
2010年度卒業研究着手予定者の研究室仮配属 

研究室開放日 

※必ず，第 1希望から第 3希望の研究室を見学すること。 

 

研 究 室 日  時 場  所 

井原研究室 

（電波工学研究室） 

10月 15日（木） 13：00～15：30 

10月 16日（金） 13：00～15：30 
工学本館付属棟 255室 

植原研究室 

（高電圧研究室） 

10月 12日（月） 13：00～14：30，16：20～17：50 

10月 13日（火） 14：40～17：50 

10月 14日（水） 10：40～17：50 

10月 15日（木） 16：20～17：50 

工学館 101室 

加藤研究室 

（有機分子エレクトロ 

ニクス研究室） 

未定 
工学本館 317室 

工学本館附属棟 252 

島田研究室 

（計算物性工学研究室） 

10月 12日（月） 14：00～17：00 

10月 15日（木） 13：00～17：00 
工学館 203室 

銭研究室 

（並列分散システム研究室） 
10月 12日（月）～16日（金） 13：00～ 工学本館 406室 

難波研究室 

（電気・電子材料研究室） 

10月 13日（火） 13：00～16：00 

10月 14日（水） 13：00～16：00 

10月 15日（木） 13：00～16：00 

工学本館 210室 

工学本館付属棟 255室 

平松研究室 

（電子デバイス研究室） 
10/16（金） 13：30～14：30 工学本館付属棟 255室 

簑研究室 

（バイオモデリング研究室） 
10月 14日（水） 10：30～16：00 工学本館付属棟 351室 

宮崎研究室 

（インテリジェント 

システム研究室） 

10月 13日（火） 13：00～ 

10月 15日（木） 13：00～ 
工学本館 223室 

元木研究室 

（知能ロボット研究室） 

10月 13日（火），14日（水） 15：00～18：00 

10月 15日（木），16日（金） 13：00～18：00 
工学館 213室 

山崎研究室 

（コミュニケーション 

ロボティクス研究室） 

10月 13日（火） 15:00～18:30 

10月 14日（水） 14:00～18:30 

10日 16日（金） 13:00～16:00 

工学館 306室 



井原研究室紹介 

 

■電波利用と電波伝搬研究 

 

現代は電波利用社会と言っても過言ではありません。無線通信のように情報を

やりとりするための電波利用、レーダのように遠隔にあるものを計測するため

の電波利用、電子レンジのようにものを加熱するための電波利用、この３つが

電波の主な利用分野です。このうち無線通信や電波計測は電波が遠く空間を伝

わることで可能になります。電波が空間を伝わるときの伝わり方（電波伝搬）

が通信や計測の信頼性や質に大きな影響を及ぼすことになります。したがって、

無線通信や電波計測のために電波を効率的に利用するためには、電波伝搬につ

いてよく理解しておく必要があります。井原研究室では現在、主として無線通

信に関連した電波伝搬についてさまざまな観点から研究を行っています。 

 

 

■研究テーマの例 

 

①うねりのある面上におけるマルチパス伝搬に関する研究 

②マルチパス伝搬成分の高分解能推定に関する研究 

③降雨減衰や大気減衰の影響に関する研究 

 

■卒業研究の活動場所 

 

工学本館付属棟２階 ２５５室 

 

 

■卒研希望者へのひとこと 

 

みずから考えて研究を行う意欲のある卒研生を歓迎します。 



【実験研究】
(1)トリーイング破壊
(2)水トリー劣化現象
(3)電力用及び鉄道用がいし
(4)イオンマイグレーション

【シミュレーション研究】
複合誘電体界面を模擬したトリーイング破壊のシミュレーション

植原研究室の紹介

場所 ：工学館101

スタッフ：教員1名，大学院生1名，学部生8名，工学総合研究所研究員3名

研究分野：高電圧工学，電気絶縁工学，誘電体
研究設備：500[kV]インパルス電圧発生装置，100[kV]交流電圧発生装置，

100[kV]直流電圧発生装置，ミクロトーム2台，真空定温乾燥器，
光学顕微鏡CCDカメラ撮影システム，高速高圧アンプリファイア，
ファンクションジェネレータ2台，フォトンカウンティングシステム，
パソコン1人1台

研究室の雰囲気等については下記ホームページを参照して下さい．
http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~kg044203/

・ミーティング及びゼミナールは，研究の進捗状況，就職活動等を把握するため，
週一回ずつ行います．

・各実験ごとに，週一回集中的に実験研究を行います．
・無断欠席，遅刻等については，ペナルティを課します．
・夏合宿と冬合宿があります．
・月に一度は飲み会を行います．
・3年の秋学期から研究室の活動を開始します（配属が決まり次第）．

本研究室の基本的な活動方針

本研究室の求める学生像

・元気で明るく，体力があり，活力に溢れ，積極的に行動する学生
・人間関係を大事にして，協調性のある学生
・高電圧に興味のある学生
・大学院進学希望の学生
・電力，鉄道，建設，電気設備，電気工事会社等への就職を考えている学生
・スポーツの好きな学生（特に野球，サッカー）

本研究室の概要

2009年度卒業研究テーマ

http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~kg044203/
http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~kg044203/
http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~kg044203/
http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~kg044203/
http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~kg044203/


加藤研究室  

－有機分子エレクトロニクス、ナノテクノロジー― 

⇒研究テーマ 

新しい機能を持つ有機電子材料、分子デバイスの開発。有機分子エレクトロニクス。先端

ナノテクノロジーを用いたナノスケールデバイスの開発。 

⇒研究室構成 

大学院生 6 名（博士後期 3 名、博士前期 3 名）、卒業研究生８名 

最先端のナノテクノロジ－に触れながら、研究テーマに取り組んでいます。研究成果は、

米国をはじめとする海外の国際学会で発表されています。定期的な食事会を行い密接な交

流を図っています。新しい分野である、ナノテクノロジー、有機分子エレクトロニクスの

分野に触れてみたいひと、最先端の研究をやってみたいひと大歓迎です。 

A.様々な有機電子デバイス開発 

近年有機分子を使った薄膜による電子デバイスの研究が盛んになってきています。有機

物で導電性を導電性高分子に、フラーレン等のナノスケール高機能分子を複合して、様々

な波長で発光する複合材料の作製・有機 EL 素子化に取り組んでいます。 

B.最先端テクノロジーを取り入れたナノスケールのデバイスへのアプローチ 

コンピュータのメモリーをはじめ様々な電子デバイスにナノスケールの大きさを持つ材料

が求められています。ナノスケールとは、10-9メートル、原子が１０個並んだ長さです。 

分子の大きさはおよそナノスケールにあたるので、分子デバイスが注目されています。 

ａ．ナノスケール構造作製：アルミニウム表面上に作製したナノスケールの構造パタ－ン

と有機分子、導電性高分子との複合化を図り、新しい機能を有する材料の開発を目指す。 

ｂ．ナノワイヤ作製：究極のナノスケールの回路用ナノワイヤの開発と機能化。 

ｃ．量子ドットの開発：ナノスケールの大きさのドット材料が注目されています。レー

ザーなどの素子の発振しきい値を低くすることができます。 

ｄ．カーボンナノチューブトランジスタ：ナノの大きさを持つチューブは電気抵抗が少な

く大電流を流すことのできトランジスタの新材料として、注目されています。カーボンナ

ノチューブを用いた電子デバイスの開発に取り組んでいます。 

ｅ．導電性高分子・ナノスケール高機能分子複合による高特性ポリマーバッテリーの開発。 

 

 

 

 

 

 

 

図１ アルミニウム上へ

の様々なナノ構造 

（ａ）直線状構造 

（ｂ）格子状ナノ構造 



計算物性工学 島田研究室 
 

教員居室 ：工学本館２階２０９ 

学生研究室：工学館２階２０３ 

 

当研究室では、密度汎関数理論に基づいた第一原理計算によるシミュレーションを行い、物質中の電

子の状態を計算することで、その物質の性質を理論的に予測する研究を行っています。 

 

第一原理計算という理論計算では、従来の理論計算とは異なり、その物質に対する実験結果を参照す

ることなく電子状態を計算することができるので、物質の様々な性質（結晶構造、分子構造、格子定数、

格子振動、弾性的性質、電子バンド構造、電子分極、格子欠陥構造、…）を予測することができます。

また応用として、未知物質の合成をしたり、実験では検証が難しい高圧状態での物質の性質を予測した

りすることもできます。 

 

現在は、以下のテーマを中心に研究を行っています。 

① Ⅲ族窒化物混晶の電子状態シミュレーション 

 すでに窒化ガリウムは青色発光ダイオードおよびレーザーの材料として使われていますが、Ⅲ族窒化

物の混晶系の性質を明らかにすることによって将来の電子デバイス開発の基礎となる研究を行ってい

ます。 

 

② ABR の結晶構造と電子状態シミュレーション 

 有機高分子結晶であるアントラセン・ビス・レソルシノールはゼオライトのように結晶内に空孔をも

った物質で、空孔に入るゲスト分子の入れ替えによって、その光学的な特性が変化する物質です。この

物質ついて、様々なゲスト分子を取り込んだときの結晶構造や電子状態が明らかにします。 

 

③ ポリアニリンの電子状態シミュレーション 

 導電性ポリマーであるポリアニリンを用いた有機電子デバイス作製に必要な電子状態に関する情報

を得るための計算機シミュレーションを行います。 

 

④ NiP 系金属化合物の格子定数の計算 

 クロムに替わるめっき皮膜の材料として有望視されている NiP 系金属化合物の格子定数を計算機シ

ミュレーションにより予測します。 

 

②、③、④については、文部科学省ハイテク・リサーチ・センター整備事業からの助成を受け、難波

研、平松研、加藤研および物質生命科学科の研究室とともに共同研究を行っています。 

計算機シミュレーションには主として東大情報基盤センターのスパコンを用いています。また、補助

的に研究室のＰＣクラスタ計算機を使用します。 

 



研究室紹介 電気電子情報工学科 銭飛 研究室 

銭研究室では「大規模並列分散型システム」というキーワードの下で、以下の研究テーマについて研

究を行っている。 

・ 大規模並列分散型計算システム 

大規模並列分散型計算システムの設計、構築、管理について研究している。特にシステム数理の見地か

ら見た疎結合計算機システムの設計、制御方式についての理論研究や、グローバルネットワークコンピュ

ーティングシステム(PCクラスタシステム、GRIDシステム)の構築研究などを行っている。応用研究とし

ては、超大規模組み合わせ最適化問題(TSP、GPP問題など)の高速計算に挑戦している。 

・ コンピュータネットワーク 

コンピュータネットワークの設計、解析、構築、管理について研究している。特に、ネットワークのル

ーティング問題(ポリシールーティング問題、QoS(Quality Of Service)ルーティング問題、コンテン

ツルーティング問題など)、ロードバランシング問題などについて研究し、新しい計算法を構築している。

さらに、実戦力を身につけるために、ネットワーク技術関連資格(CCNA,CCNP)の教育を積極的に取り入れ

ている。これらの資格を取得することにより、ネットワーク全般についての理解が深められるだけでなく、

IT産業が待望している基本的な技術スキルを身につけることができる。 

・ 学習オートマトンの基礎理論と強化学習システム 

未知環境にいて制御機構を自動的に構成し機能の自己補完できる学習オートマトンの基礎理論について

研究し、強化学習システム、特にマルチエージェント強化学習システムへの新しいアプローチを提供しよ

うとしている。応用研究として、コンピュータネットワークのトラフィック制御、侵入検知、知能ロボッ

ト群の分散強調制御などがあげられる。その他に、強化学習の基礎理論、特に、バリューファクション、

TD学習、Q-Learningなどに代表される強化学習の基本的計算法について研究をしている。 

・ 学習セルオートマトンと学習オートマトン計算法 

ノイマンにより提唱されたオートマトンの構成的方法論には 5つの研究課題が残されていた。学習セル

オートマトンに関する研究は、その内の「組み立て可能性」、「自己増殖性」、「進化」課題に寄与している。    

この新しいセルオートマトンの理論研究体系を確立することにより、オートマトンの理論研究を補完す

る意味でとても重要である。本研究室では、学習セルオートマトンの理論体系を確立し、従来のセルオー

トマトンとの間の関連性を調べ、「学習」機能により実現される新しい機能、および計算性を理論的に究明

しようとしている。 

2009年度卒業研究テーマ： 

(1) 無線 LAN環境下での RTT変動による TCPへの影響に関する研究 

(2) QoSネットワークコアルータ用新しいキューマネジメント方式 

(3) QoSネットワークコアルータ用新しいキュースケジューリング方式 

(4) 高速回線における HighSpeedTCP/XCPの有効性に関する検証 

(5) ワイアレスネットワークにおけるルーティング方式のバッテリ消耗問題に関する研究 

(6) インターネットにおける輻輳制御 

 

卒業研究着手用件：C,C++などのプログラミング言語、ネットワークに関する基本知識(配属後、集中講義

を行う) 



2010 年度難波研究室 電気・電子材料研究室 紹介 

 

難波 典之 

大学院生(後期課程)   1 名 

卒研生          4 名 

 

キーワード 

・電波吸収 

・陽極酸化アルミニウム湿度センサ 

・圧電性ポリマー 

 

研究内容 

第一に、携帯電話をはじめ多くの電子機器から発せられる電磁波が、例えば病院の医療

計測装置や飛行機の自動操縦装置に誤動作を与える原因となることがあります。この電波

障害対策として有効な電波吸収用パネルの開発研究を行っています。第二に、バイオテク

ノロジーの進歩に伴って重要性が増している湿度を正確に検出するセンサをナノテクノロ

ジーで注目されている陽極酸化アルミニウムを用いて研究しています。第三に、人間にフ

ィットする機械センサに応用が期待されている独立気泡を有する圧電性ポリマーの圧電定

数測定に関する基礎実験を行っています。 

 

研究テーマ 

・電磁波吸収体の開発研究 

・陽極酸化アルミニウムの感湿特性 

・圧電性ポリマーフィルムの物性研究 

 

年間行事 

・統一総合ゼミ 

・テーマ別ゼミ 

・中間発表と反省コンパ 

・卒研発表と追出コンパ 



これがキーワード！ これが研究内容！ これが研究テーマ！

これがゼミ！

●毎週金曜午後１時にゼミを
開催。それ以外は実験。

●春学期まとめ：7月
●卒業研究中間発表会：9月
●卒業研究概要集提出：1月
●卒業研究本発表会：2月

これがメンバー！

　　　　

●卒研生8名

平松研究室（電子デバイス工学研究室）

多元電子ビーム
蒸着装置図

＊ナノテク
＊ナノ薄膜
＊湿度センサー
＊セラミックス
＊ナノドット
＊量子ドット

湿度センサーは、部屋の湿
度を知るためだけではな
く、エアコン、電子調理機
器、美容機器などの電子
機器内に使われ、保湿など
機器の機能を高めていま
す。また、湿度管理を必要
としている化学工場、バイ
オ関連の工場などでも必要
不可欠な電子デバイスで
す。本研究室では、新しい
感湿メカニズムを持つセラ
ミックス母体型感湿材料の
開発を行っています。更に
この材料をナノテクを使っ
て薄膜にして、特性の向上
を図っています。この結
果、トップクラスの感湿応
答特性を得ることができま
した。これは工場など湿度
管理下で急峻な湿度変化
があった場合に、瞬時に対
応できるメリットがありま
す。

●多元電子ビーム蒸着装置に
よるセラミックスナノ薄膜の成
長と感湿センサの開発

●多元電子ビーム蒸着装置に
よるナノ量子ドットの作製

●RFマグネトロンスパッタリン
グ装置によるセラミックス薄膜
の成長と感湿センサの開発

これが年間行事！
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研究室紹介

工学部 電気電子情報工学科
簑 弘幸 (みの ひろゆき)

email: hiromino@kanto-gakuin.ac.jp

http://home.kanto-gakuin.ac.jp/ ˜ hiromino/

本研究室では、「生体情報工学」という分野での研究を行っています。

一見すると、我々人間をはじめとする生物と情報処理とは何の関係があるの？
と思われがちです。しかしながら、例えば我々の日常生活に照らしあわせて
みると、人間が音を聴き、人間が画像・映像を見て、人間がそれらの情報の
本質を理解すべく処理しているという意味で、生物と情報処理は密接に関係
しているのです。事実、我々人間は、音や映像など様々な情報の理解におい
て、必要な特徴量を都合よく抽出する高度な情報処理能力を持っています。

この様な感覚、記憶・学習、推理・思考などの様々な情報処理機能は、人間
の脳内に数 100億個～1000億個存在するともいわれているニューロン (神経
細胞)の複雑な結合によってつくりだされることが近年の研究で分りはじめ
ています。まさに、人間の脳は、柔軟な情報処理を工学的に実現するときの
お手本となるのです。

本研究室では、生物の感覚・認知系、記憶・学習系で行われている神経の情
報処理を理解し、それらを生物物理学的モデルや数理モデルで表現すること
が主な課題です。更にそれらのモデルを、音情報や画像情報などの特徴量を
抽出するシステムの構築に応用したり、人工内耳や人工視覚などの神経線維
に電気的な刺激を与える医療機器のデザインに応用することなども課題とし
ています。また、自動車の運転時や飛行機の操縦時における人的な操作ミス
や判断ミス (ヒューマンエラー)を未然に防ぐことを目的として、心電図や脳
波などの生体信号を計測・処理し、人間に対するメンタルな意味での負荷を
定量化する、人間工学的、心理学的な課題も研究の対象としています。

その他、研究とは全く関係ありませんが、まめに研究室の整理整頓、掃除を
する人、イベント (BBQ＠野島公園、冬ゼミ&鍋＠伊豆など)で料理の腕を振
るってくれる人、大歓迎です。質問があったら、emailして下さい。 以上



 

 

 

 

宮崎研究室は、インテリジェントシステムを扱っており、適応・学習・進化など生命特有の

現象を有する人工的システムを工学的に実現し、その応用を図ることを研究目的としています。 

 

＜研究内容＞ 

○人間の知識を表現できる：                         ファジィ理論 

○脳の神経回路網の基本モデルで、学習機能を有する：       ニューラルネットワーク 

○生物の進化を模倣することで最適化に威力を発揮する：     遺伝的アルゴリズム 

○決定論的規則が生み出す一見無秩序かつ予測不可能な現象である：カオス 

○古くて新しい制御法：                    係数図法   

 

これらの技術を融合して社会に有益な新しいシステムを構築します 

 

＜最近取り組んでいる応用システム＞ 

 

交通信号制御    生体モデルによる血糖値の予測･制御    皮膚病の診断支援 

                

 

多入力多出力系の PID 制御       カオス時系列の短期予測とカオス制御   

            

  

＜場所＞ 

宮崎教授居室：工学本館２１２、 インテリジェントシステム研究室：工学本館２２３ 

 

＜ホームページ＞ 

 研究室の様子は、HP（ http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~kg044204/ ）をご覧になって下さい。 

http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~kg044204/


元木研究室（知能ロボット研究室） 紹介 

 研究室：工学館 213 室 

元木居室：工学館 206 室 
2009年度 卒業研究生：8名 

2009年度 大学院生：  6名 

 

昨今、ロボット学は、機械・電気・電子・情報分野など様々な学問を必要とする総合領域の学問にな

りつつあります。つまり，ロボットに関する研究をするということは，ものづくりのための総合的な

知識・技術が必要となります。例えば，二足歩行ロボットを開発する場合，構造を設計するためには

機械工学が必要であり，各関節を構成するアクチュエータ（サーボモータなど）の選定には，その特

性（トルク，回転速度など）を知るために電気工学が必要です。また，様々なセンサを搭載する場合

は電子工学が必要ですし，コントロールボードの開発にはアクチュエータやセンサを制御するために

プログラミングの知識が必要です。 

本研究室では，ロボットのハードウェアからソフトウェアまで，ロボットに関する総合的な研究を

行っていますが，二足歩行ロボットや車輪型ロボットを自律的に行動させるための研究を重点的に行

っています。また，そのための専用コントロールボードやシミュレータを開発したり，ロボットの形

状や関節数等のデザインに関する研究もしています。 

 

【研究テーマ例】 

・二足歩行ロボットの機械学習による行動決定法 

・視覚センサを搭載した二足歩行ロボットの開発 

・二足歩行ロボットの歩行安定性を考慮したデザインに関する研究 

・車輪型ロボットを用いたマルチエージェントに関する研究 

・車輪型ロボットのための 3Dシミュレータ開発  

・RoboCup Soccer シミュレーションリーグのチーム作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

・ 週 2回のゼミ 

基本的に週 2 回のゼミ以外は，研究室に拘束しません。自主性を重視します。 

ただし，卒業研究中間発表会，卒業研究発表会，オープンキャンパスの一週間前を除きます。 

・ 研究結果を出すこと 

必ず良い結果を得る必要はなく，悪い結果でも一つの研究として，まとめる事が重要です。 

逆に結果を出さない場合は，不可です。 

・ ゼミ合宿の参加 

夏に 1泊 2日のゼミ合宿を行います。研究室メンバーとの思い出を作って下さい。 

二足歩行ロボット 
RoboCup Soccer 

シミュレーションリーグ 車輪型ロボット 



眼球ロボットによる
心理表出

コミュニケーション
ロボット

山崎研究室
工学館 102号室

306号室（山崎居室）

研究内容
人間とコミュニケーションするロボットシステム

認知科学

ロボット
技術

計算知能

 ロボットを設計，制御するための機構，回路，

プログラミング等のロボット技術
 ロボットの知能となるための，ファジィをは

じめとする計算知能
 人間の知を理解するための認知科学

以上をリンクさせて，
従来にないコミュニケーションロボットを開発
します。

 眼球ロボットによるファジィ心理表出
 室内配置型ネットワークロボットによる

さりげない人間アシスト
 全方位移動ロボットのための方向指示機の開発
 人形によるさりげない意図表出 音声認識，情報検索との

ネットワーク統合による
さりげない人間アシスト

週２回のゼミを中心に研究を進めていく予定です。
ロボットの研究は頭だけでなく身体（手？）を動かすことも重要です。
今秋に配属される皆さんが当研究室の第１期生になります。
一緒に頑張りましょう！

山崎 洋一（やまざき よういち）yamazaki@kato-gakuin.ac.jp
http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~yamazaki/

研究テーマ例

ひとこと
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