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電子物性デバイス工学分野
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No. 21 半導体工学 (白方 ·寺迫 ·弓達) 15名 (3名)

No. 22 光デバイス工学 (上村) 5名 (1名)

No. 23 ナノエレクトロニクス (下村 ·石川) 10名 (2名)

通信システム工学分野
最大配属数見込 (進学優先枠:内数)

No. 31 電波工学 (松永) 5名 (1名)

No. 32 光工学 (市川) 5名 (1名)

No. 33 通信システム工学 (山田 ·都築) 10名 (1名)
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注意
この研究室紹介冊子の情報は 2015年 4月 1日現在のものです. 各研究室の配属定員はあくまでこの
時点での見込みであり、確定ではありません。卒論配属学生の総数や教員の状況など、学科の事情に
より増減しますので、学科長の指示に従ってください。
また、新年度となる 4月以降には、スタッフの構成や研究テーマなどに変更が生じている可能性が

あります. 掲示板に張り出される訂正や、研究室配属の説明会でのアナウンスによる最新情報などに
注意し、学科長の指示に従ってください.



はじめに

新しい年度を迎えると,卒論履修資格を得た諸君がいよいよ研究室に配属され, 卒業研究を行う時
を迎えます. 卒論研究に先立ってまず最初に諸君がしなければならないことは配属研究室の決定です.

既に希望のテーマを決めている人もいれば, まだ何も決まっていない人もいるでしょう. 研究室での
研究テーマの多くは教科書には載っていない最先端の研究ですから, 各研究室 10分足らずの研究室
紹介の時間だけでは十分研究内容を理解できないでしょう. この研究室紹介冊子には研究内容をはじ
めとして、配属希望研究室を決定する際に諸君が必要とするであろう情報が記載されています.

この冊子だけでは情報が足りない場合は,学科のホームページから各研究室のページを閲覧し,さ
らに詳しい情報を得ることもできます. 興味を持った研究室があれば,見学を申し出てみてはいかが
でしょうか?

この冊子が皆さんの必要としている情報を提供し、皆さんの研究室選びに少しでも役立つことを
期待しています.

4月 1日 電気電子工学科長



学部(卒論)および修士の配属研究室決定に関する注意
注:本冊子作成時の暫定的なものです. 状況により学科長の判断で変更されることもあり得ます. 最終
的には、研究室配属説明会での学科長の説明に従ってください.

学部 (卒論)の配属研究室決定に関する注意

• 研究室配属定員は年度毎に、教員数や学生数等の諸条件を考慮して決定される。

• 各研究室の配属定員のうち教員と同数の成績優先枠を設け、成績上位者を優先して配属する。

• 教員が希望する場合、研究室の配属定員のうち教員と同数を上限に進学優先枠を設け、大学院
進学希望者を優先的に配属する。

• 学科およびコース長が、特別な指導が必要と判断した学生については、適切と判断した研究室
に配属することがある。

修士の配属研究室決定に関する注意

• 研究室移動の希望のない大学院合格者は学部で所属した研究室に所属するものとする.

• 大学院において研究室の移動を希望する場合は，移動希望先および移動元の研究室の教員の承
諾が必要である.



電気エネルギー工学分野

Electrical Energy Conversion Engineering

Laboratories



愛媛大学工学部 電気電子工学科 研究室紹介 (2015年度版)

No. 11 電気エネルギー変換工学 (神野 ·本村 ·池田 研究室)

教員 ·スタッフ 研究室のホームページアドレス http://www.mayu.ee.ehime-u.ac.jp

氏名 部屋 内線 e-mail

教授 神野 雅文 工学部 5号館 8-2 9769 mjin@mayu.ee.ehime-u.ac.jp

准教授 本村 英樹 工学部 5号館 8-5 8577 hmoto@mayu.ee.ehime-u.ac.jp

助教 池田 善久 工学部 5号館 8-6 9767 yikeda@mayu.ee.ehime-u.ac.jp

その他 八木秀次客員教授、佐藤晋客員教授（プラズマ・エネルギー応用学寄付講座（PEARL講座））

や、エラスムスプログラムによるヨーロッパの大学からのスタッフ、留学生等が在籍

研究室

研究室名 部屋

レーザ分光実験室 工学部 5号館 8-8

プラズマ実験室 工学部 5号館 8-3, 8-7

光源工作室 工学部 5号館 8-1

工作 ·学生研究室 工学部 5号館 8-6

主な研究設備
プラズマ遺伝子導入装置 4 台 蛍光顕微鏡 2 台
光トポグラフィー脳活性度計 1 台 パルスレーザ 3 台
ダブルモノクロメータ 1 式 波長可変レーザ 3 式
赤外レーザ吸収分光装置 1 式 テラヘルツレーザ 1 台
真空紫外–可視–近赤外分光器 9 台 超高速 ICCD カメラ 2 台
多目的プラズマ生成診断装置 3 台 マイクロ波発振器 3 台
RF 発振器 (HF,V/UHF) 4 台 直流高圧電源 5 台
高電圧高周波アンプ 2 台 工作機械 1 式
デジタルオシロスコープ 14 台 Linux/Windows PC 多数
その他, レーザアブレーション, 気液界面プラズマ装置等

研究内容の概要と卒業研究のテーマ 昨年度進学希望者配属枠 3 名 昨年度学部生配属数 14 名
我々は電気エネルギーの応用としてのプラズマの医療バイオ応用を中心的な研究テーマとしており, プラ
ズマ遺伝子導入法について, 世界の最先端の研究室です. ノーベル賞で話題の iPS細胞への遺伝子導入の
研究も進めています. その他,電気エネルギーの利用の一形態である光と照明の工学的扱いも研究テーマ
としており, 高速道路のトンネル照明では新しい照明方式を提唱し,実際に高松道のトンネルに採用され
ています。また,海外で発表したり,海外の共同研究先で実験するなどの機会を学生に与えるよう努力し
ています. 研究室には,旋盤等の工作設備を完備し, 電気電子工作と機械工作技術を習得できる環境を提
供し,将来, 電力会社や総合電機メーカーはもちろんのこと,自動車や重工・鉄鋼をはじめとする機械系や
インフラ系そして化学系・材料系など多方面で活躍できる総合的なエンジニアの育成を目指しています.

1 プラズマによる遺伝子/分子導入技術の開発 5 蛍光体の開発と演色性の検討
2 プラズマによる養殖魚の成長促進・創傷治癒促進 6 産業用CO2 レーザの高性能化
3 エレクトロカンドルミネッセンスの光源応用 7 液相-気相界面プラズマの基礎解析と応用
4 道路・トンネル照明との開発と評価 8 大気開放プラズマによるDLC薄膜の高速合成

新年度在籍予定学生数 D3 : 1名、 D2 : 1名、 D1 : 1名、 M2 : 8名、 M1 : 8名

過去 5年以内の卒業生の進路 (大学院卒含)
進学を希望する学生を希望します. 最近は研究室の学部生の 80%程度が大学院に進学しています. 企業から研究室への直接の求人もあります.

最近 5 年間の卒業生の主な就職先 (太字は修士卒)

15 年: 三菱電機, 三浦工業, 三菱ガス化学, ショーワ, 遼寧機電職業技術学院（中国）, 大王製紙, 渦潮電機, テンパール工業, 島根電工, 三菱
電機ビルテクノサービス 14 年: 今治造船, エレックス工業, シブヤ精機, 住友化学, 大和リース, 日立オートモーティブ,NEXCO 西日本エ
ンジニアリング四国,レグザム 13年: エルテック,川崎重工業,川之江造機,田淵電機,鶴見製作所,TCM,トクヤマ,イオタオーエーシステ
ム,共立電気計器,三菱電機,メイテック 12年: ウシオ電機,荏原環境プラント,コベルコ建機,住友重機械工業,パール工業,富士通四国イン
フォテック, 扶桑建設工業 (2 名), 山本電機製作所, 奈良先端技術大学院, 横浜国立大学大学院 11 年: 川崎重工業, 川之江造機, スタンレー
電気, 住友化学, 住友重機械エンジニアリングサービス, 中電工, 東芝 EI コントロールシステム, ミツワ電子

研究室配属者が履修しておくことが望ましい科目
特に履修しておく科目は指定しません．工作やプログラミングは必要なら十分に習得できます. これまでに何を
学んだかよりもむしろ, これから何をどれだけ学ぶかが重要です. 今年度は,フランスからの留学生（博士課程）が
2名増えて 3名になる予定で,非常に国際色豊かな研究室です電気のバイオ応用,自動車・二輪の運転,英会話など
に興味のある人はぜひ一緒に研究しましょう.

教員 ·スタッフからひとこと — 研究室の見学はいつでも大歓迎です. 是非一度,見に来てください. —

はんだ付けからシミュレーションまで手がけているこの研究室できっとあなたのやりたいことが見つか
るでしょう. この研究室での経験は卒業後にこそ役に立つでしょう. 学ぶべきことは多分野にわたってお
り,実用化に向けてじっくり取り組める大学院進学希望者を強く求めます.

先輩の声 先生方は研究に関する知識が深いだけでなく,趣味に関しても広く深いので, 研究も趣味も充実してい
ます.BBQ,ツーリング,うどんツアー,洋画を英語で鑑賞会などの有志参加イベントもあります.先端研究設備も使
用でき,充実した研究生活を送れます.意欲がある人は,自分を成長させるチャンスです！(M1 太田)



愛媛大学工学部 電気電子工学科 研究室紹介 (2015年度版)

No. 12 高電圧工学 (門脇 研究室)

教員 ·スタッフ 研究室のホームページアドレス http://hv.ee.ehime-u.ac.jp/

氏名 部屋 内線 e-mail

教授 門脇 一則 工学部本館 S602 9797 kadowaki.kazunori.mc@ehime-u.ac.jp

准教授 尾崎 良太郎 工学部本館 S601 9764 ozaki.ryotaro.mx@ehime-u.ac.jp

研究室

研究室名 部屋 内線

高電圧第１研究室 工学部本館 S603 —

高電圧第２研究室 工学部本館 S603 9786

高電圧第３研究室 工学部本館 S602 —

主な研究設備
　　 　 　　 　
高圧トランス 1 台 100kV 級直流電源 2 台
高電圧パルス発生装置 4 台 真空蒸着装置 1 台
空間電荷分布測定装置 3 台 表面電位分布測定装置 1 台
破壊前駆像観測装置 1 台 高速光検出器 6 台
デジタルオシロ 4 台 分光器 1 台
微小電流計 3 台 フォトンカウンタ 1 台
偏光顕微鏡 1 台 工作設備 いろいろ

　　　　見学歓迎。興味のある人はいつでも研究室に来てください。

研究内容の概要と卒業研究のテーマ 昨年度進学希望者配属枠 2 名 昨年度学部生配属数 10 名
　研究内容を大別すると，「絶縁材料の破壊現象や劣化診断に関する研究」，「高電圧ナノ秒パルスパワーの応用研
究」，「有機材料の電子・光物性に関する研究」になります。H27年度の主な研究課題を下記します。
　 (1) 絶縁材料の直流破壊前駆現象および高分子フィルム内の空間電荷挙動に関する研究
　 (2) 繰り返しインパルスによる固体材料の絶縁劣化に関する研究
　 (3) 炭素繊維強化プラスチックの雷撃損傷の診断技術開発
　 (4) 極性反転パルス放電による排ガス中有害物質，水中難分解性物質の分解
　 (5) 極性反転パルス放電による穀物種子の発芽抑制
　 (6) 高電界下における有機材料の電子伝導の理論・数値解析
　 (7) 液晶・ソフトマター材料の物理
　 (8) 有機材料のフォトニクス・プラズモニクス応用に関する研究
　 (9) 電磁界シミュレーション・粒子法による流体シミュレーション

新年度在籍予定学生数 D3 : 0名、 D2 : 0名、 D1 : 0名、 M2 : 1名、 M1 : 5名

過去 5年以内の卒業生の進路 (大学院卒含)

大学院へ進学する人も多いです。最近の卒業生，修了生の主な就職先はつぎのとおりです。
14年：四国電力，中国電力，住友共同電力，NTT西日本，ダイヘン，ホシデン，ヒカリ，東京大学大学院他
13年：四国電力，住友共同電力，三菱電機，三菱電機エンジニアリング，共立電気計器，三浦工業，公務員他
12年：中国電力，住友共同電力，三井造船，富士機械工業，北川鉄工所，CXR
11年：関西電力，北海道電力，太平工業，竹中工務店，山陽電鉄，新興電気，英田エンジニアリング，難波プレス
10年：東京電力，関西電力，ＪＲ西日本，NTTファシリティーズ

研究室配属者が履修しておくことが望ましい科目
「高電圧工学」「電気電子材料」「過渡現象」を履修しておくことが望ましい。

教員 ·スタッフからひとこと
研究に没頭できるのは今です。「面白そうだな」「それやってみたいな」と思うようなテーマが
見つかりますように。大学院への進学希望者も大歓迎です。ぜひ研究室に見学に来てください。

先輩の声
門脇研究室では，頭と体を使って研究を進めていきます。手作りの実験装置も多く，おのずと「ものづくり」の楽
しさを味わえます。向上心のある人にはどんどん課題を与えられるので，研究を通して成長したい方には良い環
境です。ソフトボール大会やキャンプもあるので，一緒に楽しみましょう。



愛媛大学工学部 電気電子工学科 研究室紹介 (2015年度版)

No. 13 応用数学 (井上 研究室)

教員 ·スタッフ 研究室のホームページアドレス (現在準備中)

氏名 部屋 内線 e-mail

准教授 井上 友喜 2号館 512号室 9766 inoue.tomoki.mz@ehime-u.ac.jp

研究室

研究室名 部屋 内線

応用数学研究室 2号館 509号室 —

主な研究設備

パソコン (Mac,Win) 数台 図書 多数　
特別な実験設備 なし 　 　

研究内容の概要と卒業研究のテーマ 昨年度進学希望者配属枠 1 名 昨年度学部生配属数 5 名

当研究室に配属された学生は，広い意味の電気電子工学と数学に関連する話題からテーマを選
ぶ。例えば，次のようなものがある。
(1) カオスとゆらぎ

(2) カオスと回路

(3) ニューロンとカオス

(4) セルオートマトンとその応用

(5) ハイブリッド系

(6) 制御理論の基礎

上記は例であって，配属された学生の研究テーマは相談の上決定される。

新年度在籍予定学生数 D3 : 0名、 D2 : 0名、 D1 : 0名、 M2 : 0名、 M1 : 2名

過去 5年以内の卒業生の進路 (大学院卒含)

当研究室には，学部生については例年 3～5名が配属されているが，過去 5年間の大学院への進学者数は、
2名となっている。
企業への就職は皆さんの努力次第で，就職先の例をあげると，コベルコ建機，やまびこ，丸五ゴム，日
本電気硝子マレーシア，熊平製作所，日東ライフテック，住友化学，今治造船，日亜化学工業，エネルギ
アコミュニケーションズなどがある。公務員になった人もいる。

研究室配属者が履修しておくことが望ましい科目
微積分，線形代数，微分方程式などの数学系科目に加えて，幅広くいろいろな科目を履修して
あることが望ましい。知識を補う努力を惜しまないことが大切である。

教員 ·スタッフからひとこと
学生の自主性を尊重しています。一方的に研究テーマを「与えて」欲しい人には不向きです。
積極的で学習意欲のある人を歓迎します。

先輩の声
ひとことで言えば、学生の自主性を重んじる研究室です。



電子物性デバイス工学分野

Electronic Device Engineering Laboratories



愛媛大学工学部 電気電子工学科 研究室紹介 (2015年度版)

No. 21 半導体工学(白方研究室)

教員 ·スタッフ 研究室のホームページアドレス 　　　　 http://akitsu.ee.ehime-u.ac.jp/

氏名 部屋 内線 e-mail

教授 白方　祥 工学部 5号館 7-3 9772 shirakata.sho.mx@ehime-u.ac.jp

准教授 寺迫　智昭 工学部 5号館 7-2 9789 terasako.tomoaki.mz@ehime-u.ac.jp

助教 弓達　新治 工学部 5号館 7-2 9789 yudate.shinji.me@ehime-u.ac.jp

技術職員 宮田 晃 工学部 5号館 8-9 9790 miyata@tec.ehime-u.ac.jp

研究室

研究室名 部屋 内線

半導体プロセス実験室 工学部 5号館 7-1 —
院生研究室 (1)(物質工学系) 工学部 5号館 7-2 9789
半導体薄膜作製実験室 工学部 5号館 7-5 —
半導体材料評価実験室 工学部 5号館 7-6 —

主な研究設備
太陽電池用光起電力発光マッピングシステム 1 台
CIGS 薄膜太陽電池用キャリア寿命測定システム 1 台
半導体用電気特性評価システム（ホール効果測定） 1 台
発光デバイス用超高真空高品質半導体薄膜作成装置（MBE 装置） 2 台
多元化合物半導体用超高真空高品質半導体薄膜作成装置（MBE 装置） 2 台
酸化物半導体用（ナノ構造作製用）化学気相成長装置 1 台
高分解能光学顕微鏡 (微分干渉顕微鏡) 1 台　
CIGS 薄膜太陽電池作製装置 2 台　 太陽電池特性評価システム 一式
透明導電性薄膜作製装置 2 台 金属電極薄膜作製装置 2 台
高分解能レーザ分光分析システム　 5 台 走査型電子顕微鏡 1 台
X 線回折装置 2 台 透過率測定装置 2 台

他 多数

研究内容の概要と卒業研究のテーマ 昨年度進学希望者配属枠 3 名 昨年度学部生配属数 11 名

当研究室では、太陽電池に代表される光を電気に変えるデバイスや半導体レーザや発光ダイオードのよう
な電気を光に変えるデバイスに関するる半導体の研究をしている。化合物半導体の薄膜成長やナノ構造
の作製、電気測定やレーザ分光法による光学測定、デバイスの作製、発光デバイスと太陽電池の測定と解
析とシミュレーション、コンピュータを用いた新しい自動計測システムの開発を研究の主題としている。
半導体だけでなく、装置や電子回路、計測システムなどの「物作り」を大切にしている。本年度は下記の
テーマを準備している。(配属定数は白方・弓達 9名、寺迫 4名。配属希望に希望グループを明記すること。)

(1) 高効率薄膜系化合物太陽電池の作製 (2) 太陽電池の光起電力測定や光電特性の測定
(3) 新しい薄膜太陽電池評価システムの研究 (4) 太陽電池のデバイスシミュレーション
(5) 発光ダイオードや半導体レーザの評価法とシステムの研究　　　 (6) 新規発光デバイス用希土類添加窒化物半導体の作製と評価
(7) 光通信用半導体レーザ用の新しい窒化物半導体の研究 (8) 大気圧 CVD 法による ZnO ナノワイヤーの合成とデバイス応用
(9) フラットディスプレー及び太陽電池用の新しい透明導電性酸化物半導体の作製と評価
(10) レーザ装置を用いた半導体の光学測定および測定技術の開発
(11) コンピュータを用いた自動計測システムと電子回路の試作と開発

新年度在籍予定学生数 D3 : 0名、 D2 : 0名、 D1 : 0名、 M2 : 3名、 M1 : 0名

過去 5年以内の卒業生の進路 (大学院卒含)
過去 3 年間の修了生および卒業生の就職先の一部は以下のようになります。近計システム、富士重工業、三菱化学エンジニアリング、中電工、
四電工、きんでん富士機械工業、大和リース、今治造船、東精エンジニアリング、三浦工業、綜合キャリアオプション、エディオン、四電エン
ジニアリング、ステップコミュニケーション、クマヒラ、愛媛銀行、三菱電機、ナブテスコ、リョービ、三菱電機エンジニアリング、日本海テ
レビ、三菱自動車、スズキ、日本製鋼所、京三製作所、三菱電機プラントエンジニアリング、住友重機械ハイマテックス、日立造船、ダイヘ
ン、出雲村田製作所、三菱電機コントロールソフトウェア、渦潮電機、北川鉄工所、ユタカ、レグザム、四国電力、トーカイ、広島電鉄、常石
造船、倉敷市役所、四国通建、トクヤマ、STNet、技研製作所などがある。また学生の一部は大学院へと進学している。

研究室配属者が履修しておくことが望ましい科目
「半導体工学 I」、「半導体工学 II」、「量子力学」、「アナログ電子回路」、「デジタル電子回路」は
履修しておくことが望ましい。

教員 ·スタッフからひとこと
上記、研究内容に興味のある人はぜひ来て下さい。一緒にがんばりましょう。

先輩の声
わきあいあいと楽しく研究生活を送っています。めりはりのある生活を送ることができます。



愛媛大学工学部 電気電子工学科 研究室紹介 (2015年度版)

No. 22 光デバイス工学 (上村 研究室)

教員 ·スタッフ 研究室のホームページアドレス （現在準備中）

氏名 部屋 内線 e-mail

助教 上村　明　　 工学部 2号館 510 9774 uemura.akira.mf@ehime-u.ac.jp

研究室

研究室名 部屋 内線

光デバイス研究室 工学部 2号館 —

514号室
学生居室 工学部 2号館 —

616号室

主な研究設備
スパッタリング装置 3 台 　　
電子ビーム蒸着装置 2 台
真空蒸着装置　　　　　　 1 台 　　
X 線回折装置　　 1 台 　　
走査電子顕微鏡 1 台 　　
フォトルミネッセンス評価装置 1 台 　
カソードルミネッセンス評価装置 1 台 　
紫外可視分光光度計 2 台 　
ホール効果測定装置 直流・交流各 1 台 　
ゼーベック効果測定装置 1 台 　

研究内容の概要と卒業研究のテーマ 昨年度進学希望者配属枠 0 名 昨年度学部生配属数 5 名

　当研究室は酸化物半導体の伝導制御および発光素子への応用に関する研究を行っています。
本年度は以下に示すテーマを予定しています。真空蒸着装置により酸化物薄膜を形成し，得ら
れた薄膜を電気的あるいは光学的に評価することが主要なテーマになります。

(1) 反応性スパッタリング法による p型 ZnO : Ga,N 薄膜の作製

(2) 高周波スパッタリング法による p型 ZnO : P 薄膜の作製

(3) ZnO薄膜の電気的特性の評価

(4) 高周波スパッタリング法による p型 SnO2 : N 薄膜の作製

(5) SnO2 : N 薄膜の電気的特性の評価

新年度在籍予定学生数 D3 : 0名、 D2 : 0名、 D1 : 0名、 M2 : 0名、 M1 : 0名

過去 5年以内の卒業生の進路 (大学院卒含)

H26年度：四国計測工業，四電工，エアーウォーター防災，クラレ，三浦工業
H25年度：北川鉄工所，三菱電機ホーム機器，三菱自動車エンジニアリング
H24年度：四変テック，ユタカ，NTTデータカスタマサービス，第一システムエンジニアリング

研究室配属者が履修しておくことが望ましい科目
「半導体工学 I」，「半導体工学 II」,「量子力学」，「物性論」を履修しておくことが望ましい。

教員 ·スタッフからひとこと
　試料の作製から測定，シミュレーションと幅広く研究を行っています。もの作りが好きな人から理論
解析の好きな人まで，また元気だけはあるという人も待っています。

先輩の声
　学生の自主性を大切にしている研究室なので，半導体に興味があり，やる気のある方，大歓
迎です。



愛媛大学工学部 電気電子工学科 研究室紹介 (2015年度版)

No. 23 ナノエレクトロニクス(下村・石川研究室)

教員 ·スタッフ 研究室のホームページアドレス http://www.eng.ehime-u.ac.jp/info/lab introduce/no35 shimomura/index.html

氏名 部屋 内線 e-mail

教授 下村　哲 理工学研究棟 7-8 9763 shimomura@ee.ehime-u.ac.jp

准教授 石川　史太郎 理工学研究棟 7-4 9765 ishikawa@ee.ehime-u.ac.jp

研究室

研究室名 部屋 内線

ナノ構造作製室 無細胞生命科学工学

研究センター 101

デバイス作製・評価室 工学部２号館 502
ナノ構造評価室・学生居室 理工学研究棟 8-4

主な研究設備

分子線エピタキシ装置 (MBE) 2台
高分解能 X線回折装置 (HRXRD) 1台
原子間力顕微鏡 (AFM) 1台
分光光度計 1台
ホトルミネッセンス測定系 1台
レーザプロセス装置 1式
水蒸気酸化炉　　　 1台

研究内容の概要と卒業研究のテーマ 昨年度進学希望者配属枠 2 名 昨年度学部生配属数 10 名
種類の異なる半導体を組み合わせると個々の半導体がもっている特徴・性質をはるかに超えた新たな機能を与える
ことができます。電子や正孔を何十倍も高い密度で閉じ込めて、数千倍も光りやすい半導体をつくる。光を何千倍
にも増強する。電子や正孔が二重の壁を波の性質を使ってすり抜けていく。半導体のうまい組み合わせや、新製法
に挑戦します。最終目標は、新しいナノ構造と発光デバイスの創造です。
(1) 偏光の安定した光通信帯量子細線面発光レーザへの挑戦
(2) GaAs/GaAsBi超格子でGaAs基板上の 1.5µm帯レーザへの挑戦
(3) えくぼ研磨による新しい結晶基板面の探索
(4) 正弦関数型組成変調による多層膜鏡の作製
(5) 放物線組成変化をもつ量子井戸の作製と評価
(6) 量子細線のVLS成長
(7) 水蒸気選択酸化による光とキャリアの制御

新年度在籍予定学生数 D3 : 0名、 D2 : 1名、 D1 : 0名、 M2 : 5名、 M1 : 4名

過去 5年以内の卒業生の進路 (大学院卒含)
H26年度 修士 マツダ、住友共同電力、スズキ、日亜化学工業、学部　丸五ゴム工業、賀陽技研、中電プラント、
出雲村田製作所、日立ソリューションズ、大学院 4名。H25年度 修士　スズキ、通菱テクニカ、学部　日立工業、
西日本旅客鉄道、阪大微生物病研究会、大学院 4名。H24年度 修士　リョービ、デュプロ、三協システム、四国
シキシマパン、学部　テラ、トップエンジニアリング、大学院 3名。H23年度 修士　三菱電機 2、島津製作所、
TOA、 今治市役所、学部 富士通四国システムズ、三建設備工業、大学院 2名。H22年度 修士 ローツェ、学部
福山市役所、矢崎加工、大学院 3。

研究室配属者が履修しておくことが望ましい科目
「半導体工学 I」、「半導体工学 II」、「量子力学」、「物性論」は履修しておくことが望ましい。

教員 ·スタッフからひとこと
半導体レーザがどのようにして作られるか、何故レーザ光が出るのかがわかります。人のために役に立ちたいと
いう思いと、一つ一つのステップを理解し、楽しむこころが科学を前進させます。体育会系から、料理大好き、も
のづくり大好き、という人まで、物に触って研究したい、原理・基礎を大事にして応用をめざしたい人を待って
います。

先輩の声
(1)半導体レーザの作る途中で顕微鏡でみると構造がきれいにできていて感激した。 (2)ダイオードアレイをもち
いて自作した光検出が動作して本当によかった。 (3)反射率や透過率の計算プログラムが作製して、屈折率や誘
電率がよく分かった。



通信システム工学分野

Communication System Engineering Laboratories



愛媛大学工学部 電気電子工学科 研究室紹介 (2015年度版)

No. 31 電波工学(松永研究室)

教員 ·スタッフ 研究室のホームページアドレス http://mmayumi.lekumo.biz/jp/ スマホ対応

氏名 部屋 内線 e-mail

講師 松永 真由美 工学部 2号館 618号室 9783 mmayumi@ehime-u.ac.jp

スマートフォンから宇宙電波観測までの幅広い応用分野における、アンテナ開発・電波伝搬解析
高周波回路設計技術が学べる研究室です。
ものづくりの精神も含め、社会で役立つ知識も学べます。

研究室

研究室名 部屋 備考

実験室 工 2号館 613号
学生研究室 工 2号館 617号

主な研究設備

マイクロ波実験装置 1式 発振器 1台
広帯域ホーン 　 1台 パワーメータ 1台
スペクトラムアナライザ 1台
ネットワークアナライザ 2台
シグナルジェネレータ 2台

研究内容の概要と卒業研究のテーマ 昨年度進学希望者配属枠 1 名 昨年度学部生配属数 5 名

スマートフォンから宇宙観測に至るまで幅広く、世界に通じる新規的で創造性にあふれた研究に常にチャ
レンジし続けています。メイン研究テーマは、(1)アンテナ開発、(2)高周波回路設計、(3)電波伝搬解析で
す。スマホをはじめとする無線通信技術の発展が急速に進むなか、これらの技術力を持った若手技術者は
最も必要とされる人材です。また、「ものづくりの精神」も学ぶことができ、昨年の４年生は、Bluetooth
通信を使った、「視覚障害者の為の信号読み取り補助装置」の開発に、学生自らがアイディアを出し合い
ながら取り組みました。この開発を通じて、(1)小型アンテナの開発、(2)フィルタや増幅器などのマイク
ロ波回路の設計、(3)通信エリアを推定する電波伝搬解析、(4)読み取り装置の頭脳となるシングルボー
ドコンピュータ用のプログラム開発、(5)受信機となるスマホのアプリ開発などを分担して取り組みまし
た。本年度は、小型ドローンを利用した新しい技術開発を目指し、小型で多機能なアンテナや高周波回
路の設計とそれにまつわる通信システムやプログラム作成を学ぶ事ができる予定です。

新年度在籍予定学生数 D3 : 0名、 D2 : 0名、 D1 : 0名、 M2 : 2名、 M1 : 0名

過去 5年以内の卒業生の進路 (大学院卒含)

大学院進学者多数、他大学への進学者あり
就職先: 南海放送、JR四国、サイレックステクノロジ、あいえす造船、NTTドコモ、NTTデー
タ四国、三菱電機、三菱重工業、広島銀行、潮冷熱、ハリソン東芝、松山市、アルトナー、テ
レビ愛媛、中電工、福助工業、ユニチャーム 等

研究室配属者が履修しておくことが望ましい科目 意欲的で目的意識がある人大募集！決して楽な
研究室ではありません。頑張った分だけ成長は必ずあります。楽をしたい人は向いていません。
やりたい事だけではなく、やるべき事がきちんど出来る人に向いています。

教員 ·スタッフからひとこと
人との出会いとコミュニケーションを大切にしている研究室です。生涯の友との出会いや一緒の思い出
となる研究活動、松永研での経験は、あなたの人生を最高のものとする糧となります。

先輩の声
最先端の研究や、他ではやっていないような研究に取り組めるため、大変やりがいがあります。皆さん
も松永研で世界を驚かすような研究をしませんか？



愛媛大学工学部 電気電子工学科 研究室紹介 (2015年度版)

No. 32 光工学(市川 研究室)

教員 ·スタッフ 研究室のホームページアドレス http://www.ee.ehime-u.ac.jp/˜opteng/

氏名 部屋 内線 e-mail

准教授 市川 裕之 2号館-6 9780 ichikawa@ehime-u.ac.jp

研究室

研究室名 部屋 内線

学生研究室 工学部 2号館 6-13 —

主な研究設備

Linux PC Cluster 1台
Linux workstation 2台
Windows NT workstation 1台
光学実験台 2台

研究内容の概要と卒業研究のテーマ 昨年度進学希望者配属枠 1 名 昨年度学部生配属数 5 名

　当研究室の中心的なテーマは光学素子の研究です。特に、波長程度の微細な構造の回折格子
の研究については日本でも指折りの研究室であり、国内外の多くのグループとの連携もありま
す。現在、計算機を使った数値解析がメインで、愛媛大学有数の計算機資源を有しており、い
ろいろな問題にチャレンジできる環境にあります。卒業研究のテーマの例としては以下のよう
なものがあります。　
(1) 回折格子を用いた光学素子の応用開発　 (2) 照明用光学素子の開発

(3) 計算機ホログラムの設計　　　　　　　 (4) 光通信デバイス用の光学素子の設計

(5) メタマテリアルの研究　　　　　　　　 (6) 微細光学素子の形状測定

(7) 光学システム設計ソフトウェア開発　　 (8) 透明マント

新年度在籍予定学生数 D3 : 0名、 D2 : 0名、 D1 : 0名、 M2 : 2名、 M1 : 1名

過去 5年以内の卒業生の進路 (大学院卒含)

キヤノン、四電エンジニアリング、STNet、四国日立システムズ
アイ・シー・エンジニアリング、スズキ、エネルギア・コミュニケーションズ、四国ガス産業
アルトナー、テザック、NSウエスト、メイテック、外務省、カトーレック
三菱電機エンジニアリング、富士通特機システム、キューキ、泗水電機、四国計測工業
山菱電機、渦潮電機、東予産業

研究室配属者が履修しておくことが望ましい科目
・特に　　：「波動物理学」、「電磁気学」、「電磁波工学」、数学全般
・おまけに：「信号処理」、「情報通信システム II」

教員 ·スタッフからひとこと
・世界を相手に戦いましょう。
・“光”に興味がある人は、是非来て下さい。
・大学の外に出しても恥ずかしくない人間にして卒業させます。

先輩の声
・先生の指導が熱心。　・時間を守れる人間になれる。



愛媛大学工学部 電気電子工学科 研究室紹介 (2015年度版)

No. 33 通信システム工学 (山田 研究室)

教員 ·スタッフ 研究室のホームページアドレス http://www.ee.ehime-u.ac.jp/com/index.html

都築組: http://miyabi.ee.ehime-u.ac.jp/∼tsuzuki/study/index.html

氏名 部屋 内線 e-mail

教　授 山田 芳郎 2号館 6階 606 9779 yamada@ee.ehime-u.ac.jp

准教授 都築 伸ニ 2号館 6階 608 9782 tsuzuki@ee.ehime-u.ac.jp

研究室

研究室名 部屋 内線

学生居室 2号館 6階 602 —

コンピュータ室 2号館 6階 603 —

資料室 2号館 6階 607 —

主な研究設備
教育用 CISCO社他 router/switch 10/9 台
PC (UNIX/Windows/MAC) 約 40台
各種測定器 (スペアナ, オシロ, 任意
波形発生器, ネットアナ, アンテナ,
LISN, ロジアナ, DC電源等)，デジ
タル変複調器，太陽光パネル, マイ
コン (PIC, Arduino, mbed他), プリ
ント基板製作用 3次元 NC等

一式

研究内容の概要と卒業研究のテーマ 昨年度進学希望者配属枠 2 名 昨年度学部生配属数 8 名

1. センサデバイスを用いたフィジカルコンピューティングに関する研究 (4名). . .山田
温度/湿度、気圧、加速度、地磁気、電流、照度/色などのセンサデバイスを用いたフィジカルコン
ピューティングに関する研究を行う。ワイヤレス・スマートセンサ、マイクロコントローラ、信号処
理、センサ工学などに関連する技術の融合、およびクラウドベースの計測システムへの応用を目指し
ている。今年度の新しいキーワードは、Raspberry Pi と Wolfram 言語です。

2. 次世代電力線通信基盤の構築及びスマートグリッド応用に関する研究 (4名) . . .都築
導入教育として，太陽光発電量の多地点同時観測クラウドシステムの運用技術に関係する勉強をして
もらいます．その後，そのまま webコンテンツの開発を続けてもらうか、電力線通信 (PLC)技術を
中心としたスマートメータ、エネルギ無線伝送、太陽光発電やバッテリの制御等に関する研究テーマ
を用意しています．ただし、どの分野を修めたいのかの希望を尊重しテーマを適宜設定します．

新年度在籍予定学生数 D3 : 0名、 D2 : 0名、 D1 : 0名、 M2 : 5名、 M1 : 3名，B5 : 1名

過去 5年以内の卒業生の進路 (大学院卒含)

通信，ネットワーク，放送，信号処理関係の業種に就職する人が多い．熊平製作所,明電舎, エネルギア・
コミュニケーションズ, 興安計装, リブドゥコーポレション,アイエイアイ, STNet, リョービ, 東芝, 日新電
機, NECネッツエスアイ, NHKアイテック, 潮冷熱, 大豊産業, 三菱電機エンジニアリング, 渦潮電機, バッ
ファロー, NECネッツエスアイ, NTTネオメイト, 九電ビジネスソリューションズ, Malaysia University
of Pahang, 中国電力, 新コスモス電機, NECシステムテクノノジー，三菱電機, 三菱電機マイコン機器ソ
フトウェア，ミツミ電機, 両備システムズ, 日立エンジニアリング・サービス，など

研究室配属者が履修しておくことが望ましい科目
1. プログラミング言語，技術英語，ディジタル電子回路，アナログ電子回路，信号処理，
センサ工学

— 山田

2. 1.に加えて，応用通信工学，情報通信システム，電磁波工学，送配電工学，電気機器，
その他，無線通信，電気工事, UNIXやネットワーキング関連技能者歓迎

— 都築

教員 ·スタッフからひとこと
論理的に考えることができ，自ら学ぶことができる技術者になってほしい．ともかく，ハードウェアとソフトウェ
アが両立して学べる環境を提供します．学ぶのはあなたです (山田) ．夢を語れる人，我慢できる人，やる気と体
力のある人を望む．進学希望者優先. 自己管理ができない人は NG．実践型教育重視. (都築)．

先輩の声
ある程度自分のペースで研究ができるので，やる気次第で様々な知識を得ることができます．また，夏
には旅行に行ったりと，自分達でレクリエーションを企画するので，充実した学生生活ができると思い
ます．



愛媛大学工学部 電気電子工学科 研究室紹介 (2015年度版)

No. 34 情報ストレージ (岡本・仲村研究室)

教員 ·スタッフ 研究室のホームページアドレス http://www.rec.ee.ehime-u.ac.jp/

氏名 部屋 内線 e-mail

教授 岡本 好弘 工学部 2号館 609 9781 okamoto@rec.ee.ehime-u.ac.jp

准教授 仲村 泰明 工学部 2号館 612 9784 nakamura@rec.ee.ehime-u.ac.jp

客員教授 大沢　寿 工学部 2号館 610 9776 osawa@rec.ee.ehime-u.ac.jp

研究室

研究室名 部屋 内線

記録工学第 2研究室 工学部 2号館 605 9802

記録工学第 3研究室 工学部 2号館 611 9803

主な研究設備

スピンスタンド 3 台
ディジタルオシロスコープ 4 台
任意波形発生器 4 台
スペクトラムアナライザ 2 台
ロジックアナライザ 1 台
走査プローブ顕微鏡 1 台
PC 48 台
GPGPU (Tesla) 5 台

研究内容の概要と卒業研究のテーマ 昨年度進学希望者配属枠 2 名 昨年度学部生配属数 9 名

当研究室では, ハードディスク装置 (HDD), リニア テープ オープン (LTO)などのコンピュータ用磁気
テープ機器, ブルーレイディスク (BD)などの光ディスク, NANDフラッシュやReRAMを用いたソリッ
ドステートドライブ (SSD)などの高信頼性の確保と高密度化の実現に必要な信号処理方式に関する研究
を行っています。HDDに関する研究については, 情報ストレージ研究推進機構 (SRC)に参画し、米国の
Advanced Storage Technology Consortium (ASTC)との共同プロジェクトにも参加しています。今年度
は, 近未来HDDであるシングル磁気記録, 熱アシスト磁気記録, マイクロ波アシスト磁気記録などの記録
再生方式のモデル化およびノイズ解析, アレイヘッドによる記録再生および二次元信号処理, 繰り返し復
号による復号信頼度の向上などが主な研究テーマになります。

新年度在籍予定学生数 D3 : 0名、 D2 : 1名、 D1 : 0名、 M2 : 0名、 M1 : 3名

過去 5年以内の卒業生の進路 (大学院卒含)

HGSTジャパン, IHI建設, NSウェスト, STNet, あいえす造船, アイネス, サンタ, ダイヘン,
シーメンス・ジャパン, テンパール工業, バブコック日立, ビューテック, ホーチキ, レクザム,
マツダ E＆T, ルネサスデザイン, レンゴー, 渦潮電機, 岡田電機, 音戸工作所, 京セラミタ,
大気社, 四変テック, 三菱電機ビルテクノサービス, 住友化学, 大和工業, 中国電力, 日新電機,
日泉化学, 中西金属工業, 日本ゴア, 日本電設工業, 本田技研工業, 明電舎, 地方公務員など

研究室配属者が履修しておくことが望ましい科目
電気電子数学 II, 情報通信システム I∼III, 信号処理

教員 ·スタッフからひとこと
情報ストレージ分野の研究に十分な研究環境を整えています。次世代 HDDの信号処理方式の開発を国
内外の研究者と関わり, 国際会議等での成果発表を目標にして研究してみませんか。

先輩の声
設備も充実しており,とてもやりがいのある研究室です。研究成果を国内外の学会で発表してみませんか。



愛媛大学工学部 電気電子工学科 研究室紹介 (2015年度版)

No. 35 数理工学 (津田 研究室)

教員 ·スタッフ 研究室のホームページアドレス http://emath.ee.ehime-u.ac.jp/ktsuda/ktsuda.html

氏名 部屋 内線 e-mail

教授 津田光一 工学部 2号館 501 9778 tsuda.koichi.mj@ehime-u.ac.jp

研究室

研究室名 部屋 内線

学生研究室 工学部 2号館 501 9778

主な研究設備

Disktopパソコン（機種は HP,DELL,NEC)、 ノートパソ
コン (IBM, HP, Panasonic, ASUS)、といった計算機や、ま
た (数学のみならずモータその他についての)図書等の、研
究に必要な環境は一応、整っています。更に、電機制御工
学研究室の院生が作成した電動バイクに加えて、オシロス
コープ、大電流、高電圧等の計測機器などの、測定に必要
な機器もそろえています。

研究内容の概要と卒業研究のテーマ 昨年度進学希望者配属枠 1 名 昨年度学部生配属数 5 名
当研究室では、数学についての研究を行っているが、卒業研究のテーマとしてはモーターおよびその周辺（バッテリー、発電機）に関係する工
学関係のトピックスをとり上げる予定である。以下にある「先輩の声」に出てくる渡辺先生とは、工学部アドバイザーの渡辺健二先生で、先生
の御指導の基、本年度は、つぎのようなメニューを学習・研究する予定である。

(1) 電動バイクの走行特性を、実機を使いながら Arduino 基板を用いた測定とシミュレーションをする
(2) 複数の発電機を並列に繋げた交流発電についての基礎的な研究
(3) クリーンエネルギーを利用した発電の基礎的な研究

(1) は、電機制御工学研究室の院生が作成した機材および programing code を引き継ぎする研究である。
(2)は、小型の発電機（例えば、車用に開発させたロータリーエンジンを発電に転用する等）を数百台並列に連結し、発電をする場合に必要と
なる技術の開発である。
(3)は、モータに留まらず、スターリングエンジンやヒートポンプの技術等を十二分に活用し、エネルギー問題を広い視点から考えて行こうと
いう研究である。
《配属された学生諸君の適性・意欲、あるいは進路希望によって、必ずしも上に書いた項目を学習・研究することにはなりませんが、いずれに
しても具体的な回路や programing codeを作成しながら、電気電子工学科で四年間学習したことのうち、必要なものが身体に覚え込んでいて
自在に使えるまで勉強してもらうことになります。》

新年度在籍予定学生数 D3 : 0名、 D2 : 0名、 D1 : 0名、 M2 : 1名、 M1 : 2名

過去 5年以内の卒業生の進路 (大学院卒含)

企業各社（新日本工機?(工作機械の会社です）、三浦工業、四国ガス株式会社, 三菱電機ビルテクノサー
ビス, トーヨ (紙の加工会社です)等)、地方公務員 (宇和島市役所, 大阪県警, 香川県立工業高校教員)、本
学大学院（電気電子工学科）

研究室配属者が履修しておくことが望ましい科目
電動バイクやバッテリーに直接さわってみたいと思っている人、 Spice, dsPIC, Arduino 等のプ
ログラミングを組んだ経験を持っている人、モータや発電について興味を持っている人、卒論
に本気スイッチを押してくれる人は歓迎します。

教員 ·スタッフからひとこと
モータを回して５０年以上の経験豊富な、工学部アドバイザー渡辺健二先生の指導の下、必要なことは基礎からもう一度学んで行きますから、
やる気さえあれば苦手意識を持っている諸君でも卒研に入ってやってゆけます。しかし、本当にその面白さが分かるのには（特に (1),(2) の
よさが分かるには）３年くらいはかかるので、大学院に進学予定の人を歓迎します。大学院修了時には、現時点の技術そのものだけではなく，
それを超えるこれからの技術革新にむけての「新しい技術に乗り遅れないための know how」が身につくことを保証します。

先輩の声
　（前半部分省略）電気電子における色々な現象や応答、それらを応用したモータ特性などの知識を身に着けることができました。同時に、
物作りの楽しさ、一歩ずつ何かを身に着けていく大切さを実感できました。また研究室の雰囲気も明るく、どうしても理解できない部分は先
生方に気兼ねなく質問したり、卒研生同士で助け合ったりとサポートも充実していると思います。　本研究室では卒業論文を執筆、発表する
までを段階を踏んでサポートしてくれます。（以下、略）



HHHJ
JJ,,編集後記

研究室配属に際して,学生諸君から各研究室紹介の資料を配布して欲しいという学生の皆さ
んの要望が寄せられており, 2003年度から, 電気電子工学科の先生方のご協力を得て, 学科統
一のフォーマットで研究室紹介冊子を作成することとなりました.

この冊子が少しでも 4回生諸君の研究室選びの助けになれば,と思います. また、卒業して
就職してからも,仕事に関連したことで所属した研究室以外の先生に何か相談や質問をした
くなったときに役に立つのではないかと期待しています.

新しく入学してきた 1回生諸君には自分の入学した学科でどのような研究がなされている
のかを知る助けになれば, と思います.

来年度以降,研究室に 入ってくる後輩たちのためにも,この冊子の改善すべき点など,要望 ·
感想等があれば, 下記まで e-mail でぜひ意見を寄せてください.

laboguide@mayu.ee.ehime-u.ac.jp

4月 1日 電気電子工学科 研究室紹介編集担当
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