


Ａ-01 吉備の杜プロジェクト 災害時の食管理・選択のための媒体開発  

森永裕美子 他 

Ａ-02 ノックアウトマウスを用いて 12－リポキシゲナーゼの肝における役割解明 

高橋吉孝、戸田圭祐、川上祐生、山本登志子、玉井玲名 

Ａ-03 若年成人期からの高血圧予防支援ツールの検討 

久保田恵 

Ａ-04 肝星細胞の血小板型 12－リポキシゲナーゼ発現調整機構に関する研究 

戸田圭祐、川上祐生、山本登志子、高橋吉孝 他 

Ａ-05 認知機能・運動機能の自己認識に対する加齢の影響 

中村光、磯村晃一 

Ａ-06 軽度の認知機能障害の予測を企図した認知機能評価と VBM 解析 

澤田陽一 

Ａ-07 Social Impact Bond 事業参加者の歩数と歩行日数の変化 

井上祐介 他 

Ａ-08 メンタルヘルスとコミュニケーション教育のための協力認知の研究-人工知能アプローチ- 
     （体験型デモあり）
 

岩橋直人、坂野純子、澤田陽一、齋藤美絵子、樟本千里 

Ａ-09 貧困状態にある子どもに対する支援内容と文化資本・社会関係資本の関連性に 

関する研究    近藤理恵、金頭賢 

Ａ-10 屋内利用を考慮した視覚障がい者誘導用ブロックの開発と評価 

高戸仁郎、伊勢菜摘、植野英一、田内雅規 

Ａ-11 実践力を養う分野横断的ソーシャルワーク演習の実際 

竹本与志人、桐野匡史、口村淳 

Ａ-12 長期化する新型コロナウイルス感染症下における大学生への生活問題：2020 年度と 

2021 年度の比較から       岩満賢次 

Ａ-13 家族の自殺で残された子どもに対する支援を開始する際の 3 つの着眼点 

 大倉高志 

Ａ-14 新人の介護職員がとらえる自己成長感 

趙敏廷 
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Ｂ-01 看護職者の職務満足を高める要因の検討 

荻野哲也 他 

Ｂ-02 看護介助動作における感染防護服表面の汚染領域の特定評価 

森本美智子、清水毅 

Ｂ-03 独居高齢者のセルフ・ネグレクト支援における民生委員の困難感と 

ソーシャル・キャピタルの関連                  森永裕美子 他 

Ｂ-04 地域在住高齢者の医療・ケア方針の表明への関連要因の検討 

實金栄、名越恵美、難波香 

Ｂ-05 地域包括ケア病棟看護師長における高齢者がん患者に対する看護実践のマネジメント 

名越恵美、實金栄、石川静香、柳本亜由美 

Ｂ-06 摂食障害の予防に関する知識と摂食障害傾向の関連について 

實盛芹奈、井上幸子 

Ｂ-07 看護技術教育用オンライン教材を用いた学習に対する学生の評価 

佐藤美恵、髙林範子 

Ｂ-08 思春期女性のやせとそれに伴う月経異常の観点から摂食障害の 

一次予防を目的とした健康教育教材の開発                岡﨑愉加 

Ｂ-09 ゴールド・メソッドを用いたシミュレーション教育プログラムの開発 

犬飼智子、名越恵美 

Ｂ-10 高齢末期心不全患者の心理的苦痛に対する看護実践に関する研究 

井上かおり、實金栄、名越恵美 

Ｂ-11 思春期ピアサポート活動によって得られる大学生のがん予防の知識 

川下菜穂子 

Ｂ-12 注意欠如/多動症（AD/HD）と診断された子どもをもつ母親の子育て役割意識と 

子育て困難感－AD/HD症状をもつ母親ともたない母親との比較－ 網野裕子、沖本克子 

Ｂ-13 マニキュアの塗布が経皮的酸素飽和度に及ぼす影響 

佐々木新介 他 

Ｂ-14 重度心身障害児（者）における食事支援としての米麹甘酒の有効性 

入江康至、井上里加子、原野かおり、佐藤ゆかり、綾部誠也 

Ｂ-15 癌幹細胞をターゲットとした新しい栄養管理の開発 

首藤恵泉 

Ｂ-16 高齢者施設における栄養・腸内環境とフレイルの関係について 

井上里加子、入江康至、山辺啓三 
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Ｃ-01 岡山県特産クラフトビールの開発を目的とした野生ビール酵母の探索 

田中晃一 他 

Ｃ-02 母乳の脂質の質と栄養生理学的意義の解明 

山本登志子、津嘉山泉、岡﨑愉加、長崎祐樹、丸岡紗也 

Ｃ-03 トウビシに含まれる新規ポリフェノール成分の構造解析 

   伊東秀之、岩岡裕二、早川智紗、上村知広 

Ｃ-04 食事環境が咀嚼および生体指標に及ぼす影響 

川上貴代、山本登志子、穂苅真樹、石井裕 他 

Ｃ-05 タウリンの骨格筋における機能性に関する研究 

山下広美、丸田ひとみ 

Ｃ-06 炎症性脂質メディエーターの合成を阻害する熱帯果樹の葉に含まれる有効成分の解析 

川上祐生、伊澤歩、岩岡裕二、戸田圭祐 他 

Ｃ-07 魅力ある給食を目指した米粉カレーレシピの開発 

田淵真愉美 他 

Ｃ-08 岡山県産パクチー‘岡パク’の特徴 

丸田ひとみ、山下広美、桑田七帆 

Ｃ-09 ジオスゲニンの PGE2合成系酵素発現抑制とマウス急性肝障害への効果 

津嘉山泉、戸田圭祐、川上祐生、高橋吉孝、山本登志子 

Ｃ-10 電気泳動を利用したプロアントシアニジンオリゴマーと 

血中タンパク質複合体の高感度検出法の検討          岩岡裕二、伊東秀之 

Ｃ-11 地域連携を基盤とする健康支援のためのヒト介入試験 

綾部誠也、齋藤誠二、大山剛史、久保田恵 

入江康至、井上里加子、住吉和子、齋藤美絵子 

Ｃ-12 ユーザ・アジャスタブルな減災情報提供システムの検討 

齋藤美絵子、風早由佳、佐藤ゆかり、齋藤誠二、綾部誠也、大山剛史 

Ｃ-13 戸建て住宅のデザインの研究・開発 

西川博美 

 

Ｄ-01 除振台製品ブランドにおけるロゴデザインの開発 

野宮謙吾 

Ｄ-02 大学広報グッズの事例調査と県大グッズの研究開発 

中西俊介 

ーⅲー
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Ｄ-03 総社市議選における投票率向上を目的とした選挙啓発動画の制作 

山下万吉 

Ｄ-04 デザイン思考を取り入れた地域 PR 

髙橋俊臣 

Ｄ-05 キッズルーム改修のためのデザイン 

南川茂樹 他 

Ｄ-06 ウィズコロナ・ポストコロナ時代の安心・安全な地域連携型教育プログラムの実践研究 

島田清徳、難波久美子、真世土マウ、作元朋子、渡邉操、岡本汐加 

Ｄ-07 運動用衣服のパターンを用いた作業用衣服の制作 

舩山俊克 

Ｄ-08 竹水を主成分とした化粧水のデザインについての考察 

舩山俊克 

Ｄ-09 閑谷学校の歴史的・文化的価値に関する研究３ｰ石塀について 

向山徹 

Ｄ-10 木を用いた仮設装置の開発とそれによる仮設的な場の創出 

畠和宏 

Ｄ-11 津山市「旧東幼稚園プロジェクト」における建築及び什器デザイン 

畠和宏 

Ｄ-12 学校施設のトイレに求められる音環境の探索 

原田和典 

 

Ｅ-01 Si結晶中の拡張格子欠陥の構造と安定性に関する 

人工ニューラルネットワークポテンシャル解析      末岡浩治、野田祐輔、横井達矢 

Ｅ-02 共振器サイズが波動カオスモードに与える影響 

福嶋丈浩 

Ｅ-03 イースト菌に対する 5.8 GHzマイクロ波照射の効果検討に関する研究 

岸原充佳 

Ｅ-04 ヘルムホルツ共鳴器を組み込んだスリットアレイ構造の音波透過特性 

坂口浩一郎、高木翔太郎、岡本隆弘、小野凌平 

Ｅ-05 生産内示方式をとるサプライチェーンの外乱に対する挙動の分析 

妻屋彰、青木隼人 

Ｅ-06 情報家電機器充電時における高調波電流の位相特性 

徳永義孝 

ーⅳー
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Ｅ-07 射出成形合金の降伏応力推定法の精度向上 

福田忠生、尾崎公一 

Ｅ-08 炭素繊維強化熱可塑性プラスチックの接合と修復 

金崎真人 

Ｅ-09 ゼラチンカプセルスラリーを用いた熱エネルギー輸送技術実現に関する研究 

春木直人 

Ｅ-10 車いすの新規機械式パワーアシストシステムの開発 

大田慎一郎、吉田智哉、高戸仁郎 

Ｅ-11 機械的微振動の可視化と機械診断 

吉田智哉 

Ｅ-12 自社ブランド製品の開発を目指す企業を支援する産学共同研究の実践 

村木克爾、市川正美、高戸仁郎 

Ｅ-13 台湾国立台南藝術大学との工芸分野における協働研究 

難波久美子、島田清徳、真世土マウ、作元朋子、渡邉操、岡本汐加 

 

Ｆ-01 高速かつ高効率な通信システムに関する基礎研究 

稲井寛、若林秀昭、荒井剛 他 

Ｆ-02 Beyond5Gをめざした準ミリ波～ミリ波集積回路 

伊藤信之、栢野陽平、橋本佳紀、林祐樹 

Ｆ-03 Beyond5Gをめざした高周波集積回路 

伊藤信之、瀬口慎一郎、吉岡大 

Ｆ-04 折り返し構造を用いた非相反 CRLH-WG による可変移相器の提案 

大久保賢祐 

Ｆ-05 Ｑ学習を用いたランダム・アクセス方式の設計とその性能評価 

榊原勝己、高林健人、香山和寛、原佑輔 

Ｆ-06 深層学習を用いた写真の審美的品質推定と改善 

滝本裕則、金川明弘、坂口太一、北山晃生 

Ｆ-07 仮想計算機モニタによる重要サービス不可視化の研究 

佐藤将也 

Ｆ-08 多変量回帰分析手法を応用した組合せ最適化アルゴリズムの開発 

野田祐輔、ゴータム ビスヌ プラサド 

Ｆ-09 スマート工場における無線ネットワーク化制御システムに適したクロスレイヤ設計 

高林健人、香山和寛、原佑輔 
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Ｆ-10 画像伝送量削減のための画像欠損・復元手法の検討 

小椋清孝 他 

Ｆ-11 環境自律適応型追加学習エッジ AIアルゴリズムとアーキテクチャの検討 

有本和民、横川智教 

Ｆ-12 人を引き込む身体的インタラクション・コミュニケーション技術 

渡辺富夫、石井裕、西田麻希子、高林範子 他 

Ｆ-13 多様な動作でかかわりを深める音声対話エージェントの研究開発 

石井 裕、渡辺 富夫、佐藤洋一郎、川上 貴代、西田麻希子、高林範子 

Ｆ-14 パーソナライズされた不具合を含む変更の予測手法の転移に関する研究 

天㟢聡介 

Ｆ-15 多人数不完全情報ゲームにおけるより人間的なアルゴリズム 

但馬康宏 

Ｆ-16 ノーコード・ローコードによる直感的かつ効率的なモデル検査環境の構築 

横川智教、豊田起万 

Ｆ-17 プロ棋士に信頼される将棋 AI 

芝世弐 

Ｆ-18 圧電素子による咀嚼の計測システムに関する研究 

穂苅真樹、川上貴代 

Ｆ-19 遠隔者とのかかわりを実感させる遠隔コミュニケーションのための基礎研究 

伊藤照明、大山剛史 

Ｆ-20 自律分散型高機能監視カメラシステムの開発 

佐藤洋一郎、太田俊介、近藤真史 

Ｆ-21 内視鏡カメラ位置姿勢推定システム「ラパロ SLAM」の開発 

小枝正直 

Ｆ-22 反応時間課題における左右の非対称性に言語情報の利用が与える影響に関する研究 

大山剛史 

 

Ｇ-01 コロナ禍における DANCE ALIVEの新しい展開 

新山順子、岡本悦子、黒川しのぶ、他 

Ｇ-02 写真作品の作品性に関する研究―オンライン写真作品審査にみられる課題― 

北山由紀雄 

Ｇ-03 プリンティング表現の教育・普及に関する研究 

関﨑哲 
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Ｇ-04 竹久夢二のマザーグース翻訳研究と CLIL学習への応用 

風早由佳、野宮謙吾、柴田奈美 他 

Ｇ-05 古代エジプトファイアンスの研究 

作元朋子 

Ｇ-06 岡山アウトリーチによる地域観光推進事業 

関根紳太郎、石井裕、山下万吉 

Ｇ-07 学民連携による地産地消メニューの開発（報告） 

坂野純子、難波久美子 他 

Ｇ-08 平成 30年西日本豪雨災害 記憶誌編纂 

佐藤ゆかり、齋藤美絵子、日笠優希実 他 

Ｇ-09 真庭観光局と連携した人物紹介冊子の制作 

三原鉄平 

Ｇ-10 瀬戸内海国立公園としての鷲羽山・下津井のまちづくり 

西川博美、穂苅耕介 

Ｇ-11 NBR ガーデンで青パパイヤを栽培した経験から 

住吉和子、坂野純子、難波久美子 他 

Ｇ-12 大学院教育における社会言語学と看護学との学際性に関する研究 

関根紳太郎、岡真智子、原瀬愛理 

Ｇ-13 身体性アバタを介したリフレクションによる看護コミュニケーション教育支援システム 

高林範子、渡辺富夫、石井裕 

Ｇ-14 トランジッション経験の地域的特性(愛媛県新居浜市を事例として) 

都島梨紗 

Ｇ-15 道徳教育における「主体的対話的で深い学び」に関する思想的研究 

－アダム・スミス「道徳感情論」再考－                 山本孝司 

Ｇ-16 へき地の小学校におけるヴァイオリン体験学習で 

フロー評価法(FIMA)の活用が「全員参加」を促した一事例        安久津太一 

Ｇ-17 保育者養成課程における子育て支援を実践的に学ぶ授業モデルの試み 

京林由季子、新山順子 

Ｇ-18 社会変動のなかの教育改革 

池田隆英 

Ｇ-19 EdibleEducationを用いた食育プログラムと心理的効果について 

   小畑千晴、安久津太一、伊東秀之、川上貴代 他 

Ｇ-20 古代アメリカ土器の研究 「笛吹きボトル＋盲学校プロジェックト」 

   真世土マウ 
ーⅶー



Ｇ-21 慢性足関節不安定症有症者の筋線維伝導速度に関する研究 

齋藤誠二 

Ｇ-22 姿勢推定 AIエンジンによる遠隔での運動指導を想定した指示呈示が 

動作や筋活動に及ぼす影響                        大下和茂 

Ｇ-23 劣駆動系の先端制御理論の構築と実験検証 

忻 欣、山﨑大河、泉晋作 

Ｇ-24 バナッハ空間の幾何学的定数の研究 

三谷健一 

Ｇ-25 生体の運動制御機構のモデル化に関する研究 

山﨑大河、忻欣、泉晋作 

Ｇ-26 ネットワークシステムの解析と制御 

泉晋作、忻欣、山﨑大河 

Ｇ-27 2020年度以降を見据えた電力部門の生産額推計 

渡邉淳司 
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健康・福祉・介護



吉備の杜プロジェクト 災害時の食管理・選択のための媒体開発
保健福祉学部看護学科 森永裕美子
保健福祉学研究科看護学専攻 清野花奈、西川萌菜、濵本さいか、山口珠穂、脇谷紀之
総社市役所健康医療課 高橋伸悟 林美恵子

連絡先 森永裕美子 morinaga@fhw.oka-pu.ac.jp

地域の健康課題を抽出するというプロセスには、地域診断という段階があります。地域診断
とは、地域のあらゆる統計データ・健康情報データ・住民の声などをアセスメントし、健康課題
を抽出する手法です。今回、総社市のデータ等を活用してこの地域診断をし、健康課題を抽出す
る際に、総社市における「栄養課題」を改めて抽出しました。

また、平成30年の豪雨災害で被災した総社市では、災害時の食の確保、持続的な食事管理の必
要性が明らかになっていました。そこで、総社市の栄養課題を踏まえ、災害が発生し、十分な食
材確保、食事管理ができにくくとも、その中で最善の食管理を行うことを目指し、食選択のため
の媒体開発を総社市の栄養士さんら共同で行いました。災害時であっても、高血圧や糖尿病等の
現病を悪化させないような食事の選択、自分の身体の状況にあった食材や量を選択できるよう、
一目見てわかる掲示物としました。

〈幼少期の栄養課題〉
・小中学生の肥満解消のための、親と子に対する

食育の必要性
〈成人期・高齢期栄養課題〉
・ダイエットに関する知識不足
・組み合わせの調整による栄養バランスの改善
・運動量に合わせた適切な食事量の普及啓発
・健康習慣に関する知識の誤りの改善
〈高齢期の栄養課題〉
・楽しんで食事をできる場やサービスの提供
・口腔機能の維持・向上
・高齢者の高血圧に対する食育



ノックアウトマウスを用いた12-リポキシゲナーゼの肝における役割解明

保健福祉学部栄養学科 高橋吉孝、戸田圭祐、川上祐生、山本登志子
保健福祉学研究科栄養学専攻 玉井玲名

独創

連絡先 高橋吉孝 ytaka@fhw.oka-pu.ac.jp

12-リポキシゲナーゼ（12-LOX)はアラキドン酸などの不飽和脂肪酸に部位特異的、立体特異
的に1分子の酸素を添加し、過酸化脂質である12-ヒドロペルオキシ酸を生成する酵素で、S体を
生成する12S-LOXとR体を生成する12R-LOXが知られている。12S-LOXには血小板型、白血球
型、皮膚型の３つのアイソザイムが知られているが、我々はこれまでの研究で、メチオニン・
コリン欠損食（MCD食）を給餌して作成したNASHモデルマウスの肝において、血小板型12S-
LOXが上昇すること、この酵素が肝線維化において中心的な役割を果たす活性化肝星細胞（筋
線維芽細胞）に局在することを明らかにした。さらに、ヒト肝星細胞株TWNT-1に血小板型
12S-LOXを安定形質発現させることに成功し、昨年度の独創的研究費でこの細胞とコントロー
ル細胞のDNAマイクロアレイ解析を行うことにより、血小板型12S-LOXにより肝星細胞で発現
レベルが変化する遺伝子を同定することに成功した。

本年度は、これらの遺伝子の中で、特に発現がレベルが意外なことに減少していたコラーゲ
ン遺伝子COL1A1とCOL1A2について検討を進めた。リアルタイムPCR で調べたところ、ヒト
血小板型12S-LOX過剰発現TWNT-1細胞株の２つのクローンのいずれにおいても、これらの遺
伝子の発現レベルは低下していた。このうち１つのクローンでsiRNAを用いて血小板型12S-
LOXのノックダウンを行うと、 COL1A1とCOL1A2はいずれもその発現レベルが上昇した。さ
らに、血小板型12S-LOXノックアウトマウスと野生型マウスのそれぞれにMCD食を給餌して
作成したNASHモデルマウスの肝臓において、シリウスレッド染色により調べたコラーゲンの
面積比は、野生型マウスの約3.1%に対し血小板型12S-LOXノックアウトマウスでは約5.6%と
有意に高かった。以上のように、マウス肝において血小板型12S-LOXは、NASH進行に伴う肝
線維化を抑制する方向に働くことが示唆され、現在そのメカニズムを検討中である。



若年成人期からの高血圧予防支援ツールの検討

保健福祉学部栄養学科 久保田恵

独創

連絡先 久保田恵 mkubota@fhw.oka-pu.ac.jp

【背景と目的】高血圧発症関連因子として、食塩の摂取過多、野菜の摂取不足、肥満などの報告
がある。中でも日本人の平均食塩摂取量は成人男性10.9g/日、成人女性9.3g/日で、食事摂取基
準の目標摂取量を上回る現状である。特に20～40代では、男女とも20代の食塩摂取量が最も多い
ことから、若年成人期からの食塩摂取量の適正化が急務である。そこで、効果的な高血圧予防の
減塩対策のためには若年成人日本人の食塩の摂取源や塩分を高める食事の特徴を把握し、気軽に
住民自身が継続して取り組めるツールの開発と、効果的な食環境整備を行うためのターゲット食
材を明確にするために、本研究室でこれまで中高年の減塩対策のツールとして用いてきた塩分チ
ェックシート（以下塩分CS) を用いて若年成人の食塩状況把握の妥当性を検討した。

【方法】本学学生を対象に、塩分摂取状況調査は塩分CSによる食塩摂取状況に関する13項目の調
査、及び簡易型自記式食事歴法質問票（BDHQ）を用いて実施した。同時に質問紙による食習慣調
査、及びInBody530を用いた体組成測定（体重、BMI、体脂肪率、骨格筋量）を行った。

【結果と考察】BDHQによる推定1日食塩摂取量と塩分CS総得点の関連を検討したところ、男女と
もに正相関を示した。減塩に対する意識及び減塩への取り組みは共に女子が有意に高値であり、
塩分CS総得点も女子が有意に低値であった。男子では意識有群で塩分CS得点が有意に低値であっ
た。男女とも一人暮らし群がエネルギー摂取量、食塩相当量、塩分CS得点が低値を示したが、摂
取エネルギー1000kcalあたりの食塩相当量、塩分CS得点は、食事回数が少ないにもかかわらず実
家暮らしに比べ一人暮らしの方が高値を示した。塩分CS総得点に占める各項目得点の割合を検討
すると男子では麺類の摂取（回数、汁）が22％を占め、女子ではみそ汁・スープで14%と有意に
高値であった。一方で本調査対象では食事を1日3食摂取していない者や摂取エネルギーが極端に
低い者が5割以上であることから、塩分CS得点のみで食塩摂取量の定量評価に用いることは困難
であり、食習慣調査と組み合わせて減塩啓発ツールとして活用する必要性が示唆された。



肝星細胞の血小板型12-リポキシゲナーゼ発現調節機構に関する研究

保健福祉学部栄養学科 戸田圭祐、川上祐生、山本登志子、高橋吉孝
保健福祉学研究科栄養学専攻 玉井玲名

独創

連絡先 戸田圭祐： ktoda@fhw.oka-pu.ac.jp

非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)は、メタボリック症候群や糖尿病を基盤とし、著しいアル

コールの摂取がないにも関わらずアルコール性肝炎類似の肝組織所見を呈する疾患である。本
疾患は進行すると肝臓における炎症から肝細胞が傷害され、肝臓の線維化を引き起こし、高率
に肝硬変や肝臓癌に至る。NASHの発症・進展のメカニズムについては国内外において多くの研
究がなされているが、未だに不明な点が多い。

我々はこれまでの研究で、血小板型12-リポキシゲナーゼが肝臓の中でも肝線維化において中
心的な役割を担う肝星細胞に特異的に発現しており、NASH進展における活性化肝星細胞への分
化に伴って、その発現レベルが上昇することを明らかにした。そこで、肝星細胞における血小
板型12-リポキシゲナーゼの発現の調節に関わる因子について検討した。

本研究では、マウスから密度勾配遠心分離法で調製した肝星細胞の初代培養系に、肝線維化
に重要なコラーゲン遺伝子の発現を上昇させ、受容体が肝星細胞に発現することが報告されて
いる、あるいはNASHの進行に伴って増加する各種サイトカインを添加し、血小板型12-リポキシ
ゲナーゼのmRNAの発現レベルをリアルタイムPCRにより比較した。さらに、ヒト血小板型12-リ
ポキシゲナーゼ遺伝子の5’非翻訳領域をルシフェラーゼの上流につないだ発現ベクターをヒト
肝星細胞株に導入し、上記サイトカインを添加することによって本酵素の転写活性が変化する
かどうかについて検討を行った。現在、発現を上昇させるサイトカインを同定するべく、分析
中である。



認知機能・運動機能の自己認識に対する加齢の影響

保健福祉学部現代福祉学科 中村光
四国医療専門学校作業療法学科 磯谷晃一

共同

連絡先 中村光 hikaru@fhw.oka-pu.ac.jp

人は加齢に伴い自身の機能を過大評価し、高齢者における転倒や運転事故等の一因であるとの

意見がある。認知機能・運動機能の自己認識に対する加齢の影響を調べた。【方法】〈対象〉
地域在住の自立生活成人37名（成人中期10、成人後期９、前期高齢８、後期高齢10）。〈材料
と手続き〉言語性記憶検査であるRey Auditory Verbal Learning Test (AVLT)と、動的バラン
ス検査であるFunctional Reach Test (FRT)について、施行前に対象者に自身の成績を予測して
もらい、施行後には実測値をフィードバックし、その自己受容度（６＝非常に満足～１＝非常
に不満）の評定を求めた。他に、全般的認知機能検査であるMini-Mental State Examination 
(MMSE)および注意・遂行機能検査であるFrontal Assessment Battery (FAB)を実施した。【結
果】①成人・高齢の２群における各検査の予測値、実測値、および予測値－実測値の値（E-M
差）とその絶対値（E-M絶対値）の平均を左表に示す。高齢群のFRTのE-M絶対値のみ両群間に有
意な差を認めた。②成人・高齢の２群におけるFRTのE-M絶対値と自己受容度、MMSE・FAB得点と
の相関係数を右表に示す。両群の自己受容度、高齢群のFAB得点とに有意な相関を認めた。

【結論】高齢者は自身の運動機能を適切に予
測・評価しておらず、それは注意・遂行機能
の低下と関連すると示唆された。

FRTのE-M絶対値とのSpearman相関係数

　 自己受容度 MMSE FAB

成人群 -0.51* 0.20 0.21
高齢群 -0.66** -0.39 -0.46*

   * p<0.05, ** P<0.01　 　 　

各年代における検査の予測値、実測値、両者の差（E-M差）

AVLT 予測値 実測値 E-M差 E-M絶対値

成人群 6.3±1.6 6.7±2.1 -0.4±2.3 1.8±1.4
高齢群 5.2±1.2 5.3±1.6 -0.1±1.6 1.2±1.1
有意差 ns ns ns ns

FRT 予測値 実測値 E-M差 E-M絶対値

成人群 39.5±10.9 37.8±5.4 1.8±8.7 7.3±4.8
高齢群 39.8±16.0 30.2±9.0 9.1±19.0 16.9±12.1
有意差 ns ns ns <0.01



軽度の認知機能障害の予測を企図した認知機能評価とVBM解析

保健福祉学部現代福祉学科 澤田陽一

独創

連絡先：ysawada@fhw.oka-pu.ac.jp

超高齢社会に至った我が国では、2025年に認知症患者数が約700万人
（高齢者5人に1人）が認知症を発症すると推計されている。認知症の
大半を占めるアルツハイマー病は、いったん獲得された知的機能が不
可逆的に障害される進行性の変性疾患であり、重度な認知機能障害を
伴うため、その治療には認知機能障害の増悪抑制・進行遅延を目的と
した症候改善薬が使用されてきた。近年、認知症の前駆状態での認知
機能障害の発症･進行を根本的に制御するアミロイド疾患修飾薬が新た
に開発され、軽症な認知機能障害に対して早期に治療介入することが
可能になるものと期待されている。このことから、認知機能障害の診
断･治療の端緒は、認知正常者あるいは軽度認知障害者が重度化する前
に、認知症に至る可能性のある軽症者を精度よくスクリーニングする
ことにある。

本研究では主に高齢者を対象に、見当識、注意、記憶、遂行機能、空間認知などの種々の認知ド
メインにおける機能評価を行い、従来から認知症のスクリーニング検査として用いられてきたMini
Mental State Examination（MMSE）との関連や脳解剖画像（Voxel-based morphometry:VBM）との
関連を検討したので、本学開催のOPUフォーラムでその結果（の一部）を報告する予定である。ま
た、近年、アルツハイマー型認知症者の脳解剖画像を人工知能に学習させて指標化した「アルツハ
イマー病スコア（ADs）」も利用して分析を進めているので、あわせて報告する予定である。

図．健常・軽度認知機能障害群よりも認知症群で脳体積が減少している領域（青色）



Social Impact Bond事業参加者の歩数と歩行日数の変化

保健福祉学部現代福祉学科 井上祐介 他

独創

連絡先 井上祐介（岡山県立大学保健福祉学部現代福祉学科） y.inoue@fhw.oka-pu.ac.jp

日本でも健康増進をねらいとする地域環境の整備のために、民間の資金を公的サービスに活用

する枠組みである「ソーシャル・インパクト・ボンド（Social Impact Bond : SIB）」を導入す
る自治体が増えている。

SIBとは、民間資金を活用して民間企業等の事業者が革新的な社会課題解決型の事業を実施し、
その事業成果（社会的コストの効率化部分）に対して、自治体が成果報酬を支払う仕組みである。
ヘルスケア領域では、これまでに米国、英国、カナダ、オーストラリアなどで事業展開されてい
る。日本では経済産業省が導入を推進している。

A市では、地域住民の健康増進や人のつながりの強化
等を目的とし、SIBによる健康ポイント事業を行ってい
る。登録は専用WEBサイトまたは申込用紙で行い、「運
動」「栄養・食生活」「社会参加」などの実施に対して
健康ポイントを付与している。

しかし、SIBを活用した地域環境の整備が人々の健康
増進や社会参加を増やすのかについての研究は十分に行
われていない。そこで、本研究では、SIB事業を展開す
ることによる効果のエビデンスを蓄積することをねらい
とし、「運動」領域のうち、ウォーキングに着目し、
SIB事業参加者の1か月当たりの歩数と歩行日数の2年間
の変化を明らかにすることを目的とする。

結果はOPUフォーラムにおいて発表する。



メンタルヘルスとコミュニケーション教育のための協力認知の研究
ー 人工知能アプローチ ー （体験型デモあり）

情報工学部情報通信工学科 岩橋直人
保健福祉学部現代福祉学科 坂野純子、澤田陽一、保健福祉学部子ども学科 樟本千里
デザイン学部ビジュアルデザイン学科 齋藤美絵子

重点

連絡先 岩橋直人 iwahashi@c.oka-pu.ac.jp、坂野純子 jsakano@fhw.oka-pu.ac.jp

 協力認知研究用ソフトウエアRoCoCo開発

 仮想物理空間での身体的協力タスク

 オンライン・マルチプレイヤ

Human-Human, Human-AI, AI-AIの協力

 協力人工知能エージェント

チューリングテストパス（世界初）

 協力行動の数理的評価

 ストレス対処力

ストレス対処力評価SOC(Sense of Coherence)
とRoCoCo協力行動評価との関係性の解明

 ステレオタイプ認知

協力行動と協力相手に対するステレオタイプ
認知との関係の解明

 コミュニケーション教育

協力認知能力の向上に基づくコミュニケー
ション教育法の開発

デモ案内

当日、どなたでも、RoCoCoによる協力タスク
のプレイを体験していただけます。予約不要
ですので直接展示会場にお越しください。

図 1 RoCoCoの表示例と使用の様子

協力認知研究



貧困状態にある子どもに対する支援内容と文化資本・
社会関係資本の関連性に関する研究

保健福祉学部現代福祉学科 近藤理恵
保健福祉学研究科保健福祉学専攻 金頭賢

連絡先 近藤理恵 kondo@fhw.oka-pu.ac.jp

１．研究目的：本研究の目的は、Ｐ・ブルデューの文化資本・社会関係資本概念に基づいて、貧困状
態にある子どもの学習・生活支援を行っている支援団体を対象にした質問紙調査をもとに、①支援内
容と文化資本の関連性、及び②支援内容と社会関係資本の関連性について明らかにすることにある。

２．研究方法：貧困状態にある子どもの学習・生活支援を行っている456か所の団体を対象に、無記名
自記式の質問紙調査を郵送法にて実施した。回収数は151であり、回収率は33.1%であった。調査内容は、
基本属性、支援団体の状況、支援を受けることが困難な理由、支援の目標、支援の状況、体験活動の状
況、充実すべき支援、文化資本、社会関係資本についてであった。①支援内容と文化資本の関連性、及
び②支援内容と社会関係資本の関連性について、ステップワイズ法による重回帰分析を行った。

３．研究結果と考察：支援内容と文化資本との重回帰分析を行った結果、文化資本と関連性が最も
強かったのは、「子どもの様々な悩みの相談支援」であり、次いで「子どもと社会的な出来事につ
いて話をすること」、「体験活動の支援」であった。また、支援内容と社会関係資本との重回帰分
析を行った結果、社会関係資本と関連性が最も強かったのは、「子どもの様々な悩みの相談支援」
であり、次いで「体験活動の支援」、「子どもと社会的な出来事について話をすること」であった。
以上より、文化資本と社会関係資本を高めるためには、上記の支援が必要であると言える。

B 標準
誤差 β p値

子どもの様々な悩みの相談支援 1.742 .462 .302 <.001
子どもと社会的な出来事について話
をすること 1.439 .472 .250 .003

体験活動の支援 .969 .335 .217 .004
重相関係数 .362
調整済みR² .348
p値 <.001

B 標準
誤差 β p値

子どもの様々な悩みの相談支援 1.152 .275 .342 <.001
体験活動の支援 .611 .202 .230 .003
子どもと社会的な出来事について話
をすること .586 .284 .172 .041

重相関係数 .346
調整済みR² .332
p値 <.001

表1）重回帰分析による支援内容と文化資本の関連性 表2） 重回帰分析による支援内容と社会関係資本の関連性



屋内利用を考慮した視覚障がい者誘導用ブロックの開発と評価

保健福祉学部現代福祉学科 高戸仁郎 社会福祉法人幸風会 伊勢菜摘
保健福祉学研究科保健福祉学専攻 植野英一 モビリティソリューション研究所 田内雅規

連絡先 高戸仁郎 takato@fhw.oka-pu.ac.jp

【背景】視覚障害者誘導用ブロック（点字ブロック）は視覚障がい者の歩行を支援
する重要な手がかりであるが、突起高5mmのJIS準拠の点字ブロックは高齢者や
杖・車いす利用者の歩行効率に影響を及ぼす（小林ら,2005）。ISO(23599-2012)
では高齢者、車いす等への影響を考慮して4mmの高さを推奨している。

共同

【目的】現在、利用が進む点字ブロックとは異なる方式を用いる屋内用誘導ブロッ

①既存タイプ ②両端充填タイプ ③全充填タイプ

誘導マットの断面図（上）
誘導マットと改良型の裏面（右）

クの効果と可能性について検討するため、屋内用誘導路「歩導くんGuideway」
（誘導マット）について、その構造と効果の関係性について評価法を確立する事を目的とした。

【方法】誘導マットには設置路面とマット上面との間に底面径8mmの突起が配置され、柔軟性が高
く白杖での検出時に打感の違いを生みだしているが、傾斜部裏にも突起が配置されているため、
歩行の安定性に欠ける事が課題と考えた(①)。傾斜部が固く平坦部と傾斜部の継ぎ目を明確に
できる(②)、全体的に固くすることで歩行安定性を高め、方向性を向上できる (③)2種の改良
型を開発した。晴眼被験者9名による比較実験で検出容易性、歩行安定性の客観指標に加え、歩
きやすさ等の主観的評価を複合した評価法により､屋内環境への適性を検討した。

錦城護謨(株)web

歩
き
や
す
い

歩
き
に
く
い

③①②

0 1.361−0.43

【結果】3タイプとも5mの歩行路から逸脱することなく歩行できた。検出容易性、歩行安定性は②
が他よりも優れていた。一対比較による歩きやすさでは③が
他の2タイプよりも歩きやすいと評価された（右図）。



実践力を養う分野横断的ソーシャルワーク演習の実際

保健福祉学部現代福祉学科 竹本与志人、桐野 匡史、口村淳

共同

連絡先 竹本与志人 ytakemoto@fhw.oka-pu.ac.jp

• ソーシャルワークの対象者が疾病を抱えていることが多い現状を鑑み、保健医療分野での
ソーシャルワーク実践を習得することが求められている。

• 本演習では、ソーシャルワーク実習後に習得が求められる内容に焦点化した実践力を養う分
野横断的な実技指導を行っている。具体的には、実践的かつ学術的な知識及び技術として習
得できるよう、保健医療領域の事例等を活用し、社会保障制度の横断的活用能力を養ってい
る（4年次前期開講：90分×15回）。

（1）様々な福祉の支援対象者が利用する医療機関

での事例の検討を通して、援助を必要とする人
が抱える複合的な課題に対する総合的かつ包括
的な支援について実践的に習得できる。

（2）事例等を題材として、具体的なソーシャル

ワークの場面及び過程を想定した実技指導によ
り対人援助技術の向上と分野横断的な社会保障
制度や社会福祉サービス等の選定能力を養うこ
とができる。

（3）保健・医療・福祉の包括的な連携システムの
構築の意義を理解できる。

演習の到達目標

疾患別
患者心理の特性の

理解

分野を横断した
社会保障制度の活用方法の習得

疾患に伴って
派生する生活問
題･課題の理解

疾患の理解

実践と理論の関係の理解



長期化する新型コロナウイルス感染症下における大学生への生活課題：
2020年度と2021年度の比較から

保健福祉学部現代福祉学科 岩満賢次

連絡先 岩満賢次 iwamitsu@fhw.oka-pu.ac.jp

1. 本研本研究の目的は、新型コロナウイルス感染症下において、2020年と2021年に実施したア
ンケート調査を通じた大学生等の生活課題の変化を明らかにすることにある。感染症の蔓延
に伴い、2020年度より、オンライン授業などへの転換があり、大学生の生活は大きく変化し
た。国の経済的支援があるものの、生活課題は広範囲に渡っていると考えられている。

2. 研究の方法：2020年5月、7月、2021年5月、2022年1月に、大学生等を対象として、WEB調査
（各大学の学内ネットワークから学生へ依頼し、インターネット上のアンケートフォームに
よる入力方法）を行った。

3. 調査の項目：調査のすべてにおいて共通して「身体的健康状態」「精神的健康状態」「人間
関係（友人）」「人間関係（家族）」「経済的状況」「授業の状況」について質問を行って
いる。また、2020年7月、2022年1月調査では、国等の経済的支援政策の受給状況を質問して
おり、それらの支援政策の検証を行っている。

4. 結果：2020年度と2021年度を比較した結果、精神的健康が悪化している可能性が見られた。
コロナ禍が長期化する中で、健康状態が悪化する学生が増加した傾向があった。また、現金
給付、現物給付などを含め、支援の利用は低調であり、支援が十分にいきわたっていない現
状が見て取れた。



家族の自殺で残された子どもに対する支援を開始する際の３つの着眼点

保健福祉学部現代福祉学科 大倉高志

連絡先 大倉高志 t-okura@fhw.oka-pu.ac.jp

私たちが生きるこの社会の中で、ある家庭で自殺が発生した場合に、地域社会を構成す
る救急隊、警察、救急病院、葬儀社、市役所、学校教職員、産業精神保健従事者、ソー
シャルワーカー、カウンセラー等の関係者は、どのような点に気をつけて支援を実施する
ことが求められているのだろうか？

特に、自殺が発生した家庭の中で、子どもがいる場合には、自殺発生直後という状況の
中で、どのような点に気をつけて子どもの支援を開始する必要があるのだろうか？

平成１８（2006）年に国会で自殺対策基本法が制定・施行され、残された家族の深刻な
心理的影響が緩和されるよう適切な支援を実施するために必要な施策を国及び地方公共団
体が講ずることが明記された。

しかし、自殺発生直後における子どもへの適切な支援についての我が国の研究は散見さ
れるほどしかなく、関係者が対応に苦慮することが多かった。

このような中、発表者は、２０２０年にミネルヴァ書房から出版した著書である『自殺
で遺された家族が求める支援―偏見による苦しみへの対応―』において、自殺発生後の家
庭内における子どもが置かれた状況を把握する際の３つの着眼点を提案した。

その３つの着眼点とは、以下の通りである。
（１）現場にいたか
（２）自殺だったと教えられたか
（３）遺体との対面を果たしたか

本発表では、上記の３つの着眼点について詳しく紹介し、子どもに対する支援開始段階
における着眼点を紹介したい。



新人の介護職員がとらえる自己成長感

保健福祉学部現代福祉学科 趙敏廷

連絡先 趙敏廷 cho@fhw.oka-pu.ac.jp

【研究背景と目的】本研究は、介護の仕事がもつ魅力を可視化し、社会に発信していくための
有用な資料を得ることをねらいに、介護職員がとらえる自己成長感の概念を明らかにすること
を目的とした。とくに、介護職員のうち、離職者の割合が3年未満が多い現状を踏まえ、新人
の介護職員に焦点をあてることとした。

【研究方法】対象者は、介護福祉士の資格を有し、概ね3年程度実務経験を有する介護職員と
した。 質問内容は「入職時からこれまでを振り返り、介護に従事することのよって「成長」
を感じたエピソードについて」「成長」を促進・阻害すると思うものについて」「成長を実感
する前後の自己の変化について」などについて、半構造化面接を行った。音声はICレコーダー
に録音し、音声データーは、逐語録を作成後、内容分析を行った。なお、本研究における自己
成長感とは「介護の仕事に携わることで自分が成長している（成長した）という主観」とした。

【研究結果と考察】対象者は、3名であった。全員女性で、4年制の福祉大学で介護福祉士養成
課程を修了していた。勤務先は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホームで
あった。実務経験は、3年であった。分析の結果、新人の介護職員は、「職務遂行能力の変
化」の視点、自分の職務能力の変化を肯定的に評価する職員や利用者など「対人関係の変化」
の視点から自己の成長をとらえていた。 定期面接、テストなど新人研修プログラムがある場
合、職経験を振り返り、自己の成長を実感しやすい傾向であった。また、 介護の営みがもつ
特徴から利用者との関係性の変化は自己の成長をとらえる重要な視点であり、介護することの
楽しさや喜びの実感につながっていると考えた。一方で、 研修体制の未整備、即戦力を求め
られる職場環境においては、職務経験が成長に結びつかず、仕事に対する動機づけに影響する
可能性が示唆された。



�
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看護職者の職務満足を高める要因の検討

保健福祉学部看護学科 荻野哲也
関西福祉大学看護学部 島村美砂子

連絡先 荻野哲也 togino@fhw.oka-pu.ac.jp

【緒言】労働力人口の減少に対する懸念から、医療機関でも勤務環境改善が図られている。

看護師を対象として組織公正、組織市民行動、職務満足、働きやすさの関係を検討した我々の
以前の研究では、職務満足・働きやすさの向上には対人的公正の改善が最も有効であることが
示唆された[1]。対人的公正と関連する要因を文献検討すると、リーダーシップ、ソーシャル
キャピタル、サポートなどが報告されている。そこで今回、一般病院に勤務する看護職者を対
象としてこれらの関連を調査し、看護職者の職務満足を高めるための方略を検討した[2]。

【方法】中国地方の一般病院に勤務する看護師・准看護師を対象とし、Google formsを利用
して横断的無記名自記式調査を行った。測定項目は基本属性、サーバントリーダーシップ尺
度、ソーシャルキャピタル尺度、厚生労働省版の職業性ストレス簡易調査票からサポートに関
連する尺度、職務満足尺度である。解析にはSPSS version 25およびAmos version 24を用い
た。各尺度の信頼性、妥当性の確認は、確認的因子分析を行い、モデルの適合度を確認した。
職務満足に影響する因子の検索には多重ロジスティック回帰分析を使用し、尤度比による変数
増加法を用いた。本研究は岡山県立大学倫理委員会の承認を得た（21-01）。

【結果】同意の得られた31病院に勤務する1059人に依頼書を配布し、452件の回答を得て、
看護師または准看護師からの回答449件を解析した。職務満足に有意に関連する要因として、
職位、ソーシャルキャピタル、上司・同僚のサポート、が明らかとなった。

【結論】看護職者の職務満足の向上には、職場のソーシャルキャピタルを高めることや、上
司や同僚が十分なサポートを提供することが有効である可能性が示唆された。

【文献】
[1] Shimamura M, Fukutake M, Namba M, Ogino T. Appl Nurs Res. 2021;61:151479.
[2] 島村美砂子、荻野哲也 岡山県立大学保健福祉学部紀要 2021;28:47-55



看護介助動作における感染防護服表面の汚染領域の特定評価

保健福祉学部看護学科 森本美智子 山梨大学工学部 清水毅

独創

連絡先 森本美智子 morimoto@fhw.oka-pu.ac.jp

〔目的〕本研究は看護師が感染防護服を着用し模擬患者の体位変換を実施した際の感染防護服表
面の汚染部位を可視化することにより汚染部を明確に評価し，安全な感染防護服の着脱訓練へつ
なげるための基礎資料を得る。
〔方法〕研究期間：2021年3月1日～2022年１月31日。被験者：女性看護師10名。
感染防護服着用実験：Ａ大学看護学実験室,環境：気温22±2.6℃, 湿度23±1.91％。被験者は
市販のカバーオール型防護服2種類（Aとゴーグル, Ｎ95マスク, 手袋,靴袋を装着し,感染性防護
服の下にはユニホーム（上・下）,下着と靴下を着用した。看護シミュレーションは，蛍光粉末
を模擬患者役の参加者に塗布し，患者ケア（移動動作）を実際に行い，看護師の防護服・防護具
に付着した蛍光粉末を汚染部位とみなし画像撮影し,画像分析を身体領域毎に解析，評価した。
看護動作の選択は，看護上最も日常的に行われ，密着度の高い動作のベッドから椅子に移動動作
とした。画像処理による解析手法では，画像の撮影位置やUVライトの照射角度，カメラと対象ま
での距離により，解析結果が異なることが問題となっているため，三次元スキャナとカメラおよ
びUVライトを組み合わせることで3次元的な蛍光領域の分布を定量的に評価できる装置を作成し
利用した。倫理的配慮：岡山県立大学研究倫理委員会の承認を得て行った（申請番号：21-
43）。統計解析方法：データは専用の画像解析はExceL2019に入力し、データの統計解析を行っ
た。 評価項目はケア後、ガウンの汚染部位の特定と領域（％）とした。
〔結果・考察〕防護服へUVライトを当て体位変換後の汚染度は背部
47.4％特に背部上部が49.7％と多くみられた。次に背部中央
21.6％，胸部23.7％，右上腕部18.6％，右肩部16.4％の順に多くの
汚染領域がみられた。背部と胸部に汚染領域が多く見られたのは,模
擬患者と看護師の接触面がより密着したことによると考える。これ
らの汚染領域を可視化し，安全な脱衣教育が重要であることが示唆
された。

図１．感染防護服汚染領域



独居高齢者のセルフ・ネグレクト支援における民生委員の困難感と
ソーシャル・キャピタルの関連

保健福祉学部看護学科 森永裕美子 保健福祉学研究科看護学専攻 岡真智子、松岡佑季

独創

連絡先 森永裕美子 morinaga@fhw.oka-pu.ac.jp

【目的】本研究は、独居高齢者のセルフ・ネグレクト（以下、SNとする）支援に対する民生委員

の役割意識と困難感の実態把握およびソーシャル・キャピタル（以下、SCとする）と困難感の関

連性を検討することを目的とした。

【方法】岡山県内の民生委員を対象に無記名自記式質問紙調査を実施した。調査内容は、基本属

性、SN支援の役割意識、SCの豊かさ、SN支援の困難感を尋ねた。

【結果と考察】SN支援の役割意識では、SN対応経験がある人の方が直接的に支援しようとする

割合が多く、SN対応を経験することによりSNを身近な問題として受け入れやすく、直接的に関わ

ろうとする意識を持つと推測される。相関分析では、SCとSN支援の困難感は弱い負の相関を示し、

SN支援の困難感の因子である《情報共有や関係機関との連携の困難さ》とSCの因子である《担当

している地区の人々のつながりへの認知》《担当している地区の専門職への信頼》《担当してい

る地区の人々との親交》は弱い負の相関を示した。SCの豊かさは、情報共有や関係機関との連携

が行いやすく、SN支援の困難感を減少させる一つの因子となりうると考えられる。

【結論】SCの豊かさと困難感には関連がみられ、下位因子との関連では、認知的SCの豊かさと

《情報共有や関係機関との連携の困難さ》の間に負の相関が示された。

今後SNの早期発見・支援に取り組みやすい地域にしていくには、日ごろから民生委員・関係機

関を含めた地区の人々がつながることができるような場づくりやSN支援における情報共有・連携

に関する仕組みの整備が必要であると考える。また、民生委員がSNについての知識や関わり方を

学べるような研修の場も必要であると考える。



地域在住高齢者の医療・ケア方針の表明への関連要因の検討

保健福祉学部看護学科 實金栄、名越恵美
保健福祉学研究科看護学専攻 難波香

独創

本研究は、中山間地域で高齢化率40％以上の地域における

高齢者の医療・ケアに対する意思表明への関連要因を検討す

ることを目的に行った。関連要因を検討した結果の詳細は、

第27回日本老年看護学会学術集会（2022.6.25-26）で発表す

る予定である。ここでは、調査した項目の概要を示す。調査

票は456人に配布し、220人（48.2％）から回収でき、回答に

不備のない207人（64.1％）を分析対象者とした。アドバン

ス・ケア・プランニング（ACP）を実施している者は15.9％で

あった。意思表明については伝えていない（伝えたくない）

が、半数以上を占めていた。認知症で介護が必要になった場

合の生活の場は「介護施設」が多かったが、看取りの場とな

ると、「病院」または「自宅」が多かった。意思表明をする

表1　ACPの実施と意思表明の有無
人 （％）

ACPの実施
無回答 5 (2.4)
知らない 44 (21.3)
行ったことが無い 125 (60.4)
行ったことが有る 33 (15.9)

意思表明の有無
無回答 5 (2.4)
伝えていない（伝えたくない） 116 (56.0)
伝えている（伝えたい） 86 (41.5)

伝えていない場合の今後の意思表明（再掲）
無回答 7 (6.0)
今後も，伝えられないと思う 14 (12.1)
今後，伝えられると思う 95 (81.9)

表2　生活および看取りを希望する場
人 （％）

生活の場
病院 29 (14.0)
介護施設 104 (50.2)
自宅 33 (15.9)
不明 30 (14.5)
無回答 11 (5.3)

看取りの場
病院 63 (30.4)
介護施設 52 (25.1)
自宅 57 (27.5)
不明 25 (12.1)
無回答 10 (4.8)

表3　意思表明の相手
人 （％）

配偶者無し
息子 37 (52.9)
娘 25 (35.7)
兄弟姉妹 2 (2.9)
嫁 1 (1.4)
その他の家族 1 (1.4)
無回答 4 (5.7)

配偶者有り
配偶者 82 (61.2)
息子 19 (14.2)
娘 19 (14.2)
嫁 6 (4.5)
いない 2 (1.5)
兄弟姉妹 1 (0.7)
その他の家族 1 (0.7)
無回答 4 (3.0)

相手では、配偶者がいる者は「配偶者」を、

いない者は「実子」を希望していた。

状態により、どこで過ごすかには違いがあ

り、配偶者の有無によって意思表明相手は異

なっていた。したがって適宜、意思表明の内容

を話し合う、繰り返しの話し合いの必要性があ

らためて示唆された。

連絡先 實金栄 mikane@fhw.oka-pu.ac.jp



地域包括ケア病棟看護師長における高齢者がん患者に対する
看護実践のマネジメント
保健福祉学部看護学科 名越恵美、實金栄
保健福祉学研究科看護学専攻 石川静香、柳本亜由美

独創

連絡先 名越恵美 nagoshi@fhw.oka-pu.ac.jp

本研究は、高齢がん患者へのがん医療及び看護サービスを提供するために、がん看護の療養支

援に関する看護師長の管理の実態を明らかにすることを目的に実施した。

研究１：COVID－19感染拡大下で地域包括ケア病棟の看護師長は、衛生用品が不足する中で感染

管理を第一義としながらも、適切で安全な病院運営に向けてマネジメントしていた。また、管理

職の判断や行動指針を示すことが、スタッフの行動と安心感に影響を与えていた。一方で、看護

師長は、緊迫した状況下で感染管理を第一義に苦慮しながらリーダーシップを発揮し危機を機会

と転換させ、レジリエンスを発揮していることが明らかとなった。

研究２：地域包括ケア病棟看護師長の役割に関す

る認識として、病棟の体制や物事を俯瞰して見る

ことを管理者としての基軸とした上で、人材育成

を重視し、患者にとって顧客サービスとして有用

な看護を目指していた。さらに、秩序への関心を

持つことで、スタッフの倫理観の育成及び組織や

システムに対する倫理的課題を認識していた。

一方で、臨床看護師から管理職へ役割移行する

にあたり、職業的アイデンティティの揺らぎが見

られた。そのため、師長として自己確信できる体

験や支えてくれる同僚・上司の存在が必要であ

り、組織全体で師長を育成する土壌の重要性が示

唆された。



摂食障害の予防に関する知識と摂食障害傾向の関連について

保健福祉学研究科看護学専攻 實盛芹奈
保健福祉学部看護学科 井上幸子

連絡先 井上幸子 sinoue@fhw.oka-pu.ac.jp

【目的】摂食障害は完治が難しく、治療を中断するリスクが高くまた未受診率も高い。本研究
では、予防手段として摂食障害のメンタルヘルスリテラシーを向上させることに着目し、1)ダ
イエットの知識、2)摂食障害の疾患等に関する知識が摂食障害傾向に関連しているかについて
明らかにすることを目的とした。
【方法】中国地方の16歳以上の高校生を対象とした。調査内容はダイエットの知識10項目、摂
食障害の疾患等に関する知識28項目、日本語版EAT-26、基本属性等とした。分析はダイエット
の知識、摂食障害の疾患等に関する知識を独立変数、摂食障害傾向を従属変数として強制投入
法でロジスティック回帰分析を行った。岡山県立大学倫理委員会の承認を得た。
【結果】調査票は2853名に配布し1258名から回答を得た(回収率44.1%)。独立変数に欠損値の
あるデータを除外し、ダイエットの知識のモデルで956名、疾病の知識のモデルで828名(有効
回答率33.5%及び29.0%)を分析対象とした。男性369人(38.7%)、女性584人(61.3%)で、そのう
ち男性8人(2.2%)、女性49人(8.4%)が摂食障害傾向であった。ダイエットの知識及び摂食障害
の疾患等に関する知識と摂食障害傾向はいずれも有意な関連はなかった。
【考察】摂食障害の有病率の男女比は一般的に1:10と報告されているが、本研究での男女比は
1:3.8であり、摂食障害を有する男性が潜在的に多く存在している可能性がある。ダイエット
や摂食障害に関する知識は摂食障害傾向の減少に関連しておらず、知識を身につけるだけでは
摂食障害の予防につながりにくいことが考えられた。摂食障害の予防には、単に知識を身につ
けるだけでなく本人が知識を活用できる支援が必要であり、一方で知識があっても摂食障害は
自身で解決することが難しいことが示唆されたため、周囲の人が早期発見や治療に協力するよ
う支援が必要である。今後、摂食障害を予防するためのヘルスリテラシー教育や周囲の人も含
めた支援方法を構築していく必要がある。



看護技術教育用オンライン教材を用いた学習に対する学生の評価

保健福祉学部看護学科 佐藤美恵、髙林範子

独創

連絡先 佐藤美恵 ysato@fhw.oka-pu.ac.jp

【背景】看護基礎教育において、演習は主要な授業形態の一つである。演習では、講義で学んだ
知識をもとに、体位変換、寝衣交換、全身清拭など、様々な看護技術を学生やモデル人形に適
用しながら、知識の定着と技術の習得を目指している。演習の前には、一連の動作や手順を一
人一人の学生がイメージできることが不可欠である。本学科では2021年7月より、看護技術教
育用オンライン教材（ナーシング・スキル）を導入し、学生が時間や場所の制限なく動画等を
視聴できる学習環境を整えた。

【目的】看護技術教育用オンライン教材に対する学生の評価を明らかにする。
【方法】対象は、看護学科の学生のうち本研究に同意が得られた者とした。データは質問紙調査

により収集した。調査内容は、動画視聴前後の理解度や学習への満足度等とした。自由記載欄
も設けた。理解度は①から④の4段階で尋ね、理解できた場合に得点が高くなるように点数化
した。倫理的配慮として、調査への協力の有無は成績等には影響しないこと、プライバシーは
保護されること等を説明した。岡山県立大学倫理委員会の承認を得て実施した（番号21-10）。

【結果】導入から2022年2月までのアクセス数は2876件であった。質問紙調査の回収数は69件で
あった。動画視聴前後の理解度と満足度を図1に示す。
すべての項目において動画視聴前より視聴後の理解度
が高く、学習の満足度も視聴後の方が高かった。自由
記載欄には、「いつでもアクセスできてとても便利」
「分かりやすい」、「動画を視聴することで理解しや
すくなった」等の記載があった。

【考察】学生の評価から、教材の有効性が示された。使
用を継続しながら、より効果的な使用方法を検討する。

1

2

3

4

動画視聴前 動画視聴後

（点） N=69

図1 動画視聴前後の理解度と満足度



思春期女性のやせとそれに伴う月経異常の観点から摂食障害の一次予防
を目的とした健康教育教材の開発

保健福祉学部看護学科 岡﨑愉加

独創

連絡先 岡﨑愉加 yukai@fhw.oka-pu.ac.jp

研究背景・目的
摂食障害はやせたいと思い食事制限をすることがきっかけになる場合が多い。わが国の思春期女性
のやせ志向は加速している。体重減少が進むとホルモンバランスの乱れから月経異常が起こる。ホ
ルモンバランスは女性のライフサイクル各期の健康に深く関与しているため、その乱れは成熟期以
降の女性の健康を脅かす。思春期はこれからの人生の健康を左右する重要な時期であり、思春期女
性のやせとそれに伴う月経異常の観点から摂食障害の一次予防を目的とした健康教育教材の開発が
必要と考えた。本研究の目的は、思春期のやせと月経の関係に着目し作製した教材に対する養護教
諭の評価から改善点を明確にし、摂食障害一次予防に効果的なパンフレットを作製することであ
る。研究方法
教材「ダイエットを始めたいあなたへ-美しく健康な体づ
くりに向けて-」の原案を養護教諭18人に読んでもらい、
自由記述を主とした無記名自記式質問紙調査を岡山県立大
学倫理委員会の承認を得た後に実施した。回収された15人
のデータを単純集計と質的帰納的に分析した。

結果・今後の課題
8割以上が摂食障害の一次予防として活用できると評価し、その理由は「わかりやすい」「事例が
具体的で興味を引く」「読みやすい」「イメージしやすい」等であった。また、8割以上が月経の
観点から食べることの大切さを理解できると評価していたが、「適切な食生活の具体例」や「月経
異常で婦人科を受診した場合の診察や検査情報」があると良いという意見があった。また、高校で
使用する場合はイラストのスカート丈を長くした方が良いという意見もあった。以上の結果から加
筆修正して教材を完成させた（ OPUフォーラム2022の会場で展示する ）。今後の課題は、完成し
た教材を高校生に読んでもらい評価することである。

原案の表紙 前半部分 後半部分



ゴールド・メソッドを用いたシミュレーション教育プログラムの開発

保健福祉学部看護学科 犬飼智子、名越恵美

独創

連絡先 犬飼智子 inukaito@fhw.oka-pu.ac.jp.

ゴールド・メソッドは、イントラクショナル・デザイン（ID）を応用して開発されたゴー
ル達成型学習デザイン（Goal-Oriented Learning Design Method）で、「できる」医療者を
育てるシミュレーション学習のデザインモデルである。3年次後期開講の「看護アセスメント
学」では、臨地実習で経験しうる患者の事例を基に、実際の病室、患者の状態を再現した環
境で、このメソッドを用いたシミュレーション教育を行っている。

本研究では、臨地実習終了後の学生を対象とし、臨地実習での看護実践において患者の変
化の気づき、看護計画の適応等の状況や学生自身の観察力、実践力について評価を行った。
これにより、ゴールド・メソッドを用いたシミュレーション教育が看護実践能力への影響を

明らかにした。

結果を図１に示した。看護アセス
メント学の教授内容は、97％の学生
が臨地実習で役に立ったと回答し
た。看護実践では、患者の変化の予
測や、ケアの選択、上級者（看護
師・実習指導教員）への報告が「よ
くできた」「ややできた」と回答し
た割合は87～97％と高値であった。

本教育プログラムは、臨地実習の
実践に向けた事前学習として、学生
は効果的であると評価していた。
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32.5%
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0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

④「変化の懸念がある」「変化があ

る」なら上級者（看護師・実習指導教

員）に報告できた

③「変化がない」なら患者安全信号

機を使ってプラン緑（予定された看

護）を選択できた

②受け持ち患者の部屋に訪室した

とき、「変化がない」「変化の懸念が

ある」「変化がある」を判断できた

①患者情報から病状を正しく認識

し、変化を予測できた

図１：患者の変化に応じた看護の実施状況

よくできた ややできた あまりできなかった 全くできなかった



高齢末期心不全患者の心理的苦痛に対する看護実践に関する研究

保健福祉学部看護学科 井上かおり、實金栄、名越恵美

独創

連絡先 井上かおり inouekao@fhw.oka-pu.ac.jp

研究目的：高齢末期心不全患者が抱く心理的苦痛および心理的苦痛への看護実践を明らかに
することである。
研究方法：全国の循環器科を診療科とする医療機関より無作為抽出した141施設に勤務する看
護師を対象に、自記式質問紙を実施した。調査票は、1410人に配布し、255人（18.1％）から
回答を得た。そのうち回答に欠損のない199人を分析対象とした。調査内容は、基本属性、高
齢末期心不全患者の心理的苦痛についての認識、心理的苦痛に対する看護実践とし、自由記
述での回答を求めた。分析は、質的帰納的に分析した。なお、本研究は、本学倫理審査委員
会の承認を得て実施した（受付番号21-12）。
結果：対象者の平均年齢は36.1歳、平均看護師経験年数は13.3年であった。看護師が認識す
る高齢末期心不全患者の心理的苦痛および心理的苦痛への看護実践は、表１,２の通りである。

考察：身体的苦痛を緩和することで心理的苦痛が表出されるといわれる（片山、2000）。心不全
は、緩和ケアへの切り替えのタイミングの判断が難しいとされるが、患者の心理的苦痛を軽減す
るためにも、まずは、身体的苦痛の緩和を十分に行う必要があるといえる。

表１．看護師が認識する高齢末期心不全患者の心理的苦痛
１．苦痛から逃れられない辛さ
２．死を含む予後への不安
３．苦痛を伴う治療による辛さ
４．自立の喪失による苦痛
５．希望の喪失
６．孤独を感じる辛さ
７．選択権や決定権の喪失
８．家族への気がかり・負担

表２．高齢末期心不全患者の心理的苦痛への看護実践
１．身体的苦痛を緩和する
２．安らぎをもたらすケアを行う
３．日常生活を維持する
４．希望の実現に向けたケアを行う
５．今後の療養や治療に関して自己決定を支援する
６．患者の苦痛に寄り添い受け止める
７．患者が支えを感じられるように関わる
８．患者の全人的理解を深めるために多職種で情報共有する
９．家族の力を活かしてケアをともに行う



AYA世代のがん予防に対する知識や行動への影響
ー高校生へのピアサポート活動を通してー

保健福祉学部看護学科 川下菜穂子

独創

連絡先 川下菜穂子 kawashita@fhw.oka-pu.ac.jp

日本における15～39歳のAYA期発症のがん患者は、約1～3％と少ない。
しかしAYA期発症のがん患者は、受診までの時間が長い事が知られてお
り、医療者自身も、AYA世代にがんが発症することへの認識不足から、受
診しても診断や治療開始までの時間がかかると言われている。本研究で
は、ピアサポート活動の中で高校生へ「AYA世代のがん」を伝えること
で、AYA世代当事者でもある学生自身のがん予防に対する知識や行動にど
のような影響があったのかを明らかにすることを目的とした。

本研究は、研究協力の同意が得られたピアサポート活動に参加した
大学生及び大学院生5～6名（計11名）を対象に、インタビューガイド
を用いたグループフォーカスインタビューを行った。インタビュー内
容は録画もしくはICレコーダーに録音し逐語録を作成した。逐語録よ
りコードを抽出し、コードを比較しながら語られた意味に配慮して共
通するコードをまとめカテゴリー化し分析した。なお岡山県立大学倫
理委員会（受付番号19-86）の承認を得て実施した。

＊ 現在、データ収集を継続中である

図1 対面での講義風景

図2.3 オンラインでの
講義風景



注意欠如/多動症（AD/HD）と診断された子どもをもつ母親の子育て役割
意識と子育て困難感－AD/HD症状をもつ母親ともたない母親との比較－

保健福祉学部看護学科 網野裕子、沖本克子

独創

連絡先 網野裕子 amino@fhw.oka-pu.ac.jp

【背景】
欧米において、AD/HDをもつ母親は、自身の子どもに対して否定的なかかわりをする傾向にある
ことが報告されている。その一方、AD/HDと診断された子どもとは良好なかかわりをしている
という報告もある。日本においては、AD/HD症状をもつ母親の子育てに関する研究が少なく、
AD/HDの子どもをもつ母親の子育て困難感等が、AD/HD症状をもつ母親ともたない母親によって
異なるかどうかは明らかになっていない。

【目的】
注意欠如/多動症（AD/HD）と診断された子どもをもつ母親の子育て困難感に関して、
AD/HD症状をもつ母親ともたない母親を比較すること

【対象】
AD/HDと診断された子どもをもつ母親

【方法】
１．発達障がいの子どもの家族会や放課後等デイサービス等に、依頼書（説明文）を送付。
２．QRコード・URL付きの調査依頼書（説明文）を配布し、Webでの回答を求める。

【調査内容】
１．母親の特性：
年齢、職業の有無、配偶者の有無、AD/HDの診断・症状の有無、AD/HD以外の発達障がい症状
の有無、子どもの数、AD/HDと診断された子どもの年齢・性別・併存する発達障がいの有無

２．子育て困難感
３．子育てサポートの有無・サポートニーズ

【結果】
現在調査中である。



マニキュアの塗布が経皮的酸素飽和度に及ぼす影響

保健福祉学部看護学科 佐々木新介
保健福祉学研究科看護学専攻修了生 池上夢輝、大森一哉

独創

連絡先：佐々木新介 s-sasaki@fhw.oka-pu.ac.jp.

【背景】血液中の酸素飽和度(経皮的酸素飽和度：SpO2)を非侵襲的に計測可能なパルスオキシ
メータは、COVID-19の感染拡大に伴い自宅等でも使用されている。パルスオキシメータは赤
色光(660 nm付近)と赤外光(900 nm付近)を照射し、透過光の比率から計測されている。その
ため指尖部にマニキュア等が塗布されている場合、測定値に誤差が生じるとされている。

【目的】マニキュアの色の違いがSpO2の測定値に及ぼす影響を明らかにする。
【方法】市販されている青色、紫色、赤色、白色、緑色、黒色、ピンク色、オレンジ色のマニ

キュアを使用した(図1)。マニキュアを塗布していない状態（コントロール）と比較して、こ
れらのマニキュアを塗布した場合のSpO2への影響を評価した。

【結果】青色、紫色、緑色、黒色のマニキュアでは、マニキュア塗布によりSpO2の低下が認めら
れた。一方で赤色、白色、ピンク色、オレンジ色のマニキュアではSpO2の有意な低下は認め
られなかった(図2)。

【結論】マニキュア塗布がパルスオキシメータで測定されるSpO2への影響は、マニキュアの色に
より影響が異なることが示された。

図1 マニキュア塗布(左)と使用したパルスオキシメーター(右) 図2 マニキュア塗布によるSpO2への影響について



重度心身障害児（者）における食事支援としての米麹甘酒の有効性

保健福祉学部栄養学科 入江康至、井上里加子 現代福祉学科 原野かおり、佐藤ゆかり
情報工学部人間情報工学科 綾部誠也

重点

連絡先 入江康至 yirie@fhw.oka-pu.ac.jp，

重症心身障害児（者）（以下、重症児（者）と示す）が抱える複数の身体的な健康問題の中

でも、便秘は頻繁に併発する症状であり胃食道逆流症や腸閉塞といった深刻な問題を引き起こ
す可能性がある。便秘の管理には、食物繊維を中心とした食事療法があるが、重症児（者）は
摂食嚥下障害等から限界があり、実際には緩下剤や浣腸による薬物療法が中心となっている。
このことは、重症児（者）の身体的・精神的ストレス及び介護者の負担増大を招くことから薬
物に頼らない便秘改善は重要な課題である。

米麹甘酒は、便秘改善に一定の成果が報告されており、アル
コール分が含まれないため老若男女すべての者で摂取が可能で
あり、一定のとろみがあるため嚥下の面でも重症児（者）に適
している。本研究室では、これまで若年女性や高齢者を対象に
米麹甘酒摂取により便秘症状の軽減と同時に腸内細菌叢が変化
していることを発見し報告している。腸内細菌叢については、
腸内環境と全身疾患発症の密接な関わりが明らかになりつつあ
り、個人の健康維持・増進や最適な医療提供への重要な役割を
担うことが期待されている。そこで本研究では、重症児（者）
を対象に、重症児（者）の特性や便秘発症に関連する腸内細菌
叢の探索を行い、米麹甘酒摂取による便秘症状及び腸内細菌叢
への影響を明らかにする。また重症児（者）の便秘改善法の一
つとして米麹甘酒を利用した食事支援への新しいアプローチを
提案でき、高齢化している重症児（者）とその家族が安心して
施設や家庭で養育していけることを期待している。



癌幹細胞をターゲットとした新しい栄養管理の開発

保健福祉学部栄養学科 首藤恵泉

独創

連絡先 首藤恵泉 shuto@fhw.oka-pu.ac.jp

わが国における死因の第一は男女ともに癌である。2020年においては約38万人が癌により死亡
し、その割合は死亡者数の約3割を占める。癌の治療は、従来から摘出術・放射線照射・抗癌剤
などが併用され、近年では免疫チェックポイント阻害剤や分子標的薬が新たな効果を発揮してい
るが、治療抵抗性を示す癌細胞が治療後も臨床画像では確認できないレベルで残存する。この細
胞集団が「癌幹細胞」である。癌幹細胞は、幹細胞と同様に自己複製能と多分化能を併せ持ち、
癌組織のわずか数%にしか満たないにも関わらず腫瘍形成能を有することから、癌転移の本態で
あると考えられている。従って、癌幹細胞を標的とした治療法の確立は癌の根治に重要である。
また、大豆イソフラボンであるゲニステインは、細胞及び動物実験で幅広い抗癌作用が多数報告
されているが、癌幹細胞に対する効果は知られていない。そこで、ゲニステインの癌幹細胞への
作用について明らかにすることを試みた。
幹細胞性の評価法はいくつか確立され

ている。そのうち、立体的な細胞形態に
よりin vivo に近い状態で評価すること
ができるスフェロイド培養を用いた。ス
フェロイドの表面付近では分化した癌細
胞が活発に細胞増殖を行い、中心部では

低酸素下でも生存できる癌幹細胞が配置され増殖・維持される性質を利用し、スフェロイド内部
の死細胞を検出することにより癌幹細胞への効果を評価することができる。スフェロイドの形成
を確認した後にゲニステインを添加し、核（blue）と死細胞（green）を染色したところ、ゲニ
ステイン濃度依存的にスフェア中心部の死細胞が増加することを見出した。以上のことから、ゲ
ニステインが癌幹細胞に抑制的に作用する可能性がある。



高齢者施設における栄養・腸内環境とフレイルの関係について

保健福祉学部栄養学科 入江康至、井上里加子
まるみ麹本店 山辺啓三

独創

連絡先 井上里加子 rinoue@fhw.oka-pu.ac.jp，

加齢とともに恒常性が低下して、様々な要因により、健常な状態からフレイルとなり、要介

護状態となる。フレイルは些細な出来事がきっかけで容易に要介護状態となるリスクが高まっ
た状態といえる。平成28年の平均寿命と健康寿命（日常生活に制限のない期間）の差は男性
8.84年、女性12.35年である。今後、平均寿命の延伸に伴い、健康寿命との差が拡大することが
予想される。疾病予防、介護予防などによって、平均寿命と健康寿命の差を短縮することがで
きれば、個人の生活の質の低下を防ぐことが期待できる。一方、腸内細菌叢は健康と疾患に深
く関与し、腸内細菌叢を適切に維持・形成されることは我々の健康において重要である。本研
究ではフレイルを有する高齢者を対象とし、臨床データ及び腸内細菌について検討を行いフレ
イル予防に貢献できるデータを得ることを目的として分析を行った。

中等度あるいは重度のフレイルかつ認知症の
疑いのある特別養護老人ホームの入所高齢者で
検討した結果、臨床像が異なる各グループで腸
内細菌叢(属レベル)が異なっていたことより、
異なる臨床像の背景に異なる腸内細菌叢が存在
することが示唆された。また，栄養状態と腸内
細菌叢の関連性から炎症状態に着目した検討を
行う必要性が示唆された．



�
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岡山県特産クラフトビールの開発を目的とした野生ビール酵母の探索

保健福祉学部栄養学科 田中晃一、伊加汐音
保健福祉学研究科栄養学専攻 藤田沙慧

独創

【目的】地産の原材料を使用することで他社との差別化を図るクラフトビールは数多く存在する
が、野生酵母を醸造に利用するものはほとんど存在しない。本研究は、岡山県内の自然環境から
ビール醸造に適する野生酵母を分離し、地域性豊かなクラフトビールを開発することを試みた。

【方法】野生酵母の菌種は28S rDNA遺伝子の解析により決定した。発酵の進行に伴う麦汁成分の
変化はHPLC分析により調べた。ビールの試験醸造は吉備土手下麦酒醸造所に依頼した。

【結果】研究室保存の野生酵母1189株の中から、麦汁の主要糖類であるマルトースをよく発酵す
る21株を選抜した。ゲノムDNAの解析により、これらはSaccharomyces cerevisiae（6株）、
Lachancea thermotolerans（3株）、Lachancea fermentati（6株）、Schizosaccharomyces
japonicus（6株）の4種に分類された。このうち、S. cerevisiae は古くからエールビールの醸
造に用いられ、 Lachancea 属の2種は近年サワービールに利用され始めているが、Sch. 
japonicus はビール醸造への利用が報告されていない。麦汁発酵試験の結果、グルコースとマル
トースは全ての酵母が発酵するが、Lachancea 属の2種はマルトトリオース（グルコースが3分子
結合）を発酵しなかった。また、Lachancea 属の2種は発酵時にエタノールだけでなく乳酸を産
生した。一方、Sch. japonicus は、発酵初期にマルトースとマルトトリオースを急速に分解
し、高濃度のグルコースを一過的に蓄積した。選抜した21株を用いて試験醸造したビールの官能
評価を行ったところ、S. cerevisiae のビールはバナナや柑橘系の果物香が印象的であった。
Lachancea 属のビールはアルコール度数が低く、フルーティーな香りと甘味、乳酸による爽やか
な酸味が特徴的であった。Sch. japonicus のビールは下水のような臭気が不快であったが、熟
成後は香りが大幅に改善した。アルコール度数が高く、苦味や渋味が感じられる味わいで、ビー
ルとしては大変魅力的であった。以上の結果を受けて、現在岡山県内の3つの醸造所において、
それぞれ異なる野生酵母（S. cerevisiae 2種、 L. thermotolerans 1種）を用いた新商品の開
発が進んでいる。

【連絡先】 田中晃一 ktanaka@fhw.oka-pu.ac.jp



母乳の脂質の質と栄養生理学的意義の解明

保健福祉学部栄養学科 山本登志子、津嘉山泉 保健福祉学部看護学科 岡﨑愉加
保健福祉学研究科保健福祉科学専攻 長崎祐樹 保健福祉学研究科栄養学専攻 丸岡紗也

独創

連絡先 山本登志子 toshiko@fhw.oka-pu.ac.jp

近年、胎児期や乳児期などの早期ライフステージの栄養や環境要因が、体質や将来の疾病罹
患リスクに関連すると考えられており、 DOHaD (Developmental Origin of Health and
Desiease)学説として提唱されている。発育初期の栄養や環境は、エピジェネティックな変化
を伴って影響することが知られており、乳児期の主要な栄養源である乳汁の質が将来の体質や
健康状態を決定すると考えられる。

母乳中の脂質は、水分を除いた成分の30％を占める。脂質は、効率の良いエネルギー源にな
ることや生体膜成分としての重要性だけでなく、特に、多価不飽和脂肪酸とその代謝産物は、
生体内の様々な機能調節や病態に関連する。ω6系多価不飽和脂肪酸のアラキドン酸代謝産物
は、恒常性の維持にも重要な反面、プロスタグランジンやロイコトリエンと呼ばれる炎症誘導
性脂質メディエーターが、様々な炎症性疾患
や免疫系へ関与する。一方、ω3系多価不飽
和脂肪酸のエイコサペンタエン酸（EPA）や
ドコサヘキサエン酸（DHA）由来のレゾルビ
ンやプロテクチンなどの炎症収束性脂質メ
ディエーターは、炎症を回避したり免疫機能
の調節に働くことが知られている。

本研究では、母乳の脂質分子プロファイリ
ングを行い、その特徴を明らかにするととも
に、乳腺の発達や泌乳過程における「脂質の
質」の決定に関わる酵素の探索を行う。



トウビシのアセトンエキスに含まれる新規ポリフェノール成分

保健福祉学研究科栄養学科 伊東秀之、岩岡裕二 保健福祉学研究科栄養学専攻 早川智紗
林兼産業株式会社 上村知広

共同

連絡先 伊東秀之 E-mail: hito@fhw.oka-pu.ac.jp

【目的】トウビシ（Trapa bispinosa）は、ヒトにおいて血糖値上昇抑制作用及び抗糖化作用
を有することが示されており、機能性素材として使用されている。先行研究においてトウビシ
熱水抽出エキスより抗糖化活性を有するエラジタンニンをはじめとするポリフェノール成分を
単離、同定しているが、本研究ではトウビシのアセトン抽出エキスに含まれるさらなる機能性
成分の同定を目的として研究を行った。
【実験】トウビシのアセトン抽出エキスについて、順相系および逆相系高速液体クロマトグラ
フィー分析により成分分析を行った結果、アセトン抽出エキスに熱水抽出エキスには見られな
かった成分が確認できたので、アセトン抽出エキスを各種カラムクロマトグラフィーで分離、
精製を行い、未同定成分の単離を試みた。
【結果および考察】トウビシのアセトン抽出エキスを各種クロマトグラフィーにより分離、
精製した結果、既知ガロタンニン３種を単離し、加えて新規化合物1種を見出した。既知ガロ
タンニンは、核磁気共鳴（NMR）および質量分析（MS）の結果、1,6-di-O-galloylglucose、
1,2,3-tri-O-galloylglucose および 1,2,6-tri-O-galloylglucose と同定した。新規化合物
は 2次元 NMR 解析の結果、グルコースの 1,2,3 位にそれぞれ galloyl 基が、6 位に
brevifolincarboxyloyl 基が結合したエラジタンニンで、加水分解反応により gallic acid
および brevifolincarboxylic acid の存在が確認できたこと、および MS 分析の結果からも
構造に矛盾がない分子量および分子式が得られたことから、本化合物の構造は、6-O-
brevifolincarboxyloyl-1,2,3-tri-O-galloylglucose と決定した。新規化合物について、抗
糖化作用など各種機能性の評価を進めており、本研究によりトウビシから新たな機能性関与成
分の発見につながることが期待できる。



独り食べ時に比較して動画視聴、他者やロ
ボットとの会話時は食事時間の延長をもたらす
ものの、咀嚼回数に関しては動画視聴では変化
せず、他者やロボットとの会話時で減少する傾
向が確認されたことから、食事環境の種類で咀
嚼行動に対しての影響は異なることを確認し
た。血糖値の変動は標準条件と比較して変化は
認められなかった。また、人と同様にロボット
においても食事時間を延長したことから、ゆっ
くり食べるための共食エージェントとしての活
用可能性が示唆された。

食事環境が咀嚼および生体指標に及ぼす影響

保健福祉学部栄養学科 川上貴代、山本登志子、穂苅真樹、石井裕
保健福祉学研究科保健福祉科学専攻 山本沙也加 栄養学専攻 秋山花衣

独創

連絡先 川上貴代 kawakami@fhw.oka-pu.ac.jp

生活習慣病の予防・治療において咀嚼を視覚化して有用な介入方法の可能性を探ることを目
的とし、咀嚼回数および食事時間に影響を及ぼす食事環境要因の影響を検討した。また、共食
においては人との会話に加えて、近年介護や医療等でもその活用を検討されている音声認識対
話型ヒューマノイドを共食エージェントとして用い、咀嚼行動への影響を独り食べ時との比較
を行った。

女子大学生11名を対象に、食事環境として標準条件、動画視聴時、リモート会話時、ロボッ
トとの会話時の４つの条件を設定し、米飯を摂食したときの食事時間、咀嚼回数をビデオ観察
法で測定した。血糖値の測定フラッシュグルコースモニタリングシステムをもちいた。



タウリンの骨格筋における機能性に関する研究

保健福祉学部栄養学科 山下広美、丸田ひとみ
保健福祉学研究科保健福祉科学専攻 孫宝軍、馬芸

独創

連絡先 山下広美 yamashit@fhw.oka-pu.ac.jp，丸田ひとみ maruta@fhw.oka-pu.ac.jp

タウリンは哺乳類の血中や組織に広く高濃度で存在するアミノ酸であり、体内ではコレステ
ロールの代謝産物である胆汁酸の構成成分としても含まれ、コレステロールの体外排出に関与す
ることから高コレステロール血漿の改善に寄与することが知られている。またタウリン欠失マウ
スでは、ミトコンドリアの機能異常、老化促進因子の発現、筋再生の指標である筋線維細胞にお
ける中心核の増加が示されていることから、タウリンの抗老化作用が予測されているが、詳細に
ついては未だ不明な点が多い。

先ず加齢によるエネルギー代謝ならびに骨格筋機能の変化について把握するために、32週齢か
ら92週齢に至る過程でのSDラットの酸素消費量、自発運動量、筋組織重量、および血液生化学検
査値、および骨格筋の機能に関連した遺伝子発現の変化を解析した。その結果、加齢により酸素
消費量および自発運動量が低下した。また骨格筋重量の低下、ならびに骨格筋の機能および酸化
能力に関連する数種の因子、およびミトコンドリDNAがヒラメ筋で有意に低下した。これより、加
齢によりエネルギー代謝能力および骨格筋機能が低下すると示唆された。次にSDラットを水群
（対照群）、0.5％タウリン補給群、および1％タウリン補給群の3群に分けて、それぞれ水、
0.5％（25mg/kg体重/日）および1％（50mg/kg体重/日）のタウリンを34～56週齢の間投与した。
その結果、比較的低用量のタウリンを長期間補給することにより、加齢による酸素消費量および
自発運動量の低下が抑制される傾向が見られた。またタウリン補給によりAMPKの活性化を介し
て、骨格筋機能に関連した因子の活性（図1）および発現が増加し、エネルギー代謝能力や骨格筋
機能の改善につながると示唆された。

本研究では、長期間低用量のタウリン摂取が
加齢によるエネルギー代謝の低下および骨格筋
機能の低下に対して改善効果を示すか検討し
た。



炎症性脂質メディエーターの合成を阻害する熱帯果樹の葉に含まれる
有効成分の解析

保健福祉学部栄養学科 川上祐生、伊澤歩、岩岡裕二、戸田圭祐、伊東秀之、高橋吉孝

独創

連絡先 川上祐生 kawaka@fhw.oka-pu.ac.jp

炎症性脂質メディエーターであるロイコトリエンやプロスタグランジンは、アレルギー疾患や

炎症の増悪化に関与する。そのため、炎症性脂質メディエーターの合成を制御することができれ
ば、これらの病態を制御できると考えられる。私たちは、これらのメディエーターの合成に関わ
る酵素をターゲットに研究を進めている。

これまでの研究において、熱帯果樹の１つであるチェリー・オブ・ザ・リオ・グランデの葉に
ロイコトリエンの合成に関わる酵素である5-リポキシゲナーゼのはたらきを阻害する複数の有効
成分が含まれていることが示唆され、これらの有効成分の単離方法を検討してきた。本研究で
は、これらの有効成分を単離し、その化学構造の解析を進展させることを目的とした。

チェリー・オブ・ザ・リオ・グラ
ンデの葉から調製した抽出物につい
て、薄層クロマトグラフィー（TLC）
法や高速液体クロマトグラフィー
（HPLC）法を利用して分画し、5-リ
ポキシゲナーゼ阻害効果を指標に、
有効成分の単離を行った。得られた
有効成分について、各種スペクトル
解析により化学構造の同定を行っ
た。



魅力ある給食を目指した米粉カレーレシピの開発

保健福祉学部栄養学科 田淵 真愉美、佐藤 優花、唐井 優花、向井 裕紀子

連絡先 田淵真愉美 tabuchi@fhw.oka-pu.ac.jp

【目的】カレーは老若男女を問わず人気の給食メニューである。米粉カレーは小麦アレルギー
対応や食育の一環として学校や保育園を中心に提供されているが、病院や高齢者施設、事業所
等の給食施設でも需要があると考えられる。近年、病院給食では入院時食事療養費の見直しに
より、患者の自己負担額が引き上げられた。また、近年の原材料価格の高騰も看過できない状
況である。これらの背景から、給食の質に対する意識は今後ますます高くなることが予想され
る。そこで本研究では、魅力ある給食を目指して給食経営管理の視点から米粉カレーレシピの
検討を行った。
【方法】病院給食の一般食を想定してエネルギーおよび栄養素等の給与栄養目標量を設定し
た。米粉カレーはこれまでに当研究室で開発した米粉カレーソースを用いることとした。米粉
カレーの栄養価は献立として組み合わせる副菜等も考慮して調整した。給食経営管理の視点か
ら費用や衛生面、作業効率等の観点からもレシピの検討を行った。
【結果と考察】病院給食での提供を想定し栄養面に配慮した米粉カレーレシピを15種類作成し
た。米粉カレー単独の場合にはほとんどのレシピにおいて想定した価格内に収めることができ
たが、献立として組み合わせる副菜等を含めた場合には米粉カレーまたはそれ以外の食材の種
類や使用量等の調整が必要であった。給食の目的は教育や治療の一環などそれぞれの施設の目
的や理念等により異なる点もあるが、管理栄養士および栄養士は利用者に安全で安心な給食を
提供すること、利用者にとって適切な栄養管理を行うこと、すべての利用者にとって給食は楽
しみの一つであることを意識して魅力ある給食を目指した献立作成を行うことが重要であると
考えられた。



岡山県産パクチー‘岡パク’の特徴

保健福祉学部栄養学科 丸田ひとみ、山下広美
保健福祉学研究科栄養学専攻 桑田七帆

独創

連絡先 丸田ひとみ maruta@fhw.oka-pu.ac.jp 山下広美 yamashit@fhw.oka-pu.ac.jp

現在、食のグローバル化が進み、様々な国の食材の料理が楽しめるようになった。タイ料理

などに使用されるパクチーはその独特な香りなどから苦手とする日本人が多い。日本では、平
安時代の書物、延喜式などに記録が残っており、古くからパクチーが伝来していたが、これま
で日本人の食卓にはあまり定着してこなかった。しかし近年、首都圏を中心にパクチーブーム
が起き、パクチーを好む日本人が増えてきた。

結語：岡山パクチーの特徴としてカルシウム、鉄およびビタミンCの含有量が高いことが明らか
となった。部位により調理によるビタミンCの損失率が異なった。

日本家政学会誌72巻11号p.750-758

岡山県では、2000年頃よりパクチーの栽培がされており、岡山県牟佐地

区で栽培されている「岡山マイルドパクチー」通称「岡パク」はマイルド
な風味でパクチーが苦手な人でも食べやすいとされている。本研究では、
その岡パクの特徴を解析すべく、部位(葉、茎、根)ごとに成分含有量の季
節変動について調べた。その結果、季節変動では、可食部である葉では冬
に含有量が高くなる成分が多い傾向が見られた。また、第八訂日本食品標
準成分表の掲載値と比較して岡パクはたんぱく質および炭水化物、またミ
ネラルではカリウムおよび銅を除くミネラル、さらにビタミンCの含有量
が高かった。特に、ビタミンCの含有量は成分表と比較しても２倍以上高
く、大きな特徴であった。しかし、ビタミンCは調理などによる損失が多
く報告されているため、岡パクの調理による損失率などについても検討を
行った。



ジオスゲニンのPGE2合成系酵素発現抑制とマウス急性肝障害への効果

保健福祉学部栄養学科 津嘉山泉、戸田圭祐、川上祐生、高橋吉孝、山本登志子

独創

連絡先：津嘉山泉 tsukayama@fhw.oka-pu.ac.jp.

ω6系不飽和脂肪酸のアラキドン酸から生体内で生合成されるプロスタグランジン(PG)E2
は、強力な炎症誘導因子で、肝障害をはじめ様々な病態に関与する。私たちは、 PGE2合成
系酵素の誘導型シクロオキシゲナーゼ(COX)-2とミクロソーム型PGE合成酵素(mPGES)-1を標
的として、炎症の予防や改善を目的とした食品機能性の探索をおこなっている。これまで
に、我が国原産のヤマノイモ科に属する自然薯が、COX-2とmPGES-1の発現を抑制し、PGE2の
産生を抑えることで抗炎症・抗腫瘍効果を示すことを明らかにした。さらにその機能性成
分の一つとして、植物ステロールのジオスゲニンを見出した。

本研究では、ヒト非小細胞肺癌A549細胞を用いた実験により、ジオスゲニンが、グルコ
コルチコイド受容体(GR)を介して、COX-2の転写因子であるNF-κBを細胞質へ移行させ、

COX-2の発現を抑制することを明らかにした。さらに、グラム陰性菌リポ多糖(LPS)による
全身性急性炎症モデルマウスの肝障害に対するジオスゲニンの効果を検討した。LPS誘発急
性肝障害では、Ptgs2（COX-2）とPtges（mPGES-1）の発現が著しく上昇し、肝臓では、特
に肝類洞マクロファージと血管内皮細胞に高発現していた。そこへジオスゲニンを投与す
ると、COX-2とmPGES-1の発現抑制と免疫陽性細胞数の減少が確認された。さらに、ジオス
ゲニンが細胞選択的に、マクロファージでの両酵素の発現を抑制することを明らかにした。
以上の結果から、ジオスゲニンは、GRを介してCOX-2とmPGES-1の発現を抑制し、LPS誘発急
性肝障害において、マクロファージ特異的に両酵素の発現を抑制することで、肝臓の炎症
を抑えることが示唆された。一方で、ジオスゲニンは、恒常性維持に必要な血管内皮細胞
でのPGE2合成系には影響せず、心血管系への副作用を回避した抗炎症効果を有する機能性食
品として期待される。

参考文献：Tsukayama, I. et al. Prostaglandins Other Lipid Mediat. 156, 
2021.



電気泳動を利用したプロアントシアニジンオリゴマーと血中タンパク質
複合体の高感度検出法の検討

保健福祉学部栄養学科 岩岡 裕二、伊東 秀之

独創

連絡先 岩岡 裕二 (E-mail: iwaoka@fhw.oka-pu.ac.jp)

【目的】ブドウなどに含まれるポリフェノールの一種であるプロアントシアニジン(PAC)は抗酸化
作用など多機能性を有する食品成分として知られる。PACは(+)-Catechinなどのフラバン3-オール
化合物の重合体であり、その内、高分子であるPACオリゴマーは腸内細菌により代謝分解され、腸
管から吸収されることが報告されている。一方で、これまでに生体内においてPACオリゴマーが未
変化体のまま吸収されている可能性を示す科学的証拠はほとんどなく、PACオリゴマーの吸収機構
の詳細は未だ不明な点が多い。その理由として、LC-MS等による高感度分析においてPACオリゴ
マーは極めて低感度で血中のPACオリゴマーの有効的な検出法が未だ確立されてない点にあるとさ
れる。PACはタンパク質と複合体化する性質を持つことから、血中においてPACは血中タンパク質
複合体を形成していると予想される。そこで、本研究では電気泳動法により血中タンパク質と
複合体化したPACオリゴマーを検出する条件を検討した。

【方法・結果】まず、ヒト血清アルブミン(HSA)をPACオリゴマーであるピーナッツ種皮由来PAC 6
量体(PAC 6量体)またはその他のポリフェノール標準品と混和し、pH 7.0、37℃で24 hインキュ
ベート後、SDS-PAGEおよびNative PAGEに供した。泳動後のゲル上のバンドはCBB染色もしくは
Nitroblue tetrazolium (NBT)染色により確認した。その結果、SDS-PAGE、Native PAGE共にCBB染
色ではPACオリゴマーであるPAC 6量体およびその他ポリフェノール標準品のHSAへの添加によるバ
ンドパターンの顕著な差異は認められなかった。一方で、ポリフェノールに特異的な染色法であ
るNBT染色を行うことで、SDS-PAGE、Native PAGE共にPAC 6量体添加により特徴的な高分子のバン
ドを確認した。また、この高分子のバンドはPAC 6量体のみの条件では検出されなかったことから、
HSAと PAC 6量体の複合体である可能性が示唆された。また、より高分子のタンパク質の分析が可
能なアガロースゲル電気泳動によりHSAとPAC 6量体の複合体バンドをより顕著に確認できた。現
在、このアガロースゲル電気泳動の条件を基に血中タンパク質とPACオリゴマーの複合体の検出条
件を更に検討している。



地域連携を基盤とする健康支援のためのヒト介入試験

情報工学部人間情報工学科 綾部誠也、齋藤誠二、大山剛史 保健福祉学部栄養学科 久保田恵、
入江康至、井上里加子、看護学科 住吉和子 デザイン学部ビジュアルデザイン学科 齋藤美絵子

重点

連絡先 綾部誠也 ayabe@ss.oka-pu.ac.jp

岡山県立大学メディカルフィットネス講座は、本学と近隣大学が地域の自治体・企業と連携して
、市民の健康づくりに貢献することを目的に行う事業である。これまで、同事業にはのべ2,500余
名の市民が参加し、科学的なエビデンスに基づく行動介入と身体の精密検査による効果判定によ
り、参加市民の健康の保持増進と新たな科学的な知見の創出の両者を果たしてきた。本事業の特
徴は、学内横断的組織での取り組みに留まらず、近隣大学のエキスパートが専門性を融合するこ
とにより包括的に地域の活力の支援を実現していることである。本事業は、人口の高齢化と過疎
化を起因とする諸問題を抱える多くの地方自治体の健全化に貢献する大学シーズとして、一層の
発展が期待される。

公表済学術的成果（一部）
移動支援機器の身体負担に関する研究
身体活動の定量法に関する研究
食行動とメタボリックシンドロームに関
する研究
機能性食品の効能に関する研究
新規電動アシスト自転車の身体効果に関
する研究



ユーザアジャスタブルな減災情報システムの検討 - 基礎調査と分析 -

デザイン学部ビジュアルデザイン学科 齋藤美絵子、風早由佳
保健福祉学部現代福祉学科 佐藤ゆかり、情報工学部人間情報工学科 齋藤誠二、綾部誠也、大山剛史

重点

連絡先 齋藤美絵子 cytoo@dgn.oka-pu.ac.jp

今日ますます求められている「個人の災害対応力」を向上させるためのデジタルツール開発
に向けた検討を目的とし、本学の多様な研究分野を担う研究者が学際的にアプローチするも
のである。

デジタルツール開発のために、地域住民を対象とした基礎調査データから分析を行い、災害
対応力を支える能力として下記４点をについて、それぞれの自己評価結果を示した。

① 災害時の情報理解力（気象情報や避難勧告な
どの避難情報を理解できるか）

② 災害時の判断力（避難のタイミングや移動手
段、

行き先などを状況に応じて判断できるか）
③ 災害時の行動力（率先して避難行動をとること

ができるか、家族や近隣住民に声かけをする
ことができるか）

④ 災害時の体力（慣れない状況に身を置くこと
を想定し、体力的に耐えることができるか）

自己評価は、特に性別によって違いがあることがわかった。（上図は①の自己評価結果）
それぞれの要因については、①には「普段から防災・減災情報を得ているかどうか」が、②
には「自身の住む地域の土地勘」が関連すること等が明らかとなった。
今後は、これらの結果を用いてユーザアジャスタブルな（属性に合った）減災情報提供シス
テムを開発してゆく。
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戸建て住宅のデザインの研究・開発

デザイン学部建築学科 西川博美
(株)エス土地調査企画 中山田英樹

共同

連絡先 西川博美 nishikawa@dgn.oka-pu.ac.jp

本研究は、住宅土地開発を行う企業と共同で戸建て住宅のデザイン開発と研究を行ったもので

実際に、総社市井手の土地にモデルハウスの設計を行い、完成させたものである。本設計には、
西川研究室に所属する学部生と院生のアイデアが盛り込まれた。

最初の企業側からの要望には、たくさんの人が集まることができる家にすること、広い敷地を
活かして、なるべく平屋に見える外観になることなどがあった。この構想を設計案を考える前提
条件として、学生たちがこだわったのが、周辺の自然環境をどのようにしたら室内空間に取り込
めるかという課題であった。すぐ脇には道路敷設の計画もあり、周辺環境は今後も変化していく
ことが予想されている。しかし、たとえどのような環境になったとしても、周囲の気配が家の中
でも感じられるように、外部に開いた住宅にしたいという思いから、リビングの東西両側に広い
テラスを設け、天井を吹き抜けにして、まるでアウトドアのような空間とした。ダイニングとの
間には、敢えて段差を設け、更にダイニング側は開口を控えることで、ひとつなぎとなった空間
の質に変化を持たせた。こうして、外と内を繋ぎ、人と人を繋ぐ住宅を完成させた。

外観を正面の道路から見る ダイニングからリビングとテラスを見る 2階からリビングとダイニングを見下ろす

モデル住宅「繋」2021年11月竣工 施工：株)中本屋工務店
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除振台製品ブランドにおけるロゴデザインの開発

デザイン学部ビジュアルデザイン学科 野宮謙吾

共同

連絡先 野宮謙吾 nomi@dgn.oka-pu.ac.jp

■共同研究の目的
倉敷化工（株）はマツダグループ企業として、ゴム弾性を応用した振動防止技術を柱に、自

動車部品・免振ビルシステム・産業設備機器などの製品を製造し、防振専門メーカーとして確
固たる地位を確立している。この度、除振台製品（名称：STABLE）のブランドイメージに合う
ロゴデザインを開発すべく共同研究を実施した（令和３年８月〜４年３月）。

■コンセプト等
・ブランド訴求の対象となるターゲット層

半導体／液晶／理化学機器の開発・設計者、大学／研究機関などの研究者
・ブランドに対して持ってもらいたい印象(目指していきたい姿)

安心/安定感、技術力が高い、性能がよい
・デザインのイメージ希望

デザイン性を重視し、グローバル展開していく中で印象に強く残るイメージ
・ロゴを使用する具体的なアイテムやシーン

商品の正面パネル、銘板、カタログ、プレゼン資料、ホームページ、名刺等

図１ 基本デザイン要素（最終案）



大学広報グッズの事例調査と県大グッズの研究開発

デザイン学部ビジュアルデザイン学科 中西俊介

独創

連絡先 中西俊介 s-nakanishi@dgn.oka-pu.ac.jp

近年、全国の大学グッズの質感向上が著しい。しかしながら、本学が展開する大学グッズの
デザイン意匠は単に大学のロゴマークや構内マップが印刷されている程度でオリジナリティー
性や話題性に乏しく、高校生に対しての訴求力は高くない。本研究ではそのような大学広報に
利用できるグッズの展開事例の調査分析を行い、そこから導き出される新しい広報ツールとし
ての機能を持ったオリジナリティー性の高い岡山県立大学のグッズを開発することを目的とし
て以下の研究を行なった。
1.大学広報グッズの事例調査
調査票を用いて他大学の事例調査を行った結果、「ストーリー性」をグッズに付与することで
魅力が向上することが判明した。
2.県大グッズの研究開発
ストーリ性を用いて大学グッズを開発するにあたり、以下の4項目の単体、もしくは組み合わせ
を利用して制作を行なった。

a.学生の制作したものを活用（図1）
b.地域の歴史、伝承を利用したものを活用（図2）
c.地域の店舗や地場産業との共同企画
d.大学最大の商品といえる教員自身のグッズ化

3.共同研究成果品においての広報活用促進ロゴマークの制作
共同研究においての関わり方に段階を設け、その段階において
違う表記を用いるためのロゴマーク（図3）を作成した。

図1.学生のイラストを活用したエコバッグ

図3.広報用ロゴマーク図2.地域の歴史+学生作品



総社市議選における投票率向上を目的とした選挙啓発動画の制作

デザイン学部ビジュアルデザイン学科 山下万吉 総社市 選挙管理委員会・事務局 河原隆
デザイン学研究科造形デザイン学専攻 平井聖也

共同

連絡先 山下万吉 mankichi@dgn.oka-pu.ac.jp

日本で行われる選挙の投票率は国政や地方を問わず年々低下している。そこで、令和3年9月19
日に実施した総社市議選において、特に低下が著しい若者世代から四十歳代の年齢層をターゲッ
トとして、投票率向上を目的とした選挙啓発動画の制作と発信方法の研究を行った。

＜共同研究者及び分担＞
山下（企画提案、監修、評価）、河原（情報提供、検証、評価）、平井聖也（映像制作）

＜動画の内容＞
30秒のアニメーション。正義のヒーローが悪の組織

“極悪団”から平和を守る世界。何をやってもヒー
ローに邪魔される極悪団は、ヒーローが選挙に行って
いない情報を掴み、世界征服の最終手段として投票し
に行くことを選ぶというストーリー。自分たちが投票
に行かなくても、誰かが投票に行き、未来は動く。良
くも、悪くも…選挙や投票がいろんな意味を持ち、複
雑な社会状況になる中、（ヒーローのような）誰かが
行くから投票に行く、のではなく、自分自身で考え
て、自らの意思で投票に行ってほしいという意味を込
めた。

＜動画視聴＞総社市公式 YouTube チャンネル
<https://www.youtube.com/watch?v=ygwe0Ge1tTs>

https://www.youtube.com/watch?v=ygwe0Ge1tTs


デザイン思考における創造的活動の研究・地域PRでの実践

デザイン学部ビジュアルデザイン学科 髙橋俊臣

独創

連絡先 髙橋俊臣 toshiomi_takahashi@dgn.oka-pu.ac.jp

デザイン思考はプロセスである。その過程は共感、定義、創造、プロトタイプ、テストの5つ
あであるとIDEOのデビット・ケリー氏は提唱している。2010年以降、デザイン思考を使った新
たな発明や価値創造への取り組みを様々な企業や団体が行っていたが、大きな成果をもたらし
た形跡は見られない。したがってそのプロセス自体が結果につながるとは考えられない。その
原因となっているのが、「創造的活動」についてではないだろうか。つかみどころがなく、建
設的な研究がなされてないからである。

一方、私は20年間、常に広告現場において「創造的活動」を行ってきた。その経験の中から
得た創造へのアプローチは、はっきりと身についているものがあると言える。それを紐解き、
体系化することで教育現場や地域創生での創造的活動に役立てていくことが本研究の大きな
目的である。そして、デザインは形にして機能させることではじめて効果検証できるもので
ある。ここでは、デザイン思考を活用した総社市における地域PRへ取り組みを紹介すること
で良質な「創造的活動」の理解を目指す。



キッズルーム改修のためのデザイン

デザイン学部工芸工業デザイン学科 南川茂樹
デザイン学部造形デザイン学科 ３年 池田あかり、高橋優海、松藤桜

共同

連絡先 南川茂樹 m3304@dgn.oka-pu.ac.jp

株式会社岡山マツダから野田店ショールームのキッズルーム改修のデザイン依頼があり、ゼ

ミ生3名とともに共同で研究を行った。既存のキッズスペースから変更され、商談ルーム3部屋
の間の壁を取り除いた、幅9m、高さ3m、奥行き3.4mの空間が対象となる。改修までの期間が短
いため、遊具及び空間のデザイン提案を担い、製作は業者が担当することとなった。デザイン
に関する条件は、県産材をメインに使用すること、対象年齢はオーナー家族層から導き出し小
学生低学年までとなった。

アイデア出しから始まり話し合いを経てテーマを「冒険」とし、具体的なデザインを導きだ
した。空間に大きな帆船を配し、海の生き物に模した遊具を提案したが、岡山マツダ側から、
遊具を固定せず季節ごとに入れ替えることができる提案を望まれたため、再度案を検討した。

複数の動物型遊具を配した「動物園」をコンセプトに、キリン型滑り台、サメ型遊具、恐竜
型登り棒を提案。大型になるため板材を積層して形作ることとし、その造形手法を共通のデザ
インコンセプトとした。

キリン型滑り台は一番大型で、高さは2.4mあり展望台の役割もする。サメ型遊具は、口の中
に潜り込むことができ、側から見るとまるでサメに飲み込まれているように見える。恐竜型登
り棒は、シンプルな形状ながら側面に握り棒があり、それを伝って頭部に登ったり胴体の間を
くぐったり複数の遊び方ができる。またその空間の壁面を板材で構成し、緩やかに波打つ形状
とし、優しく包まれ安心安全を感じさせることを狙った。

また動物園ということで、MAZDAとZOOを掛け合わせて「MAZOODA」と称しロゴデザインも手
掛けた。しかしながら、業者との見積もりの結果、納期と予算の関係から今期は見送ることと
なり実現に至らなかった。いずれこの提案が実現することを期待して止まない。



ウィズコロナ・ポストコロナ時代の安心・
安全な地域連携型教育プログラムの実践研究

デザイン学部工芸工業デザイン学科 島田清徳、難波久美子、真世土マウ
作元朋子、渡邉操、岡本汐加

連絡先 島田清徳 textile@dgn.oka-pu.ac.jp

代表的な地域産業の繊維（テキスタイル）と陶磁（セラミック）を核とした工芸系デザイ

ン教育と県内文化施設を連携させ、“ものづくり”を活用した本事業を継続的に実施するこ

とにより、県民が文化に親しむ機会を増やすとともに地域文化の発展に寄与することを目的

とした。（令和３年度 地域連携事業）

高梁市成羽美術館においては、児島虎次郎の絵画とその周辺をモ

チーフとし、美術館との協働により学生がミュージアムグッズを

企画制作した。成果物は展示室とミュージアムショップで一般公

開し、地域資産である美術館コレクションの魅力を発信した。

岡山県立美術館では、屋内広場展示のほか、美術館を訪れる幅広

い年齢層が参加できるワークショップを、学生と美術館の連携に

より開発し、染色、窯焼成等の体験を通してものづくりの魅力を

発信した。これら美術館との連携事業は、新型コロナ感染防止対

策を徹底した上で、対面形式で実施した。

以上の地域連携事業の成果発表は、新型コロナ感染防止対策を徹

底した上で、学生によるYouTubeやInstagramによる成果物等の動

画配信も活用しながら、山陽新聞社さん太ギャラリーにおいて展

覧会形式で実施した。（右の写真は令和２年度の動画配信の様子）



運動用衣服のパターンを用いた作業用衣服の制作

デザイン学部工芸工業デザイン学科 舩山俊克

独創

連絡先 舩山俊克 funayama@dgn.oka-pu.ac.jp

作業用衣服を製作するにあたり、運動用衣服のパターン(型紙)を利用することで、着心地の向

上を目指す。化学防護服や作業着などは、外部の汚染から内部の人体を保護することを第一の目
標に置いており、着心地の重要度は高く考えられていないものが多い。しかし、基本的には何ら
かの作業を遂行するという目的を有していることが多く、着用した後は様々な動作を伴う。

短時間の作業であれば利用者への負担は小さいことが予想され

るが、長時間にわたる精密な作業が必要な場合も想定されるた
め、着心地の向上は重要な課題である。本研究では着心地が良く
身体に負担がかからない衣服として、運動用衣服に着目した。そ
のパターンを抽出し、不織布を用いて縫製し、再現した。通常の
作業用衣服とこの試作に関して、それぞれ筋電計を用いて、その
数値を計測し、特徴の抽出を行うことで、着心地の良い作業用衣
服の開発の一助となるデータ作成を目指す。



竹水を主成分とした化粧水のデザインについての考察

デザイン学部工芸工業デザイン学科 舩山俊克

連絡先 舩山俊克 funayama@dgn.oka-pu.ac.jp

様々な化粧水が各社から商品化され販売されている。本研究では、成分に直結する素材の特殊

性をアピールしうるボトルパッケージとロゴおよびマークについて、ペルソナ手法を用いて具体
化した内容についてまとめる。その結果はクラウドファンディングにおける販売実績としてまと
める。ペルソナとして、社会人3年目の女性を設定し、サイズ感やグラフィックの要素などを抽出
し、実際のデザインに反映させた。

パッケージのデザイン意図は、形態に
よって主成分を想起させ、携帯性と使用し
やすさを両立させることである。ロゴは、
細身のゴシック体を基本に縦横でウェイト
に強弱を付け、中心部分に意識が向くよう
に全体を整えることであり、マークは、竹
の象形文字を幾何的に組み合わせ、単純な
形態で和を想起させるものとした。



閑谷学校の歴史的・文化的価値に関する研究３ｰ石塀について

デザイン学部建築学科 向山 徹

独創

連絡先 向山 徹 mukouyama@dgn.oka-pu.ac.jp

（本稿の目的）

学びの場としての構内と周囲の自然を凸としての存在で境界付けている石塀・石垣につい

て工法と素材に着目しその様態の変化について考察した。写真測量による３Dモデリング化と

メッシュデータ化でにより、構内の諸領域と周辺の自然環境とに寄り添う石塀の様態を、そ

れぞれの場所ごとに詳細に汲み取ることができた。

石の積み方・加工の方法・寸法が、場所の移り変わりを鋭敏に感じとりながら、次へと引き

渡すしなやかな所作として紡がれている。自然から発せられる言葉を素直に受け入れ、ひと

つひとつ丁寧に教えを心と体の中に積み上げてゆく「学びの場」のかたちを、閑谷の石の技

術の中に垣間見ることができたように思う。

↓↓

↓

↓

蒲鉾型石塀と吸込み井戸 蒲鉾型石塀から石積みへと切り替わる部分 石積みから蒲鉾型石塀へと切り替わる部分

吸込み井戸

ノミ跡による曲面

平滑な箇所

蒲鉾型への変曲点

石積みのはじまる部分



本研究の目的は、木を用いた再利用可能な「仮設装置」の開発と、それによってつくられる

多様な空間「仮設的な場」の創出である。仮設的な場の最大の特徴は、建築や空間を恒久的な
ものとしてではなく一時的につくるという点である。仮設化することで建設に係る費用が大幅
に削減できるだけでなく、土地や建物の原状回復も容易となる。また繰り返し再利用できる仮
設装置の開発により、日常的に仮設装置を用いて多様な場を創出していくことも可能となる。

今回は主に 30mm×90mm の部材（杉材）を用いた仮設装置を検討・開発し、自身の研究室や
商店街で実際に使用しながら組立てや解体のしやすさ等を検証した。さらに、開発した仮設装
置のアイデアをもとに、避難所の生活環境を改善するための提案を求める国際コンペ「最低限
のシェルター空間国際コンペ」に応募。組み立てや解体のしやすさ、日常時から災害時まで幅
広く活用できる点などが高く評価され、最優秀賞を受賞した。

木を用いた仮設装置の開発とそれによる仮設的な場の創出

デザイン学部建築学科 畠和宏

独創

連絡先 畠和宏 hata@dgn.oka-pu.ac.jp

仮設装置の接合部 基本モジュール 災害時の活用例 展開例（パーテーション）



本研究は「津山市公共施設等の利活用に関する民間提案制度」を利用した旧津山東幼稚園の

廃校利活用プロジェクトにおける建築や什器のデザインを目的としたものである。共同研究先
であるヒトトゴハン株式会社は当該プロジェクトの事業主であり、畠研究室は施設全体の建築
デザインとエントランス・中庭・カフェで使用する木製什器のデザイン及び施工を担当した。

木製什器には 30mm×90mm と 30mm×30mm の2種類の部材のみを使用し、部材を限定するこ
とでデザインの統一を図るほか、端材を別の什器の材料に充てることも可能な設計とした。ま
た、ビスを表に出さない形で組んでいくことで、十分な強度を持たせながら安全面と美観にも
配慮した。木材はすべて真庭市産のものを使用しており、県産材の活用にも寄与している。

今回の成果を今後のさらなる展開につなげていきたい。なお、本施設は「sense TSUYAMA
（旧津山市立東幼稚園プロジェクト）」として「令和3年度 津山市景観賞」を受賞した。

津山市「旧東幼稚園プロジェクト」における建築及び什器デザイン

デザイン学部建築学科 畠和宏

共同

連絡先 畠和宏 hata@dgn.oka-pu.ac.jp

カフェ内観 制作風景① エントランス制作風景②



学校施設のトイレに求められる音環境の探索

デザイン学部建築学科 原田和典

独創

連絡先 原田和典 kazunori_harada@dgn.oka-pu.ac.jp

本研究では学校施設のトイレ空間におけるプライバシーへの配慮に対し、音環境の面からアプ

ローチした。学校施設のトイレに求められる音環境条件の探索を目的とし、学校施設のトイレの
音環境の現状調査、擬音装置によるトイレの音のマスキング手法の検討を行った。

検討では某中高一貫校の協力のもと、中学1年生〜高校3年生までの計557名を対象としたアン
ケート調査を実施した。アンケートでは現在のトイレの環境についての満足度や、使用時に自分
の排泄音を隠したいと思うかなどを回答してもらった。アンケート調査後、複数種類の音から再
生音を選べる擬音装置を作成した。この擬音装置を1週間設置後、擬音装置の使用感についての
アンケート調査を実施した。

結果として、男女ともに多くの人が排泄を隠したいという意思があること、女性と男性で、求
めるマスキング手法が異なる可能性、遮音性能向上など建築的対応の必要性が示された。

図 擬音装置の使用感調査実験
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図 アンケート結果：排泄音を隠したいか
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図 アンケート結果：擬音装置の必要性
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Si結晶中の拡張格子欠陥の構造と安定性に関する人工ニューラル
ネットワークポテンシャル解析

情報工学部情報通信工学科 末岡浩治、野田祐輔 名古屋大学 横井達矢

独創

連絡先 末岡浩治 sueoka@c.oka-pu.ac.jp

機械学習型原子間ポテンシャルは，密度汎関数法 (DFT)

で収集した大量のデータをトレーニングすることで，DFTに
準じた高い計算精度と，DFTよりもはるかに小さい計算コス
トを実現する分子シミュレーション手法として注目されて
いる。本研究では，右上図に示すような機械学習型原子間
ポテンシャルの一種である人工ニューラルネットワーク
（ANN）ポテンシャルを開発し、右中図に示すようなSi結晶
中の拡張格子欠陥の構造と安定性の解析に取り組んでいる。
この研究は、電子デバイスの基板となる半導体シリコン
（Si）ウェーハの高品位化に資するものである。

右下図に、格子間Si原子の数nが1,000個程度まで増加し

たときの、2種類の拡張格子欠陥（(311)RLDとFLD）の形成
エネルギーを示す。nが50以上になると、DFTによる計算は
非常に困難となる。この図より、n = 860程度までは
(311)RLDが最安定であり、それ以降はFLDが最安定となるこ
とがわかる。さらに、ANNポテンシャル計算から得られた結
果を基に、(311)RLDとFLDの形成エネルギーの定式化にも成
功した。なお、本研究はIV族混晶系へ発展し、CRESTの採択
にもつながっている。

FLD

(311)RLD



共振器サイズが波動カオスモードに与える影響

情報工学部情報通信工学科 福嶋丈浩

独創

連絡先 福嶋丈浩 fuku@c.oka-pu.ac.jp

二次元の光共振器に閉じ込められた光線と波動の対応関係を調べることは学術的に興味深い

研究課題である。特に、光線の軌道が不規則な振る舞いを示すカオス共振器には、複雑な電磁
場分布を示す波動カオスモードが現れることが知られている。近年、半導体レーザにカオス共
振器を用いることで、高出力での不安定動作が抑制されることが報告され、カオス共振器への
関心が高まっている。本研究では、正方形に２つの半円を繋いだスタジアム形のカオス共振器
と楕円ミラーを組み合わせたカオス共振器に対して、共振器サイズがモードに与える影響を調
べた。ここでは、スタジアム形カオス共振器のモードを解析した結果について説明する。
モード解析には、有限要素法に基づく物理解析ソフトウエアCOMSOL Multiphysics®を用いた。

モード間隔の平均値と共振器長
の関係を図１に、モード損失の
大きさ（複素共振周波数の虚
部）の平均値と共振器長の関係
を図２に示す。レーザに広く用
いられているファブリー・ペ
ロー型共振器と異なり、カオス
共振器ではモード間隔やモード
損失が不規則に変化する。しか
し、平均値を取ると、それぞ
れ、共振器長の２乗の逆数と共
振器長の逆数に比例することが
明らかになった。



イースト菌に対する5.8 GHzマイクロ波照射の効果検討に関する研究

情報工学部情報通信工学科 岸原充佳

独創

連絡先 岸原充佳 kisihara@c.oka-pu.ac.jp

微生物にマイクロ波を照射することにより、菌体の増殖が促進されることが知られている。電

子レンジを用いて、パン生地の発酵時間を短縮させるような使い方もよく知られている。一般に
マイクロ波エネルギーを最も効率的に吸収する周波数は試料によって異なるが、微生物に与える
マイクロ波の周波数の影響も大変興味深い。本研究では、ポスト壁を付加した5.8 GHz帯の導波
管型アプリケータを用いて、5.8GHz帯マイクロ波をイースト菌へ試験的に照射し、その効果を検
討している。

ポスト壁を付加した5.8 GHz帯導波管型アプリケータを用いて、図1に示す水の昇温特性を得た。
細胞へのマイクロ波照射を目的とした場合、高い温度に細胞が加熱されてしまわない方が望まし
い。30℃～40℃程度の温度にて局所的に細胞へマイクロ波照射可能な結果が得られている。図2
は、イースト菌への5.8GHzマイクロ波の照射試験結果である。装置内(図2(a))にセットし、約4W
を40秒間照射したところ、図2(b)の様に膨らんで全体的に盛り上がったのを確認することができ
た。
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ヘルムホルツ共鳴器を組み込んだスリットアレイ構造の音波透過特性

情報工学部情報通信工学科 坂口浩一郎
情報系工学研究科情報システム工学専攻 高木翔太郎、岡本隆弘、小野凌平

独創

連絡先 坂口浩一郎 koichiro@c.oka-pu.ac.jp

近年自動車開発や建築の分野では室内の快適性が重要視されており、室内の騒音を低減するた

めの技術が要求されている。我々は構造パラメータのみで特性を設計可能な音響メタマテリアル
を利用した新たな遮音デバイスを開発することを目的に研究を行っている。本研究ではヘルムホ
ルツ共鳴器を2段スリットアレイに組み込んだ構造を考え、その音波透過特性をFEMシミュレー
ションにより解析した。左図は解析した構造の模式図であり、右図はその透過スペクトルの計算
結果である。右図の黄色部で示したように、ヘルムホルツ共鳴器を組み込んだ場合にはそうでな
い場合に比べて広い周波数域で透過音圧レベルの顕著な低下が見られた。
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生産内示方式をとるサプライチェーンの外乱に対する挙動の分析

情報工学部情報システム工学科 妻屋彰
情報系工学研究科システム工学専攻 青木隼人

独創

連絡先 妻屋彰 tsumaya@cse.oka-pu.ac.jp

生産開始日の一定期間前に内示情報を、受注後に確定注文をサプライチェーン（以下SC）に伝

達する内示生産方式は、受注生産において生産リードタイムの短縮と在庫量の抑制を両立する効
果的な方法とされる。一方、製品生産の上流にあたる中小企業ほど負担がかかるという課題があ
る。課題の解決には、生産内示方式の変動特性を把握することが必須であるが、外乱要因は多岐
に渡り、変動特性は明らかになっていない。そこで、本研究では様々な変動要因がSCに及ぼす影
響を分析するシミュレータを構築し、外乱に対する挙動を分析した。以下に成果を記す。
１．確定注文提示のタイミングによりサプライヤが3種類に分類できることを示し、各Typeにつ
いて情報の流れと生産物の流れを定式化し、それらを組合せてSCのシミュレータを構築した。
（生産前に確定注文：Type A、生産中に確定注文：Type B、生産・出荷後に確定注文：Type C）
２．生産活動のシミュレーションを行った結果、需要を予測しながら発注する形態のSCで生じる
現象として知られるブルウィップ効果が表れていることを確認した。

３．生産内示と確定注文がず
れたときの結果を右図に示
す。両者のずれは、生産中に
確定注文が提示されるType B
の在庫量に大きな影響を与
え、それに起因してSC上の各
企業の生産量の挙動がType B
の前後で異なる。これは、
Type Bでは生産と出荷で扱う
情報が異なるためだと考えら
れる。
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情報家電機器充電時における高調波電流の位相特性

情報工学部情報システム工学科 徳永義孝

図２ 演算後の位相特性

[1]  θS(p)=θp+360・Np(p=1,3,5,・・・・・,39)を計算した。

ただしN1=0とし、NpはθS(1)<θS(3)<θS(5)<・・・< θS(39) 

を満足する0以上の最小の整数とする。

[2]  θV(p)=θS(p)/p を計算した。

[3]  θV(p)の近似式である を導出した。

[4]  θVcal(p)・pを360で割り、整数を商とするときの余りを

θmod(p)として導出した。

手順[3]までで求めたθV(p),θVcal(p)を図２で比較した。また、

手順[4]で求めたθmod(p)を測定結果θpと比較した結果を図１

に示す。両図から、測定結果を数式で再現できるように

なったことがわかる。

本研究で考案した演算手順を用いて位相値の測定結果を

整理することで、実機の状況を数式で表現することができた。

BeA D
p

pVcal

C

+⋅=
−

)(θ

図１ 位相特性

多くの家電機器使用時（充電時）に生じる高調波電流を予測できる簡易なモデルの整備の一環
として、タブレット端末（消費電力7W, 電圧100V, 周波数60Hz）の充電中に測定した電流波形に

対し、位相特性を調べた。測定した電流波形を分析すると、奇数次の高調波電流が顕著であり、
その位相特性を図１に示す。そこで、次数 p に対する位相値を以下の演算手順を用いて整理し
た。



射出成形合金の降伏応力推定法の精度向上

情報工学部情報システム工学科 福田忠生、尾崎公一

連絡先：fukuta@cse.oka-pu.ac.jp

マグネシウム合金は、軽量かつ高強度の環境調和型軽合

金であり、国内外を問わず多数の研究が行われている。Mg
射出成形法では、固体原料がスクリューにて搬送される間
に加熱・溶融され、金型内に射出成形される。固体原料を
使用するため、特性向上を図る添加元素を同時に投入しシ
リンダ内で攪拌することが可能となる。このマグネシウム
合金射出成形法では、成形時の金型との接触により冷却さ
れ成形品が得られる。この際、成形品表面は金型との接触
による冷却のため冷却速度が高く、成形品内部は熱伝達に
よる冷却のため冷却速度が低い。この冷却速度の違いによ
り成形品の表面と内部にて異なる結晶粒径を持つ。

この結晶粒径は材料の強度特性の中でも重要な降伏強度
と関係することが知られている (Holl-Petch の関係)。実
験により得られた強度特性を用いて、結晶粒の異なる表面
と内部をそれぞれモデル化し、それぞれの降伏応力を逆解
析にて推定した。その推定した降伏応力を用いて、引張試
験および曲げ試験結果を模擬した解析を実施し、合金の降
伏応力推定を行った。その結果、別々に評価する場合と比
べ、Holl-Petch の関係がおおよそ１本の直線上であると
推定できた。
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炭素繊維強化熱可塑性プラスチックの接合と修復

情報工学部情報システム工学科 金崎真人

連絡先 金崎真人 manato_k@cse.oka-pu.ac.jp

近年、炭素繊維強化プラスチックのマトリクスに熱可塑性樹脂をもちいた、炭素繊維強化熱

可塑性プラスチック（Carbon Fiber Reinforced Thermoplastics：CFRTP）が、モビリティ向
けの材料として注目されている。本研究では樹脂の熱可塑性に着目し、CFRTP同士の熱による
融着接合や、層間はく離などの樹脂に起因する破壊の修復に関する研究を行っている。このほ
か、CFRP材料の力学的評価や構造に関する検討も研究活動の一環として取り組んでいる。

CFRTP積層板内部に発生した樹脂の破壊を
熱と圧力によって修復する。同様の技術を
用いて板同士の接合も可能。

内部の大きなはく離

小さな衝突痕

熱可塑性を利用したCF/PA6 積層板の衝撃
損傷修復と残留圧縮強度の実験的評価
金崎真人, 内城千翔, 田中基嗣, 斉藤博
嗣, 西川雅章, 北條正樹, 金原勲
日本複合材料学会誌 40(3) 106 -
117 2014年5月

はく離溶着・強度回復

熱
圧力

熱可塑性樹脂

https://researchmap.jp/manato-kanesaki/published_papers/4386040


ゼラチンカプセルスラリーを用いた熱エネルギー輸送技術実現に
関する研究

情報工学部人間情報工学科 春木直人

独創

連絡先 春木直人 haruki@ss.oka-pu.ac.jp

人間の快適な生活環境を実現させる方策の一つである熱輸送媒体による熱エネルギー輸送技術で

は、省エネルギー対策として様々な高効率化技術が検討されている。例えば、熱輸送媒体（水、ブ
ライン等）に蓄熱物質の添加による熱輸送量の増大や、流動抵抗低減剤の添加による輸送エネル
ギーの削減、伝熱面の粗面化による熱伝達特性の促進等である。本研究では、熱輸送量増大を目的
とする潜熱蓄熱材含有カプセルの熱輸送媒体への混合技術において、カプセル材をゼラチンとする
ことで、血液内の赤血球のように，自らの変形によって細い毛細血管内でも流動できる性質をカプ
セルに付与した熱輸送に関する技術開発を行っている。

本研究で使用した潜熱蓄熱材ゼラチンカプセルを図1に示す。使用した潜熱蓄熱材は、融点
21.8℃、潜熱量175.9 kJ/kgであるヘプタデカンである。このゼラチンカプセルスラリーの添加濃
度毎の流動抵抗と熱伝達実験の結果、流動抵抗（図2）については，水とほぼ同じ値を示している
が，熱伝達（図3）については，添加濃度の増加と共に，水よりも大きな熱伝達特性を示すことが
確認され，熱エネルギー輸送に適する特性を有していることが確認された．

図1 ゼラチンカプセル
図2 ゼラチンカプセル
スラリーの流動抵抗

図3 ゼラチンカプセル
スラリーの熱伝達



車いすの新規機械式パワーアシストシステムの開発

情報工学部人間情報工学科 大田慎一郎、吉田智哉
保健福祉学部保健福祉学科 髙戸仁郎

共同

連絡先 大田慎一郎 ota@ss.oka-pu.ac.jp， 吉田智哉 tyoshida@ss.oka-pu.ac.jp
高戸仁郎 takato@fhw.oka-pu.ac.jp

車椅子を押してスロープ等の斜面を走行する際、介助者に負担が生じる。この負担を軽減する
ことが可能となれば、病院や在宅において容易に移動可能となる。そこで、本研究では、平地
もしくは下りで運動エネルギーをバネによる位置エネルギーへ変換し、上り斜面などで動力が
必要な場合に応じて、位置エネルギーを運動エネルギーへ変換できる機械式パワーアシスト
車椅子を検討する。機械式パワーアシスト車いす（図1）はゼンマイバネと歯車で構成され、
走行時の動力を保存、利用することが可能な駆動部の機構となっている。

図2(a)は介助者の負荷測定実験の様子、図2(b)はスロープ走行した場合における
補助なしと補助ありの介助者が押す力（5回平均）を示す。実験結果より、補助ありが補助なし
の場合に比べて、介助者が押す力が小さいことが確認できる。

今後は、負荷をさらに軽減するための最適な補助機構を検討する予定である。

図1 機械式補助機構を有する車いす 図2 車椅子走行実験

(a) 測定実験の様子 (b) 実験結果



機械的微振動の可視化と機械診断

情報工学部人間情報工学科 吉田智哉

独創

連絡先 吉田智哉 tyoshida@ss.oka-pu.ac.jp

工場設備の診断は予防保全にとって重要である。実際の故障診断の現場では振動速度を計測し、

その振動の重大度をISO10816-3の基準で簡単に判断している。本研究では、光学的および機械共振
に基づく新しい拡大方法を提案と装置を提示する。振動可視化装置(Fig.1)は低価格、高信頼性、
コンパクト、耐環境性に優れ防爆化が容易になるよう、レーザー光源を除き他は受動的な板バネ、
ネジ、2個の磁石、ミラー、銅板および太陽電池と蓄光テープから構成される。振動信号は、工場
内の床、壁、天井あるいは機器の筐体などの平面をスクリーンとし、その上にレーザースポット軌
跡(Fig.2)として可視化される。
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自社ブランド製品の開発を目指す企業を支援する産学共同研究の実践

デザイン学部工芸工業デザイン学科 村木克爾
情報工学部情報システム工学科 市川正美 保健福祉学部現代福祉学科 高戸仁郎

共同

連絡先 村木克爾 mlucky@dgn.oka-pu.ac.jp, moddlab@icloud.com

始めに 本研究は、本学が多年推進してきた「モノ・コトづくり／地域・環境」に属する
プロジェクトに合致するスタイルを装いつつ、我々独自の視点からの地域貢献を指向した共
同研究である。この研究では主として岡山県内に拠点を持つ企業に対して、「提案型共同研
究」という独自の特徴ある手法と相互のコミュニケーションによる情報共有や現場での研究
開発を協働することに主眼を置いている。それは、単なる差別化とは異なる新製品・新商品
あるいは萌芽的な自社ブランド製品の企画・開発に多角的な観点から継続的に支援する地域
支援活動であるという点に大きな特色がある。

令和三年度における研究概要 令和三年度は、令和二年から続いたコロナ禍のため対面で
の活動は難しく、断続的なものであった。そのため県内製造業・加工業数社に対象を絞って
共同研究を行った。これらは製品あるいは商品開発において遭遇する直接的な困難、付随す
る課題を解決に終始するだけのものではなく、コーポレートカラー等を考慮した上で、継続
的な経営資産・資源の充実につながる広範な視野と多様な視点からの支援を我々独自の協働
活動を通して心掛けている。



台湾国立台南藝術大学との工芸分野における協働研究 共同

連絡先 難波久美子 kumikon@dgn.oka-pu.ac.jp

本研究では地域振興×SDGs×工芸という条件で、岡山県立大学（以下「OPU」と称する）工芸
系（テキスタイル分野・セラミック分野）教員と台湾国立台南芸術大学（以下「TNNUA」と称する）
工芸系教員の専門性を基軸に、双方が各研究フィールドでケーススタディを進めた。

テキスタイル分野では地域資源となりえる植物廃棄物に着目した材料の可能性について研究を
行い、セラミック分野では情報交換やディスカッションを基盤にシーズから研究ルーツの育成を
図ることを目的とした。（令和３年度 特別研究）

テキスタイル分野では岡山県備中県民局提案型協働事業によ
る共同研究の助成を受け、研究題目「繊維のチカラで繋げ。持続
可能なモノづくり」としてNPO法人地域資源文化研究所と倉敷い
ぐさ今吉商店の協力を得て、地域産業活性化のためのい草製品
の調査と商品開発にむけた研究を実施し、研究成果として発表
展示を行った(図１)。セラミック分野ではTNNUA工芸系教員と各
研究内容についてのディスカッションを行い、両国におけるセラ
ミックについて知見を得ることができた。また、テキスタイル・
セラミック両分野の授業の一環として、両国の学生に対して各
教員がzoomを活用し、レクチャーを行い大学間のコミュニケー
ションを継続的に進めることができた(図２)。

（図１）い草を使用した商品提案の発表展示

（図２）zoomを活用した台湾芸術大学とのレクチャーの様子

デザイン学部 工芸工業デザイン学科 難波久美子、島田清徳、真世土マウ、作元朋子、渡邉操、
岡本汐加

これらの研究により地域支援とグローバル要素を含めた研究
に取り組むことができ、これからの工芸における新たな潮流を
生み出す成果となったと考える。
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高速かつ高効率な通信システムに関する基礎研究

情報工学部情報通信工学科 稲井寛、若林秀昭、荒井剛
情報系工学研究科システム工学専攻 青木崇、大賀匠眞、岡田颯太、亀石大伽、佐藤弘宜、原拓也

独創

連絡先 稲井寛，若林秀昭，荒井剛 {inai,waka,tarai}＠c.oka-pu.ac.jp

高速かつ高効率な通信システムを実現するための基礎研究に取り組んでいる。一般的に通信
に必要な機能は階層化された構造となっているため、まず、それぞれの階層で性能や信頼性を
向上させることを検討し、次に、これらの技術を組み合わせて全体の性能を向上させることを
目指している。以下、取り組んでいる研究の概要を述べる。

無線LANでは、全ての端末が同一の通信チャネルを使用するため、複数の端末が同時にパケッ
トを送出すると、それらが衝突して通信エラーとなる。そこで、パケットを持っている端末は
ランダムな長さの待機時間経過後にパケットを送出することによって、互いに送信のタイミン
グをずらしてパケット衝突を回避している。待機時間は一様分布に従うが、範囲が広いと無駄
な待機時間が多くなり、狭いと衝突の可能性が高くなるため、状況に応じて範囲を調節する手
法について検討している。

センサーネットワークなどの非常に端末数の多いネットワークでは、パケットの衝突によ
り、著しく性能が劣化することが報告されている。この問題の解決策として既存のアクセス方
式にパケット送信確率を付加したp-persistent CSMA/CAを利用することを検討している。この
方式は、パケット送出時刻を迎えたときに確率pで送信、1-pで待機するため、パケット衝突確
率を低く抑えて、通信可能な端末台数を増加させることが可能となる。

この他、無線LANにおいて端末間に障害物があるときに発生する隠れ端末問題を解消するため
の通信方式、交通事故の減少や渋滞緩和を目指すための高信頼な路車間および車車間の通信方
式、屈折率の異なる二種類の媒体を交互に重ねた多層膜による光の回折・干渉・散乱を利用し
た発色法の解析、レーダによる海面の波浪状況のリモートセンシング、多くの無線通信で用い
られている通信方式であるOFDMにおいて信号の歪みを抑える方式などの研究を行っている。
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Beyond5Gをめざした準ミリ波～ミリ波集積回路

情報工学部情報通信工学科 伊藤信之
情報系工学研究科システム工学専攻 栢野陽平、橋本佳紀、林祐樹

独創

連絡先 伊藤信之 nobby@c.oka-pu.ac.jp

携帯電話をはじめとする無線通信の発展はめざましく、その
データレートは、3Gが始まった2000年からの約20年間で約10,000
倍に達する。データレートを向上させる代表的な方法は、信号帯
域幅を広帯域とすることであり、そのためにはキャリア周波数の
高周波化が必要である。ここでは、上記を実現するために準ミリ
波～ミリ波の無線回路として最も重要なLNA、VCO、PAの検討結果
を示す。
図1は設計した24GHz帯受信増幅器のシミュレーションによる

|s21|、|s11|、|s22|、NF特性の周波数依存性を示している。この
図からわかるように、約24GHzで|s21|は極大値を|s11|、|s22|、NF
は極小値を示し、この周波数帯において高い利得、入力整合、低
いNFが得られた事を示している。
図2は設計した3bitの周波数切替えのためのcapacitor-bankと、

周波数切替えと同時にそれぞれの周波数に適した電流を流すため
の、3bitの電流切替えを行うためのresistor-bankを擁した20GHz
帯域のVCO（Voltage Controlled Oscillator）である。この技術
により、全ての周波数帯域で1MHz離調の位相雑音−110dBc/Hzを得
る事ができた。
図3は出力部にインダクタの相互誘導を用いたPowerVCOの、出力

電力特性を示す。このPowerVCOでは22GHzにおいて出力16dBm、効
率21.5%、1MHz離調の位相雑音−122dBc/Hzを得る事ができた。
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Beyond5Gをめざした高周波集積回路

情報工学部情報通信工学科 伊藤信之
情報系工学研究科システム工学専攻 瀬口慎一郎、吉岡大

共同

連絡先 伊藤信之 nobby@c.oka-pu.ac.jp

携帯電話をはじめとする無線通信の発展はめざましく、その
データレートは、3Gが始まった2000年からの約20年間で約10,000
倍に達する。データレートを向上させる代表的な方法は、図1に
示すように信号帯域幅を広帯域とすることであり、そのための最
も直接的な方法はキャリア周波数の高周波化である。しかしなが
ら、携帯電話のように通信距離が長い場合、ミリ波のような高周
波 帯 を 使 う 事 は で き な い 。 そ の た め 、 CA （ Carrier
Aggregation）のように異なる周波数帯を用いて無線通信を行い
受信器内で一つのデータとする方法と、比較的広い信号帯域を得
られる周波数帯で通信を行う方法とで広帯域化を実現する事とな
る。ここでは、上記を実現するために必要な、受信器の最初の回
路ブロックであるLNA（Low Noise Amplifier）に関しての検討結
果を示す。
図2は設計した三帯域同時受信LNAのシミュレーションによる

|s21|、|s11|、|s22|、NF特性の周波数依存性を示している。この
図からわかるように、約1.5GHz、2.4GHz、4.5GHzで|s21|は極大値
を|s11|、|s22|、NFは極小値を示し、それぞれの周波数において高
い利得、入力整合、低いNFが得られた事を示している。
図3は設計した3.4GHz～4.1GHzの広帯域LNAのシミュレーション

による|s21|、|s11|、|s22|、NF特性の周波数依存性を示している。
この図からわかるように、 3.4GHz～4.1GHzにおいて高い利得、
入力整合、低いNFが得られた事を示している。
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折り返し構造を用いた非相反CRLH-WGによる可変移相器の提案

情報工学部情報通信工学科 大久保賢祐

独創

連絡先 大久保賢祐

本研究はあらゆるモノがインターネットでつながるIoT時代
を支えるワイヤレス通信の高性能化を実現するハードウエア
に関する基礎研究である。我々は、フェライトを装荷した折
り返し導波管を用いて、順方向伝搬においてバランス型の右
手/左手系複合伝送線路CRLH-TL[1]として動作する非相反右手
/左手系複合導波管(F-CELH-WG)を提案し、その伝送特性の周
波数依存性を理論的・実験的に明らかにしている[2]。 F-
CRLH-WGはバイアス磁界の大きさを調整し動作周波数を掃引す
ることにより、右手系モードによる遅れ位相から左手系モー
ドによる進み位相まで位相を連続的に変化可能な可変移相器
への応用が期待できる[2]。ここでは試作回路の位相特性のバ
イアス磁界依存性の測定結果[3]を示し、F-CRLH-WGによる可
変移相器を提案する。

図１の試作回路[2]の4.65GHzにおけるS12のバイアス磁界
依存性を図２に示す。同図より、𝜇𝜇0𝐻𝐻ex の（186.3 mT から

196.1 mT の）の変化に対して振幅 |S12| はほぼ一定で位相
∠S12 が79.2°変化していることがわかる[3]。

図１ 試作回路[2],[3]

図２ S12のバイアス磁界依存性[3]

文献 [1] A. Sanada et al., IEEE Microwave and Wireless Compon. Lett. vol. 
14, no.2, pp. 68-70, Feb. 2004. [2] 大久保ほか, 電子情報通信学会論文誌, 
Vol. J105-C No.1, pp. 46-54, 2022年1月.  [3] 大久保ほか, 2022年電子情報
通信学会総合大会，C-2-22, 2022 年 3 月.



Ｑ学習を用いたランダム・アクセス方式の設計とその性能評価

情報工学部情報通信工学科 榊原勝己、高林健人
情報系工学研究科システム工学専攻 香山和寛、原佑輔

独創

連絡先 榊原勝己 sakaki@c.oka-pu.ac.jp

【背景】 無線LAN、ZigBee等に代表される無線端末の小型化および家電製
品への組込技術の進展に伴い、小型無線端末間で自律分散的に無線ネット
ワークを構築することは、IoT（Internet of Things）の基盤技術となる。
この場合、多数の低伝送速度端末（例えばセンサ端末）から間欠的なデー
タが、AP（サーバ）宛に同時に送信されないよう制御する手順（ランダ
ム・アクセス方式）が、重要な要素技術の一つとなる。近年、機械学習の
一手法であるQ学習を、ランダム・アクセス・プロトコルに組み込む試みが
活発に行われている。

【目的】 本研究では、ランダム・アクセス方式として最も基本的なスロット付アロハに基ずくフ
レーム付アロハを採用したネットワークを想定し、Q学習を利用し、1フレーム時間内における時間
スロット数を適応的に更新する方式を設計し、その性能を評価することを目的とする。

【結果】 Q学習に加え、フレーム内のスロット

状態（アイドル、成功、データ衝突）に基づく端
末数推定によりフレーム長を適応的に更新する方
式を提案した。提案方式の性能（スループット）
を計算機シミュレーションにより評価した結果、
右図に示すように（提案方式はRL-LD）、従来

方式に比べ、高いスループットを示すことが明ら
かになった。今後は、Q学習の学習速度、端末数

推定の精度の向上を図る。



深層学習を用いた写真の審美的品質推定と改善

情報工学部情報通信工学科 滝本裕則、北山晃生、金川明弘
情報系工学研究科システム工学専攻 坂口太一

独創

連絡先 滝本裕則 takimoto@c.oka-pu.ac.jp

近年、SNSやWeb上で写真を共有する機会が増え、魅力的な写真を撮影したいというニーズ
が高まっている。しかし、良い写真、つまり“審美的品質が高い写真”を撮影することは相
応の技術や経験が必要となるため簡単ではない。そこで、写真撮影の支援として、客観的に
写真の審美的品質を評価する技術が望まれている。我々は、深層学習に基づくAttention
branch networkを用いることにより、視覚的説明機能をもつ審美的品質推定法を提案した。
また、複数抽出したパッチ画像を追加情報として用いることで推定精度の向上を実現した。

一方、撮影後の写真に対して審美的品質を自動で改善する画像処理技術の実現が望まれて
いる。そこで我々は、深層学習に基づき、大規模な写真データセットから“審美的品質の高
い写真”と“低い写真”のドメイン間の関係をend-to-endで学習し、得られたモデルによっ
て任意の写真の色調を自動的に変更し審美的品質を改善する技術を提案した。また、主観評
価実験により、提案技術の有効性を確認した。

提案手法による審美的品質改善の結果例



仮想計算機モニタによる重要サービス不可視化の研究

情報工学部情報通信工学科 佐藤将也

連絡先 佐藤将也 masaya@c.oka-pu.ac.jp

セキュリティソフトウェアやログ収集ソフトウェアは、コンピュータを攻撃から保護し証拠

を保全するために重要な役割を持つ。本研究では、これらのソフトウェアを重要サービスと呼
び、重要サービスを攻撃者から不可視化することでサイバー攻撃の被害を抑制する。

サイバー攻撃への対処において、攻撃者の視点にたって攻撃の手段や目的を考慮し、対策する
ことが重要である。攻撃者にとって、重要サービスは攻撃活動の妨げになることから、攻撃の対
象となる可能性が高い。また、
重要サービスが攻撃されると攻
撃の防止や被害の把握が困難に
なる。既存手法の多くは、オペ
レーティングシステムが攻撃対
象の場合に対処できない。重要
サービスの改変を必要とする場
合、導入のコストが大きい。

そこで、仮想計算機モニタに
より、重要サービスの情報と振
る舞いを攻撃者から不可視化す
る手法を提案した。これにより、
攻撃者が重要サービスを特定す
ることを防ぎ、攻撃を防止する。
また、仮想計算機モニタを用い
て実現することにより、保護機
構への攻撃も困難化する。

保護対象VM (Virtual Machine、仮想計算機)代理VM

重要
プロセス

仮想計算機
モニタ

ユーザ空間
カーネル空間

保護対象VMの
仮想ディスク

代理VMの
仮想ディスク

代理
プロセス

重要サービスのファイル

重要ファイルヘ
のアクセス
システムコールの
検知と情報の転送

代理実行

通常
プロセス

ファイルアクセス

通常ファイル

重要サービスにおけるファ
イルアクセスの不可視化



多変量回帰分析手法を応用した組合せ最適化アルゴリズムの開発

情報工学部情報通信工学科 野田 祐輔
金沢学院大学 経済情報学部経済情報学科 ゴータム ビスヌ プラサド（Bishnu Prasad Gautam）

独創

連絡先 野田祐輔 noda@c.oka-pu.ac.jp

組合せ最適化問題とは、様々な制約の下で膨大な候補の中

から、ある指標（価値）を最も良くする変数の組合せを求め
ることである。現代社会では、製造、物流、小売、金融、交
通、社会インフラ、医療、農業、ヘルスケアなど様々な産業
分野において、新しい価値やサービスを提供するために、組
合せ最適化問題を如何に高速且つ効率よく解くかが鍵とな
る。本研究では、計算処理が速い多変量回帰分析（部分的最
小二乗法：PLS）に注目し、PLSで構築した回帰モデルをベー
スに最適な組合せを探索する組合せ最適化アルゴリズムを独
自に開発し、最適解探索の精度について従来手法と比較し
た。

テスト計算として、各要素に0・1ビット（2種類）を
10,000個、または0〜7ビット（8種類）を4,000個並べ、最適
解とした採用するランダムなビット列と比べて、任意のビッ
ト列の各桁のビットが一致しない場合に1ずつ増える評価値
（Cost function：最適値 0）を目的関数とする最適化問題
を実行した。右図はこれら2つのケースの最適解探索の結果
であり、ランダムサーチ（緑）や遺伝的アルゴリズム（青）
と比べて、提案手法（赤）の方が少ないサンプル数を基に最
適解の探索に成功し、210000のケースでは12,000個以上、
84000のケースでは30,000個以上のサンプル数において、提案
手法を用いて100回中100回の最適解探索に成功した（図中の
マーク）。

組合せ総数

210000 ≈ 2.00×103010

組合せ総数

84000 ≈ 2.29×103612



スマート工場における無線ネットワーク化制御システムに適した
クロスレイヤ設計
情報工学部 情報通信工学科 高林健人
情報系工学研究科システム工学専攻 香山和寛、原佑輔

独創

連絡先 高林健人 kent.hf@c.oka-pu.ac.jp

本研究では、スマートファクトリー内におけるロボット等の機器の遠隔制御を対象とした、無

線ネットワーク化制御システムにおける物理層・メディアアクセス制御 (MAC) 層のクロスレイ
ヤでの設計につながる技術について検討を行った。図のようなシステムにおいては、センサ・コ
ントローラ間及びコントローラ・アクチュエータ間の通信は無線ネットワークを介して行われる
ため、制御品質の低下を引き起こすパケット損失とパケット遅延を回避することは困難である。
そのため、低遅延と信頼性を確保するために、通信環境に応じて適切に物理層変調方式やMACプ
ロトコルを設計する必要がある。そこで、本研究では、本システムにおけるクロスレイヤでの設
計の前段階として、アーム型倒立振子を対象とした無線制御について検討を行った。

図．スマート工場における無線ネット
ワーク化制御システムの例

初期検討のため、無線通信システムにおける変調
方式として、2位相偏移変調 (Binary Phase-Shift 
Keying: BPSK)、チャネルモデルとして加算性白色ガ
ウス雑音 (Additive white Gaussian noise: AWGN) 
を適用し、信号対雑音比 (Signal to Noise Ratio: 
SNR) 及び制御信号の量子化ビット数を変更した場合
の、制御対象の収束特性を計算機シミュレーション
により確認した。

今後の検討として、他の変調方式やチャネルモデ
ルの適用や、MAC層も含めた制御特性の評価などが挙
げられる。



画像伝送量削減のための画像欠損・復元手法の検討

情報工学部情報通信工学科 小椋清孝
情報系工学研究科システム工学専攻 井口周太郎、橋口仁哉

独創

連絡先 小椋清孝 komoku@c.oka-pu.ac.jp

4K/8K映像などの高精細動画の機器間伝送容量削減を目的として、送信側で一部の画素を

欠損させ、受信側で送られてきた画素情報から欠損画素値を復元して表示する手法について
検討を進めている。復元は深層学習により行うこととし、現在は高い復元性能を持つ(かつ
ハードウエアサイズが小さい)深層学習ネットワークの構成について研究を行っている。

カラー画像を対象とし、図1のように全画素の1/4を規則的に欠損させた画像を復元する深層
学習ネットワークの検討を行った。ネットワークの入力を１辺２～11画素の正方ブロックとし、
それらを全結合ネットワークや畳み込みネットワークで処理する様々な構成について復元性能を
評価した。

全結合ネットワークの場合、2画素ブロック入力モデルの場合に復元テスト画像(50枚）の平均
PSNRが31.4、3画素ブロック以降は34.4～35.2dBとなり、PSNR最大は7画素ブロック入力モデルの
場合であった。畳み込みネットワークの場合、3～9画素ブロック入力モデルでPSNRは34.5～35.2
dBとなり、全結合モデルと同じくPSNR最大は7画素ブロック入力モデルの場合であった。

これらのモデルをFPGA向けにHW設計を行ったが、PSNR最大のモデルはリソース不足で実装不可
であった。枝刈り等の手法を適用してモデル小型化を行い実装を行う予定である。

図1 深層学習を用いた動画伝送量削減手法 図２ 画素復元ニューラルネットワーク



環境自律適応型追加学習エッジAIアルゴリズムとアーキテクチャの検討

情報工学部情報システム工学科 有本和民、横川智教

独創

連絡先 有本和民 arimoto@cse.oka-pu.ac.jp 横川智教 t-yokoga@cse.oka-pu.ac.jp

【背景】無人自律航空機（ドローン）により収集した画像データをエッジコンピュータに集積
し、AI解析により特徴抽出や異常抽出を行うことが有効である。しかし、ドローンから撮影され
る画像データは環境（天候、場所、時間等）が認識精度に影響を与えるため、リアルタイムに環
境に適合した学習モデルを作成する必要がある。
【目的】本研究ではパイナップル生育管理における環境自律適応型追加学習システムを提案し、
アルゴリズムおよびアーキテクチャ設計の基本検討を実施する。
【手法】生育エリアの環境を反映した認識補正として、日照に関係する照度等については、木戸
補正等の前処理で認識精度の劣化を回避できた．一方でパイナップルの生育に伴う、葉の広がり
の変化や樹木や実の傾き具合等に対しては、ドローン撮影時でのリアルタイムでの軽量な追加学
習必要となる。これはドローン上やドローンポートに設置される小型サーバ等の組込みシステム
で実行されるので、省電力および小型化が求められる。その上で、エッジでの学習時間を短く
し、かつ認識精度を上げるアルゴリズムが必要となる。

追加学習による認識精度の向上の一例



人を引き込む身体的インタラクション・コミュニケーション技術

情報工学部情報システム工学科 渡辺富夫、石井裕 保健福祉学部看護学科 高林範子
デザイン学部造形デザイン学科 西田麻希子 埼玉大学理工学研究科 綿貫啓一

共同

連絡先 渡辺富夫 E-mail: watanabe@cse.oka-pu.ac.jp

うなずきや身振りなどの身体的リズムの引き込みをロボットやCGキャラクタに導入すること

で、対話者相互の身体性が共有でき、一体感が実感できる「心が通う身体的コミュニケーション
システムE-COSMIC」を研究開発し、人を引き込む身体的コミュニケーション技術（身体的引き込
み技術）の重要性を実証してきた。とくに音声から豊かなコミュニケーション動作を自動生成す
る技術は、人とかかわるロボット・玩具、メディアコンテンツ、e-Learningやゲームソフト等に
導入・実用化されており、教育・看護・福祉・エンタテインメントなど広範囲な応用が容易に可
能である。身体的引き込みによる一体感や共有感は、幸せな気持ちや安心感を支えるもので、人
がつながるヒューマンインタフェースの要である(1)。実空間とサイバー空間を高度に融合させ、
人をつなぐ人間中心の社会「Society 5.0」時代を拓く礎として本システム・技術を紹介する。
(1)渡辺富夫：円滑なコミュニケーションとは？，ヒューマンインタフェース学会誌，Vol.24, No.1 (2022), pp.22-25.



多様な動作でかかわりを深める音声対話エージェントの研究開発

情報工学部情報システム工学科 石井裕、渡辺富夫 保健福祉学部栄養学科 川上貴代
保健福祉学部看護学科 高林範子 デザイン学部造形デザイン学科 西田麻希子

重点

連絡先 石井 裕 ishii@cse.oka-pu.ac.jp

身体性メディアを活用してインタラクションを支援する技術開発を進めるため、これまでに
研究開発されてきたコミュニケーション特性や身体的引き込み原理をロボットや電子メディア
に導入するとともに、新たに音声認識によって発話内容に基づく画像提示あるいは話速適応す
る応答動作システム等へ応用展開する。

本研究では、まずコミュニケーションの根幹となるリズム同調
において、今よりも一層効果的にコミュニケーションを支援する
ため、使用者の置かれている状況や感情にうまく寄り添うことが
できるうなずき動作を検討した。評価システムを構築し、うなず
き動作そのものの違いが、印象にどのような違いをもたらすのか
調査している。

印象評価に基づいて、対話として負荷の大きいオンラインで
の面接を想定したシステムに導入し、親しみやすく誠実な印象
である「のんびり静かな」うなずきが，面接という場において
緊張を和らげる効果があることが示された．

また孤独感緩和を目的に、CG シミュレーションを用いた印象
評価実験の結果、会話相手としての有効性が示された。また明
るい環境では「静かなうなずき」よりも活発なうなずきが楽し
い気持ちにさせ、暗い環境では「元気なうなずき」よりも落ち
着いた印象のうなずきが和むなどの結果を得ている。



パーソナライズされた不具合を含む変更の予測手法の転移に関する研究

情報工学部情報システム工学科 天㟢聡介

独創

連絡先 天㟢聡介 amasaki@cse.oka-pu.ac.jp

ソフトウェア開発に費やすことができる資源は有限であり、全ての更新されたモジュール

（ソフトウェアの部品）について詳細に品質を検証することは難しい。モジュールが不具合を
含む可能性を予測して検証の優先順位をつけることで効率的な品質確保が可能になる。

近年は開発者個々人にパーソナライズされた不具合予測（図１）が近年注目されている。しか
しながら、開発経験が短い、人が頻繁に入れ替わる場合などは他の開発者の更新履歴とまとめて
予測モデルを作成せざるを得ないのが課題である。

本研究では、Bellwether Method（図２）と呼ばれる方法をパーソナライズされた不具合予測
に適用した。その結果、長年開発を続けている人にパーソナライズされた不具合予測モデルより
精度が低下した。一方、開発経験が短い開発者にとっては多くの場合有効であることを実証的に
示すことができた。

図2: Bellwether Method図1: パーソナライズされた不具合予測



多人数不完全情報ゲームにおけるより人間的なアルゴリズム

情報工学部情報システム工学科 但馬康宏

独創

連絡先 但馬康宏 tajima@cse.oka-pu.ac.jp

コンピュータにゲームを行わせる取り組みは、コンピュータの誕生当初から行われており

人工知能研究における究極の目標のひとつである。近年は、将棋や囲碁に代表される二人完
全情報ゲームに関してトッププロの実力を上回る性能となっており、研究の対象はより複雑
なゲームに移っている。特にトランプゲームやボードゲームの数学的モデルとなる多人数不
完全情報ゲームは、効果的な探索手法が考案されておらず機械学習や最適化アルゴリズムの
新たな応用先として注目を集めている。）

本研究室では、以下のようなテーマに取り組んでいる。

• カードゲーム「お邪魔者」
オンラインによる対戦環境を整

え、コンピュータと人間が同じ盤面
で対戦できるようにした。

深層学習、モンテカルロ戦略、
ヒューリスティックの各アルゴリズ
ムを開発した。

• コンピュータ大貧民大会
ヒューリスティック戦略によるプ

ログラムで大会において複数回優勝
し、他チームのプログラムのベース
として利用されている。



ノーコード・ローコードによる
直感的かつ効率的なモデル検査環境の構築

情報工学部情報システム工学科 横川智教
大学院情報系工学研究科システム工学専攻 豊田起万

独創

連絡先 横川智教 t-yokoga@cse.oka-pu.ac.jp

【背景】モデル検査は網羅的かつ自動化された証明を可能とする非常に強力な技術であり、ツー
ルとしての実装も数多く公開されているが、産業界におけるモデル検査の利活用はまだ十分に進
んでいない。普及が進まない要因の一つは、厳密な検証のために必要な労力が極めて大きくなる
ことにある。システムの誤りを見つけるためには正確なモデル化が前提となり、モデル検査の知
識がない技術者にとっては非常に負担が大きい。
【目的】本研究では、モデル作成を容易とするモデル検査ツールのインタフェースを開発するこ
とで技術者の負担を軽減する。
【手法】本ツールではビジュアルプログラミング（VP）を用いることで、モデル作成の技術的障
壁を軽減する。VPは画面上にオブジェクトを配置することでプログラミングを行う環境である。
本研究では VPを実装する環境として Node-Red を用いており、Node-Red 上で作成したモデルか
らモデル検査ツール nuXmv のモデルを自動的に生成することが可能である。

モデルの変数
や処理などを
「ノード」と
して定義する

「ノード」をつなぎ合わせて
モデルの動作を記述する

開発したインタフェース ノードのプロパティ



プロ棋士に信頼される将棋AI

情報工学部情報システム工学科 芝世弐

独創

連絡先 芝世弐 shiba@cse.oka-pu.ac.jp

2017年に我々が将棋AIに取り組む以前からプロ棋士を超えるAIが生まれていた。しかしながら、

実際の将棋研究や対局評価に用いようという動きは極一部の若手棋士やネット中継局など稀有で
あった。

2019年5月に我々のソフトウェアを公開した直後からプロアマ問わず利用する棋士が激増し、
現在では将棋AIを利用しないプロ棋士は居ないとまで言われるようになった。まさに、将棋界の
パラダイムシフトである。対局の解説棋士や中継記者といった専門家が自らの考えよりAIの方を
信頼した発言を繰り返し、今や中継評価には不可欠な存在となっている。また、棋書やWeb記事、
多くの動画メディアもAIの読み筋が正しいという前提で制作されるほどの信頼を勝ち得ている。

その後、約3年ほど経過し我々が公開したファイルや論文から多くの開発者により改良された
モデルが多く制作されたにも関わらず未だトップレベルの信頼を受けている。このようなことは
昨今のAIの開発速度から考えても全く異例のことである。もちろん、我々の最新モデルは当然
大幅に強化されているが、プロ棋士の評価でも既に差異を見いだせない状況のようである。

2021年9月には日本将棋連盟の公式ライブ中継アプリにおいてプロ棋戦のAIによる局面評価・
読み筋・期待勝率などを配信するに至った。プロの団体として公式に導入するAIとしては我々の
ソフトウェアが採用されており、その信頼のほどが伺える。

現在、将棋界の新手や新構想などはAIが先行する形になっており、例えば先手相掛かりなどの
流行戦型はAI由来であり、AI戦においては先手勝率7割を超える状況で既に先手後手が公平との
概念は失われている。恐らく追ってプロ棋戦においても何らかの対応がされるものと思われる。
恐らく歴史上初、将棋そのもののゲームバランスにパラダイムシフトが起こりつつある。
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圧電素子による咀嚼の計測システムに関する研究

情報工学部人間情報工学科 穂苅真樹
保健福祉学部栄養学科 川上貴代

独創

連絡先 穂苅真樹 mhokari@ss.oka-pu.ac.jp

【目的】本件では、新たな咀嚼時の下顎運動で判定するための方法として、被験者に対して低侵
襲で、センサの取付が容易な圧電素子を使用した計測法とそのシステム化について取り組む。本
方法の独自性を明らかにするために、圧電素子をオトガイ部または側頭部に取り付け、咀嚼に伴
う下顎または咬合筋のある皮膚付近の振動を計測するとともに、従来咀嚼時における咬筋の筋電
図を計測し、咀嚼回数を比較する。

【方法と結果】図1に示す圧電素子を使用した新しい咀嚼計測法の
有用性を検証するために、従来咀嚼の間接測定に使用されている
筋電計と同時に計測した。咀嚼試料にチューイングガムを使用し
た。咀嚼回数の真値に被験者がカウントした回数とし、相対誤差
を比較した。

計測結果の一例として、被験者がガムを40回咀嚼したときの計
測結果を図2に示す。相対誤差は圧電素子で 0.0～9.5％、筋電セ
ンサで 0.0～5.3％の範囲で、25試行での平均は、圧電素子で
0.0％程度、筋電センサで1.0％程度であった。

図1 研究で使用した圧電素子
(左、直径10mm，厚さ0.3mm)

(a)筋電センサ (b)圧電素子

図2 計測結果
(咀嚼回数40回)

【今後の展開】
〇信号処理回路(増幅、フィルタ)の改良
〇噛み応えの異なる食材を咀嚼したときの計測
〇性別、年齢の異なる被験者の追加



遠隔者とのかかわりを実感させる遠隔コミュニケーションシステム
に関する基礎研究

情報工学部人間情報工学科 伊藤照明、大山剛史

独創

連絡先 伊藤照明 tito@ss.oka-pu.ac.jp

本研究は、仮想空間内の動きを物理動作に連動することで実在感を増す効果を引き出す運動

強調ディスプレイのアイデアをテレプレゼンスロボットに応用する。そして、身体的引き込み
を引きを誘発する遠隔コミュニケーションを支援するための運動強調ディスプレイシステムの
開発に取り組んでいる。ディスプレイの動作を制御する仮想空間内の動きは遠隔対話者の頭部
身体動作を基本とし、会話での遠隔者のリモート音声、発話者のローカル音声、さらには視線
の動きなどを組み合わせてディスプレイの物理動作を生成する。

遠隔者の明白な動作に対する頭部動作計測データに
加えて、明白な動作検出ができない場合でも、視線計
測による間接的な運動強調制御を行うことで、リモー
トインタラクション機能の実装を目指している。ま
た、遠隔者の運動動作とは別に、リモート側での音声
データおよびローカル側での音声データを利用して、
対話応答性の良いローカルインタラクション機能を実
装する。こうした複合的なインタラクションにおける
様々なパラメータの組み合わせを評価するために、仮
想環境を用いた評価システムを構築し、様々な角度か
らの基礎的検討を行った。今後は物理空間との連動を
行う予定である。

本研究の一部は、2021年度岡山県立大学独創的研究
助成費の支援を受けて行われた。 システム構成図



自律分散型高機能監視カメラシステムの開発

情報工学部人間情報工学科 佐藤洋一郎、太田俊介
岡山理科大学工学部 近藤真史

独創

連絡先 コンピュータ工学研究室（佐藤・太田） Tel：0866-94-2125sato@ss.oka-pu.ac.jp

商業施設を対象として、フロア天井に複数の安価なカメラモジュール(CM)を格子状に配置し、
死角の排除を目指した高性能・高機能な防犯カメラシステムを開発している。CMでは撮影画像
補正のために様々な幾何学変換を施す必要があるが、1秒あたり5フレーム程度の動画像しか生成
できておらず、処理の高速化が重要な課題となっている。

本研究では、専用の変換回路を再構成型回路デバイス(FPGA)に実装し、動画像生成の高速化
（1秒あたり15～30フレーム）を実現する。また、サーバでは、各CMから得られた画像の合成だ
けでなく、隣接する4つのCMの撮影領域があえて重複するように配置することにより、
[機能1:超解像度化] [機能2:耐故障性] [機能3:立体認識] といった高機能化を図る。

今年度は、複数のカメラを用いた高速・高機能な防犯システムの実現に向けて、以下の1.～
4.の研究計画を設定し、段階的に研究を遂行する。



内視鏡カメラ位置姿勢推定システム「ラパロSLAM」の開発

情報工学部 人間情報工学科 小枝 正直

独創

近年、da Vinci Xi 等によるロボット支援下内視鏡手術が多数行われている。内視鏡手術な

どの腹腔内の狭い術野における手術では拡張現実 (AR)を用いた手術サポートシステムが有用
である。Hamadaら[1]は画像特徴点ベースのSLAMである
ORB-SLAM2を用いてカメラ映像のみでカメラの3次元位置
・姿勢を求め、カメラ映像に追従して3DCGモデルをリアル
タイムに重畳して表示するARシステムを実現したが、カメ
ラ映像に映る手術器具部分に現れる不要な特徴点により位
置・姿勢推定が乱れる問題があった。そこで箱谷ら[2]は手
術器具部分に現れる不要特徴点をブラー処理により排除する
手法を提案し、その有効性を示した。

そこで本研究では、画像特徴点ベースのSLAMを用い、
不要特徴点排除機能を追加したAR手術サポートシステム
「ラパロSLAM」を構築する。様々なSLAMが提案されて
おり、今後もより高性能なSLAMが開発されることが予想
される。また、排除手法も今後改善されることが期待され
る。その都度、SLAM自体に不要特徴点排除機能を実装す
ることは負担が大きく、非現実的である。そこで、SLAM
自体に手を加えることなく、SLAMに与える画像を前処理
することで不要特徴点排除を実現する手法を提案する。
[1] A. Hamada, et al.: "The Current Status and Challenges in Augmented Reality Navigation System 

for Robot-Assisted Laparoscopic Partial Nephrectomy",  HCII2020.
[2] 箱谷ら："画像特徴点ベースのSLAMの精度向上を目指したセマンティックセグメンテーションによる

不要特徴点排除"， ROBOMECH2021.

連絡先 小枝正直 koeda@ss.oka-pu.ac.jp



反応時間課題における左右の非対称性に
言語情報の利用が与える影響に関する研究

情報工学部人間情報工学科 大山剛史

独創

連絡先 大山剛史 ooyama@ss.oka-pu.ac.jp

認知タスクにおいて、二重課題を設定することでタスクの成績が低下することが知られて

いる。とりわけ、二重課題における妨害刺激としてシャドーイングのような言語負荷を設定
すると、タスクの成績の変化に右手と左手で非対称性が表れることが報告されている。

本研究は、視覚刺激を用いた両手の選択反応時間課題ならびに連続タイミング課題におけ
る言語負荷の影響の左右差について調べた。手の左右と言語負荷の有無を要因とした分散分
析の結果、選択反応時間課題（下図a）では手の左右と言語負荷の有無の交互作用は有意では
なかったが、連続タイミング課題（下図b）では両者の交互作用は有意であった。これらの結
果は認知タスクにおける言語情報の利用の違いを示唆している。
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コロナ禍における DANCE ALIVE の新しい展開

DANCE ALIVE 実行委員会 代表 新山順子（岡山県立大学保健福祉学部子ども学科）
実行委員 岡本悦子、黒川しのぶ、土屋望、矢鳴孝一郎、矢鳴千奈美、若林真由美

■連絡先 新山順子研究室 E-mail：niiyama@fhw.oka-pu.ac.jp

【はじめに】我々は、大学卒業後も現代舞踊などの創作表現に地域で継続して取り組めるよう
に、2016年度より実行委員会形式でDANCE ALIVE（ダンスアライヴ）の活動を開始した。主事業
として年に１回の現代舞踊公演を行ってきたが、コロナ禍のため2019年度を最後に公演の開催
はできていない。芸術文化活動に関して様々な制約がかかる中で、これまで積み上げてきた活
動やダンスによる交流が途切れないように、新たな取組みの模索を始めている。
【取組みの概要】2021年度も現代舞踊公演を行うことはできなかったが、「 DANCE ALIVE＋
CAFÉ」と「ダンスワークショップ」以上２つの取組みに着手することができた。
１．DANCE ALIVE＋CAFÉ この取組みは、2019年度までの公演で上演された作品の中から魅力
的なものを幾つか選び、作品の映像を見ながらテーマや作品創作の方法などを作者に語ってい
ただくものである。2021年12月に初めて開催し、３つの作品を上映して対話を深めることがで
きた。これまで個々の作品発表を優先して、事後の振り返りや他者の作品鑑賞に時間をとるこ
とができていなかったので、貴重な学びと交流の機会になったと考えられる。
２．ダンスワークショップ「同じ空の下」 この取組みは、舞台活動を躊躇している人を如何
に取り込んでいくかという課題解決として着手されたものである。この問題は、2019年度公演
後より実行委員の中で繰り返し議論されてきた。「ダンスを
踊りたいが作る時間がない」人のために、実行委員が受け皿
となる作品を作り、円滑に舞台へ繋げていく試みである。実
行委員の矢鳴氏により、2022年１月から４回のワークショッ
プが予定されている。これらのワークが足がかりとなり、コ
ロナ終息後の次回公演の主作品へ繋がることを期待する。



写真作品の作品性に関する研究―オンライン写真作品審査にみられる課題―

デザイン学部ビジュアルデザイン学科 北山由紀雄

連絡先 北山由紀雄 ktym@dgn.oka-pu.ac.jp

新型コロナウイルスの影響は、私が関わる、写真の作品審査や展示の場にあっても大きなもの

であった。写真作品の審査は、従来型である、プリント出力された作品を対面審査するプリント
審査型が、今なお主流で、作品の募集は、この審査方法に基づき行われるため、作品募集後の審
査方法変更は、様々な問題を生じさせることになる。

その為、予定されていた審査が実施出来ない状況が生じれば、事業を中止したり、審査員を当
初予定から変更したりするなどの検討を余儀なくされることになる。一方で、応募者からの事業
への期待は大きく、中止としたり、予定された審査員を減らしたりすることは、その期待に反す
ることになるため、その事業参加への意欲低下につながり、事業衰退を加速させる恐れがある。

今回、このことを危惧し、募集時点では想定していないオンライン審査を実験提案し、関係者

の協力を得て実施することとなった。今回は、そこで行った方法と、課題について明らかにする。

対面での
プリント
審査の状況
（2019年）

オンライン
審査の状況
審査員との
やり取り



プリンティング表現の教育・普及に関する研究

デザイン学部造形デザイン学科 関﨑哲

連絡先 関﨑 哲 sekizaki@dgn.oka-pu.ac.jp

研究は、造形表現の分野においてプリンティング表現が持つ「素材に触れながら思考を深め

作品化するというプロセス」の重要性を示し、造形教育の場にどう活かしていくかその方法を
提案することを目的とする研究である。今回は、継続して実施している「版表現の楽しみ」展
の６回目の展示「版表現は時空を超える」について報告する。リモート中心の新しい生活様式
と言われる今日のコミュニケーションに対峙する観点から、実体のない情報ではなく、実体と
しての版を持つ版表現（版画）ならではの意義を見出すような展示を行った。

＊版表現の楽しみⅦ「版を通して世界を見る」は、吉備路文化館にて、令和4年4月23日〜 5月11日に開催。

版表現の楽しみⅥ,版表現の未来 吉備路文化館 令和3年5月1日〜9日（主催:関崎研究室,総社市教育委員会 後援:倉敷市教育委委員会）



竹久夢二の英米童謡翻訳研究とCLIL学習への応用

デザイン学部ビジュアルデザイン学科 風早由佳、野宮謙吾、柴田奈美
岡山大学教育学研究科 岡田和也 倉敷市立小学校教諭 郷原あゆ美

独創

連絡先 風早由佳 kazahaya.yuka@dgn.oka-pu.ac.jp

本研究では、岡山県邑久に生まれた竹久夢二(1884-1934)の童謡作品を挿絵も考慮に入れな
がら調査し、これまでの研究で明らかになっていない夢二童謡の中に英米童謡の翻訳・翻案が
存在することを明らかにした。(①)

また、その成果を小学校CLIL教育に応用実践することを目指す。(②)

①1921年に出版された北原白秋の『まざあ・ぐうす』に先駆けて、1910年にはすでに竹久夢二
が英米童謡翻訳を手掛けていたことは、日本の英米文化受容史を考える上で注目に値する。
[藤野(1985)、田二(2005)、田中(2004)]。そこで、本研究では夢二の童謡を精査することで、
これらの先行研究で発見されていなかった夢二による翻訳・翻案を新たに複数指摘し、先行研
究では重複や漏れが多く見られた夢二の英米童謡翻訳作品について原詩との対照表を作成した。

さらに、夢二が挿絵を付けるにあたって影響を受けた英米の挿絵画家の作品との比較研究を
行い、夢二の独自性の創出に英米童謡挿絵画家からの影響があったことを明らかにした。
【成果：日本比較文化学会中国四国支部研究集会2021年8月8日・口頭発表】

②竹久夢二と薄田泣菫（1877-1945）が英米の童謡を翻訳し、明治・大正期の日本に紹介する
中で互いに影響関係があったことを明らかにした。こうした岡山県出身の文人の翻訳を通して、
日米文化および英語を学ぶ小学校CLILプログラムを作成し、小学校教諭からの助言を受けなが
ら授業資料作成を行った。2022年度にこのプログラムを小学校にて試験実施予定としている。
【成果：日本国際教養学会第10回全国大会2022年3月19日・口頭発表】



古代エジプトファイアンスの研究

デザイン学部工芸工業デザイン学科 作元朋子

連絡先 作元朋子 harada@dgn.oka-pu.ac.jp

「ファイアンス」とはセラミックの分野において様々な意味や背景があるが、古代エジプト
のファイアンスは、鮮やかな青が特徴のやきものである。表面がガラス質に覆われ、筆で描か
れた絵付けの様子などから、見た目は釉薬をかけた陶器に近いものであるが、その制作プロセ
スはまだはっきりと解明されていない。先行研究により成分や焼成温度等多くの参考例がある
が、陶器の製作工程とは驚くほど異なっており、大変興味深い素材である。

岡山県高梁市成羽美術館には、児島虎次郎が蒐集した多くの古代エジプトコレクションがあ
り、ファイアンスも貴重なものを数多く観ることができる。その魅力を地域に伝えるため、本
研究では、美術館収蔵のシャブティの再現を目指し、古代エジプトのファイアンス製作につい
て様々な実験を行い、実物に近づけていった。素地の調合実験では、可塑性に注目し粘土質で
あるベントナイトの含有量の変化がもたらす質感の変化を明らかにした。また、土型による成
形技法、乾燥方法を検討し、全面がガラス化する条件を探り、ファイアンス製作の解明を目指
した。

図1：土型 図2：白華の様子

図3：窯入れ、焼成前 図4：焼成後



岡山アウトリーチによる地域観光推進事業

保健福祉学部看護学科 関根紳太郎 情報工学部情報システム工学科 石井裕
デザイン学部ビジュアルデザイン学科 山下万吉

連絡先：（代表）関根紳太郎 sekine@fhw.oka-pu.ac.jp

●岡山アウトリーチでは、⼤学と地⽅⾃治体等が連携し、学⽣が企画運営する独⾃のインバウ

ンド観光向け地域観光推進プログラムを展開します。グローバルとローカルを結び付けること
のできる地域発信型グローバルリーダーも育成します。

●本事業は、
【ホスピタリティ班】による観光アテンド
【SNS広報班】による主にSNSを通じた広報活動
【観光デザイン班】による観光グッズの製作
の３つに⼤別できます。また、参加学生は、岡

山県知事より委嘱を受け、岡山県スチューデン
トアテンダントとして県内の観光資源をグロー
バルに紹介するといったアウトリーチ活動を展
開します。

●岡⼭県は豊富な観光資源を有しておりますが、知名度が低かったり、二次交通等の整備の
遅れにより回遊性の低下を招いていたりするエリアがあります。岡⼭のそうしたエリアにア
ウトリーチ活動を展開することで、その魅⼒を国内のみならず、グローバルに発信し、アフ

ターコロナのインバウンド観光需要の向上が期待できます。また、地域観光推進という課題
解決に取り組むことで、大学生をはじめとする次世代の若者が岡山の魅力を知り、学ぶとい
う教育効果も得られるものと考えます。このように、本事業は、大学生が主体となり岡⼭の

地域活性化とグローバル化に寄与する持続可能な活動内容となっております。



学民連携による地産地消メニューの開発（報告）

保健福祉学部現代福祉学科 坂野純子 デザイン学部工業工芸デザイン学科 難波久美子
堀家ハッカプロジェクト 金丸由記子、小原俊秀、東恩納真弓、田代愛乃（学生団体TAMAGO_OG）

共同

連絡先 坂野純子 jsakano@fhw.oka-pu.ac.jp

目的：学生の健康と食への関心の向上、岡山総社から栽培が始まったとされる和ハッカの情
報発信をねらいとして、本学教員と堀家ハッカプロジェクト（NPO法人総社商店街筋の古民家
を活用する会）が協働で、学生団体TAMAGOの総社ハッカを使ったレシピの開発を支援する取
り組みを行った。
結果：令和3年度の活動では、コアメンバー15人の
学生が計11回の試作を行った（右表）。試作したメ
ニューは再試作も含めて20品にのぼり、主菜から飲
み物、デザート、調味料まで多岐にわたっていた。
今後の課題：令和4年度は、特に若い世代の市民に
むけて総社の和ハッカの情報発信をねらいとしたレ
シピブックを発行する予定である。

回数 参加
人数 試作メニュー

1 4月17日 3 はっかを用いたみかんゼリー

2 6月26日 6 シフォンケーキ、はっかチャ
イ、はっかスカッシュ

3 7月4日 7 はっかクリーム
4 7月18日 4 おやき（3種）、ドレッシング

5 10月3日 8 オムレツ、スパニッシュオム
レツ、はっか塩

6 10月17日 6 豚の角煮、餃子
7 11月7日 10 オムレツ、餃子

8 11月27日 6 豚の生姜焼き、セロリとツナ
のマヨサラダ、はっかバター

9 12月5日 6 チーズケーキ、ガパオライス
10 12月19日 10 チーズケーキ（再）
11 1月16日 11 薄荷クッキー

のべ人数 77



平成30年西日本豪雨災害 記憶誌編纂

保健福祉学部現代福祉学科 佐藤ゆかり、デザイン学部ビジュアルデザイン学科 齋藤美絵子
総社市下原地区自主防災組織 保健福祉学研究科保健福祉学専攻 日笠優希実

共同

連絡先 佐藤ゆかり satoyuka@fhw.oka-pu.ac.jp， 齋藤美絵子 cytoo@dgn.oka-pu.ac.jp

平成30年の西日本豪雨災害で、浸水被害とアルミ工場の爆発被害を受けた総社市下原地区の
記録と教訓を語り継ぐ記憶誌編纂について、編集協力およびデザイン監修をしました。

当該地区では、明治26年大洪水の史実に基づき地区組織体制を整備し、有事に備える自治会
活動が活発に行われてきました。その訓練の成果が今回の災害時に発揮され、地区住民全員が
避難することができました。こうした取り組みや記録・記憶を冊子にまとめ、未来の子どもたち
に継承すると同時に、他地区の体制整備に活用できる資料を作成することを目的としました。

記憶誌は6章構成としました

第１章 下原地区と平成30年７月豪雨災害
第２章 下原地区住民の避難
第３章 下原地区の復旧
第４章 下原地区の自主防災組織10年のあゆみ
第５章 下原地区の復興
第６章 下原地区への応援とご支援

寄稿
要援護者への避難よびかけ覚書と個別避難計画

本誌は、岡山県立大学附属図書館、岡山県立図書館、
総社市立図書館、総社市内の小中学校、県内の高等学校等に蔵書されています。

平成30年７月豪雨災害 岡山県総社市下原地区 記憶誌
『ふるさとの未来へ 私たちが伝えたいこと』



観光庁が推し進める「観光地域づくり」は、地域課題を観光の視点で解決していく取り組み

であり、日本版ＤＭＯ（Destination Management Organization）は、地域の「稼ぐ力」を引
き出すとともに、地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づく
りの舵取り役となることが期待されている。2018年に開設された真庭観光局は、地域連携ＤＭ
Ｏとして登録を行なっており、本事業は地域の総合的なブランディング及びマーケティングの
一環として実施されたものである。

人物紹介冊子「真庭の人びと2022」は、各エリア（北房、
落合、勝山、久世、美甘、湯原、蒜山、新庄村）の魅力的
な人物を紹介することで、インナーブランディングによる
地域活性化をねらいとした冊子である。制作は2021年の8月
から2022年の2月にかけて実施され、先ず各エリアの観光地
域づくりマネージャーが取材対象の選定と調整を行い、同
意の得られた88名に対して、デザイン学部の三原鉄平ゼミ
所属の3年生4名が、真庭観光局と連携し取材と撮影を行っ
た。掲載者の紹介文は、真庭在住の作家である甲田智之氏
が、取材メモと取材音源をもとに執筆を行なった。最終的
には三原鉄平ゼミで取りまとめ（編集、デザイン、入稿デ
ータ制作）を行い、2022年4月に真庭市内箇所に配布される
予定である。

真庭観光局と連携した人物紹介冊子の制作

デザイン学部工芸工業デザイン学科 三原鉄平

連絡先 三原鉄平 tetsu@dgn.oka-pu.ac.jp



瀬戸内海国立公園としての鷲羽山・下津井のまちづくり

デザイン学部建築学科 西川博美、穂苅耕介

連絡先 西川博美 nishikawa@dgn.oka-pu.ac.jp， 穂苅耕介 kosuke_hokari@dgn.oka-pu.ac.jp

本研究は、倉敷市に位置する鷲羽山・下津井について、瀬戸内の近代の観光化に着目し、歴史

的な背景と現状を把握した上で、まちづくりの提案をしようとしたものである。
瀬戸内海国立公園選定の前年の1932年に、下津井電鉄は、鷲羽山麓（下津井港東方）の大浜海

岸にて旅館「鷲麓園」を開業した。木造３階建ての本館は、戦後にＧＨＱに接収され、その後、
新館として建て替えられたが、２棟の別館は、現在使用されないまま残されている。そこで、建
物を実測することから特徴を把握するとともに、史料調査から、その建設の経緯を明らかにした。

厨房

大広間

玄関

客室客室客室 客室 客室 客室 客室 客室 客室客室 客室

一階平面図 二階平面図

鷲麓園別館東側建物

二階平面図

また、1988年に瀬戸大橋が開通し、その後1991年には、下津井電鉄線が廃線となり、児島から
鷲羽山や下津井への主な公共交通はバスに変更された。こうして人々の生活に大きな変化がおこ
るとともに、下津井の風景も大きく変わることとなった。

そこで、瀬戸大橋の袂に、陸と橋と海をつなぐ場としての施設を提案
した。ここでは、地場産業に触れることができる店やイベントを開催で
きる広場を用意し、サイクリングの拠点となるような提案も行った。

この地域では古くから、穏やかな海の景観を楽しむという観光の形式
を人々に提供してきた。そうした特徴は現在も変えることなく、海辺の
まちとしての、まちづくりの展開を示した。 陸と橋と海をつなぐエキの提案

←浴室へ

鷲麓園別館西側建物

一階平面図



NBRガーデンで青パパイヤを栽培した経験から

保健福祉学部看護学科 住吉和子 現代福祉学科 坂野純子 わくわくハンドべル 横田留美
Karim Md Ziaul(元矢掛町地域おこし協力隊) デザイン学部工業工芸デザイン学科 難波久美子

共同

連絡先 住吉和子 sumiyoshi@fhw.oka-pu.ac.jp

概要：ストレスの多い現代社会において、若い世代が「自然の存在」を学ぶ環境創生および、
総社産パパイヤの栽培、収穫プロセスへの参加経験による植育プログラム開発と今後の課題。



大学院教育における社会言語学と看護学との学際性に関する研究

保健福祉学部看護学科 関根紳太郎
保健福祉学研究科看護学専攻 岡真智子、原瀬愛理（令和3年度博士前期課程修了生）

独創

連絡先：関根紳太郎 sekine@fhw.oka-pu.ac.jp

●本研究では、現実の「世界」は、テクストと呼ばれる記号的な意味をもったもの（言葉な

ど）によって秩序づけられ、＜世界＞として置き換えられていると考える。また、そのテクス
トが用いられる場（＝社会文化的背景）に影響されながら、まとまりをもったディスコースと
して、その場に特有の意味が醸成されていると捉える。そして、ディスコースの不断の活動
（コミュニケーション）によって社会は形成されていると考える。そこで、本研究では、担当
教員と本学大学院看護学専攻6名との共著「「看護学および社会福祉学領域におけるコーパス
言語学的アプローチの基礎研究」、岡山県立大学保健福祉学部紀要第26巻、pp.157-169.
（2019）」を先行研究として、令和3年度第31回日本医学看護学教育学会学術学会（ウェブ開
催）において「コーパスを活用した看護保健領域ディスコースに関する分析と考察」と題して
発表した研究成果を再度精査し、看護保健実践における社会言語学的アプローチとの親和性
を提示することをねらいとする。具体的な研究テーマは次の通りである。

・岡研究：学術論文に投影されるセルフ・ネグレクトの意味の本質―日英コーパスの比較より
・原瀬研究：学術論文に投影される健康な高齢者のストレングスの意味の本質―日英コーパス
の比較

●本研究では、日英コーパスを比較検証しながら、（統計的にフィルタリングされた）特徴語
と関連語を内包する看護保健領域ディスコースを検証することで、研究キーワードの意味の本
質（＜世界＞の一端）を探求することをねらいとする。そして、看護保健領域における社会言
語学的アプローチが、特にアンケート調査の自由記述欄などに内在する意味や概念の抽出に有
効であるという点について実証的に考察し、学術的エビデンスを顕在化する。



身体性アバタを介した看護コミュニケーション教育支援システム

保健福祉学部看護学科 髙林範子
情報工学部情報システム工学科 渡辺富夫、石井裕

独創

連絡先 髙林範子 takaba19@fhw.oka-pu.ac.jp

人は単に言葉によるバーバル情報だけでなく、うなずきや身振り・手振り、表情あるいは周辺

言語といった言葉によらないノンバーバル情報による身体性の共有により、対話者相互の豊かな
関係性を成立させている。看護教育において学生がこの身体的コミュニケーションについて理解
を深めることは重要であり、学生の行動変容を導き出すためには、身体的コミュニケーションを
体験的に学習できるシステムが必要である。そのため、アバタを介して身体性を共有し対面コ
ミュニケーションを実現できる身体的バーチャルコミュニケーションシステムを適用した看護コ
ミュニケーション教育支援システムの開発を行っている１）。このシステムは、対話者が仮想空
間上で自己と相手のアバタを介して対面コミュニケーションを実現でき、終了後に自動集積され
たデータを基にロールプレイング場面を振り返ることができる。本システムは、様々な立場で振
り返れる視点切り替え機能、アバタの視線や表情を変化させる表情切り替え機能、対話者のどこ
を見ていたかを振り返るアイトラッキング機能を兼ね備えている。

現在は、看護に必要な傾聴のスキルとして、うなずきや相槌
などの気づきを促すためのアバタ影システムを適用したうなず
き機能の開発を行っている（図）。さらに、対話者と身体性ア
バタとの身体的行為をあえて矛盾させるなどの矛盾的誘導法の
解析手法の確立に向けた検討を進める。

参考文献
１）髙林範子：VRを活用した看護コミュニケーション教育支援システムの有用性，
看護人材育成4－5月号，Vol.19，No.1，P.59〜65，2022.



トランジッション経験の地域的特性(愛媛県新居浜市を事例として)

保健福祉学部栄養学科 都島梨紗

独創

連絡先 都島梨紗 tsushimar@fhw.oka-pu.ac.jp

1．研究の背景
1990年代を境に、フリーターや無業者の問題が表出し、若者の雇用や自立が問題化した。

2000年代に移り変わると、若者のトランジッションをめぐる困難性に焦点が当てられ、教育・
労働・家族等の領域間にわたる構造的な問題として注目されるようになった。こうした若者の
トランジッション経験をめぐる問題は、マクロな視点から把握されてきたが、一方で地方都市
においてトランジッションを経験する若者への目配りは乏しかった。そこで、本研究では愛媛県
新居浜市を事例として、若者のトランジッション過程がどのように経験されているのかを明らか
にするとともに、先行研究で論じられている構造的な特性を再考することを目的とした。

２．調査の概要
愛媛県新居浜市は典型的な地方工業都市で、住友グループを中心とする製造業が盛んな地域

的特性を有している。また、「新居浜太鼓祭」(※図1)が有名で、地域活動・青年団の繋がりが
男性を中心に結成されている。本調査では、「太鼓祭」に参加する男性やその男性を支える女性
等への聞き取り調査を行い、新居浜においてどの
ように学校から仕事への移行を経験してきたのか、を
検討している。

３．知見のまとめ
ノンエリート男性が新居浜市の祭の中心的な担い手と

して活躍しており、また家族維持と祭りがかみ合うこと
で祭りを支える性役割分業が再生産されている。

図1：新居浜太鼓祭の様子(新居浜市Webページより)



道徳教育における「主体的対話的で深い学び」に関する思想的研究
－アダム・スミス「道徳感情論」再考－

保健福祉学部子ども学科 山本孝司

独創

連絡先 山本孝司（5115研究室）／電話0866-94-2018／e-mail; tyamamo@fhw.oka-pu.ac.jp

１．研究の背景
「特別の教科道徳」新設を受けて2016（平成28）年に、「考え議論する道徳」への転換が文

部科学省により提唱され、そして2017（平成29）年の学習指導要領改訂に伴い、道徳教育にお
いても「生き抜く力を育む」ための「主体的・対話的で深い学び」の視点からの学習過程の改
善が進んでいる。

戦後日本の道徳教育界においては、ながらく道徳性のうちの「道徳的心情」に焦点を当てた
教育（心情主義道徳教育）が主流となり、それへの批判として「道徳的判断力」に焦点を当て
るモラル・ジレンマ授業が登場したという経緯がある。心情主義的道徳教育論では、既成価値
の内面化に主眼が置かれ、学習者の心情に強く訴えることを通して、ねらいとする価値につい
ての理解を深めることが目的とされた。他方、モラル・ジレンマ授業では、学習者の判断や理
由づけに基づく価値選択に主眼が置かれ、葛藤状況を解決することを通して、子どもたちが道
徳的なものの見方、考え方を深めることが期待された。「考え議論する道徳」、「主体的・対
話的で深い学び」というキャッチフレーズで示される道徳教育観も、後者の流れを汲む考え方
であり、物事を多面的多角的に捉えることを通して価値の多様性に気づかせ、その中で主体的
に価値選択ができることを目指している。主体的に価値選択をする際に、鍵となる手続きが
「合意形成」である。
２．研究の意義

本研究は、道徳において感情の働きの重要性を説いたスコットランド常識学派の思想家うち、
アダム・スミス（Adam Smith, 1723-1790）の道徳感情論を手がかりに、道徳教育おける「対話
的」なあり方について考察を試みる。スミスは、「同感」（sympathy）による是認と否認に
よって18世紀の市民道徳について論じたが、この「同感」概念を手がかりに、「合意形成」を
重視する今日の道徳教育を考える視点と課題について考究した。



へき地の小学校におけるヴァイオリン体験学習で
フロー評価法(FIMA)の活用が「全員参加」を促した一事例

保健福祉学部子ども学科 安久津太一

連絡先 子ども学科 安久津太一（あくつたいち） taichiviolin@fhw.oka-pu.ac.jp

コロンビア大学Lori Custoderoが開発した音楽活動のフロー観察法(FIMA)は、音楽活動における
学ぶ楽しさや集中を客観的に評価する手法として、乳幼児音楽教育、合唱や弦楽器教育分野等で
広く活用されている。課題の自己設定や修正、活動の予期、発展、延長が可視化可能な指標で、
行動の観察に加え、潜在的な音楽学習の楽しさの評価にも有効なことが示されている。
本発表では、同手法を援用し、へき地の小学校におけるヴァイオリン体験学習でFIMAの活用が、
個別最適化した学びの提供と協同の双方を促すことに効を奏した事例を示す。あわせて、実際の
ヴァイオリンを会場に展示し、フロー観察の観点を体験的に示すこととする。



保育者養成課程における子育て支援を実践的に学ぶ授業モデルの試み

保健福祉学部子ども学科 京林由季子
保健福祉学部子ども学科 新山順子

共同

連絡先 京林由季子 kyoba@fhw.oka-pu.ac.jp

【目的】2021年度に本学子ども学科が新設された。本研究では、子ども学科新設に伴い新しく開
設された「子育て支援プロジェクト研究A」の2021年度の取り組みについて報告する。
【科目の概要】「子育て支援プロジェクト研究 A」は、「おかやま子育てカレッジ」の意義を理
解し、入学時から学内にある子育て広場と親密に関わることができるように、子ども学科１年生
の科目として考案した。主な科目の特徴、授業の構成は表１、表２に示す通りである。特に、親
子プログラムの計画・実践では、1年生でも実践の取り組みやすさに繋がるよう、子育て広場ス
タッフの助言・指導が得られること、グループによる実践であることが特色となっている。
【受講生の学びの様相】受講生26名の記述による振り返りは、①親子プログラム実践上の課題
（低年齢児の発達と遊びの知識、関わりのレパートリー、思いがけない行動への対応力など）、
②地域子育て支援への意識の深まり（地域子育て支援の重要性、子どもや親を取り巻く社会環境
など）の2点にまとめられた。これらから、受講生は実践における親子やスタッフの姿から自身
の課題に気付くとともに、地域の子育て支援に対する理解や気付きを広げていると考えられた。
【まとめ】2021年度はコロナ禍の影響により計画通りに授業ができず「研究」として深められな
かった点が課題である。今後も本科目の内容や方法を精査し、保育者養成課程における子育て支
援の授業モデルの一つとして検討していきたい。

表１ 科目の特徴

１．「おかやま子育てカレッジ」の意義について学ぶ
２．学内の広場に集う親子のための親子プログラムを企

画・実施する
３．学外の地域コミュニティ施設から、地域交流・協働を

学ぶ
４．学びの振り返りと共有を行い新たな課題を見いだす

表２ 授業の構成（全8コマ・通年集中）

① オリエンテーションと学内広場の見学
② 「おかやま子育てカレッジ」の役割（専門家の講話）
③ 地域の子育て支援の現場の実際（学外・見学）
④ 子育て支援拠点行事への学生参画の方法
⑤ 親子プログラムの計画と準備
⑥ 親子プログラムの実践及び交流
⑦ 親子プログラムの実践の振り返りと評価
⑧ 成果の共有と課題の確認（成果報告会



社会変動のなかの教育改革－情報社会と「学校の情報化」

岡山県立大学保健福祉学部子ども学科 池田隆英

連絡先 池田隆英 ikeda@fhw.oka-pu.ac.jp

旧・科学技術基本法に基づく「第５期科学技術基本計画」（H28.1.22）において、社会像
「Society 5.0」が提起され、「社会実装」による「社会課題」の解決を目指す「スマート社
会」が進展している。学校教育も、この社会像に組み込まれ、科学技術基本法（H.7.11.15）と
の関連では平成28年「要領」答申の「ＩＣＴの活用」「プログラミング教育」、科学技術・イノ
ベーション基本法（R3.4.1）との関連では令和3年「構築」答申の「学校教育の情報化」や「Ｇ
ＩＧＡスクール構想」が提起された。

こうした社会の要請や動向を受けて、実践における展開が活発である。学校広報ソーシャルメ
ディア活用勉強会編（2020）、平井編（2021）、赤堀・堀田・久保田監修（2021）、堀田監修
（2021）、新潟大学附属新潟小学校初等教育研究会（2021）などが出版されている。一方、これ
までも社会変動と教育改革は、研究における重要なテーマである。藤田（1997）、尾崎（1999）、
苅谷（2002）、日本教育経営学会編（2018）、徳永編著（2019）、小川（2019）、広田（2019）、
市川（2021）、南部編著（2021）などがあり、社会学、経営学、心理学などからアプローチされ
ている。

しかし、「Society 5.0」に基づく教育改革が、一体、どのような意味を持つのかを分析・検
討する論考は、管見の限りでは佐藤（2021）のみである。ところが、佐藤は、世界的な動向から
の「日本の教育改革の問題点」を批判的に検討しているものの、日本における「学校教育の情報
化」の具体的な内実がわからない。そこで、本発表では、「社会形成」「言説研究」の立場から、
「Society 5.0」に基づく教育改革「学校教育の情報化」の概念や論理を析出し、主要な論点を
検討する。



Edible Educationを用いた食育プログラムの実践と
心理教育的効果について
保健福祉学部子ども学科 小畑千晴、デスマレスエリック、児玉太一、安久津太一
保健福祉学部栄養学科 伊東秀之、川上貴代 デザイン学部建築学科 畠和宏

共同

連絡先 小畑千晴 chiharu_obata@fhw.oka-pu.ac.jp.

Edible Education（以下EE）(Alice Waters,2008)とは、食を学びの中心に据えて、五感を使
い体験する「食すことができる教育」である。既存の食育概念を超え、生きる力、学力、環境
に対する責任、自分と他者の健康や社会の健康なども含まれた教育モデルである。EEとは〈教
科＋栄養教育＋人間形成〉の３つをゴールに、各々の学習目的を融合させる教育であり、食べ
ることそのものだけでなく、食を通じて学ぶことができるすべての教育的可能性が含まれてい
る。

これらの研究を通じ、日本版EEの食育プログラム開発や
食を通じた心理教育プログラムの開発を目指す。

米国で始まったEEは、世界へ広がりを見せているが、国
内での実践は数少なく、大学での知見もほとんどない。そ
のため、まずEEの手法を幼児教育を学ぶ大学生を対象に実
施する（第一研究）。具体的には、食を中心に、様々な学
問領域の専門家と共同した実践的授業を行い、その効果と
課題について検証する（Figure1）。加えて、EEの食育プロ
グラムが学習意欲の向上や心理的安定と成長がみられるこ
とが指摘されているが、なぜそうなるのかについての理論
的説明がほとんどない。研究グループでは、大学生の実践
を通じて、EEの心理学的効果とその過程について検討する
（第二研究）。

食

環境
学

植物
学

心理
学

教育
学

美術
福祉
学

音楽

建築
学

栄養
学

Figure1 「食」から多領域分野への応用



古代アメリカ土器の研究 「笛吹きボトル＋盲学校プロジェックト」

デザイン学部工芸工業デザイン学科 真世土マウ

連絡先 真世土マウ mau-macedo@dgn.oka-pu.ac.jp

古代アンデス文明の産んだ工芸品の中に、器内を空気の動きで、内蔵された笛が鳴るボトル
型土器がある。笛吹きボトルの研究は、東海大学、東京大学とBIZEN中南米美術館の収蔵品を
中心にその構造と製作技術を研究している。

今回は神奈川県平塚盲学校で行われるプロジェックト『ともいきアート』において、東海大コ
レクションの４つの古代アンデス土器を、生徒達が直接手で触れながら、いにしえの素晴らし
土器の造形力と息吹きを体験し、その後、生徒が自分自身のオリジナル“笛吹きボトル”を制
作し、豊かな創造性と迷いのない創作ができた。“笛吹きボトル”を教材の中心として、この
プロジェックト「笛吹きボトル 呼吸 ～いのちのかたち～」が大きな役割が果たすことが確認
できた。



慢性足関節不安定症有症者の筋線維伝導速度に関する研究

情報工学部人間情報工学科 齋藤誠二

独創

連絡先 齋藤誠二 s.saito@ss.oka-pu.ac.jp

【背景目的】スポーツ現場における足関節捻挫の発生率は他の受傷に比べて高く、さらに再発
率は47～73％と報告されている。足関節捻挫の再発は一般的には”捻挫ぐせ”と言われるが、
慢性足関節不安定症（CAI）に起因する。CAIの直接的な原因について多く検討されているが、
固有感覚受容器の障害や高次の中枢機能の障害などの報告があり、一定の見解が得られていな
い。そこで我々は、CAI有症者の特性が効果器（筋）にもあると仮説を立て、CAI有症者の健足
と患側の筋線維伝導速度を比較し、再発の原因の一端を明らかにするすることを目的とした。

図1 落とし戸器【結果】計測した全ての下腿筋において、健足に比べて患足の筋線
維伝導速度が有意に低いことを認めた（図2）。また、全被験者に
おいて同様の傾向を認めた。

【まとめ】筋線維伝導速度の低下は、筋収縮時間の遅延、反応時間
の延長、最大トルク変化率の低下などパフォーマンスの低下に影響
する。つまり、筋線維伝導速度の低下が繰り返される足関節捻挫の
1つの原因であることを示唆している。ただし、筋線維伝導速度は
筋線維の性質などに左右されるため、更なる検討が必要である。

【方法】被験者は、International ankle consortium（IAC)が設定した
選択基準、除外基準に照らし、片足のみCAIと判断した若年男子大学生6
名とした。被験者の前脛骨筋、腓腹筋、長腓骨筋に対して4個の2極性電
極を連続して貼付しアレイ電極を形成。落とし戸器上の被験者が静止立
位状態から不意かつ急激な足関節内反を起こしている際の活動電位を導
出して筋線維伝導速度を算出。健足と患側で各3回の計測を行い比較した。
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図2 健足と患側の筋線維伝導速度
※ p<0.05



姿勢推定AIエンジンによる遠隔での運動指導を想定した指示呈示が
動作や筋活動に及ぼす影響

情報工学部人間情報工学科 大下和茂

独創

連絡先 大下和茂 TEL：0866-94-2130（研究室） Email：oshita@ss.oka-pu.ac.jp

昨今の感染拡大などにより、自宅で運動に取り組む場面が増え、動画配
信や遠隔での指導が拡大している。対面指導では、被指導者を補助するな
どで適切な動作へ導けるが、非対面での指導では言葉指示や映像提示が主
体となる。これまでに我々は、運動動作の認識調査を累計約5000例で実施
した結果（Int J Sport Health Sci, 2019; 体力科学, 2018等）、単純な
膝の屈伸動作でも身体のどの部位をどう動かしているかの理解が難しく、
主観と実際の動作にズレが生じている可能性を示した。不適切な動作での
運動は、効果を得たい筋へ適切な負荷がかからないだけでなく、筋や関節
等への過度な負担により、運動器の障害に繋がる危険性も秘めており、障
害予防を視野に入れた運動指導の重要性は自明である。

対面での運動指導では、指導者が接触を介して指導する場合がある。本研究では、このよう
な接触刺激が運動時に鍛えるべき筋の理解を促し、その筋の活動が高まることを明らかにした
（上図； J Hum Sport Exerc，2021）。この結果は、様々なデバイスによる動作解析を通して、
各筋に適切なタイミングで振動子などを用い刺激を加える
ことで運動効果を高めることに繋がる（右図）また、遠隔
での指導においても、筋へ刺激を加えることで、対面指導
に限りなく近い質の指導が得られると期待できる。今回、
姿勢推定AIエンジンを用い、webカメラから動作解析
（関節角度測定）を試みたが、実際の関節角度とは異なる
動作が多く、動作解析を通じ、自動的に触刺激を提示する
には、解析精度向上が必要と考えられる。



劣駆動系の先端制御理論の構築と実験検証

情報工学部情報システム工学科 忻欣、山﨑大河、泉晋作

連絡先 忻欣 Tel: 0866-94-2131   E-mail: xxin@cse.oka-pu.ac.jp

操作入力数が一般化座標数より少ない劣駆動系では、アクチュエータの数が全駆動系に比

べて少ないため、コスト、重量などの点で優れているが、そのような劣駆動系には強い非線
形性があるため、その制御に関する研究は制御・ロボット工学分野で注目を浴びる挑戦的課
題である。

我々は、劣駆動系の先端制御理論の構築と実験検証に十数年間取り組んできた。たとえば、

鉄棒運動をする体操選手の2リンクモデルである関節1（手）が非駆動、関節2（腰）が駆動の
ロボットを対象とし、宙返り着地や大域的な振り上げ制御を実現する制御系の設計・解析を行
うとともに、製作したロボット実機による振り上げ倒立制御に成功している（図1）。これま
での研究成果について、ロボット工学、制御工学分野の権威ある国際学術論文誌で30編以上を
発表している。また、 Springer社からの誘いで、「 Control Design and Analysis for
Underactuated Robotic Systems」の専門書も出版されている。現在、高劣駆動度系の代表例
の１つであるタワークレーンの振れ止め制御に関する研究も行っている（図2、3）。

図1：鉄棒ロボットの実験 図2：タワークレーンのモデル



バナッハ空間の幾何学的定数の研究

情報工学部情報システム工学科 三谷健一

連絡先 三谷健一 Tel:0866-94-2082 Mail:mitani@cse.oka-pu.ac.jp

関数解析学における主要な研究対象であるバナッハ空間の幾何学的構造を考える。この研究

のきっかけは1936年のクラークソンによる一様凸性という空間の単位球の幾何学的形状に関す
る性質の研究であり、以降種々の幾何学的性質が導入されたが、幾何学的性質による不動点理
論や近似理論への応用など、現在においても盛んに研究が行われている。

また、幾何学的性質の詳細を表す目的で、その性質の成立度合いを表す種々の幾何学的定数
が導入されている。代表的なものとして、次のフォンノイマン-ジョルダン定数がある: 

この定数はバナッハ空間における中線定理の成立度合いを表す定数であり、ヒルベルト空間

を特徴づける。さらに、回帰性や非拡大写像における不動点性もこの定数を用いて評価するこ
とができる。その他、単位球の真四角さ度合いを表すジェームス定数や一般化した内積の対称
性に関するスキューネスなどがある。

本研究では、幾何学的定数同士の関係を直接与え、さらに具体的な空間における定数の計算
を行うことにより、空間の幾何学的構造を明らかにすることを目的とする。

𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝑋𝑋) = sup �
‖𝑥𝑥 + 𝑦𝑦‖2 + ‖𝑥𝑥 − 𝑦𝑦‖2

2(‖𝑥𝑥‖2 + ‖𝑦𝑦‖2) : 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ 𝑋𝑋, (𝑥𝑥,𝑦𝑦) ≠ (0,0)� 



生体の運動制御機構のモデル化に関する研究

情報工学部情報システム工学科 山﨑大河、忻欣、泉晋作

連絡先 山崎大河 Tel: 0866-94-2094 Mail: taiga@cse.oka-pu.ac.jp

生体の運動には、関節間協調、筋間協調など、身体の様々なレベルの構成要素の間に
「協調」がみられる。これは脳が身体の膨大な自由度を操って、その目的を達成するため
の重要な仕組みと考えられている。本研究では、この協調に着目して、様々な運動制御を
制御・ロボット工学の視点でモデル化している（下図は例）。その知見は生体の理解だけ
でなく、機械の制御や医療福祉・スポーツ機器の開発などへの応用も期待できる。
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図1：クランク回転作業
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ネットワークシステムの解析と制御
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ネットワークシステムとは、複数のサブシステムがネットワー
クによって結合されたものを指す（右図）。ドローン群やスマー
トグリッドのような次世代技術として注目されているものの多く
はネットワークシステムと考えられることから、ネットワークシ
ステムは盛んに研究されている。

本研究では、機械、電気、物理など様々な分野で見られるネッ

トワークシステムをモデル化し、システム制御理論を用いてそれ
らを解析、制御する取り組みを行っている。たとえば、ロボット
群のフォーメーション制御1),2)、電力ネットワークの安定性解析
3) 、メトロノームの同期現象の解析4)に取り組み、一定の成果を
得ている。成果の詳細については、参考文献を参照されたい。
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2020年度以降を見据えた電力部門の生産額推計
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わが国の電力供給は、戦後より発電・送配電・小売を一体とした垂直一貫の地域独占体制を
とってきたが、2000年以降、徐々に自由化されていくことになった（たとえば、大口顧客（高
圧・特別高圧）の小売自由化）。2011年東日本大震災の経験を踏まえ、①安定供給の確保、②
電力料金の最大限の抑制、③需要家の選択肢や事業者の事業機会拡大などを目的に電力システ
ム改革が進められてきている。

小売自由化以前の状況であれば、10電力などをはじめとする特定の事業者の財務諸表などを

用いて生産額を推計することができたが、発
電部門と小売部門の自由化により、電力市場
に多様な事業者が参入してきたため、推計作
業は複雑化した。また、電力供給体制の変更
に伴い、使用できる基礎統計にも変更が生じ
ているため、詳細な検討が求められている。
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図 電力部門の市町村別生産額（2014年度）

本研究では、2020年度以降の電力部門の生産
額推計において、どのようなデータ制約があ
るのか検証している。あわせて、市町村別の
推計も試みている。

推計結果は右図のとおりで、電力部門全体の
推計では、小売サービスの生産額について、
基礎統計の利用を含めた詳細な検討が必要に
なるなどの課題がわかってきている。
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