
担当者：前川 公男   場所：ＥＩ棟 4F 通信伝送実験室など  人数：最大 4 名 

 

○流星観測関連 

 星を眺めるのが好きな人 OR プログラムが少し書ける人 OR 電波に興味がある人 

(1) 流星の発生位置を測定するために、16 年度から高知工科大学と共同で電波干渉計の開発

を行った。電波干渉計の観測データを処理して、流星の発生方向と高度を計算して表示

するソフトウェアを作成する。実際に観測を行ない動作を確かめる。17 年度から継続 

(2) 流星電波観測では、流星飛跡の方向によって電波の反射効率が変化する。その様子をシ

ミュレーションするソフトウェアを開発し、実際の観測結果と比較する。17 年度にシミ

ュレーションソフトの開発がスタートしている。 

(3) 前川研究室では、1996 年から流星観測用の電波を発射していて全国で１００人以上の観

測者が利用している。送信機の管理は必要である。そのために PICNIC を用いた制御ハ

ードウェアと LINUX に Ruby,C 言語で作成した送信機の状態をモニターするソフトウェ

アからなるシステムが 14 年度の卒研で作成されて稼働しているがよく停止するのでそ

の原因を解明しシステムを改良したい。 

(4) 電波干渉計システムと併せて、小型 CCD カメラとビデオキャプチャーボード付きの PC

で光学観測を行なっている。流星発生時の画像を連続的に取得するソフトと、そのデー

タから流星の方向と高度を出力するソフトがある。2地点で得られた方角と高度のデー

タを組み合わせれば、流星の発生位置が特定でき、さらに流星の起源となる天体の軌道

が計算できる。データ処理プログラムを作成する。観測する。データ処理をする。 

    16 年、17 年と継続している。 

 

○出前授業・公開講座・教材開発関連 

 子供が好きな人 OR 電波に興味がある人 OR 制御が好きな人 

(1) 電波科学教材の開発 

電波は、いまや IT 技術の発展に欠くことができないが目に見えないので理解しにくい

ものである。小学生高学年、中学生用の製作を体験しながら楽しめるような教材を開

発し、それを使った出前授業を行いたい。16 年度と 17 年度は、BS 放送受信用のパラ

ボラ鏡を段ボールとアルミフォイルで製作し、それを出前授業の教材とした。 

(2) AIBO ロボットを使った出前授業 

西仁司先生のテーマ「教育素材としてのロボット活用に関する研究」と関連し 17 年度

から始めた。18 年度は、現代 GP 事業の一環として武生市内の全小学校へ行く予定。 

(3) マイコン制御教材開発 

H8 マイコンを利用した制御教材の開発。実用的なものができればなお良い。 

(4) 蘆田先生との共同研究 

「実験用機器、たとえばオシロスコープの操作習得のための教材」その他、アニメー

ションやシミュレーションによる学習教材を考える。 

 

これまでの卒研内容は、以下を参照してください。 

http://maisy.ei.fukui-nct.ac.jp/~kmaegawa/lab04/index.html

http://maisy.ei.fukui-nct.ac.jp/%7Ekmaegawa/lab04/index.html


教員名：蘆田 昇 研究室：専攻科棟 4 階情報工学実験室内 卒業研究生：4 名程度 

卒業研究のテーマ 
Ａ．キーボードタイピングに関する研究 

（１）キーボードの打鍵速度は、速ければ速いほどいいとすると、現状のキーボードの

キー配列はどうなのか。ドボラック配列は？「最速のキーボード配列を求める」こ

とを考え、色々な配列でのタイピングを研究してみる。 
（２）キーボードの打鍵速度は、速ければ速いほどいいとすると、どんな形・大きさ、

どんな角度ならキーボードが速く打てるのかなど、タイピングを計測し、結果を解

析する。 
（３）その他、タイピングに関連すること 

Ｂ．教材コンテンツの開発 

  Ｗeb で利用できる教材コンテンツを開発する。 
 （１）アニメーションを多用した分かりやすく、理解を助けるコンピュータ科学入門用

のコンピュータ基礎の学習のための教材の開発を取り組む。 
 （２）ＯＳの学習支援のための学習教材の開発を取り組む。 
    ・アニメーションによる方法 

・ 簡単なシミュレーションが行える学習教材の開発 
 （３）実験用機器、たとえばオシロスコープの操作習得のための教材 
 （４）その他、アニメーションやシミュレーションによる学習教材を考える。 
 
教員名：加藤省三(新任) 

 

(1) 論理型言語 Prolog による自然言語処理応用システムに関する研究 

人工知能の研究テーマの一つである自然言語処理において、論理型プログラミング言語で

ある Prolog を用いた応用システムに関して研究する。 

 

(2) 自然言語処理における構文解析アルゴリズムに関する研究 

プログラミング言語のような形式言語によく利用されている文法として文脈自由文法

(Context Free Grammar:CFG)が挙げられる。本テーマでは、この CFG を用いた自然言語処

理における構文解析アルゴリズムに関して研究する。 

 

(3) 自然言語処理における意味解析に関する基礎研究 

自然言語処理において、文中の単語には複数の意味を持つものがあり、また、意味関係に

おいても複数のものがあり得る。本テーマでは、これらの意味的曖昧性を解消するための

意味解析に関して研究する。



井上・堀井卒研班テーマ             平成 18 年 2 月 3 日 
 
○ 「無電極バックライトの開発」 

平面テレビの普及がブラウン管の数を超えて用いられるようになってきたが、液晶のバッ

クライトの技術動向は、環境にやさしい無水銀化へ向かっている。本研究では主にハロゲン

原子および希ガスの 2 原子分子発光を用いて、紫外線を放射させ、蛍光体を励起して発光さ

せる方式を研究する。 
具体的には直径４ｍｍ長さ２００ｍｍ程度の細管の外側に、電極をまきつけて、これに高

周波電圧を印加して放電させるものである。 
(1) 封入ガスの種類、圧力と紫外線強度の関係、

（真空紫外光なので、蛍光体を発光させて

間接的に測定する） 
(2) 電源電圧波形、電流波形と紫外線強度の関

係  
などを測定する。 

  このために、ガラス加工による放電管の試作

なども行う。 
 
○ 「平板型バックライトの開発」 

   上記と同様であるが、Xe ガスの 2 原子分子発光

を用いて平面放電をさせるタイプのバックライト

開発を行う。 
(1) 電源電圧波形と放電電流波形そして発光効率の

関係を測定する。 
(2) 電極構造と放電状態の観察を行う。 

  このために、ガラス加工による放電管の試作など

も行う。このテーマについては専攻科生と共同で行

う。 
 
○ 「熱力学による石英と金属ハロゲン化物の反応解析」 

野球場、サッカー場、広場などで用いられている光源には、高圧放電ランプであるメタル

ハライドランプが用いられている。このメタルハライドランプは石英製の容器に、金属ハロ

ゲン化物（極端に言えば塩）が封入されており、この塩が約 800℃で一部蒸気となって、金属

固有の発光色を呈するものである。ところが 800℃と高温であるために、石英と塩とが反応し、

寿命を短くしている。そこで本研究では熱力学により反応を解析する。 
  ここでは数学解析ソフト Mathematica を用いて、熱力学の連立方程式を解くためのプログ

ラム作成が主な研究課題となる。最初に簡単な例を解くプログラムを作成し、徐々に複雑な系

の解析に持ち上げて行く。 
  例えば H2＋I2⇔２HI の反応が温度によってどのように進行するか、平衡状態では何％

が反応しているのかなどを計算で求めるものである。この研究は材料系企業に就職する学生に

は非常に有用で、早く昇給するチャンスにも恵まれる可能性がある。 



 
○ 「パロ・デ・ルビア（レインスティック）」の改良 

今年はモーツアルト生誕 250 周年であり、モーツアルト音楽が多く演奏されている。モーツ

アルトの音楽の特徴はドミソを用いた穏やかな音楽であり、それに対比してベートーベンは

激しい抑揚の音楽である。そこで、パロ・デ・ルビア（竹筒にピンを刺し、種をぶつけて音

を奏でる）のピンを、ドミソに揃えたモーツアルトスティックにするとどのような音を奏で

るか、どのような感じになるのであろうか、逆にピンの長さを激しく変えたベートーベンス

ティックの場合にはどうなるのか、そのような解析と改良を行う。 
 

 
 

 

 試作レインスティ

ックの外観 
試作レインスティック

の構造（切開状態）  
 
 
 
 
 
 
 
○ 「シリカガラスの結晶化メカニズムの解明」 

 シリカガラス（石英ガラス）は、窓ガラスに使われているガラスのように不純物の含まれてい

ない純粋なSiO2で出来ている。SiO2の結晶は自然に存在する水晶としてなじみ深い。 
 シリカガラスは、プラズマや液晶ディスプレイパネル、パソコンの CPU で有名な Pentium
などに代表される超 LSI 用材料製造装置、光ファイバーなど、最先端技術に欠かすことが出来

ない材料であり、今後ますます用途の拡大が予想される。幅広く用いられる要因は、シリカガラ

スの優れた耐熱性、電気絶縁性、物理的強度、光透過性、金属不純物の少なさなど、他の材料に

比べて超優等生とも言える優れた性質を有することにある 

 

図１ 天然の SiO2 の結晶である水晶 

 しかし、シリカガラスは、1000℃以上の高温、接触する化学物質などにより結晶化してしま

い、「失透」という本来有している優れた

性質が失われてしまう現象がおきる。この

失透のメカニズムは、断片的には分かって

いるものの多くが未解明のまま残されて

いる。 
 本研究では、シリカガラスと反応物を接

触させることで、わざと失透現象を生じさ

せ、シリカガラスが失透するメカニズムを

研究する。 
 



担当者：野村 保之   場所：ＥＩ棟３F システム設計演習室 人数：４名程度 
 

非線形力学系は、様々な現象を解析する上で必要な分野である。この様な力学系を差分方程

式として離散化すると、非線形写像が得られる。非線形写像の中には、統計性あるいはカオスと

いわれる現象やソリトン解と呼ばれる現象を示す物が有る。 

本卒研においては、統計性又はカオスを示す現象の数値解析、ソリトン解を持つ可積分写像

の数値解析など、非線形微分方程式やそれから派生する写像の数値解析などを主に行う予定で

ある。乱数の粒子軌道解析への応用や交通渋滞の最適速度模型・「アメリカ歴史統計」からの生

産動向の特徴抽出についても現在の卒研を発展させる予定である。以下は現在進行形（渋滞中を

含む）の内容である。 

（１） 可積分写像の各種性質 

可積分写像は、保存量を持っている運動の記述に適しており、Suris の定理から表現される

可積分写像について特性を調べる。 

（２） ローレンツモデルなどの数値解析 

地球磁場の反転は、残留古磁気の測定及び大陸移動の補正からカオス的であるとされている。

モデルとして、単極発電機のダイナモ効果を取り入れたものがあり、形式的にはロ―レンツ

モデルなどの非線形常微分方程式で表現される。このモデルの数値解析をさらに発展させる。 

（３） 粒子軌道の追跡と乱数を用いた磁場への捕捉率のモンテカルロシミュレーション 

磁場反転配位内で発生した粒子の軌道を追跡して、初期値が一様に分布するとして乱数を発

生させ、磁場による粒子捕捉率をモンテカルロシミュレーションによって得る。 

（４） 最適速度模型（ＯＶ model）による交通渋滞の数値解析 

  高速道路における交通流の問題で、自由流から渋滞流への転移現象を説明するモデルとして、

最適速度模型が有効である。自由走行から渋滞相への分岐現象を数値解析で明らかにする。 

（５） 各種一次産品の生産量の統計的予測 

  アメリカ統計局では、植民地時代からの統計を「アメリカ歴史統計」として纏め上げ、現在

も「統計アブストラクト」として毎年アップデートされている。それらの資料の中から、一次

産品（鉛、鉄鋼、石炭等）をピックアップして、生産動向の特徴を抽出する。 

 

その他数値解析で解決できる問題に興味があり、自主的なテーマを行いたい学生・数理物理

的な現象に興味のある学生・長時間の計算や大量のデータの収集、管理などを粘り強く行える学

生・ユニークなアイデアの創造が得意な学生などを歓迎します。 

 



担当者：下條雅史   場所：ＥＩ棟 1F 電子機器実験室  

 

1. 量子コンピュータのシミュレーション  

量子コンピュータは、各ビットが、０または１の状態の他に、その重ねあわせの状態をもつ

ことによって、超並列計算を可能にしようとするものである。しかし、このコンピュータは、そ

のハードをどのように実現するかに加え、その出力も確率的にしか正しい答えを出さないため、

どのような問題に適しているか、また、正しい答えを出す確率の高いアルゴリズムはどのような

ものかが問題になる。この研究では、通常の計算機上で、２つの仮想的な量子基本ゲートを与え

て、これを組み合わせて、量子アルゴリズムを実現するシミュレータの作成を試みる。 

2. 剛体運動のシミュレーション もしくは、フラクタルによる風景画の作成 

ゲームやアニメーションに使われている背景画や物体運動の画像を描画する作業の多くは、人手に

頼っていて、ストーリーの主要部でないにも拘わらず、多くの労力と時間を必要としている。これを剛体

運動の力学やフラクタル幾何学を用いて、対象物の物理的なデータを取得し、さらにレンダリングテク

ニックを駆使することによって、自動的に描画することを試みる。 

3. レンダリングテクニックの追求 

テーマ 2 のあげたシミュレーションによって得られたデータを可視化するテクニックに焦点をあてて研

究する。陰線処理, 反射光,物体の材質による光沢,透明物体の表示,レイトレーシングなどのレンダリン

グテクニックを追及する。 

 

担当者：青山 義弘   場所：ＥＩ棟 1Ｆ電子機器実験室 人数：最大 4 名 
 
1. ハードウェア記述言語関係の研究．（主にハードウェア） 

VHDL（ハードウェア記述言語）を用いて回路設計を行い FPGA（回路情報記憶素子）に実

装し動作確認を行なう。設計する回路として例えば次のようなものがある。 
 CPU を設計し、メモリ、I/O を含んだ基板を作成する。教育用であるため、内部動作の確

認を行えるよう、内部情報を読み取るための手法を考えることがポイントとなる。できれば、

内部情報を取り出す方法に汎用性を持たせ、将来的にはパイプライン型 CPU の内部動作等

もチェックできるような機構を検討したい。 
 PIC、AVR といった小型の CPU を実際に設計してみる。（ただし、フルスッペックは無理

だと思うので、Tiny 版を作る） 
 USB ポートを使い、パソコンと接続し制御する外部演算回路等。 

2. 制御に関する研究．（ロボットを自作しない限り、主にソフトウェア） 

ロボット等に用いられている DC モータ、サーボモータの制御を行うためのプログラムを作

成する。 
 歩行ロボット 
 ライントレーサ 

3. 出前実験（ミニマイコンカーラリー）に関する研究 

ミニマイコンカーラリーによる出前実験。今年度テキストを作成したものを引き継いで、

小学校か中学校に行って出前実験をする。そして、その結果から、実験テキストを再構

成する。 
4. サッカーサーバに関する研究（引継ぎがちょっと難しいかもしれません。毎年ふりだ

しに戻るような感じがします。どうしても、ソフトウェアという人向き） 



担当者：斉藤 徹 場所：EI 棟演習室 
 
インターネットを使った Web アプリケーション作成や、画像処理を応用したプログラム開

発を行っている。特に次の卒研では、Google Map などで注目されている JavaScript で通

信を行いながらページを非同期に表示する Ajax のプログラム開発を行いたい。 
1. 携帯メールの写真機能と画像処理を応用したプログラムの開発 

携帯で撮影した顔写真と眼鏡画像を合成し、眼鏡の試着を行うシステムの開発 
2. ライブカメラを用いた機器制御 

害鳥駆除のために、カメラで撮影したカラスにレーザ光を照射し追い払う装置の開発 
3. Ajax を用いた Web アプリケーションの開発 

地域の安全マップのようなものを Google Map を使って入力・管理するものを作りた

い。 
Web アプリケーションの開発などに興味のある学生さんの参加を希望します。上記テーマ

(1),(2)は、今年度の継続テーマであるが、同様の技術をベースとした他の卒研テーマであれ

ば、内容を相談のうえで取り組む場合もある。 
 
担当者：高久 有一   場所：ＥＩ棟 3 階 高久卒研室 人数：最大 4 名 

 

 2006 年度は、以下のような卒業研究のテーマを考えている。 
なお、これら以外のテーマでも、やる気がある者に関しては、相談の上受け付ける。 
 
１．核融合（プラズマの磁場閉じ込めに関する研究、電磁流体力学） 
２．カオス、フラクタル、複雑系に関する分野（シミュレーション） 
３．ネットワークプログラミング（サーバ・クライアントシステムのプログラミング） 
４．流体力学（空気の流れに関する数値計算など） 
５．ワンチップコンピュータ関連（PIC,H8 など） 

サーボモータの制御、及びその応用に関する開発 
ブラシレスモータの作成とその制御 

   赤外線による遠隔操作システムの開発 など 
※具体的な内容は、相談をしながら決定する。 

どの研究に関しても、数学、物理学の基礎学力があり、プログラミングの知識・経

験が多いほうが望ましい。但し、それ以上に、何かに対する興味、好奇心、やる気など

が必要である。 

後期期末試験終了後、本および資料などを手渡すので、4 月までに各自がしっかりと

勉強してきて欲しい。 

 



教員名：石川（井上）  卒業研究生：2 名 
 
「携帯端末(PDA)を用いた移動計測環境の構築」 

簡単に持ち運びの出来る計測器を作るために、携帯端末(PDA)の利用を目指す。 

（卒研生１名） 

もう１名については、前川先生との共同テーマにて受け入れを予定。 

詳細は前川先生の物づくり系のテーマを参照してください。 

 

 
 
教員名：西 仁司（前川） 卒業研究生：２名 
卒業研究のテーマ 
 
１．光ファイバを利用したシステムシミュレーションに関する研究 

○ 光ファイバの曲げ損失シミュレーション手法の研究 
光ファイバを曲げることで発生する透過光損失，後方散乱光を利用したセンサシステム

が実用化している．このセンサシステムの設計に当たって必要不可欠な光ファイバ曲げ

損失シミュレーション手法の研究を行う． 
○ FM 一括変換型伝送システムシミュレーション手法の研究 

FTTH 化に伴いインターネットなどの通信だけでなく，放送信号伝送に光ファイバを利

用するサービスが提供されつつある．そのための主要技術である FM 一括変換型伝送シ

ステムの設計に有用なシステムシミュレーション手法を研究する． 
２．ロボットに関する研究 

○ 歩行ロボットの歩容生成に関する研究 
○ 教育素材としてのロボット活用に関する研究 
○ その他 
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