
�
ものづくり技術



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。
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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。
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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。

15
m

m
35

m
m

22
m

m

26
m

m

1m
m

10
m

m

16
m

m12mm

Screw bolt for 
adjusting the gap 
between magnets

Static magnet

Vibrating magnet

Leaf spring with 
mirror

Integrated laser 
light source

Housing appearanceInside the housing

Copper plate as a 
damper

    
Fig.1 振動可視化装置
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  Fig.2 レーザースポット軌跡



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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