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無線フィードバック制御システムによるモーションコントロール	

主な研究分野	

技術相談分野	

装置一覧	

キーワード	 無線通信，遠隔制御システム，リアルタイム制御，マイコン制御	

・動物の運動を模倣するロボット	
・ビジョンとロボットの融合システム	
・安全性を考慮した電動車いすの自動運転	

・コンピュータ制御，および，マイコン制御 
・コンピュータビジョンの産業応用	

高速度カメラ（フルフレーム2000fps 最高速度：120000fps），	
直流安定化電源（1600W），FA学習キット	

氏名：浅野　洋介（あさの　ようすけ）	
所属：電気電子工学科	
Mail ：   asano      e.kisarazu.ac.jp	 写真	

　HONDAのASIMOに代表されるような人間型・動物型のロボットの開発・研究においてアクチュエータが10
を超えるような多自由度ロボットにおいては，対象の大きさの制限などから，制御装置の配置・配線処理
が問題となっています．アクチュエータ用の主電源に対する無線伝送技術が発展しつつあることから，制
御装置とアクチュエータを無線通信によりフィードバック制御することができれば，ロボットの更なる進
化が期待できます．	 
　無線制御の代表であるヘリコプター等を対象としたラジオコントロール制御は，操作者からの送信のみ
で構成されています．しかし，ロボットを正確に制御するためには，アクチュエータからのフィードバッ
クが必要不可欠です．図1は無線フィードバック制御のシステムの概念図です．	 

　この制御システムの利点は，マイコンのみでは不可能であった高度な制御則を実現できることにありま
す．制御用PCと制御用マイコンが双方向に通信を行い，コンピュータにより計算された高度な制御則を，
無線通信を介してマイコンが実現しています．したがって，サイズの制約を受けることなく，図２のよう
な小型でも高性能なロボットを構成することが出来るようになります．現在は，無線によるフィードバッ
ク信号の時間遅れを軽減するための手法を研究・開発しています．	 

図１　無線フィードバック制御システム	 図２　ねこひねりロボット（動物の運動模倣ロボット）	
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磁気インピーダンス効果型磁気センサの応用	

主な研究分野	

技術相談分野	

装置一覧	

キーワード	 磁性体、センサ、インピーダンス	 

・磁性薄体を用いた磁気センサ応用	 
・磁性薄体を用いた変位センサ	 
・電解めっき法による軟磁性薄体の作製	 

・強磁性体応用	 
・走査型電子顕微鏡による観察及び組成分析	 

スペクトラムアナライザ、LCRメータ、ガウスメータ、	 
走査型電子顕微鏡(地域共同テクノセンター)	 

氏名：飯田　聡子　（いいだ　さとこ） 
所属：電気電子工学科	
Mail ：    i i d a      e.kisarazu.ac.jp	

高周波電流

強磁性体

Ｖ

検出磁界	

　磁気センサは、安価なホール素子をはじめ、様々な

種類のセンサが多分野にわたり用いられています。	 

　特に、磁気インピーダンス効果を用いた磁気センサ

は図1に示すように、非常に単純な構造をしているた

め、小型化が容易であり、常温で使用するセンサとし

ては最も感度の高いセンサの一種です。	 

　一方、医療分野などに用いられているセンサは、超

伝導体などを用いたセンサであり、ランニングコスト

が問題となっています。	 

　よって、磁気インピーダンス効果型の磁気センサを

より高感度に応用するための研究を進めています。	 

　磁性体は温度、応力、磁界、振動など様々な外部

要因によって電気抵抗などの特性が変化します。そ

の特性を応用し、レーザーやコイルなどの非接触検

出機構を用いて磁性体の特性を測定できる機構を検

討しています。	 

　図２に交流磁界中で振動する磁性体にレーザーを

照射し、反射光から検出した磁性体の振動特性から

磁性体特性や温度などをセンシングする概略図を示

します。	 

　磁性体特性の測定機構が確立することで、温度や

応力など様々な外部要因が測定可能なセンサの確立

を目指しています。	 

図１　磁気インピーダンス型センサ概略図	

図２　光学的変位検出による 
　　　　磁性体センシング	

レーザー	 フォトダイオード	

磁性体	

磁界・温度 
応力・振動

に反応	
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アナログ電子回路／アナログ信号処理	

世の中の物理量は基本的にアナログであるという観点から、アナログ電子回路を中心に研究
を進めています。近年に着目したテーマを紹介します。 

主な研究分野	

技術相談分野	

装置一覧	

キーワード	 アナログ，電子回路，信号処理	

・アナログフィルタ（能動ＲＣフィルタ，スイッチトキャパシタフィルタ）	
・発振回路	

・アナログ電子回路	
・アナログ信号処理（フィルタなど）	

インピーダンスアナライザ，ネットワークアナライザ， 
ＦＦＴアナライザアナライザ，ＬＣＲメータ，１０ＭＨｚ高精度信号源	

氏名：石川　雅之　（いしかわ　まさゆき）	
所属：電気電子工学科	
Mail ：ishikawa      e.kisarazu.ac.jp	 写真	

【正弦波発振回路】 
　正弦波信号は音源などとして重要な信号源であり，単一スペ
クトルであることを活かして歪み率測定などにも用いられます。

このとき，正弦波信号の歪み率が測定限界を決定するため，
信号の低歪み化が重要になります。回路の制御方法を工夫し
た結果，-120dB程度は容易に得られるようになり，更に低歪

み化を目指して検討しています。 
 
 
【能動フィルタ】 
　信号処理に能動フィルタを用いることは，集積回路上での実
現も含めて，広く検討されています。簡単な回路構成にした場

合には，増幅回路の非理想性などから，周波数特性が所望特
性からずれることがあります。設計手法の見直しなどにより，
簡単な回路でも，所望特性に近い特性を得ることを検討してい

ます。 
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４．静磁波の伝搬特性	
	 

　フェライト	 

中を伝搬する	 

静磁波を理論	 

解析します。	 

　右の図は、	 

フェライト上	 

に金属格子が	 

ある時の静磁	 

表面波の磁界	 

強度分布です。	 

電磁界・電磁波・静磁波の理論解析	

主な研究分野	

技術相談分野	

装置一覧	

キーワード	 電磁界、電磁波、静磁波、境界値問題、散乱特性、理論解析	

・電磁波の散乱特性の解析	
・静磁波の伝搬特性の解析	

・静電界、電磁界、および電磁波の理論解析	
・静磁波の伝搬の理論解析	

プロセス制御装置	

氏名：上原　正啓　（うえはら　まさひろ） 
所属：電気電子工学科	
Mail ：  uehara      e.kisarazu.ac.jp	

１．電磁界の理論解析	
	 

　電極､電荷､電流などを与えた時の、電界､電

位､磁界などを理論解析します。	 

　下の図は、正･負に帯電した２個の電極が作

る電位分布図です。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

２．周期的境界値問題	
	 

　周期構造の電磁界分布をリーマン･ヒルベル

ト法により解析します。	 

　下の図は、周期状電極が作る電位分布を

リーマン･ヒルベルト法で解析しました。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

正電極	

負電極	

電
位	 電

位	

正電極	

正電極	

正電極	

３．電磁波の散乱特性	
	

　周期構造上の電磁波の散乱を解析します。	 

　下の図は、周期Ｌに対する電磁波の反射率

を理論解析しました。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

基板（誘電体またはフェライト）	 

金属	 金属	 金属	 
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(a)基板が誘電体の場合．　(b)基板がフェライトの場合	

→静磁表面波　	 フェライト基板	 

金属	 金属	 
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氏名：大野　貴信　（おおの　たかのぶ）	
所属：電気電子工学科	
Mail ：ohno     e.kisarazu.ac.jp	

材料定数測定とノイズ抑制シート及び電波吸収体の開発	

　 
主な研究分野	

技術相談分野	

装置一覧	

キーワード	
材料定数（複素比誘電率，複素比透磁率）測定，電波吸収体，ノイズ抑制シート， 
マイクロ波フィルタ，電磁界解析（ＦＤＴＤ，ＳＯＮＮＥＴ），遺伝的アルゴリズム	

・マイクロ波，ミリ波帯における材料定数の測定 
・ノイズ抑制シートおよび電波吸収体の設計・評価 
・マイクロ波フィルタの開発	

・材料定数（複素比誘電率，複素比透磁率）の測定 
・電波吸収材，ノイズ抑制シートへの応用 
・マイクロ波フィルタ	
ベクトルネットワークアナライザ(45MHz-110GHz)， 2.45GHz円筒空洞共振器，	
スペクトラムアナライザ(9kHz-8GHz)，矩形導波管（X，K，V，W帯），電波暗箱など	

@

　マイクロ波・ミリ波帯における電波利用が急拡大
している．これらの周波数帯に対応する各種デバ
イスやEMC材料等の研究・開発において，材料定
数（複素比誘電率や複素比透磁率）測定の必要性
が高まっている． 
　そこで本研究では，右図に示す円筒空洞共振器
法，導波管法及び同軸管法によって材料定数の
測定を行い，電波吸収体やノイズ抑制シートの開
発を行っている．その他の研究として，マイクロ波
フィルタやチューナブルデバイスの開発，遺伝的ア
ルゴリズムを用いた超広帯域フィルタの設計等に
取り組んでいる．	
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円筒空洞共振器法による材料定数測定	

1層型電波吸収体の設計・開発	 ノイズ抑制シートの解析・開発	

摂動法による高精度な 
複素比誘電率の導出が可能	

最適なノイズ抑制シートの 
設計・評価が可能	

国際規格（IEC62333- 
1及び2）に即した 
解析モデルの構築	

分布定数線路理論による設計	
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半導体電力変換回路（電源回路）	

n  電源回路は家電製品から携帯，太陽光発電や自動
車にまで，つまり小さな電子回路からモータの駆
動まで，電気を使う場所ならどこでも使われてい
る回路です。	 

	 

n  電源回路はパワー半導体とマイクロコンピュータ
の力を得て，小さく・軽く・高効率で高品質に成
長し，あらゆる装置の中で，静かに堅実に働き続
けています。	 

n  この分野の研究は，さらなる高効率化・小型化・
高品質化がテーマになり，多くの分野で発展しつ
つあります。	 

主な研究分野	

技術相談分野	

装置一覧	

キーワード	 半導体電力変換，コンバータ，インバータ，パワーエレクトロニクス	

・ＺＶＳ	
・ＤＣ／ＤＣ電源	
・自然エネルギー応用	

・電源	
・モータ制御	

デジタル三相電力計（＜100kHz），電流プローブ（＜30A，＜50MHz)	
LCRメータ（＜100kHz）	

氏名：大澤　寛　（おおさわ　ひろし）	
所属：電気電子工学科	
Mail ：ohsawa      e.kisarazu.ac.jp	

簡単なシミュレーション回路例	

シミュレーション回路の波形	

n  本研究室では，
小型・小電力の
電力変換装置を
使った太陽光発
電装置や，風力
発電を連携させ
た複合コンバー
タの研究，また，
燃料電池など低
電圧電源用の昇
圧コンバータの
研究などを行っ
ています。	 

	 

学生製作のインバータ	
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CdTe系化合物半導体に関する研究	

　高効率CdTe多結晶薄膜太陽電池の開発 
　　　　　CdTe多結晶薄膜太陽電池は、禁制帯幅が約1.5 eVと単接合太陽電池として最適な

禁制帯幅を有しており、簡単なプロセスで高速に作製できることから、低コストで高効率な

薄膜太陽電池として有望である。日本ではCdの毒性のために製造・販売されていないが、
欧米では実用化され、最も低価格な太陽電池パネルとして注目を集めている。本研究室
では、近接昇華法による高効率CdTe太陽電池の研究開発を行っている。 

 
　放射線検出用CdZnTe多結晶厚膜の開発	

　　　　　CdTeは原子番号が大きく密度が比較的高いため、X線の検出効率が大きく高性能な
放射線検出用材料として期待されている。さらに、Znを添加したCdZnTeでは禁制帯幅の

増加により、リーク電流が抑制され、さらなる高性能化が期待できる。本研究室では、放
射線検出用のCdZnTe多結晶厚膜の開発を行っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
　CdTe多結晶薄膜太陽電池の構造　　　　　　　　 近接昇華法によるCdTe成膜装置の概略　　　	

	
 

主な研究分野	

技術相談分野	

装置一覧	

キーワード	 CdTe、太陽電池、放射線検出器	

・高効率CdTe多結晶薄膜太陽電池の開発	
・放射線検出用CdZnTe多結晶厚膜の開発	

・半導体物性 
・半導体デバイス	

近接昇華半導体成膜装置，真空蒸着装置，ソーラーシミュレータ，	
４K冷凍機，超純水装置， C-V 測定装置	

氏名：岡本　保　（おかもと　たもつ）	
所属：電気電子工学科	
Mail ：okamoto      e.kisarazu.ac.jp	

透明導電膜	

n形CdS窓層	

p形CdTe光吸収層	

カーボン電極	

Ag 

Ag 

太陽光	

ガラス基板	

 	基板	

不活性	
ガス	

石英管	

ランプヒータ	

ランプヒータ	

CdTe 
 ソース	

カーボンサセプタ	

ロータリー	
ポンプ	
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蛍光分光による海苔の生育診断技術の開発	

　　　　　これまでの海苔養殖では、漁業従事者が目視などの経験則によって疾病・障害などの状態
の判断していた。しかし、より安定な生産を行うためには、これらを定量的に判断する方法が必
要である。本研究では、その計測手段としてLIF法（Laser-Induced Fluorescence method；

レーザー誘起蛍光法）を提案し、この手法を用いた海苔養殖管理技術の開発を行っている。	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
　	
 

主な研究分野	

技術相談分野	

装置一覧	

キーワード	 蛍光測定、スサビノリ、紅藻類、生育診断	

・蛍光分光による海苔の生育診断技術の開発	

・光計測	

マルチチャンネル分光器，紫外可視分光光度計，デジタルマイクロスコープ，	
インキュベーター，半導体レーザ（405nm）， LD励起固体レーザ（488nm）	

氏名：岡本　保　（おかもと　たもつ）	
所属：電気電子工学科	
Mail ：okamoto      e.kisarazu.ac.jp	

　1) 海苔の蛍光スペクトルへのストレスの影響	

　　　　　海苔生葉にレーザー光を照射し、蛍光スペクト
ルの測定を行った。図に示すように、病害などのス

トレスの影響により、蛍光スペクトルが変化するこ
とを明らかにした。このことから、蛍光スペクトルの
測定により、海苔の生育診断が可能であると考え

られる。	
	

　2) 細胞レベルでの蛍光分布測定	

　　　　　病害の部位を初期段階で診断するために、細

胞レベルでの蛍光分布測定を試みた。あかぐされ
病に感染した海苔生葉について、デジタルマイクロ
スコープを用いた細胞レベルでの蛍光分布測定を

行ったところ、あかぐされ病に感染して完全に死滅
した細胞からの蛍光は見られなかったが、死滅し

た部位の周囲において波長580 nmでの蛍光が強
くなることが明らかとなった。また、あかぐされ病の
感染が拡大していく様子を蛍光強度の変化で観測

することができた。 
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図. (a) 正常な海苔、(b) あかぐされ病	
　　 の海苔および (c) 壺状菌病の海	
　　 苔の典型的なLIFスペクトル	
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誘電体バリア放電、沿面放電の基礎過程とATP-EMTP	

大気中沿面ストリーマ放電の同期発生と伸展 
・大気中沿面ストリーマ放電研究の源流は1778年に発表されたLichtenbergの電荷図に関する論文にあると思わ

れる。古い歴史を持つ研究であるがその詳細は未だに解明されておらず，詳細な観測に基づいた物理過
程の理解と共に，それらを記述するパラメータの値を知ることが望まれている。一方近年，誘電体バリア放
電が広い分野で用いられているが，誘電体を介しての放電であることから，誘電体表面とその近傍におけ
る気相での現象をよく理解することが必要であり，これはまた沿面放電の研究にも共通した重要なテーマで
ある。このような状況に対応して，沿面ストリーマの同期現象をもたらす因子とそれに対する依存性につい
て検討するための実験結果を英国物理学会(Institute of Physics )誌に発表し，同期現象に寄与する放電
光の波長が250nmで，これは誘電体から光電子放出をおこすために必要なエネルギに一致することなどを
明らかにした。 

 
誘電体バリア放電における二次電離係数 
・誘電体バリア放電は，プラズマディスプレイパネル(PDP)，オゾン発生器，CO2レーザなどに広く応用されている。

PDPは大画面受像器として使用されているが，大画面化は消費電力の増大をもたらすため，低消費電力
化に向けた研究はますます重要になっている。PDPの金属電極保護膜として多く用いられる誘電体は
Townsend 第二係数（二次電離係数）γが大きくイオン衝突にも強いと言われているMgOである。このγは発
光効率に大きく関わる重要な係数であるが，放電開始電圧からこれを決定することには多くの技術的課題
がある。例えば放電の安定化や残留電荷の影響の検討などを行い，γ計測に至った経過を電気学会論文
誌に発表した。 

 

電力系統過渡解析ソフトウェアＡＴＰ－ＥＭＴＰ 
・ATP(Alternative Transients Program)はroyalty-freeなEMTP (The Electromagnetic Transients Program)で

ある。 ATPおよびEMTPはおそらく世界で最も使われている電力系統の解析ソフトウェアであり，電力系統
の電圧， 電流， 電力潮流などの定常， 過渡現象解析が可能である。回転機，変圧器，避雷器，送電線，
ケーブルなどのモデルがあり，近年パワエレ分野にも適用可能となっている。ATP－EMTPは多くの研究者，
技術者によって今日も改良や機能追加が行われ，各国各地域のユーザグループによってライセンスが管
理されている。本研究室ではJAUG(Japanese ATP User Group) の幹事として，東アジア地区の国際的な
ライセンス管理を行っている。 

主な研究分野	

技術相談分野	

装置一覧	

キーワード	 高電圧・大電流工学，放電工学，ＡＴＰ－ＥＭＴＰ	

・放電初期過程（沿面放電，バリア放電，放電光と放電伸展など）	
・高電圧・大電流測定（主としてインパルス高電圧の高精度測定）	

・放電一般，絶縁試験およびインパルス電圧・電流測定 
・ＡＴＰ－ＥＭＴＰによる電力輸送系統の数値シミュレーション	

３００ｋＶ雷インパルス電圧発生装置，分圧器・分流器，１０ビットデジタイザ	

氏名：柏木　康秀　（かしわぎ　やすひで）	
所属：電気電子工学科	
Mail ：kasiwagi      e.kisarazu.ac.jp	
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次世代無線通信用の高周波受動回路に関する研究	

主な研究分野	

技術相談分野	

主な装置	

キーワード	 マイクロ波・ミリ波回路, CMOS基板, フレキシブル基板, メタマテリアル回路	 

・高周波受動回路（バラン、パワーディバイダ、フィルタ）の開発	 
・CMOSプロセスを用いたミリ波受動回路	 
・フレキシブル基板を用いた各種受動回路	 

・次世代無線通信用の高周波受動回路の設計・開発	 
・CMOS基板やフレキシブル基板を用いた受動回路の設計・開発	 

電磁界シミュレータ(EMpro), 回路シミュレータ(ADS), 計算用PC , 基板加工機	 

氏名：谷井　宏成　（たにい　こうせい） 
所属：電気電子工学科	
Mail ：tanii     e.kisarazu.ac.jp	 写真	

様々な無線通信システムに対応した高周波回路を実現	

　　　 
 

　現在、スマートフォンやタブレットパソコン等の携帯用端末はもちろん、家庭用電気機にも無
線LANやBluetooth等の通信技術が用いられるようになってきた。無線通信技術の発展と、情
報量の増加を背景として、第四世代無線通信システム（LTE）やミリ波通信等の新しい無線通

信技術が注目されている。 
　本研究室では、これらの次世代無線通信技術に対応した高周波回路の実現に向け、マイク

ロ波帯・ミリ波帯のバラン、パワーディバイダ、フィルタ、マルチプレクサ等の受動回路を、特性
の改善、サイズの小型化、チューナブル特性やマルチバンド特性等の付加価値を視野に入れ
て提案している。 
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ミリ波帯受動回路の実現に向けた 
CMOSプロセス基礎検討	

CMOSプロセスを用いたミリ波帯伝送線路の基本特性	

マイクロ波フィルタの特性改善と小型化	

帯域通過フィルタ（BPF）の試作モデルと伝送特性	
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コンピュータウィルス検知専用ハードウェアの開発	 

主な研究分野	

技術相談分野	

主な装置	

キーワード	 文字列照合問題、正規表現、高性能計算機	 

・正規表現マッチング	 
・FPGAを用いた組み合わせ最適化問題の高速解法	 

・論理回路設計	 
・オートマトン理論	 

なし	 

氏名：若葉　陽一　（わかば　よういち） 
所属：電気電子工学科	
Mail ：wakaba      e.kisarazu.ac.jp	

　インターネット技術の発展は，クラウドコンピューティング等の様々なサービスを生み出し，現代社会に多大な利
益をもたらしています．その一方で，コンピュータウィルス等によるサイバー攻撃被害も増加しており，その被害額
は，全世界で数千億ドルにも達していることが報告されています．安全なICT社会を実現するためには，その対策
は必要不可欠となっています．	
	
　サイバー攻撃対策の１つとして，ネットワーク侵入検知システム（NIDS）の導入が挙げられます．NIDSはネット
ワーク上を流れる通信パケットを監視することでネットワークに対する不正侵入や攻撃の検知を行っています．攻
撃の検知は，ウィルスを定義したパターン（ウィルスパターン）を用いて，通信パケットの内容に攻撃コードが含ま
れているかどうかの判定（パターンマッチング）によって行われています．	

　本研究では，NIDSが今後のネットワーク
環境に対応するため，100Gbps以上の高
速ネットワーク上においてもリアルタイムに
ウィルス検知可能なパターンマッチング専
用ハードウェアの開発を目的としています．	
　また，数万種類のウィルスパターンを
ハードウェア上に効率よく実装する手法や
更新パターンに瞬時に対応できるハード
ウェア構成の開発も行っています．	

　近年ではギガビットを超えるネットワーク速
度の向上により，ソフトウェアによるリアルタ
イム処理は困難となり，パターンマッチング
の高速化が求められています．　 
　また，サイバー攻撃の増加に伴うウィルス
パターン数の増加や，新しいウィルスの頻繁
な出現に伴うパターン更新頻度の増加に対
する対応も求められています．	
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