
2017年度　東京工芸大学工学部学術研究インターンシップ　テーマ等

ガイダンス日数 研究日数 ガイダンス 研究

メディア画像学科 中楯　末三 計算機ホログラムの作成とレーザー再生

まず光の基本的性質を知り、立体写真の原理（ホログラフィ−）を理解します。その後、計算機
を用いて自分の顔などのホログラムを作り、レーザープリンタで印刷します。それを、カメラで
フィルムに転写し、レーザー光を当てることによって元の自分の画像を再生します。再生像の
性質やホログラフィーの応用について考えます。

５名 ０日 １日
8/30または8/31のいずれか1
日の10:00～16:00

メディア画像学科 久米　祐一郎 人間の触覚とそれを用いたインタフェース

スマホやテレビゲームで触覚を使う振動（バイブレーション）が広く使われていることを知ってい
ると思います。積極的に触覚を機械と人間を仲立ちする機器（インタフェース）に使うために
は，その性質をよく調べた上で，機器の設計をすることが必要です。このテーマでは人間の触
覚の振動に対する感度や，不思議な感覚の現象を工学的に測定する方法を体験しながら学
びます。

2-3名（実験の都合
から1名は不可）

1日 3日 8/21　13:30～15:00
8/22,8/23,8/24
各日とも10:00～15:00

メディア画像学科 陳　軍 ホログラムの多重記録と再生

従来の写真と違って、ホログラムは被写体からの光の明暗だけでなく、遠近の情報をもたらす
“位相”をも記録できます。そのため、ホログラムは真の立体画像や映像を記録・再生でき、
アートや計測、お札のセキュリティーなどに広く応用される。最近では、ブルーレイディスクに次
ぐ新しい記録媒体としても研究されています。本研究では実験を通して、書き換えや多重記録
が可能なホログラムの原理と実験技術を学びます。

2名 1日 3日 8/18　10:00～16:00
8/21,8/22,8/23
各日とも10:00～16:00

メディア画像学科 田村　徹 画像中の特定物体の検出と精度に関する研究
画像中の特定物体を検出する方法と精度について研究する。まず、画像処理・認識分野の概
要について理解し、プログラムの基礎について学ぶ。その後、物体検出を行うプログラムを作
成し、検出実験を行う。結果を分析し検出法についての問題点を明らかにする

2名 0.5日 3日程度 8/22 10:00～

8/22
　ガイダンス終了後～16:30
8/23,8/24
　各日とも10:00～16:30

メディア画像学科 徳山　喜政 形状モデリングと造形に関する研究

本テーマはCGソフトにおける形状モデリングの基本手法および3Dプリンターの操作方法を習
得することを目的とする。具体的には、3次元CGソフトMayaにおける形状モデリングの技法を
習得したうえ、自らモデリングしたい3次元形状をスケッチし、Mayaのメニューを用いてモデリン
グを行う。出来上がったモデルをSTL形式で書き出し、3Dプリンターへ転送して造形を行う。

1名 1日 3日 8/21　10:30～17:00
8/22,8/23,8/24
各日とも10:30～17:00

メディア画像学科 佐藤　利文
印刷の原点を学ぶ
（①活版印刷によるカード制作と②スクリーン印刷によ
る平面発光素子の作製）

①15世紀中頃，クーテンベルクが42行聖書を創った技術，それが金属活字を使った活版印刷
です。その技術は「活版印刷術」と呼ばれ，ルネッサンスの３大発明の一つになっています。本
テーマでは，金属活字の取り扱いから組版，印刷手法を理解し，最終的に自分の名刺を制作
します。
②スクリーン印刷は，孔版印刷の一つであり，安価に電子デバイスを作製する技術です。本
テーマでは，スクリーン印刷法を使って機能性材料を積み重ね，平面発光素子を作製します。
このような印刷技術によるデバイス作製は，新しい印刷分野であり，印刷デバイス，印刷エレ
クトロニクスと言われています。

2名 1日 3日 8/25　11:00～12:30
8/28,8/29,8/30
各日とも10:30～16:30

メディア画像学科 内田　孝幸 透明から鏡に変化するスマートウィンドウを作ってみよう

透明導電膜つきガラス板をスペーサーを間に挟んで対向させ，その空間に銀イオンを含んだ
溶液を入れた素子を作製すると，印加電圧なしでは透明状態，電圧を加えると鏡の状態に変
化します。この特長ある素子をガラス板を切るところから，溶液の調合まで自分たちで作製しま
す。さらに，肉眼で透明，鏡の状態を確認するだけでなく，スペクトルという観点からその吸収
ならびに，反射のスペクトルの測定法とそれらを評価方法について学びます。最後にこのよう
な特長ある素子，いわゆるスマートガラス，スマートウィンドウの将来性へ社会への影響につ
いて議論します。

５名程度 半日 ２～３日 8/17　13:00～14:30
8/23,8/24,8/25
各日とも10:30～15:00

メディア画像学科 東　吉彦 色の心理的効果と応用

色にはさまざまな心理的効果があり、私たちの暮らしの中で活躍しています。このテーマで
は、色とは何かについて講義と演習で理解を深めたうえで、色に関わる不思議な現象を体験
的に学習します。次に、心理的効果が発生する要件を明らかにし、その効果を評価します。さ
らに、心理的な効果を積極的に活用した具体的応用例を作成します。

5人 １日 ３日 8/21　13:00～15:00
8/22,8/23,8/24
各日とも10:00～16:00

メディア画像学科 森山　剛
①音声の質の数値化と可視化　②カメラ映像の漫画化
③Ｋｉｎｅｃｔを用いた動作解析　④拡張視実感（ＡＲ）を用
いた遠隔コミュニケーション

①人の声の大きさや高さだけでなく音質を数値化したり画像によって可視化したりする技術を
身につける　②ウェブカメラから取り込む映像を漫画のような画像の連続フレームに変換する
技術を通してデジタル画像処理技術を身につける　③距離画像センサを用いて歩行や姿勢変
化の評価を行う技術を身につける　④遠隔地等にいる人物があたかもそこにいるかのような
映像を合成する拡張現実感技術を身につける

各テーマ1名 １日 ３日程度
　8/17　13:20〜16:30
または
　8/18　13:20〜16:30

　8/18,8/21,8/22,8/23
　各日とも11:00〜16:30
または
　8/21,8/22,8/23,8/24
　各日とも11:00〜16:30

生命環境化学科 平岡　一幸 液晶エラストマーを用いた刺激応答デバイスの基礎的研究

主な手順は以下の通りです。①液晶エラストマーの配向試料を作成する。②偏光顕微鏡やX
線回折にて配向状態を評価する。③作成した配向液晶エラストマーに熱や電界を加えて変形
挙動を観察し、変形量を定量化する。④異なる条件で③の実験を行う。⑤データを解析し総括
する。

１～２名 １日
研究：４日

卒研発表の聴講：１日
8/21　11:00～17:00

8/22,8/23,8/24,8/25
各日とも10:30～17:00

実施日・時間
学科 テーマ 概　要（３００字以内） 受け入れ可能人数

受入期間(8月17日～8月31日)※土日を除く
担当教員
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ガイダンス日数 研究日数 ガイダンス 研究

実施日・時間
学科 テーマ 概　要（３００字以内） 受け入れ可能人数

受入期間(8月17日～8月31日)※土日を除く
担当教員

生命環境化学科 大嶋　正人 フィールドワークによる厚木市周辺の水環境の調査
水質調査にかかわる分析化学を体験する。相模川、中津川など、本学周辺の水環境を利用
し、フィールドワークによる試料・検体の収集、および分析を行い、分析化学の様々な手法と環
境の評価について学ぶ。

２名 １日 ４日 8/17　13:00～16:00
8/21,8/22,8/23,8/24
各日とも13:00～16:00

生命環境化学科 比江島　俊浩
コロイダルシリカを使ったフォトニック結晶の作成とその
構造色の分光学的な評価

単分散のコロイド微粒子は、液体内で自己組織的に3次元の周期配列構造を形成することが
知られている。この状態はコロイド微粒子からなる周期配列体、すなわち結晶という意味から、
コロイド結晶と呼ばれている。コロイド結晶は、微粒子とその周囲の屈折率(誘電率)が異なる
ためフォトニック結晶としての応用が期待されている。本研究では、直径100nmのコロイダルシ
リカを使って、(1)温度勾配法によるコロイド単結晶の育成を試みるとともに、(2)圧力印加に伴
う格子変形と光学定数との関係をBragg-Snellの式を用いた分光学的な手法を用いて検証す
る。

3名 1日 2日 8/29　13:30～15:00
8/30　11:00～16:30
8/31　11:00～15:00

生命環境化学科 山田　勝実 新しい電子ペーパーの実験 インクの色が電気で付いたり消えたり 3名 1日 １日 8/17  13:30～15:00 8/18　13:30～16:30

建築学科 水谷　国男

①天井から吊り下げられた設備機器の地震時の挙動
と落下防止方法に関する検討
②冷え性や熱中症など人体の健康や知的生産性と温
熱環境の関係に関する検討

①鉄骨フレームから吊り下げられた天井及び建築設備機器に地震時の振動を与えて、吊り支
持金物などの損傷を確認するとともに、落下防止対策について検討する。
②人工気候室を使って様々な環境をつくり、被験者実験を行って、温熱環境が人体生理や心
理に与える影響を確認し、知的生産性を高めるための室内環境について検討する。

各テーマ５名 １日 ５日

テーマ①…8/17　10:00～
12:00
テーマ②…8/18　10:00～
12:00

8/21,8/22,8/23,8/24,8/25
各日とも10:00～16:00

建築学科 松井　正宏 竜巻の流れを調べよう

自然界で見られる竜巻の形状は様々である。竜巻状の流れ場を実験室内に再現して，どのよ
うな条件が竜巻の形状に影響を及ぼすかを調べる。また，竜巻の気流は，空間内での変化が
激しく，正確に把握することがむつかしい。実験室における竜巻状気流の模擬実験において
も，時間的，空間的に変化する，3次元的に変化する等の要因が風速の計測を難しくしてい
る。本テーマにおいては，風速の計測原理を学びつつ，実験室内に生成される竜巻状気流の
計測を実際に体験する。

２名 １日 ４日 8/21　11:00～17:00
8/22,8/23,8/24,8/25
各日とも11:00～17:00

建築学科 吉田　昭仁 建築物に作用する風力と風による振動について調べよう

建築物に作用する風力は周辺建物の影響や建物形状や地表面の状況によって異なります。
また，超高層建築物などは風によって振動しますが，その振動は風方向よりも風直交方向の
振動の方が大きくなることもあり，振幅の大小は建物形状によっても異なります。また，建物の
振動を低減させるために制振装置を取り付けることなどの対策が行われることもあります。こ
の研究インターンシップでは大気境界層風洞を用いて高層建築物を模擬した模型に作用する
風力を測定するための風力実験と風応答を測定するための空力振動実験を行い，日本にお
ける建築物の耐風設計の重要性について学びます。

２名 1日 ３日 8/28　13:00～17:00
8/29,8/30,8/31
各日とも9:00～17:00

建築学科 八尾　廣 モンゴルの都市問題解決について考える

八尾研究室ではモンゴルの首都ウランバートルで発生している住宅問題、都市問題の解決に
取り組んでいます。数千年にわたる遊牧生活の中で自然と共に生きる知恵を育み、ゲルと呼
ばれる優れた住居を生み出したモンゴルでは、経済的発展により都市集中が進み、都市に定
住する住まいのあり方が問われています。急激な都市への人口集中は世界中の発展途上国
で発生し、世界共通の課題でもあると言えますが、モンゴルでは住宅問題が深刻な大気汚染
の原因ともなっており、近代化における緊急の課題となっています。このような問題を把握した
上で、これからのモンゴルにおける定住のあるべき姿について考える研究を行います。

2名 １日 ３日 8/17　10:00～15:00
8/18,8/21,8/22
各日とも10:00～17:00

建築学科 張　偉栄
Google earthのデータを用いた風環境の数値流体解析

住所をGoogle earthに入力するとそのエリアの地図が出ます。建物の高さも分かれば，３Dの
形でいろいろ確認できます。これらのデータを風のような流体を解析するソフトに導入すると，
市街地の３Dモデルが簡単に作られます。そこで，様々な方向，様々な強さの風を与えると，ど
この風が一番強くなるか流体解析で調べます。

2名 1日 2日 8/22　10:00～16:30
8/23　10:00～16:30
8/24　10:00～15:00

建築学科 金　容徹 高層建物の形と風荷重とのつながり
風による力(風荷重)は地震による力(地震荷重)と違い, 建物の形により大きく異なります。即ち,
建物の形を変えることで風荷重を減らすことができます。高層建物を対象として, 高層建物の
形と風荷重とのつながりについて考えてみます。

２名 １日 １日 8/29　9:30～11:00 8/30　9:30～12:00

建築学科 福留　伸高 厚木市内の気温・風の流れを調べよう。

近年、夏季の猛暑日や熱帯夜、集中豪雨の多発、竜巻等の発生に対して、突風警報や熱中
症警報などの警戒情報の配信することは当たり前となってきています。しかし、こうした情報は
体感ではなく、多地点での気象観測に基づいた数値データに基づいて公開されています。本
テーマでは、厚木市内に設置した10ヶ所の気象観測センサの気温や風向・風速などの観測
データを整理・分析することで、厚木市の気温分布や風の流れの分布をある程度理解し、身近
な気象環境を体感ではなく数値として認識するきっかけになればと考えています。

２名 １日 ４日 8/21　10:00～14:00
8/22,8/23,8/24,8/25
各日とも10:00～15:00

コンピュータ応用学科 宇田川　佳久
巨大データから経験則を発見せよ！
～ データ・アナリストの探求は続く ～

インターネットの普及により、大量のデータが地球規模で蓄積されています。大量のデータに
潜在するパターンや経験則を導出することは、企業経営にとっても重要なテーマであり、デー
タマイニング技術の研究が進化し続けています。このインターンシップでは、巨大データから法
則を発見するデータマイニング技術と応用について紹介し、大量データ処理を体験します。

1～4名 1日 3日 8/21 10:30～16:00
8/22,8/23,8/24
各日とも10:00～16:00
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ガイダンス日数 研究日数 ガイダンス 研究

実施日・時間
学科 テーマ 概　要（３００字以内） 受け入れ可能人数

受入期間(8月17日～8月31日)※土日を除く
担当教員

コンピュータ応用学科 曽根　順治 コンピュータを使って機械部品を設計してみよう.
まず，3次元CADについて学びます。そして，テーマを決めて，3次元CADを用いて，機械部品
の設計や組立を行います。最後に，設計した機械部品の強度などをコンピュータシミュレーショ
ンで検証することにより，設計の品質についても検討します。

2-3人 1日 3日 8/17 10:00～16:00
8/18,8/21,8/22
各日とも10:00～16:00

コンピュータ応用学科 上倉　一人 画像データの特性調査と画像処理

普段，写真やテレビという形で目にしている画像をディジタルデータとして観察したときに，どの
ような特徴があるかということを理解し，そのデータをどのように変えると画像の見え方がどの
ように変わるかを実験する。先ず，基本的なディジタル画像データというものがどのような形で
構成されているのかについて習う。次に実際のデータを値として表示したり，画像全体の明る
さの頻度分布を求めたりして画像データに慣れる。更に，元の画像データを一定の規則で変
更することによって，画像をぼかしたり凹凸が付いたように見せたりできることを理解する。

3名 1日 3日 8/21　13:30～16:00
8/22,8/23,8/24
各日とも11:00～16:30

コンピュータ応用学科 荒井　良徳
①顔画像のパーツ特徴による感性認識
②プログラミングによる簡単な画像処理とパターン認識

①人間の顔は様々であり，この顔はＡさん，こちらはＢさんなどのような個人認証だけでなく，
例えば和風な感じの顔だったり，幸せそうな顔だったりという感性的な判断を人間はしている。
そこで，人間の顔を撮影した写真（画像）を対象として，その人の目が大きいとか唇が薄いとか
などを自動的に計測し，最終的にその人の顔の印象を人間と同じような感性で判断するような
システム作成の体験を行う。どのような判断をさせたいのかを決めた上で，目や唇などの各
パーツの形状からどのように判断できるかを各自で考え，これをプログラムで実現する。プロ
グラミングは必要な部分のみの基礎を学んで頂いた上で，こちらで指導していくことを想定して
いる。

②人間が頭の中で普段から行っている処理能力は非常に高く，その一部をコンピュータに取り
入れようとしているのが人工知能という分野である。ここでは，人工知能の一つである画像処
理の基礎を学び，実際にプログラミングして体験的に学習する。また，同様に人工知能の一つ
であるパターン認識（画像データなどから何らかの情報を抽出して認識する技術）について基
礎を学び，実際に○や△などの簡単な画像を対象にして，認識・識別するシステムについて，
各自でその方法を考えて，プログラミングによりシステム作成を行う。これらを通じてプログラミ
ングを体験し，概略を学んで頂く。

①４名迄
②６名迄

①１日
②１日

①４日以上
②３日

①8/17　11:00～16:00
②8/21　11:00～16:00

①8/17,8/22,8/23
　　各日とも10:30～16:30
　 8/24
　　10:30～16:00
②8/22,8/23
　　各日とも10:30～16:30
　 8/24
　　10:30～16:00

コンピュータ応用学科 片上　大輔 人間共生システム研究の体験
人間共生システム研究の最新の成果を紹介し，体験しながら，人間と共に生きるシステムを構
築するための工夫や，仕組みを学ぶ。簡単なゲームを通して人間の相互作用（インタラクショ
ン）を体験し，そこで行われている適切なインタラクション設計を学ぶ。

５～１０名（５名以上
の参加でお願いしま
す。）

1日 4日 8/21　11:00～12:30
8/22,8/23,8/24,8/25
11:00～15:00

コンピュータ応用学科 姜　有宣 マルチスペクトルカメラを用いた生体認証に関する研
究

近年，生体情報を用いられた生体認証に関する研究が注目されている。音声や指紋，静脈，
顔，虹彩，瞳孔などは，非常に身近で取り扱いやすい情報であるため様々な分野で活用され
ている。生体情報を認識する時，マルチスペクトルカメラを使うと可視光のカラー情報と近赤外
線の情報が同時に入力できるので，照明の変化に頑健な顔と瞳孔の検出が可能になる。本
研究ではカラー画像と近赤外線画像を同時に取得できるマルチスペクトルカメラを用いて，
顔，静脈，瞳孔などの生体情報を認識する研究を行う予定である。

２名 １日 ３日 8/18　10:00～12:30
8/21,8/22,8/23
各日とも10:00～16:00

コンピュータ応用学科 行谷　時男 可視光通信用高速通信回路の制作

LEDを用いた可視光通信が現在研究されている。可視光通信を高速で行うためにLEDの高速
点灯回路や高速高感度受光器が必要となる。ここではLEDを高速点滅するドライバ回路や光
を受光し信号を増幅する受信器を作製する。回路作製においては基板パターンから作製し、
オペアンプやトランジスタを基板にはんだ付けを行う。作製したLEDドライバ回路にてLEDを高
速点滅させ、それを同様に受信機で受講する
ことで動作確認を行い、回路作りを学習する。

2名 １日 ４日 8/25　10:00～17:00
8/28,8/29,8/30,8/31
各日とも10:00～17:00

コンピュータ応用学科 北村　光芳 サーバ管理システムの開発体験
コンピュータにOS（Linux）をインストール及び複数種類のサーバの構築を行い、その動作検証
や実運用に必要となるセキュリティ設定等を体験する。その後、Linuxのコマンドを使用した
サーバ管理システムを作成し、実際に運用体験を行う。

2名 1日 4日 8/22　10:30～16:00
8/23,8/24,8/25
各日とも10:30～16:00

コンピュータ応用学科 東本　崇仁 面白い学習を実現するための知的アプリケーションの設計

「君のアイデアが研究になるかも？」皆さん，「学ぶこと」は好きでしょうか？「嫌い」って思った
人，本当にそうでしょうか？スポーツやゲームが上手になること，映画や本に詳しくなること，
すべて「学び」です。「学び」がつまらない授業があるとしたら，教え方の上手じゃない先生のせ
いでしょう。本テーマでは，面白い学習を実現するために，人工知能の技術を用いた知的なア
プリケーションの設計を目指します。具体的には，自分たちの身の回りの学習の何がつまらな
いのか，面白いのは何かを分析し，それを実現するために必要なアプリケーションの機能の設
計を行い，システムエンジニアに近い活動を体験してもらいます。

10名まで 1日 4日 8/17　11:00～13:00
8/21,8/28,8/29,8/30
各日とも11:00～16:00

電子機械学科 西宮　信夫 レーザによる原子・分子の構造測定実験

光は大変高い周波数を持つ電磁波である。半導体レーザを用いることで、簡単に周波数可変
光源を作ることができる。半導体レーザの温度や電流を制御する事で、光周波数をコントロー
ルする手法を学ぶ。また，レーザ光を周波数掃引しながら原子または分子に照射し原子や分
子の電子構造を探る。

2～3人 1日 ４日 8/18　13:30～

8/18 ガイダンス終了後～
16:30
8/22,8/23,8/24 10:30～16:30

電子機械学科 北原　直人 食品の電磁波加熱効果の検証
電子レンジで食品を加熱すると，食品によって温度の上がり方が違うのを知っていますか？こ
の研究では，実際にどのように違うかを測定し，その原因を調べます。

２名 １日 ５日 8/21　10:00～

8/21
　ガイダンス終了後～16:00
8/22,8/23,8/24,8/25
　各日とも10:00～16:00
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電子機械学科 小林　信一 結晶シリコン太陽電池の製作

太陽電池は物質に光が当たると電気が発生する現象を活用するものである。半導体素子とし
て最も基本的なPN接合ダイオードは太陽電池として利用されていて、そのうちでも結晶シリコ
ンを基板に用いたものは太陽電池生産量の80％以上を占めている。半導体素子製造技術の
なかでも特に重要なドーピング技術、金属成膜技術、パターニング技術を駆使しておよそ1cm
角の結晶シリコン太陽電池を作製し、ダイオードとしての電流電圧特性測定や太陽電池特性
評価を実施する。

4名 １日 ４日 8/21　9:30～17:00
8/22,8/23,8/24,8/25
各日とも9:30～17:00

電子機械学科 鈴木　秀和 歪曲画像のための実距離復元関数の係数確定

双曲面ミラーを介して撮影した画像は曲面の影響で画像内の解像度が放射方向に均一では
ない歪曲画像となる．解像度が不均一な画像から実際の距離を得るためには各画素に対して
実距離を対応付ける必要があるが，全ての画素に対して実際の実距離を計測して登録するこ
とは効率的ではない．そこで，高次近似式による実距離変換関数を生成し，その各係数を調
整することで，より正確な実距離取得が可能となる．本テーマでは，実験的に実距離を計測し
て登録する手法と近似式の係数を実験的に調整する手法，そして最適化により係数を同定す
る手法を比較・検証する．

1名 1日 5日 8/24　9:00～17:00
8/25,8/28,8/29,8/30,8/31
各日とも9:00～17:00

電子機械学科 大海　悠太 フィジカルコンピューティングによるスマートホームシステムの開発

フィジカルコンピューティングとは，センサやアクチュエータを接続したコンピュータと人間がや
りとりをするという，身体的なコンピュータのあり方を模索する研究分野です。このインターン
シップでは，簡単にコンピュータとセンサ，アクチュエータを接続できるマイコンボードとして，
Arduinoを利用します。人間の動きに反応するセンサや，反応を返してくるライトやサーキュ
レータなどの家電をコンピュータと接続することで，賢い家「スマートホーム」を作ってみましょ
う。

4名 1日 4日 8/21　13:00～15:00
8/22,8/23,8/24,8/25
各日とも11:00～17:00

基礎教育研究センター 滝沢　利直 デューイの「経験」論を考察する
アメリカの教育学者J.DEWEYの代表的著作「民主主義と教育（Democracy　and Education）」
(1916)の第１５章「教育課程における遊びと仕事」を中心に講読しながら遊びと仕事の違いを
理解する。また、彼の主張する「為すことによって学ぶ」の意味を検討していく。

1名 1日 ４日 8/21　10:30～12:30
8/24,8/25,8/26,8/27
各日とも10:30～12:30

基礎教育研究センター 中根　静男 複素力学系入門

ニュートンの万有引力の法則に基づいて古典力学は構成された。同様のことが数に対しても
可能である。漸化式によって定義される数列を軌道とみなすことにより、数の運動が記述され
る。この理論を力学系という。複素数の運動を記述するのが複素力学系である。本研究では、
2次式で定義される漸化式で定まる数列を考察する。コンピュータで軌道を図示することで直感
的に理解できるようにする。ジュリア集合やマンデルブロ集合などの基本的な性質を学んだあ
とで、最近のトピックである、インプロージョン理論まで触れる予定である。

2名 0日 3日
8/21,8/22,8/23
各日とも11:00～16:00

基礎教育研究センター 木村　瑞生
動作反応時間を調べる
-野球のバットスイング動作の反応時間-

野球のバットスイング動作の反応時間の長短は、打撃成績に大きく影響する。インコースやア
ウトコースのボールを打つときのバットスイング反応時間には差があるのだろうか？あるい
は、得意なコースと苦手なコースではどうなのか？コースの違いだけでなくタイミング（速球 or
変化球）がズレた場合は・・・？このようにバットスイング動作だけで色々な疑問が生ずる。これ
らの疑問を解決するためにバットスイング動作の反応時間を測定する。測定結果が今後の
バッティングの改善につながるかもしれない。

4人 1日 2日 8/21 10:30～12:00
8/22,8/23
各日とも10:30～15:00

基礎教育研究センター 江崎　ひろみ 量子力学入門

電子や原子などのミクロな世界は量子力学によって記述することができる。量子力学の世界
は波動性と粒子性の共存や、状態の重ね合わせ、不確定原理など、我々が通常目にする世
界とはかけ離れており、直感的に理解することは難しい。量子力学の成立過程やその基本的
な考え方などについて解説を行う。

2-3名 1日 1日 8/17　15:00～16:00 8/18　14:00～17:00

基礎教育研究センター 松本　里香 黒鉛層間化合物の合成とキャラクタリゼーション

黒鉛層間化合物とは，層状物質である黒鉛の層間に異種物質が侵入したサンドイッチ構造を
した物質です。侵入する異種物質は，アルカリ金属原子，ハロゲン分子，金属塩化物分子等，
いろいろあります。生成した黒鉛層間化合物は，元の黒鉛よりも電気伝導性が大幅に向上す
るという特徴をもつため，合成金属と呼ばれます。本研究では，数種類の黒鉛層間化合物を
合成し，X線回折測定やラマン分光測定を行い構造を調べ，さらに電気伝導率等の物性測定
を行います。このようなことを，キャラクタリゼーションといいます。合成はガラス管に試料を入
れ，真空下で加熱します。物性測定では，必要に応じて工作も行います。最後に，黒鉛層間化
合物と元の黒鉛との比較を行い，電気伝導性が向上した理由等を考えましょう。

4名 1日 4日 8/23　13:00～15:00

8/24,8/25,8/29
　各日とも13:00～17:00
8/30
　13:00～16:00

基礎教育研究センター 小沢　一仁 青年期の居場所
高校生活における自分の居場所を描く居場所グラムによって明らかにし，何が居場所かどう
かを分けるものかを考えていく。

５名 １日 ４日 8/17　10:00～15:00
8/23,8/24,8/30,8/31
各日とも10:00～15:00

基礎教育研究センター 植野　義明 数学考究

与えられたテキストを読み、その内容について解説する。学生は下記の教科書の中から好き
な本の好きな部分を選んで読んで準備し、その内容について解説する。ガイダンス時に担当
する部分の割り当てを決める。 [1] 佐武一郎「線形代数学」（裳華房）、[2] ハイラー、ヴァン
ナー「解析教程（上、下）」丸善出版、[3] アーテシュテイン「数学がいまの数学になるまで」（丸
善出版）

６名 １日 ３日 8/17　10:00～11:00
8/24,8/28,8/31
各日とも10:00～15:00

基礎教育研究センター 田邉　寛 学習者方略分析
Rebecca L. Oxforfdによる優秀な言語学習者の分析から得られた効果的な言語習得あるいは
学習について中学、高校での言語教授法の実態を探る。

3名 0日 1～2日 8/18 13:00～15:00
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基礎教育研究センター 越地　福朗

人体通信・生体通信！？手をつなぐと音楽が伝わる
よ！
－生体電気特性から次世代コミュニケーション技術へ
の応用を目指す－

　本インターンシップでは，皆さんと一緒に「研究の楽しさ」，「研究の魅力」を共有し，体感して
もらいながら進めたいと考えています。人体通信は，人体・生体を情報の伝送媒体として利用
する「未来のコミュニケーション技術」です。本インターンシップでは，最終的に人体通信のマル
チメディアや医療・ヘルスケアへの応用をめざし，（１）みんなで電波や光を応用したシステム
のアイデアを検討しながら，(２)電磁界の基本を学び，（３）目に見えない電磁界をコンピュータ
シミュレーションにより可視化し，（４）実際にアイデアをかたちにしていきます。（５）そして，最
後に，最先端のワイヤレス技術を体感してもらいたいと考えています。

４名 1日 ４日 8/17　13:30～

8/17
　ガイダンス終了後～15:00
8/18,8/21,8/22
　各日とも13:30～16:30

基礎教育研究センター 實方　真臣 物理現象とランダム性
物理現象の中には，予測のつかないランダム性が潜んでいる。身近な例として，ブラウン運動
を題材に，ブラウン運動の観察とコンピュータを用いた乱数による再現実験を試みる。

２名 1日 ３日 8/22　10:30～12:00
8/23,8/24,8/25
各日とも13:30～15:00
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