することができる
選択権を保障されたときであると定義する。理想を言えば、海運界という典型的な男性社会の中で、女性が船員とし
てキャリアを構築していくには、女性を「集団」として論じるのではなく、「個人」として尊重するリベラル・フェ
ミニズムの思想こそが最終的には達成されるべきであると考えるが、現実には、様々な原因が複雑に絡み合って、性
別を超えた次元で男女を「個」として受け入れることは、事実上は極めて困難な状況となっている。そもそも、当該
業界が男社会として発展してきたという背景には、船員の労働環境や業務内容が女性よりも男性に適しているという
固定観念があったからだ。さらに、特殊な勤務形態のため、結婚や出産に関わる女性はどうしても離職せざるを得な
い状況に追い込まれることが非常に多く、それが原因となって女性が船舶の世界で職を得ることを困難にさせている
のである。男女の性差が過剰に意識される世界で、女性が船員になろうとするのであれば、相当の覚悟が必要になり、
可能な限り既存の組織文化に対応するということが求められてきたのが現状である。つまり、当該業界における男女
不平等の根幹には女性の「生理」が影響していることが指摘できるのであり、それは、ラディカル・フェミニズムが
主張するように、「男女の関係はすべて性関係」であり、「その性関係はすべて性 差別」であるということがもたらす
結果に他ならない。本研究では、ラディカル・フェミニズムの主張に立脚し、船舶において、
「女性参画の障壁」とな
ってきたメカニズムを根本的に脱構築し、平等化達成を果たすためにはいかなる体制変革が必要であるかを検証する。
最終的には、当該業界におけるリベラル・フェミニズム思想への転換を目指すための方向性を示唆したい。

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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General Education Division
National Institute of Technology, Oshima College
Deconstruction of Gender Consciousness Structure in the Shipping
Industry: In the Context of Radical Feminism Thought
Name

Yoriko ISHIDA

E-mail:

Status

Professor, Ph.D.
Japan Institute of Navigation, Japan Society for Maritime Activity, Japan
Society for Gender Studies, WISTA (Women’s International Shipping
Affiliations
and Trading Association)
gender, radical feminism, liberal feminism, gender equality, shipping, maritime
Keywords
Technical
Support Skills

・ Gender Equality Project

Research Contents
The purpose of this study is to position gender consciousness structure in the shipping industry in “radical feminism” thought,
one of a from of feminist theories, and reveal a background and mechanism of women’s marginalization in the industry, developing
strategy for gender equality in it. Radical feminism is a perspective, which calls for a radical reordering of society in which male
supremacy is eliminated in all social and economic contexts, and seek to abolish patriarchy by challenging existing social norms
and institutions. This includes opposing the sexual objectification of women, Meanwhile, liberal feminism is an individualistic
form of feminist theory, which focuses on women's ability to maintain their equality through their own actions and choices. Its
emphasis was on making the legal and political rights of women equal to men. Liberal feminists argue that society holds the false
belief that women are, by nature, less intellectually and physically capable than men; thus it tends to discriminate against women
in the academy, the forum, and the marketplace. To articulate an ideal condition, for women who have an ambition to shape their
successful careers as a seafarer in a typical man’s world, it should be essential to follow a thinking of liberal feminism, which
asserts one’s dignity as an individual regardless of gender, rather than taking women as a group, but it is physically impossible to
accept such a thinking because of triggering of a combination of various causes. Originally, behind the fact that the industry has
developed as a man’s world, there has been a stereotype that a labor environment and nature of jobs as seafarers should be more
suitable for men than women. Moreover, because of a peculiar working arrangement, women cannot choose but leaving their jobs
out of marriage and childbearing, which makes it more difficult to get jobs in the industry for women. In the world in which gender
bias are prevalent, when women try to become successful seafarers, they have to be much prepared, following the concept of
organizational culture under the existing circumstance. In other words, it should be suggested that the very sexuality forms the basis
of gender inequality in the industry, which means that the sort of sexual subordination depicted in pornography was central to men's
and women's experiences of heterosexual intercourse in a male supremacist society, as radical feminists insist. This study, being
based upon radical feminism thought, tries to radically deconstruct a mechanism of barrier of gender equality in the shipping
industry, and examines what schemes one needs for a radical change in the structure to achieve equalization in the industry. Finally,
I plan to suggest some directions with which it can shift into the consciousness of liberal feminism thought.

Available Facilities and Equipment
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所属： 大島商船高等専門学校 一般科目
科

研究タイトル：

水上オートバイを活用した水辺の安全教育
氏名：

幸田三広／KOTA Mitsuhiro

E-mail：

職名：

教授

学位：

所属学会・協会：

修士（体育学）

日本体育学会、日本学校保健学会、日本安全教育学会、日本航海学
会、日本高専学会

キーワード：

水上オートバイ、PWC レスキュー、人命救助、水辺の安全教育

技術相談
提供可能技術：

・水上オートバイ（PWC）を使った海上救助法
・人体モデルを使った心肺蘇生法（AED 含む）
・水辺の事故を想定した救助法と着衣泳

研究内容：

PWC レスキューを用いて水辺の安全教育を構築する

本校は、四方を海に囲まれた瀬戸内海の島にあり、地震・津波による被害を受けた場合にライフラインが寸断され
孤立する可能性があります。またこの島は、「東南海・南海地震対策推進地域」に山口県で唯一指定されていること
から、地域をあげて津波を想定した避難訓練を行い住民への防災教育に力を入れています。こうした環境の中、
2005（H17）年にプロジェクトチームを発足させ、練習船「大島丸」を活用した防災教育プロジェクトがスタートしました。
そしてその中の一つに水上オートバイを用いた最新の救助法である「PWC レスキュー」を導入したのです。
PWC レスキューとは、水上―オートバイにライフスレッド（巨大なボード）を装着して行うレスキューテクニックです。
PWC レスキューの発祥はハワイで、波の高いハワイの海では、人力だけのレスキューでは限界があるため、安全で
素早く機動性に優れた水上オートバイを利用したレスキュー法が誕生しました。
この最新のレスキュー法はまだ発展途上で日本の環境に合わせた手法へと徐々に改良されてきています。現在で
は、海水浴場だけでなく海上保安庁や消防署などでも採用されその有効性が実証されるようになってきました。
本校では、2011（H23）年に日本で唯一の「学生 PWC レスキュー隊」が結成され、10 年が経過しました。その間、地元
の B＆G 海洋センターと連携した活動、消防署水難救助隊との合同訓練や山口県消防学校とのトレーニングを通し、救
助のスキルと意識の向上を図っています。現在、この救助法を水辺の安全教育に役立てられるよう、学校教育や防災
教育など様々な環境でその有効性を検証する取り組みを実施しています。

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
水上オートバイ（PWC） ３艇

蘇生法教育人体モデル（ヤガミ） ７体

・Kawasaki JET SKI ULTRA260X

・ヤガミ JAMY-Ⅳ RECO 全身モデル ３体

・YAMAHA MJ-FX Cruiser SHO

・ヤガミ JAMY-Ⅳ DSP 全身モデル ４体

・BRP

Sea-Doo GTX

四輪バギー（ATV）

AED トレーナー（ヤガミ）

YAMAHA GRIZZLY 550FI
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所属： 大島商船高等専門学校 一般科目
研究タイトル：

大正期における日本〈文学〉の生成
氏名：

大久保 健治 ／ OKUBO Kenji

E-mail ：

職名：

教授

学位：

修士（日本文学）

所属学会・協会：

日本近代文学会，日本文学会，有島武郎研究会

キーワード：

日本近代文学，有島武郎

技術相談
提供可能技術：

研究内容：

・日本近代文学に関する大正期資料
・文学に関する講座、発題

大正期における日本〈文学〉の生成

小説は、明治期に流入した新しい文化として、日本の文化圏内でその位置取りを模索した。その結果、文学や小説
という用語は、現在においては不特定の誰かがある事象を評価する際のニュアンス〈文学的なるもの〉に深く根を下ろ
すことになった。つまり、文学が存在することよりは、むしろ文学の機能面に、文学は存在基盤を見出されたのである。
いかなる要因により文学は〈文学〉足らしめるのか。一般的には、優れた人物が書く、良質な文章を、我々は文学と呼
ぶ傾向にある。ただし、ある絶対不変の価値を保証されたものとして、またはある特性によって認知される文学と言うの
は、そもそも存在しない。文学という用語の空疎な容器に、特定の歴史的範疇を持つ社会がつくりだす〈文学的なるも
の〉の感覚が、あたかも不変の定義として詰め込まれているにすぎない状況を把持する必要がある。何に価値がある
かは、時代により多種多様な価値を決定する基準により選択された、受動的な所作に他ならない。したがって、その価
値の判断基準を明らかにすること、それが文学を語る営為だとひとまず結論づけられよう。
上記の方向性から文学を見つめ直すことは、学問的領野から立ち位置を披歴すると、歴史社会学に理論的には依
拠している。T.S.クーンのパラダイム理論を、文系の学問領野に援用し、〈文学なるもの〉が、作品の成立、享受に影響
を与え続けてきた事態を捉え、文学を可変する集合体として解釈することを研究の主眼目とする。研究の対象とするス
パンは、大正期である。わずか約１５年の短期間でありながら、名作と我々が認める作品が、およそこの時期に出揃っ
ている事実は興味深い。当時の文学の隆盛を支えたのは、日清、日露戦争の経験から膨張した、ジャーナリズムが作
り上げた言説空間であった。言説の大量生産、大量消費のシステムの強度により、作品は優れた作品として、人口に膾
炙するに至る。個人的な感性に訴えかけることが文学の命題だと考える見取図からは、名作がなぜ今日までその座を
失わないのかを説明することはできない。名作という幻想とは、マスメディアの情報による文学の単一的なイメージ戦略
によるものなのである。作者はそこでイメージの膨張を助ける装置として機能する。作品が、作者の思想と合致するよう
に思えるのは、画像、経歴などがジャーナリスティックの空間性の中で跋扈しているからに他ならない。そのような文学
に纏わるイメージを作り上げる言説空間が大正期に出現した事実を焦点化する。その影響力は現代に至るまで及んで
いる。むしろ、現代はその時点から、一歩も抜け出すことができない程度に、大正期の文学観の圏内に置かれていると
も考えられよう。大正期の文学をジャーナリスティックな言説空間の中で捉えなおすことにより、文学解釈の新たな地平
を切り開くこと。当研究では、新聞雑誌等に散見される文学作品、評のみではなく、他の領域の言説中の〈文学なるも
の〉あるいは、文学的な要素を検証する作業を通じ、文学言説の一瞥では判然としない〈法〉を見出すことを目的とす
る。

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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所属： 大島商船高等専門学校 一般科目
研究タイトル：

食品廃棄物を利用したアスタキサンチ
ンの微生物合成に関する研究

氏名：

杉村 佳昭／ SUGIMURA Yoshiaki

E-mail ：

職名：

教授

学位：

所属学会・協会：

化学工学会，日本化学会

キーワード：

アスタキサンチン，エアリフト型気泡塔

技術相談
提供可能技術：

・アスタキサンチンの微生物合成
・
・

博士(工学)

研究内容：
エビ、カニ、サケ等の体色の元である天然赤色色素のアスタキサンチンは、近年、その抗酸化性の強さから医療分
野をはじめ多方面に応用可能な新素材として注目されている。天然型アスタキサンチンは天然物からの抽出や数種の
微生物代謝として生産されているが、ファインケミカルの域を出ず、大量消費される飼料用途では化学合成品が使用さ
れている。食品連鎖の医学的見地から天然型が望ましいことから、本研究では食品廃棄物を利用した微生物培養によ
る飼料用のアスタキサンチンを大量生産する方法の確立を目指し、アスタキサンチン高生産菌、最適栄養源、及び最
適培養方式の選定を行う。
生育期間が短く培養の容易なアスタキサンチンを生産するバクテリアとして瀬戸内海で発見された Thrautochtrium 菌
CHN- 株を使用し、炭素源としてみかん糖蜜、おから、穀物粕、残飯等の食品廃棄物を用い、光照射の吸収量と酸素の
吸収量を容易に制御できるエアリフト型気泡塔を用いて培養を行う。菌体を大量に培養するには培養液中の①培地組
成、②温度、③pH、④酸素供給、⑤光照射、等をうまく制御する必要があるが、エアリフト型気泡塔を用いると容易に制
御することができるので、装置設計の点からも大いに意義はあると考えられる。

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
紫外可視分光光度計 UVmini-1240 (島津製作所)
キャピラリーガスクロマトグラフ GC-1700AFw (島津製作所)
イアトロスキャン MK-6/6s （三菱化学メディエンス）
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所属： 大島商船高等専門学校一般科目
研究タイトル：

英語軽動詞構文の記述的研究
氏名：

井口智彰／IGUCHI, Tomoaki

E-mail：

職名：

准教授

学位：

修士（言語科学）

日本認知言語学会, 英語語法文法学会, 日本英語学会, 英語コーパス
所属学会・協会：

学会, 日本語用論学会, 関西言語学会, 全国語学教育学会, 全国英
語教育学会, 中国地区英語教育学会, 大学英語教育学会, 全国高等
専門学校英語教育学会, 関西英語語法文法研究会

キーワード：

英語軽動詞, 使用依拠モデル, コーパス, 事態把握, プロトタイプ, 他動性

技術相談
提供可能技術：

・
・
・

研究内容：
本研究の目的は英語軽動詞構文（have/take a V construction）を、実例（使用依拠, usage-based）に即した記述・分
析し、構文の意味と機能を認知言語学と語用論の知見に基づいて解明することである。対象とする英語の軽動詞構文
は、主動詞構文（eg. Look at this.）に意味的に対応する構文（Have/Take a look at this.）に限定し、統語的に類似してい
るが意味の異なる動詞派生名詞の構文（have/take N construction, eg. have contemplate）は除外する。
上記の構文は動詞が統語的に名詞として用いられるため、時間的な継続を伴う「動作・行為」は非時間的な物として
解釈される。話者は動詞を「動作・行為」を連続した時間の流れ（連続スキャニング, sequential scanning）として、名詞は
静止した物（一括スキャニング, summary scanning）として概念化して捉えている。「歩く（walk）」が動詞で「歩き（a walk）」
が名詞に分類されるのはそのためである。ある事態を「時間的な連続」として捉えるか、「静止した物」として捉えるか、
その捉え方（construal）の違いが構文の違いとなって表現される。以上が、認知言語学の知見に基づく構文成立のメカ
ニズムの概略である。関連する研究として、軽動詞構文に於ける修飾表現の精緻化（井口 2018）や、他動の段階性に
よる構文の分類（井口 2020a）を行った。
現在は、英語軽動詞構文の意味と機能を主動詞構文との比較による記述・分析（井口 2020b）を中心に研究を進め
ている。英語軽動詞構文はその意味的な特徴として、対象や目的を持たず他動性が低いことが指摘されている。主動
詞 構 文 に 比 べ る とよ り 間 接 的 な 表 現 に な る た め 、 命 令 や 指 示 など の 発 話 内 容 の 直 接 性 が 緩 和 され 、 丁 寧 さ
（politeness）が含意される。軽動詞構文が命令文で多用されるのはこのためである。命令文として発話される英語軽動
詞構文は、どのような際立った特徴や効果を持つのか、その実証的な解明が今後の課題である。
井口智彰（2018）.「修飾の精緻化と拡張-英語軽動詞構文に共起する形容詞の事例を中心に-」 『日本認知言語学会
論文集』18, 487-493.
井口智彰（2020a）. 「プロトタイプからの隔たりはどのように記述されるか？-英語軽動詞構文の他動性の分類を基に-」
『日本認知言語学会論文集』20, 414-420.
井口智彰（2020b）. 「英語軽動詞構文の構文としての意味はどこにあるのか？-主動詞構文との比較を中心に-」 八木
克正・神崎高明・梅咲敦子・友繁義典（編）『英語実証研究の最前線』 東京：開拓社, 148-162.

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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所属： 大島商船高等専門学校 一般科目
研究タイトル：

長州藩の学問・教育思想と文学
氏名：

牛見 真博／ＵＳＨＩＭＩ Ｍａｓａｈｉｒｏ

E-mail ：

職名：

准教授

学位：

博士（学術）

所属学会・協会：

全国漢文教育学会，日本道徳教育学会，山口県地方史学会

キーワード：

学問・教育思想，長州藩，漢詩・漢文

技術相談
提供可能技術：

・学問・教育思想
・山口県の歴史
・漢文学

研究内容：

長州藩の学問・教育思想と文学について

山口県の教育は、幕末の吉田松陰に始まると言われる。それでは、そもそも吉田松陰という人物は、どのような風土
のもとにあらわれたのか。そうした疑問を出発点として、主に、長州藩の学問・教育思想について研究を行っている。
その自答の大枠として、吉田松陰を生んだ長州藩の学問・教育風土の形成には、江戸中期に藩校明倫館創設に深く
関わり、第２代学頭をつとめた儒学者・山県周南の影響が多大であることを、拙著『長州藩教育の源流―徂徠学者・山
県周南と藩校明倫館―』（溪水社、2013 年）において論じている。
山県周南は、江戸中期に活躍した儒学者・荻生徂徠の高弟の一人であり、当時の江戸で流行した番付では、熊澤蕃
山、新井白石、伊藤仁斎といった錚々たる儒学者の顔ぶれに交じり、十指のうちに数えられた。現在、その名は郷土の
人々にもほとんど知られることがないが、彼の様々な尽力により、藩校明倫館の教育を通して、当時の徳川幕府の公
認学問であった朱子学に異を唱える「徂徠学」が藩内に浸透し、長州藩は西日本における徂徠学の一大拠点となった。
「朱子学」の教育論が、一斉講義による受身で、序列的・段階的な「画一的な学び」であったのに対して、「徂徠学」で
は、各人の興味関心に応じた「自発的な学び」を重んじ、「学べば誰でも相応に伸び」、「各人の特性に応じて、誰もが世
に役立つ」ことなどを掲げている。そうした徂徠学による学問・教育思想が、幕末の長州藩にも底流して大きな影響を及
ぼし、松下村塾を主宰した吉田松陰が徂徠学の影響も多分に受けていたことを明らかにした。その意味において山県
周南は、長州藩の学問・教育風土の源流に位置づけられ、吉田松陰の教育者モデルとも言える人物である。
また、吉田松陰や高杉晋作、久坂玄瑞といった幕末の志士に関して、文学や海事志向など、先行研究とは異なる視
点から人物像の再検討を試みている。最近の研究では、長州藩の山県周南から自覚的に使われるようになった一人称
代名詞「僕」について考察しており次の論文がある。
・「近世における一人称代名詞「僕」の使用をめぐって―江戸中期の徂徠学派〈山県周南〉から幕末の〈吉田松陰〉へ
―」（『東アジア研究』第 18 号、2020 年）
・「長州藩における一人称代名詞『僕』の使用―滝鶴台の用例を取り上げて―」（『山口県地方史研究』第 124 号、
2020 年）

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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所属： 大島商船高等専門学校 一般科目

フィリピン・ルソン島山岳地域における
多元的医療体系に関する人類学的研究

研究タイトル：

氏名：

尾上 智子 ／ ONOE Tomoko

E-mail ：

職名：

准教授

学位：

博士（人間科学）

所属学会・協会：

日本文化人類学会

キーワード：

多元的医療体系，伝統医療，遊び，文化変容，フィリピン・コルディリエラ

技術相談
提供可能技術：

・フィリピンの社会・文化に関わる講座
・異文化理解に関わる講座
・フィリピン語（タガログ語）の語学講座

研究内容：

本研究が対象とするカリンガ（Kalinga）州パシル（Pasil）の町はルソン（Luzon）島北部のコルディリエラ（Cordillera）地
域に位置している。フィリピンの低地社会と比較して、急峻な山々に囲まれたコルディリエラは、約 300 年間に及んだス
ペインによる支配の影響が少なかった地域として知られている。比較的孤立した暮らしを営んできたコルディリエラ山地
諸民族も、近年、外部から流入する様々なモノや制度、情報などの影響を受けており、人々の生活には様々な変化が
生じてきている。しかし、「伝統社会」として研究されてきたコルディリエラ諸社会に見られる近年の社会的・文化的変容
の現象は、外からの一方向的な現象と捉えられたり、「伝統」から「近代」への移行と見る近代化論的図式のもとに捉え
られがちであった。ヒト・モノ・カネ・情報の地球規模での流動化に伴って、外部から流入する、あるいは導入される多様
な視点を、実際、コルディリエラの諸民族はどのようにして内部化するのだろうか。
近代医療のグローバル化に伴い、世界中の様々な地域における伝統医療の消失や近代医療の排斥を懸念するよう
な予測がなされていたが、伝統医療は、宗教体系の変化や他文化との接触などによる変容も見せながら、新来の近代
医療と併存している。カリンガ州においても、フィリピン政府による医療政策や工業先進国による海外医療援助によっ
て、伝統医療とは別に生物医学に基づく近代医療が急速に普及しており、人々が病気になった場合に選択することの
できる治療体系が複数存在するようになった。パシルの人々の病気に関する言説の中にも、霊的存在を要因とする病
因論に加え、栄養や公衆衛生のような比較的新しく持ち込まれた要因を用いた病因論が散見されるようになり、近代医
療が人々にある程度、受容されているように見える。一方で、パシルでは近代医療では治癒できないという病気の事例
が複数、確認できるのである。こうした伝統医療に基づく病因論と近代医療に基づく病因論の併存は何を意味するのだ
ろうか。
このような関心に基づき、本研究では伝統医療と近代医療が併存するカリンガ州パシルにおいて人々の医療をめぐ
る実践がいわゆる近代医療と伝統医療の衝突といった図式とは離れたところに展開していることを示そうとする。人々
を近代医療を受容する受け身な存在として捉えるのではなく、人々の視点に立ち、詳細な民族誌を通して人々の医療を
めぐる実践を明らかにすることが本研究の目的である。

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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所属： 大島商船高等専門学校 一般科目
研究タイトル：

群の作用に付随する代数学と幾何学
氏名：

藤井 忍／FUJII Shinobu

E-mail ：

職名：

准教授

学位

博士（理学）

所属学会・協会：

日本数学会

キーワード：

不変式環，運動量写像，カシミール作用素

技術相談
提供可能技術：

・数学（主に代数学、幾何学）
・
・

研究内容：

群作用の軌道の代数幾何

群（主に代数群）が多項式環に環準同型として作用しているとき、その作用で不変な多項式全体の集合は元の多項
式環の部分環となる。この部分環を不変式環といい、その有限生成性やイデアルの性質に興味を持って研究を進めて
いる。特に加法群作用の不変式環は或る導分の定数環に一致することが知られており、導分の定数環の計算不変式
論にも取り組んでいる。リー代数の表現に付随する普遍包絡代数の中心も不変式論の研究対象の一つであり、特に普
遍包絡代数の中心元の一つであるカシミール作用素も扱う。カシミール作用素は物理では微分方程式系の対称性を記
述するために用いられる重要な概念である。この事実から、最近は、不変式の幾何に解析的手法を用いることも試みて
いる。より具体的に言えば、D 加群の理論や微分ガロア理論、幾何学的制御理論等の手法である。
また、球面内の 4 次等径超曲面族の定義方程式の一つである 4 次カルタン・ミュンツナー多項式を不変式論の手法
を用いて構成することも取り組んでいる。いくつかの場合にはその構成（運動量写像を用いた計算、カシミール作用素
を用いた計算）に成功している。この問題は、球面内の 4 次等径超曲面の統一的手法による分類を目指すものであり、
我々の結果はその手法として不変式論的方法が有効であることを示すものである。

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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所属： 大島商船高等専門学校 一般科目

近代日本における「実在」の問題
：宗教的経験・純粋経験・病床経験をめぐって

研究タイトル：

氏名：

島田 雄一郎 ／SHIMADA Yuichiro

E-mail ：

職名：

准教授

学位：

博士（文学）

所属学会・協会：

日本思想史学会、日本倫理学会、日本宗教学会、日本文芸研究会

キーワード：

近代思想史、実在、経験、認識論、医療思想、老年学、負担、教養

技術相談
提供可能技術：

・近代日本の思想の歴史
・明治期の医療と医療者の思想
・読書、文章作成に関する技術

研究内容：

（１）近代の認識論と宗教的経験
カント哲学の誕生により近代の認識論が確立され、物事を認識する際の認識主体と認識の対象の間
が厳密に分けられ、主体に物事それ自体の認識は不可能であり、表象（主体に認識された物事）のみが
認識可能とされるようになった。これにより、学問的には、リアリティ（実在）の捉え方に変容が起こった。
一方でこのように学問分野における実在観の変容が起こっていたが、他方で自己の宗教的経験に基づ
き「世界」のリアリティ（実在）について語る言説も展開されていく。そして、後者の中には、認識論との取
り組みを通して自己の経験の妥当性を吟味する言説もあらわれる。こうした言説の分析を通して、宗教
的経験をめぐる言説における認識論との取り組みとリアリティ（実在）の有様について研究している。
（２）近代日本の「純粋経験」論の展開
近代日本において「純粋経験」とは、W.ジェイムズの”Philosophy of Pure Experience”に共鳴した西田
幾多郎『善の研究』によってよく知られるようになった表現と概念である。西田は同書で、みずから経験し
たリアリティ（実在）を「純粋経験」として概念化することに努めた。この西田の「純粋経験」論は、近代の
認識論との取り組みを経た上で形而上学を新たに確立しようとした試みとして捉えることができる。同様
に、哲学という学問領域では「実在する神」「永遠」を主題にした波多野精一の宗教哲学があり、「純粋経
験」という表現こそ用いていないが、認識論との取り組みを経て、自己の「経験」に基づきリアリティ（実
在）の概念化に挑んだ点に共通性が認められる。こうした哲学における自己の「経験」に基づくリアリティ
（実在）の概念化の有様とそうした哲学の動向の展開について研究している。
（３）近代日本の医療者の思想史的研究：臨床における人間の「心」の〈癒し〉をめぐって
近代日本の医療者の思想として、本研究の主題は臨床（治療）における病者の「心」の有様をいかに
医療者が捉えているかということと、病者の「心」の〈癒し〉をめぐる医療者の対応である。近代日本の医
療者の大きな課題となっていたのが臨床（治療）における人間の「心」の有様であった。言い換えれば、
理論的には機械論的発想に基づき「心」の有様を捨象しながら、臨床（治療）においては対象が人間であ
るために「心」の有様を避けては通れないという、現在に至るまで続く医療現場の課題に、西洋医学の本
格的な受容が始まった明治期から医療者は直面していた。近代日本の一部の医療者は、思索の領域が
医学を超えた広がりを持っていた。例えば臨床（治療）における宗教的信仰の意義について考察したり、
狭義の哲学の知見に基づき人間とは何かを改めて問い直すことから医学・医療の本質を再考したりする
など、医療が臨床（治療）において直面せざるを得ない病者の「心」の有様に、医療者は様々な形で向き
合おうとした。こうした営為の中に、いわゆる近代科学一般とは異なる日本の近代医療の特質が見られ、
そうした特質も本研究を通して探求している。
提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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所属： 大島商船高等専門学校 一般科目
研究タイトル：

物質強度を考慮した微惑星の衝突破壊
氏名：

末次 竜 ／ SUETSUGU Ryo

E-mail ：

職名：

講師

学位：

博士（理学）

所属学会・協会：

日本惑星科学会、日本地球惑星科学連合、日本天文学会

キーワード：

惑星、衛星、小天体、コンピュータシミュレーション

技術相談
提供可能技術：

研究内容：

・惑星科学
・コンピュータシミュレーション

物質強度を考慮した微惑星の衝突破壊

太陽の周りの公転している惑星や小天体は天体同士の衝突による合体及び破壊で形成されたため、衝突現象は太
陽系形成において非常に重要な過程といえる。天体は様々な規模の衝突を経験しており、破壊規模は衝突エネルギー
QR（初期のインパクターの運動エネルギーを標的天体の質量で割った単位質量あたりのエネルギー）に依存する。特
に、衝突によって標的天体の質量が元の半分となる時のエネルギーは臨界衝突エネルギーQRD*と呼ばれ、重力支配域
の QRD*の値や性質は衝突シミュレーションを用いて研究されてきた(e.g., Benz & Asphaug 1999)。その結果、QRD*の値は
衝突速度、標的天体のサイズ、物質強度、さらに計算解像度にも依存することが明らかとなった(Jutzi 2015, Genda et
al. 2015)。こうした結果は、主に SPH 法で得られていたが、最近、我々はメッシュ法による衝突シミュレーションを行い、
高解像度で行った場合、SPH 法によって得られた QRD*の値とよい一致を示すことを明らかにした(Suetsugu et al. 2018)。
この研究では天体の物質強度などの組成の効果は入れていなかったが、天体の組成による効果も QRD*の値に影響を
与えうることが知られている(Jutzi 2015)。しかし、こうした天体組成と QRD*の値の詳細な関係は不明である。
本研究では、衝突シミュレーションコードの一つで、弾性・塑性モデル，破壊モデル，空隙モデルなどが導入されてい
る iSALE(Amsden et al. 1980, Ivanov al. 1997, Wunnemann et 2006) を用いて微惑星破壊の計算を行い、QRD*の値の物
質強度および摩擦への依存性について調べた。その結果、物質強度を考慮した場合においても QRD*の値は計算解像
度に依存することがわかった。各解像度から得られた QRD*の値をフィッティングすることで得られた収束値は、天体組成
の効果がない場合の約 5 倍の値となり増加したが、その値は Benz & Asphaug (1999) の結果よりも低いものであった。
また QRD*の値は摩擦係数に大きく依存することも明らかとなった。今後は衝突速度や標的天体の大きさを変えた場合で
も研究を行い、パラメータ依存性を調べていく予定である。

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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所属： 大島商船高等専門学校 一般科目
研究タイトル：

代数的 K 理論の振る舞い
氏名：

小原 まり子／OHARA Mariko

E-mail ：

職名：

助教

学位：

所属学会・協会：

日本数学会

キーワード：

代数的 K 理論, 数論幾何, 無限圏

技術相談
提供可能技術：

・数学(主に代数学、トポロジー)
・
・

博士(理学)

研究内容：
代数的 K 理論を研究しています。
数学において、膨大なデータや、実際にいじる事ができないものを扱う時に、そのデータやもの一つ一つに
分かりやすい量や数を対応させ、その量の振る舞いを観察することがあります。
代数的 K 理論とよばれるものも、適当な条件を満たした空間や圏に付随する量です。条件を満たした空間や圏
を１つとれば、代数的 K 理論とよばれる量が１つ定まる。しかしながら、一般的に定義されている代数的 K 理
論が、圏のどのような性質を反映しているのかは、実は以前はあまりよくわかっていませんでした。
私の研究では、目には見えない高次元の空間に、
「K 群」とよばれる、代数的 K 理論から派生した量をあてが
い、空間が色々変化した時にその量の振る舞いを観察します。K 群は、非常に一般的に定義されるけれども、
整数論など特殊な条件下のもとで、整数や素数の性質を反映する、重要な量であるという事が分かっているか
らです。K 群がどのように振る舞うかについて、観察を元に色々と予想がなされてきました。
私はこれまでに、整数論の側面から K 群の振る舞いを具体的に計算したり、圏論や代数的トポロジーの手法を
用いて K 群の振る舞いや、代数的 K 理論の一般的な性質を研究しています。

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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所属： 大島商船高等専門学校 一般科目
研究タイトル：

無理数回転の挙動について
氏名：

四丸 直人 ／ SHIMARU Naoto

E-mail ：

職名：

助教

学位：

博士（理学）

所属学会・協会：

日本数学会

キーワード：

Irrational rotation, Continued fraction, Discrepancy, rational rotation approximation

技術相談
提供可能技術：

研究内容：

無理数回転の挙動について

私は現在、一様分布数列、特に無理数回転の挙動について研究しています。特に、無理数がその連分数展開にお
いて大きな部分分母(large partial quotient)を持つ場合に現れる異常な挙動に対して数学的な説明を与えることに取り
組んでいます。
無理数回転に関する研究は 1916 年に H. Weyl が無理数回転は漸近的に区間[0, 1)上に一様分布するという有名
な結果を発表して以降、整数論や確率論などの多くの分野において様々な形で発展してきました。例えば、HardyLittlewood、Ostrowski や Heck など多くの研究者が Lattice point problem や Diophantine approximation などの問題
に対して多くの研究結果を発表しています。また、無理数回転の研究に対してフーリエ解析や連分数展開が応用され
ていることはよく知られています。
しかし、フーリエ解析を用いる手法は無理数回転の点の動き方や点の位置の情報が失われてしまうという問題が
ありました。そこで私は無理数に基づく連分数展開による近似分数を応用し、無理数回転の各点の動き方や点の位
置の情報を詳しく調べるために、無理数はその連分数展開における近似分数によって非常によく近似されるという結
果と自然 Ostrowski 展開を応用し、無理数回転を有理数を用いた公式を導きました。この方法をさらに精密化し、発
展させることにより”rational rotation approximation”の手法を確立させました。この手法 Ostrowski 展開による分割を
用いて、これまでに一般の無理数に対する無理数回転の平均や分散からの部分和の fluctuation や discrepancy の
挙動を詳しく調べました。

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
特になし
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所属： 大島商船高等専門学校 一般科目
研究タイトル：

数学教育
氏名：

岩本敏彦／IWAMOTO Toshihiko

E-mail ：

職名：

教授

学位：

所属学会・協会：

日本数学教育学会、数学教育学会

キーワード：

数学教育、数学史、整数論

技術相談
提供可能技術：

・数学教育
・
・

研究内容：

修士（理学）

数学教育、数学史、整数論

【研究例１】
数学に興味を持てるような教材の開発および授業方法を研究している
【例１】 三角比から三角関数への拡張の理解を深めるための教材として、全円分度器を授業で利用する授業内容を研
究し実践した。
【例２】 日常に現れる三角関数のグラフを実感するために円筒の菓子箱を切断してできる切断面が三角関数のグラフ
になっていることを授業の中に取り入れる方法を研究した。

【研究例２】
数学史を授業に取り入れ,授業内容の歴史的位置づけやトピックスとして興味を深める様々な内容について研究して
いる。
【例１】無理数の発見の歴史を紹介して新しい数が生み出される過程を説明して実数や虚数についての理解を深めてい
く授業を実践した。
【例２】３次方程式、４次方程式の解の公式の歴史と５次以上の方程式の解の公式は作ることが不可能であることを紹
介して興味を深める授業を実践した。
【研究例３】
整数論についての様々な内容から高校・高専の学生に理解できしかも興味を深めるような授業内容について研究し
ている。
【例１】ピタゴラス数を発見させどのような整数がピタゴラス数になるか求める方法を紹介する授業を実践した。
【例２】三角関数の加法定理を利用して正５角形の作図方法を考えさせ、正多角形の作図可能性について紹介する授
業を実践した。

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
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