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窪田誠明君

■海外研究機関との研究室交流プログラム（SSSV）

ル団体の勧誘を受けながら入場

電子物質科学専攻

しました。

伊東学長の式辞では、「高度

また、参列の工学部保護者の

大学院工学研究科２８４名）

■学会表彰

すること、更にその中の応用光

式の前後には、各種サークル

最後に産学連携と地域貢献の

情報化時代の現代において、あ

静岡大学は国公私立の主要

情報基盤センター

学、電気電子計測、材料・デバ
イスの３分野では、世界水準

分野では、全国でトップレベル

なたにとって大学とはなんで

学中で５位と高い評価を受けま

■施設紹介

猛

地域貢献の分野における静岡大
の産学連携の高い実績を生かし

しょうか？ゆっくりと自由に考

高度な先端技術者及び研究者の

した。今後とも静岡大学及び工

鎮目隆矢君

佐古

による混声合唱・オーケストラ

学工学部の強みや特色について

て産業や地域の振興に貢献する

えて自分なりの答えを出してく

演奏・ダンス舞踊などが披露さ

の強みを持つ大学と認定され

文部科学省と意見交換し、工学

こと、小中高生や社会人を対象

人材育成の役割を充実すること

学部の改革を進め、地域から信

電気電子工学専攻

工学部長

月から約１年間

部の社会的な役割を明確にしま

として、地域における理数系人

が社会的な役割として明記され

頼される中核総合大学を目指し

■学会表彰

工学部の近況について

２０１２年

した。最終的にまとめられた結

ださい。」と新入生に問いかけ

かけて、教育、研究、産学連携、 ました。

果は、文部科学省のホームペー

材の育成を推進することが明記

がありました。

方々には、式終了後、学生後援

ました。更にこの間の留学生の

■学生留学体験記

れました。

ジの「国立大学改革について」

されました。
で明らかになった静岡大学工

会総会及び学科説明懇談会が催

文部科学省との意見交換の中

に掲載されています。ここでは

学部のこれまでの実績と長年

その要約を示します。
教育の分野では、工学部の５

に わ た っ て 培 わ れ た 伝 統 か ら 、 され、多数のご父兄が参加され
ました。

学科と大学院修士課程の６専攻

２０１３年の東海・北陸の大学

について、高度な専門職業人の
育成の役割を果たすこと、大学

教育を積極的に推進してきた実

ます。皆様のご支援、ご協力を

大

績を生かして、グローバルに活

お願いします。

■平成25年度の進学・就職状況

■Walter Kosonocky Award受賞 電気電子工学科 川人祥二教員

院博士課程の５専攻については、 ブ ラ ン ド ・ イ メ ー ジ 調 査 で は 、 （ 新 入 生 数 ： 工 学 部 ５ ５ ０ 名 、

躍できる工学系の日本人および
外国人人材を育成する学部・大

平成二十六年度入学式
年度入学式が４月４日、
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学院教育を目指すことが承認さ
研究の分野では、機械・光工

れました。

平成

■学生サークル紹介

■平成26年度入学式

■研究紹介 数理システム工学科 横沢正幸教員

■数学の広場

能見公博教員

機械工学科

■研究紹介

学、電気電子工学、材料・デバ

当日は、穏やかな晴天に恵ま

で挙行されました。
ム工学等の分野の高い研究実績

れ、新入生は、会場外のサーク

環境・エネルギー工学、システ
を生かして先端的な研究を推進

会場に向かう新入生たち

65

イス工学、応用化学・化学工学、 静岡市のグランシップ大ホール

26

自動車部

■工学部の近況

10

研究紹介１
的な収量減が見込まれる作物

シ）もあり、食料不足・食料

（特にコムギ、またそれより
は小さな影響だがトウモロコ

横沢正幸

気候変動による食料需給
変化の予測
数理システム工学科

価格上昇の脅威は社会に混乱

間
年・費用数十億～数百億円

とされていた人工衛星が、２～
３年・数百万～数千万円で開発
できる時代となりました。

２０１０年には全国大学衛星

日に

で、

IEEE Trans. Electron

の２０１２年 月号
「しんえん」への開発参加、
Devices
に発表された論文が対象にな

そして２０１４年２月

２号機となるＳＴＡＲＳ Ⅱ
–を

りました。３３００万画素の

では、研究室で世界的に誇れ

に赴任しましたが、これまでの

静岡大学には２０１４年４月

しノイズ、読み出し速度から

を達成し、消費電力、読み出

て毎秒１２０コマの撮像速度

超高精細撮像デバイスで初め

る研究テーマである「テザー

超小型衛星技術を活かし、実利

打ち上げました。

私の研究室では気候変動が

宇宙ロボット（ひも付きロ

前職である香川大学工学部

周知か
世界の食料需給システムに及

定めた性能指数を、従来の同

を引き起こし得る。以上のよ

と思い

用を目指した宇宙機械制御シス

報道

ますが、 ぼ す 影 響 を 総 合 的 に 解 明 し 、 ボ ッ ト ） 」 の 実 証 実 験 を す る

運用中です。そして２００９
年には観測ロケット実験、

指して行きます。

Walter Kosonocky
受賞
Award

川人祥二

Walter Kosonocky

電気電子工学科

この度、

を、受賞しました。本
Award
賞は、過去２年間に発表され

たイメージセンサに関する世

界中の論文の中で最も優れた

Int. Image Sensor

論文を隔年で表彰する国際的
な賞で、

より授与されます。
Society
ＮＨＫ放送技術研究所と㈱

ブルックマンテクノロジとの

共同研究の成果による論文

して厚くお礼申しあげます。

であります。この場をお借り

からの多大なるご支援の賜物

岡大学、また電子工学研究所

おける１つの成果であり、静

研究領域「極限画像科学」に

本論文は、静岡大学の重点

クラスの最高性能のセンサに

関する政府間パネル（ＩＰＣ
Ｃ）総会が開かれました。Ｉ
ＰＣＣは１９８８年に設立さ

により、

用、そして宇宙エレベータを目

テムを開発したいと考えていま

その変化を推計するシステム
衛星を作ろう！との思いか
に関する研究を行っています。
ら、学生とともに香川衛星開
そのために、常に最新の生産
発プロジェクトをスタートさ
性データと環境データを入手
せました。初号機であるＫＵ
して、作物の生産性環境応答
モ デ ル を 更 新 す る と と も に 、 ＫＡＩは２００９年に打ち上

２０１

れた国連組織で、２００７年

世界の気象の季節予報データ、 げ成功、半年間の実験運用を

比べて大幅に改善しました。

にはノーベル平和賞を受賞し

経済的な情報も考慮して、近

うに結論しています。

12

す。とくに宇宙ロボットの実利

ています。任務は各国の科学

未来から長期にわたる生産性

４年３月横浜にて気候変動に

者の参加のもと、気候変動に

変動の見通しを行うシステム

年間に減

開発期

成功裏に終了し、現在は長期

関する科学的・技術的・社会

研究紹介２

を構築しています。

などで

28

10

経済的な評価を行い、得られ
た知見を政策決定者など広く
一般が利用できるように、数年

ご と に 報 告 書 を 公 表 し て い ま す 。 超小型衛星による宇宙機械
制御システムの研究開発
今回の総会では、５回目の第２

近年

年間に劇
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作業部会報告（影響、適応、脆
その報告書によると、気候

の超小

能見公博

変動は既に世界の食料供給に

型衛星

機械工学科

悪影響を及ぼしており、増加

の出現

弱性）が承認されました。

する人口を養うために収量増
が必要だが、過去
速してきた。今後

50 40

鎮目隆矢

学生サークル紹介

自動車部
物質工学科３年

田中勇太

現在、学生ジムカーナという

窪田誠明

この度、第二十九回日本セラ
競技を中心に、車が好きな人達
名登録されています。毎週

するものが存在します。今回の

構造によって特性が大きく変化

ます。セラミックスには、その

実現を目指した研究を行ってい

の構造制御による優れた性質の

における薄い薄膜と小さな粒子

脇谷研究室では、セラミックス

討」です。私が所属する鈴木・

びバッファ層が与える影響の検

発的超格子構造生成に基板およ

ＳｒＴｉＯ３薄膜における自

オーロラＰＬＤ法で作製した

りません。同じ趣味を持った仲

優勝することだけが部活ではあ

なっています。部活といっても

安全性によりメジャーな種目に

さ、他の車との接触がないなどの

ドの低さ、操作ミスの危険性の低

りますが、ジムカーナはスピー

す。自動車には様々な競技があ

へたどり着けるかを競う競技で

ースを作り、いかに早くゴール

された路面の上にパイロンでコ

ています。ジムカーナとは舗装

木曜に競技車の整備などを行っ

て

発表では超格子構造という特殊

なことで

ても大事

で、とっ

大学生活

さんある

は、たく

間と楽しく時間を共にすること

申し上げます。

および研究室の皆様に厚く御礼

鈴木久男教授、坂元尚紀助教授、

てくださいました脇谷尚樹教授、

最後に、私の研究をご指導し

の条件について検討しました。

な構造が自発的に生成するため

発表題目は「ダイナミック

会にて、優秀賞を受賞しました。 を募って現在部員は男女合わせ

ミックス協会関東支部研究発表

電子物質科学専攻

The 20th International Display Workshops セラミックス協会発表会
優秀賞受賞
Outstanding Poster Paper Award受賞
電気電子工学専攻

この度、「 The 20th International
」という国際会
Display Workshops
議において、「 Outstanding Poster
」を受賞しました。
Paper Award
発 表 題 目 は 「 Calculat ed
and Measured Values of the
Helmholtz-Kohlrausch Effect in
」です。人間は、
Natural Images
ある色刺激に対して輝度や色相が
同じであっても、彩度が変化す
ると感じる明るさが変化する視
覚特性をもっており、 Helmholtz（ＨＫ）効果と呼ばれ
Kohlrausch
ています。この効果の定量化は、
ディスプレイ機器の開発に役立つ
と期待されています。本研究にお
いて、この定量化が行われていな
かった自然画像に対してＨＫ効果
の大きさを表す計算値を導出する
ことで定量化を行い、その有効性
を主観評価実験の結果と比較する
ことにより確認しました。
最後に、本研究を行うにあたり
ご指導いただいた大橋剛介准教
授、共同研究者である大貫陽平
君、下平美文特任教授、共同研
究先の高松宏彰氏、ならびに研
究室および被験者の方々に深く
御礼申し上げます。

す。我々
と一緒に
一度しか
ない大学
生 活 を
楽しみま
しょう！

学生留学体験記

井上雄希男

ネブラスカ夏季短期留学
電気電子工学科３年

海外に行ってみたい、自分の
英語力を試してみたい、そんな
単純な理由でこの夏季短期留学
に参加しました。しかしながら、
この留学で得たものは言葉では
表現できないほど自分にとって
かけがえのない経験となりまし
た。異文化に触れることによっ
て、人として高められたという
ような気がします。この留学で
一番の収穫はたくさんの人との
出会いです。一緒に留学に行っ
た仲間、ネブラスカ大学の学生、
ホストファミリーなど３週間と
いう短い期間のなかでつながり
がどんどん広く深くなっていき
ました。毎日が新しい経験に溢
れ、自分の考えに大きな影響を
与えました。この留学に参加す
ることによって英語力が格段に
上がることは望めませんが、自
分の英語力を知ることができ英
語を勉強するきっかけにするこ
とができます。正直初めは伝え
たいことが頭には浮かんでいる
ものの、英語がでてこず精神的
にとても追い込まれてしまいま
す。ですがきっと慣れてきます
し、相手も理解しようと努めて
くれるので大丈夫です。大事な
のはちゃんと伝えようとする気
持ちです。ためらわずに積極的
に話しかけていってほしいです。
こまったときは周りの人が必ず
助けてくれます。私自身いまも

連絡を取り合えるような友達が
できました。
長々と書きましたが、結局皆
さんに伝えたいことはためらわ
ずにとりあえずチャレンジして
みようということです。今回の
留学においても、もしためらっ
て参加していなかったらすばら
しい人たちとの出会いもなかっ
たですし、平凡な夏休みを送っ
ていたでしょう。人生は常に一
期一会です。その時々のチャン
スを生かすも殺すも自分次第で
す。この夏季短期留学という
チャンスを生かして次の語学学
習へのモチベーションにしてく
ださい。人それぞれに目的は
違ったとしても、きっとあなた
の人生において大きな意味を
もってくると思います。

（担当事務より）
毎年多くの学生が、大学に在学したま
ま、制度を利用して外国の大学に留学を
しています。
夏季短期留学以外にもＩＬＵＮＯ集中
語学プログラム（ネブラスカ大学オマハ
校（アメリカ））や大学間交流協定に基
づく交換留学生制度などもあります。
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数学の広場
共通講座会議数学グループ

中島

徹

数学についての質問に対応す

就職・進学状況
就職担当代表

金原和秀

％

昨年度は５０３名が工学部を
卒業し、図に示すように
が大学院に進学（他大学を含

る「数学の広場」という名前の
部屋を設けています。授業期間

対応しています。質問の内容は

員が部屋に待機し学生の質問に

は工学部共通講座数学教室の教

習用に開放し、

機械、電気電子、物質、システ

学、

し、３％が本学の博士課程に進

は２７４名が修士課程を修了

職率は１００％です。大学院で

女子学生就職希望者

名の就

％が就職しました。特に

む）

数学に関するものであればなん
ムの女子学生就職希望者

時に

でもよく、授業の内容以外にも

時から

中木曜日を除く平日に学生の自

大学院入試の問題や、卒業研究
就職率は１００％です。

名の

％が就職しました。また、

に関係する計算なども手がけた

した。学生の質問から講義に取

べ８００名以上の学生が訪れま

るようで、多い年度では年間の

と比べると気軽に質問に来られ

ことがあります。教員の研究室

たる就職支援を行い、キャリア

自の企業説明会など、多岐にわ

スと合同企業説明会、各学科独

当教員を選任し、就職ガイダン

また、各学科において就職担

り組むヒントを得ることもあり、 カウンセラーとも連携して毎年

【機械工学科・専攻】

就職先は次の通りです。

央システムは、堅牢かつ対震災性

タセンタ内に設置された本学の中

できました。たとえば、商用デー

情報基盤で新入生を迎えることが

新が今年の三月に完了し、新しい

度で全学更新されます。その更

た、海外からの受け入れ留学生

学生を海外に派遣しました。ま

年度は

す。平成二三年度は

平成二三年度より実施していま

自己発展を促すことを目的に、

上させ、学生の国際人としての

外国語能力や発表討論能力を向

昨年度の各学科・専攻の主な

小糸製作所、スズキ、アイエイアイ、

を備え、学生皆さんの大切なデー

豊田自動織機、本田技研工業、三菱電機

アクセステクニカ、
スズキ、
アイシン・エィ・

速ネットワークを活用できます。

コンや携帯を接続していつでも高

Ｎポイントに学生さん個人のパソ

向上や外国

国際意識の

参加学生の

ております。

名を越え

名、二五年度は

キャタラー、パーパス、アイシン精機、

ソフトウェアライセンスの全

【システム工学科・専攻】
アイシン精機、ＮＥＣ、ＮＴＴアドバンス

既に活気ある活用の場がキャン

目を見張る

の変化には

ソ コ ン で 無 償 利 用 可 能 と な り 、 組みの姿勢

パス内に広がっています。

プログラム

今後とも本

ものがあり、

適・安全・便利な情報サービス

ています。

たいと考え

展させてい

を継続・発

の提供につとめています。

私たちセンタースタッフは快

名の

名、二四

【電気電子工学科・専攻】

タを安全に守っています。合計

も 三 年間で

ヤマハ発動機、
東海旅客鉄道、
トヨタ自動車、

小糸製作所、三菱電機、アンデン、ＮＥＣ

百四十カ所に増設された無線ＬＡ

ダブリュ、関西電力、ソフトバンク、富士通

小糸製作所、
スズキ、
豊田鉃工、
トヨタ紡織、

学提携によって、最新のオフィ

語への取り

【物質工学科・専攻】

テクノロジ、キヤノン、スズキ、デンソー、

ス系ソフトを全学生が個人のパ

浜松ホトニクス、フタバ産業、横浜ゴム

東海旅客鉄道、トヨタ自動車、日立製作所、
富士通
【事業開発マネジメント専攻】
起業を含め就職先は広く分布

長谷川孝博

新しい情報基盤のスタート
情報基盤センター

電気・ガス・水道は「生活イン
フラ」と呼ばれます。これらは電
線、ガス管、水道管の巨大なネッ

海外研究機関との研究室
交流プログラム（ＳＳＳＶ）

和田忠浩

現在、社会におけるグローバ

プログラム実施担当

げた世界規模のデータネットワー

ル化は目覚しいものがあり、卒

学生の派遣ならびに海外研究機

79

〒432-8561 浜松市中区城北3-5-1
静岡大学工学部 事務長補佐
TEL.053-478-1001 FAX.053-478-1005
E-mail engkoho@adb.shizuoka.ac.jp

57

１００％の就職率を目指して支
援しています。

トワークを形成しています。イン

ク網を介して利用される情報サー

業後、国際社会で活躍できる力

関からの外国人学生の受入れに

はまかぜ●第24号

静岡大学工学部ニュースレター

37

ご意見お問い合わせは下記へお願いします。

21

11
平成25年度 工学部
就職・進学状況

教員にとってもよい刺激になっ
ています。

進学
57%
就職（製造業）
26%

ターネットもまた近年急成長を遂

ビスです。「インフラ」とは「イ

情報基盤センターは、学内の情報

ンフラストラクチャ」の略で、日
が求められています。本プログ
本語では「基盤」と訳されます。 ラムは、海外研究機関への本学
インフラの整備とサービス運用を

より、外国人教員・学生と本学

学生が積極的に交流することで、

行う専門部署です。
学内情報基盤は四年に一回の頻

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/mc/1/70.html

39

94

その他 4%
就職
（その他）
13%

50

《Webアンケートのお願い》

18

46

工学部の様子をより的確にお知らせし、紙
面の充実を図るためにWebアンケートを実
施いたします。
静岡大学工学部ホームページ＞＞工学部
ニュースレターはまかぜのページ上の「はま
かぜアンケート」よりご意見をお寄せください。

16

