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情報電気工学科

プログラム配属について

３つの教育プログラム

２年次で各プログラムに配属
される

４年次での卒研配属、⼤学院進学では
プログラムに関連する教員の研究室
への配属が推奨される

（各、42/42/60名程度）

（電気・電⼦・情報）



情報電気工学科

プログラム配属について

各教育プログラムごとで
必修科⽬の種類や卒業要件等が異なる

詳しくは専⾨課程案内（⼊学時配布）
を参照

どの教育プログラムに興味があるかを
早期に調べることが望ましい



卒研配属について
• 各教育プログラムに関連する研究室と卒業研究内容例です。
• 内容は平成３０年度のものです。
• 各教員の関連教育プログラムについては教職員紹介を参照してく

ださい。



情報電気工学科

電気工学教育プログラム

パルスパワー⼯学や⾼電圧エネルギー系，電気材料など
に興味がある⼈

超伝導力材料の高機能化と応用

パルスパワーの医療応⽤
Microscope

Cells
任意波形パルスパワーモジュ
レータで細胞応答制御

電力システム・電力経済

植物の⽣育制御

電気計測による地下⽔脈の調査

イメージセンサの生産技術開発

太陽光発電（ＰＶ）の供給信頼度評価



情報電気工学科 電気プログラム所属

池上研究室（専門分野：分光計測，電気計測） 電気 電子 情報

関連プログラム

レーザ誘起ブレークダウン分光法(LIBS)による試料組成分析 

Air, He, Ar ガス 
真空 

排気 

    Nd:YAG レーザー 
    (=1064nm, 
 50~200mJ, 10ns) 

マルチチャネル分光器 

分析容器 
遅延パルス発生装置 

試料 

プラズマ 

PC 

レーザービーム 

集光レンズ 

土壌試料のプラズマ  

LIBSとは大出力パルスレーザーを試料ターゲッ ト に集光し ， 蒸発･原子化･励起させ
てプラズマを発生させ， プラズマからの光を分光測定することによって， 試料の 
組成を測定します。  
固体， 液体， 気体の組成分析が迅速に容易に行えるため， 環境モニタリ ング 
やリ サイクル時の分別の応用が期待されています。  

LIBS実験装置 

LIBSの分析精度， 測定感度の改善のための研究を行っています 

LIBSスペクト ル 

太陽電池モジュールの劣化故障診断 

太陽電池モジュールは半導体フォト ダイオード (pn接合)と原理的に同じ
ですが， 発電のために屋外での厳しい自然環境で用いられるため， 劣
化や故障が発生するものがあり ます。 これらの異常モジュールの早期
検出は効率的な太陽光発電のために重要です。  

発電中の太陽電池表面に流れる電流によって発生する磁束を IC磁気セン
サで測定し ， 太陽電池の劣化故障を容易に精度良く 診断する方法を開発
しています 

正常モジュール 
(左:温度･磁束密度， 右:2D磁束密度分布) 

故障モジュール 
(左:温度･磁束密度， 右:2D磁束密度分布) 

地下構造調査のための電気探査用スマート電極の開発 
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Wi-Fi 

地下構造の推定法として用いられる電気探査は， 多数の電極の打設と測定が
必要であり ， 計測には多く の労力と時間を必要とすることから， 一般には2
次元測定が行われています。 より 複雑な地下構造の推定には3次元測定が不
可欠です。  

GNSSによる高精度電極位置測定やIoTデバイスを用いて電気探査の電極
をスマート 化し ， 少ない数の電極で短時間に3次元電気探査が可能なシ
ステムを開発します 



情報電気工学科 電気プログラム所属

勝木研究室（専門分野：バイオエレクトリクス） 電気 電子 情報

関連プログラム



情報電気工学科 電気プログラム所属

久保田研究室 電気 電子 情報

関連プログラム

概 要

イメージセンサ分野の
国際的産業競争力の向上

1) 白点キズ消去
技術（ＪＳＴ）
原因である極微量
不純物を世界で初

めて捕捉

2) 革新的省エネ
技術（ＮＥＤＯ）
量産キャパを10倍以
上に増強し、世界
シェアNo.1の堅持

1) 白点キズ消去技術: 極微量不純物の捕捉、世界初

2) 革新的な省エネ技術の投入: 10年後に量産キャパ
シティを10倍以上に増強、世界シェアNo.1の座を堅持

・１０の８乗個/立方センチ台の表層極微量不純物の検
出手法（ＰＰＣＭテスター）を完成し、ウェーハ供給ラ
インとデバイス作製ライン共に監視制御する。
・ウェーハの作製時の不純物、欠陥生成シミュレーショ
ン、特に表層において超精密な確度を保証する手法開発
・ＰＰＣＭテスターを量産対応の装置に仕立て直す。
・付随するスマートファクトリー開発テーマ２２の解決

・クリーンルームの温度測定点を、無数に三次元的に配
置して拡張した仮想計測（Virtual Metrology）
・仮想計測データを用い、ソニーセミコンダクタのＡＩ
システムで、空調を制御
・３００のファンフィルターユニットを個別制御
・循環空調機を止めて、省エネルギー性能を確保（1/4
負荷）

1) PPCMによる量子光学
的計測

期待される成果及び効果

○イメージセンサを家電応用から、自動車の安
全運転・自動運転・健康・福祉分野の監視見守
り応用等、人の命に密接な応用分野に発展
○高電力コストの日本の産業空洞化を抑制
○地球規模での温暖化対策に発展
○製品の性能の向上とコスト削減を達成

日本の産業競争力の増進

2) ICT-VM技術による循環空
調機レス空冷変風量ＦＦＵ空調

見えないものを見えるようにするイメージ
センサが機能性材料として満足感と感動を
与える。
<<<コト作りの源泉として社会をリード>>>

スマートファクトリーによるイメージセンサの革新的生産技術開発

（専門分野：半導体デバイス工学）



情報電気工学科 電気プログラム所属

藤吉研究室（専門分野：電子デバイス，電気材料） 電気 電子 情報

関連プログラム

超伝導材料の高機能化とその応用

住友電工

輸送・交通
・超伝導リニア
・超伝導モーター
推進船

電力システム
・超伝導電力ケーブル
・超伝導電力貯蔵装置

JR東海

超伝導だけが実現できる低損失，高電流密度通電，強磁場発生などを利用した

超伝導技術は様々な分野に応用されています。このように超伝導は環境にやさしい
究極の省エネルギー技術です。本研究室では，超伝導材料の特性の解明や高特性
化およびパワー応用のための基盤技術に関する研究を行なっています。

医療・診断
・磁気共鳴診断装置
（MRI）

・脳磁図（SQUID）

キヤノンメディカル

次世代エネルギー
・核融合装置
・超伝導地球電力
ネットワーク

ITER（国際熱核融合実験炉）



情報電気工学科 電気プログラム所属

佐久川研究室（専門分野：パワエレ,パルスパワー） 電気 電子 情報

関連プログラム

次世代パワーデバイスの利⽤研究

インテリジェントパワ-モジュレ-タの開発

パルスパワーの医療応⽤研究

パルスパワーを⽤いた環境改善
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ディスクリートスイッチング
モジュールの開発 従来デバイス素子(IGBT)と新型デバイス

(SiC-MOSFET)の損失比較

 省エネスイッチングの研究をします。
 パルスパワー向け極限スイッチングを追求します。
 パワーモジュレータへの適用を行います。

 パルスパワー向けパワーモジュレータを開発します。
 高繰り返し(kHz～),極短(～ns)パルスを追求します。
 パワーモジュレータのインテリジェント化を研究します。

蓄電池

インバータ

充電器 コントローラ

1.2kV

AC100V

太陽電池パネル

充電器

DC12V

放電電極
SI1PT

1.2kV

C0 C1

30kV

IGBT スイッチと磁気パルス圧縮回路
SI0

IGBTs

I0
I0'

C2

I1 I2

SI2

定格電力: 512W

モーター出力: 200W

独立電源駆動アオコ処理装置の構成

パルスパワーモジュレー
タのシステムブロック図

ダム湖で稼働中のアオコ処理装置

 電気エネルギーを用いて化学活性種を高効率生成の研究をします。
 パルスパワーを用いた環境改善を研究します。
 水環境浄化装置の実用化を目指します。

 顕微鏡搭載高電界細胞印加PWMパルス発生装置を開発します。
 癌細胞不活化を目指した高電界と細胞応答の研究をします。
 パルスパワー駆動医療機器(CTやレーザ等)の研究をします。

Microscope

Cells

Controller

Charger

Pulsed Power Module
パルスパワーモジュレータ
の外観

任意波形パルスパワーモジュ
レータで細胞応答制御 パルス電界印加

によるCa2+増加

パルス電界印加後

印加前



情報電気工学科 電気プログラム所属

中村研究室（専門分野：半導体ナノ構造デバイス） 電気 電子 情報

関連プログラム

新材料LEDに向けた
酸化亜鉛・硫化亜鉛の研究

大気圧・低温における
透明導電膜の形成

次世代材料を用いた
パワーデバイスの開発

LED

GaN
3.4 eV

TiO2
3.2 
eV
r = 
58

Eg

-0.9

0.7

伝導帯
オフセット [eV]

価電⼦帯
オフセット[eV]

Al2O3
6.7 eV
r =
9.0

2.1

1.2

SiNx
5.0 eV
r = 
7.5

0.9

0.7

新規材料を用いた
超高効率太陽電池の開発

サファイア基板

N型 MgZnO

I型ZnO (発光層)
P型 MgZnO

電極

ZnOバッファー層

現状 本研究

ITO

スパッタ法

高コスト

ZnO

プラズマ支援
ミストCVD法

低コスト

応用例：
ディスプレイ

電極



情報電気工学科 電気プログラム所属

浪平・王研究室 電気 電子

雷を操る

基礎研究
（放電物理特性）

電源開発
（電気回路設計）

応⽤研究
（環境浄化-⽣物制御）

放電進展の様⼦を撮影

超高速カメラによる放電プラズマの観測（10-10秒/コマ）
レーザや分光器を用いた放電過程の原理解明

回路設計、機械設計、図面制作
（モノづくり）

プラズマカーテン
データ解析

汚⽔処理
汚染ガスの分解

資源物のリサイクル

環境浄化やリサイクル、バイオ技術への応用
（気体・液体・固体・生体と幅広い範囲）

数秒で⼤腸菌を殺菌
がん細胞の死滅
（顕微鏡画像） 植物の⽣育制御（成⻑促進or阻害）有害⽣物の駆除

情報

関連プログラム

（専門分野：パルスパワー工学）

遺伝⼦解析



情報電気工学科 電気プログラム所属

宮内研究室（専門分野：電力システム、電力経済） 電気 電子 情報

関連プログラム

太陽光発電（PV）の供給信頼度評価
PV出⼒は⽇射量で変動 供給が不安定

従来型の発電機とどの程度同等？

離島系統＝孤⽴している、燃料費が⾼い
ディーゼル発電機15機 14機＋PV

信
頼
度
が
よ
い

0.00
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30.00
35.00
40.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
太陽光発電の設置容量(MW)

LOLP-H(時間/年) LOLP(日/年) 停電時間(時間/年)

ディーゼル
15機相当

太陽光発電が同等の信頼度達成するためには
ディーゼル1機10MWの1.2〜1.4倍の容量が必要

⽕⼒発電の事業価値評価

電⼒⾃由化 顧客獲得のリスク

電気事業もリスクを考慮した投資が必要

従来⼿法：割引現在価値法など＝リスク考慮できず

RSVM法（期待効⽤理論の適⽤）
例：⽯油⽕⼒とLNG⽕⼒の評価

最適投資
規模

最⼤投資
規模

LNG⽕⼒の⽅が投資としては有利

投
資
に
対
す
る
満
⾜
度
が
⾼
い

電⼒⼯学と経済学の融合領域電⼒系統の供給信頼度の確保



情報電気工学科 電気プログラム所属

光木研究室（専門分野：プラズマ工学） 電気 電子 情報

関連プログラム

プラズマの⾳をレーザで計測

プラズマ計測と応⽤

オゾンで⼟壌消毒



情報電気工学科

電子工学教育プログラム
IoTなどの信号処理，⾃動運転，EV，システム制御⼯学など
に興味がある⼈

電動ビークルの⾃動運転

⽣体信号処理

電動モビリティ開発

電磁計測

システム制御



情報電気工学科 電子プログラム所属

西本研究室（専門分野：波動計測，信号処理応用） 電気 電子 情報

関連プログラム

コンクリート構造物の劣化診断用レーダ

地中埋設物探査用レーダ

衛星リモートセンシング技術に関する研究

衛星レーダのデータを用いて植生や地殻変動な
ど，地球環境をモニタする技術を研究しています．

Void / Crack

Iron rods

Ferroconcrete
structure

Corroded
rods

Tx

Rx

UWB 
sensor

B-scanデータ

レ ダ信号処理の応⽤に関する研
究

レーダ信号処理の応⽤に関する研
究 超⾳波計測・医療診断応⽤に関す

る研究
超⾳波計測・医療診断応⽤に関す
る研究

電磁波レーダを用いた非破壊検査技術や地中埋
設物の探査技術の研究を行っています．

医用超音波画像の機械学習を用いた解析

様々な超音波センサの開発

圧縮センシングを用いた超音波画像の高精

細化の研究

超高速超音波画像のためのビームフォーミ

ング技術

道路舗装自動修繕システムの開発

牛・馬の分娩タイミングの予知

超音波を用いた計測・診断技術について，幅広い
研究を行っています．



情報電気工学科 電子プログラム所属

松永研究室（専門分野：制御工学，メカトロ）

自動運転

電気 電子 情報

関連プログラム

IoTを使ったロボットの高機能化を目指します
・画像の制御応用
・人間との共存

熊本城石垣

走行空間の３Dモデル

MR操縦支援

次世代搬送ハイブリッド制御

ドライビングモデル

人工筋ロボット

LIDAR



情報電気工学科 電子プログラム所属

松島研究室（専門分野：光・電磁波工学） 電気 電子 情報

関連プログラム

研究題目：計算電磁気学に基づく光・電磁波回路の計算機算法の開発とその応用

項目

・ 微細周期構造による電磁波散乱の数値解析

・ 貴金属格子における可視光プラズモニクスの解明

・ グラフェン格子におけるテラヘルツ波プラズモニクスの解明

・ 金属および誘電体伝送線路の設計法に関する研究

・ マイクロ波・ミリ波伝送系の計測法に関する研究

What → 表面プラズモン共鳴現象の解明と分類

Why → 光を特定の場所に集める

（太陽電池の発電効率向上，タンパク質・DNAの検出感度向上などの応用）

How → シミュレーション技術の開発



情報電気工学科 電子プログラム所属

福迫研究室 （専門分野：電磁波工学） 電気 電子 情報

関連プログラム

メタマテリアルのアンテナ応用

周期構造で自然界に見られない
電磁的性質を人工的に作り出
す．

超広帯域円偏波アンテナ

偏波が回転する円偏波技術と広帯域特性で
人命救助を目指し，宇宙を探る．

object

Sensor antenna (Antenna with RFID chip)S21

センサーアンテナ

アンテナ技術をセンサーとして用いて建造
物の寿命を検知する．

新しいMIMO技術とメタ空間の提案

新しい概念で新しい無線通信と電磁波応用を目指します．

電磁波の伝搬空間を制御し環境に依らない
高速・大容量無線通信を実現する．

MIMO（Multiple Input Multiple Output）
マルチパス環境 メタ空間（疑似マルチパス環境）

基地局

端末 端末

基地局 メタ反射板



情報電気工学科 電子プログラム所属

伊賀崎研究室（専門分野：医用生体工学） 電気 電子 情報

関連プログラム



情報電気工学科 電子プログラム所属

緒方研究室（専門分野：計測，信号処理，医用福祉）電気 電子 情報

関連プログラム

発話過程のモデル化に基づく音声合成

視線インタフェースと応用システム開発

出⼒映像

取得映像 ２値化映像

•どれくらいの距離まで認
識できるか
•どれくらい⼩さいマーカ
まで認識できるか

AR技術を応用した支援システム開発

GISを活用した情報の可視化とユーザ支援

2012年（青のマーカ）：
住宅街などの平野や人
里まで出没

2015年（黒のマーカ）：
山中や山際まで留まる

ツキノワグマ出没情報の可視化

⾳声，画像，信号処理，情報処理を
扱う研究室です

•危険箇所の通知システムへ
の応⽤など



情報電気工学科 電子プログラム所属

岡島研究室（専門分野：制御工学，信号処理） 電気 電子 情報

関連プログラム



情報電気工学科 電子プログラム所属

松田研究室（専門分野：電気自動車） 電気 電子 情報

関連プログラム

電気自動車の研究開発でEV社会を創生する

・電動モビリティ企画､構想
・電動/電子制御システム設計
・車両運動/エネルギー制御
・シミュレーションモデル開発
・EV社会実装モデル研究
・EV普及支援ツール開発
・広報・PR活動

電気・電子・情報の技術を活用し

■ 地球環境

（排気ｾﾞﾛ､低CO2､省エネ）

■ 新たな価値/機能

■ 新産業､地方創生

■ 将来社会モデル

実証試験車よかエコバス号



情報電気工学科

情報工学教育プログラム

情報処理，ビッグデータ，コンピュータアルゴリズムなど
に興味がある⼈
仮想現実

アルゴリズム研究 ビッグデータ

ＦＰＧＡ

情報⼯学教育プログラムとして、総合情報統括センターの研究室への配属も可能です。



情報電気工学科 情報プログラム所属

有次研究室（専門分野：データベース，データ工学）電気 電子 情報

関連プログラム

データベース・データ⼯学に関する研究を広く⾏っていま
す．

データベースシステム

ソフトウェア⼯学に関する研究クラウドコンピューティング

ビッグデータの効率的・
効果的な処理



情報電気工学科 情報プログラム所属

嵯峨研究室（専門分野：バーチャルリアリティ） 電気 電子 情報

関連プログラム

VR技術を応⽤し，主に触覚インタフェース技術の研究を進めている研究室です



情報電気工学科 情報プログラム所属

大舘研究室（専門分野：グラフアルゴリズム） 電気 電子 情報

関連プログラム



情報電気工学科 情報プログラム所属

末吉・久我・飯田研究室 電気 電子 情報

関連プログラム


