
2018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 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　10:30～16:30
8/22,8/23,8/24

各日とも10:30～16:30

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。

3名 0日 1日 8/27　10:00～17:00

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

メディア画像学科 森山　剛
①サウンドデータのコンピュータ解析

②人の行動の画像解析
③仮想現実（ＶＲ）及び拡張視実（ＡＲ）の応用

①人の声や音楽データの物理的特徴をコンピュータ・プログラムで解析する技術を身
につける
②カメラで撮影される映像から人物の表情や運動といった行動を解析する技術を身に
つける
③仮想現実（ＶＲ）及び拡張視実（ＡＲ）を実現する手段を応用する技術を身につける

各テーマ１名 １日 3日程度
　8/20　13:30〜16:30

　8/21,8/22,8/23
　各日とも11:00〜16:30

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 3日
　8/20　13:30〜15:00

　8/21,8/22,8/23
　各日とも13:30〜16:30

生命環境化学科 比江島俊浩
ヒドロキシプロピルセルロースを使ったフォトニック結晶の作

成と　構造色の分光学的な評価

ヒドロキシプロピルセルロース(HPC)は食品や医薬品の添加剤として利用されている。
HPCの濃厚水溶液は、分子の方向が周期的に変化したらせん構造を形成しているた
めに、屈折率が周期的に変化し、金属光沢を帯びた構造色を呈することが知られてい
る。本テーマではHPC水溶液の構造色とらせん構造との関係をBraggの法則とSnellの
法則を用いて理解する。

3名程度 １日 １日 8/24　13:00～16:00 8/27　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
液晶、有機EL の次に来る新しい電子ディスプレイとしてエレクトロクロミック方式が注
目されている。この実験では、この方式の表示素子を作製し、表示特性を計測する。

3名 1日 １日 8/20 13:00～16:00 8/21 10:00～16:00

生命環境化学科 山田  勝実 金属のような有機色素の不思議
無機金属を含まない有機色素には、溶液時とは異なる色調を呈するものがある。特に
指向性の高い金属光沢を放つものがある。この実験ではこれらの色素の塗布膜を光
学計測し、金属光沢の謎に迫る。

3名 1日 １日 8/22 13:00～16:00 8/23 10::00～16:00

生命環境化学科 岡野 光俊 人と同じ食品を食べて動くロボットの原理と可能性を考える

人の身近で仲良くできるロボットは、人と同じ食品を食べて動くロボットだと考える。そ
こで、食品から電気エネルギーを生み出し、ロボットを動かすまでの原理を考える。ま
た、そのようなロボットが実現した場合の人間社会における可能性を考える。実際に
ロボットを使用する実験はないが、化学エネルギーを電気エネルギーへ変える部分に
おいて、燃料電池を利用する実験を体験できる内容を含む。

２名 １日 ４日 8/20 13:00～16:30
8/21,8/22,8/23,8/24
各日とも13:00～16:30

生命環境化学科 南部 典稔 電気化学測定入門

電気化学測定は、電池や電気分解の基礎となる電気化学を基礎とし、溶液中の化学
物質の性質を電気的に計測する方法です。電気化学測定により、化学物質の濃度や
種類、電極上での酸化還元反応の詳細な機構などについての情報が得られます。電
気化学測定は、電位差を測定する方法と電流を測定する方法の二つに大別されま
す。本テーマでは、いくつかの電気化学測定の基本原理やそれらの応用を学びます。

2名 1日 2日程度 8/23 13:00～17:00
8/24,8/27

各日とも10:00～17:00

実施日・時間
学科 担当教員 テーマ 概　要（３００字以内） 受け入れ可能人数

受入期間(8月20日～8月31日)※土日を除く
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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 担当教員 テーマ 概　要（３００字以内） 受け入れ可能人数

受入期間(8月20日～8月31日)※土日を除く

建築学科 陣内　浩 カラフルなコンクリートって作れるの？

皆さんの身近にあり、よく目にする灰色のコンクリート。あれってどこから持ってきた何
なんでしょう？灰色じゃないのも作れるのでしょうか？よく耳にするセメントとコンクリー
トは違うのでしょうか？本インターンシップでは、まず講義によってコンクリートの組成
を理解しながら、地球環境とのかかわりなどを学びます。その後、セメントを使って色
の付いた試験体を作る実験を行い、コンクリートがどのような原理で固まっていくのか
を学びます。

5名 0日 1日
①8/20　13:00～16:00
②8/22　13:00～16:00
※いずれか１日参加

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、経済的発展により首
都への一極集中が進み、都市の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 8/21 10:00～15:00
8/22,8/23,8/24

各日とも10:00～17:00

コンピュータ応用学科 荒井　良徳 プログラミングによる簡単な画像処理とパターン認識

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。

6名 1日 3日
8/27　10:30～16:00

8/28,8/29
各日とも10:00～16:30

8/30
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 8/20　10:00～16:30 8/21,8/22,8/23,8/24
各日とも10:00～16:30

コンピュータ応用学科 北村  光芳 サーバ構築および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。

1名 1日 3日 8/21　10:30～16:00
8/22,8/23,8/24

各日とも10:30～16:00

コンピュータ応用学科 宇田川  佳久
コンピュータは巨大データから経験則を発見できるか

～ データサイエンティストを目指して ～

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、学術的に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。

２名 1日 2日 8/20　10:30～15:00
8/21,8/22

各日とも10:30～16:00

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10:30～17:00

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 8/21　13:00～16:00
8/22,8/23,8/24

各日とも11:00～16:00

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 8/20 10:00～12:00
8/21,8/22,8/23,8/24
各日とも10:00～16:00

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生きているスマートホー

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し、それらが協調し
て動作することで、まるで生きているように振る舞うスマートホームを目指して作って
みましょう。

4名 1日 4日 8/20　13:00～15:00 8/21,8/22,8/23,8/24
各日とも11:00～17:00

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 8/27　9:30～17:00
8/28,8/29,8/30,8/31
各日とも9:30～17:00
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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 担当教員 テーマ 概　要（３００字以内） 受け入れ可能人数

受入期間(8月20日～8月31日)※土日を除く

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 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 2日 8/21　10:30～12:00 8/22,8/23
各日とも13:30～16:00

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は、打撃成績に大きく影響する。バッターが“打
つ”と決断してからボールをミートするまでの時間（バットスイング反応時間）は、何秒
だろうか？また、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？得意なコースと苦手なコースではどうなのか？さら
に、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反応時
間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反応時
間を測定する。測定結果が今後のバッティングに対する意識改革につながるかもしれ
ない。

4人 0日 2日
8/20,8/21

各日とも9:00～12：30

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
常目にする日常の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 0日 1日 8/23　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。スマートフォンに用いられるリチウムイオン電池
は，負極の黒鉛にリチウムが挿入する現象を利用しています。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線回折やラマン
分光などの機器分析装置を用いた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
ス管に黒鉛等の反応物を入れ，真空下で加熱します。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す。

3名 1日 3日 8/23　13:00～15:00 8/24,8/27,,8/28
各日とも13:00～16:30

基礎教育研究センター 重光　由加
リンガ・フランカとしての英語---世界の英語の談話構造を考
える

世界の英語の変種の比較対照を行う。とくに、談話スタイルを中心に、実際の非標準
英語を含む音声データを聞き取る作業の基礎として、談話分析用の書き起こし、タグ
のつけ方を試みる。テーマを決めて、先行研究のさまざまな知見と照らし合わせ、対
照研究を行う。(音声データはこちらから配布する）。事前学習として、南アジア、東南
アジアの歴史、地理、社会、文化の下調べをしておくこと。

４人まで １日 １日 8/30　13:30～16:30 8/31　13:30～17:00
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