
工学部の近況について
工学部長　佐古 猛

今回は平成25年度以降の工学部の入試、大学院修士課程
への進学、就職の状況について説明します。

工学部では平成25年度に、それまでの4学科から5学科
に編成を変えました。その結果、これまで多くの実績を上げ
てきた機械工学科と電気電子工学科に加えて、新しい学科
として電子物質科学科、化学バイオ工学科、数理システム
工学科ができました。新しい工学部の一般入試（前期日程）
の入試倍率は、3.3倍（25年度）、2.6倍（26年度）、3.0倍

（27年度）、3.0倍（28年度）とほぼ3倍を維持しています。
改組以前の工学部では3倍以下の時が多かったのに比べて、
受験生の人気が徐々に上昇しています。その理由として、
25年度の学科再編によりバイオや新材料といった注目分
野の新学科を作ったこと、理工系学生の就職状況が好調な
こと、地元の高校出身の受験生が増えたことなどが挙げら
れます。

次に大学院修士課程への進学状況について説明します。
科学技術の高度化や産業のグローバル化に対応できる
人材が求められています。その結果、多くの企業、とりわけ
大企業では学部卒業生よりも修士課程を修了した学生を
積極的に採用しています。大手企業の技術開発を担う人材
や海外でグローバルに活躍する人材の多くは修士修了生
です。工学部としても、研究開発やプロセス設計といった
専門分野で活躍することを希望する学生には、学部4年
から修士2年まで3年間、研究室で研究に打ち込み、自身の
スキルアップを目指すことを勧めています。平成25年度
以降、修士課程への進学率は60％強です。今後2/3以上の
学生が修士課程に進学し、専門的な仕事に従事することを
目指します。

最後に学部4年生、修士2年生の就職状況について説明
します。以前から静岡大学工学部は就職率が高いことで全国
的に有名でした。これは工学部の卒業生達が企業で多くの
実績を上げた結果、母校の工学部も高く評価されるという
好循環の賜物です。平成25年度以降、学部4年生の就職率は
95％以上、修士2年生は98％以上です。とりわけ28年度
は、学部4年生、修士2年生共に就職率100％を達成しま
した（修士2年生は27年度も就職率100％でした）。

私達教職員一同、学生が在学中に実力をつけ、グローバル
社会で活躍できるように教育を行います。今後とも皆様の
ご支援、ご協力をお願いします。

平成28年度入学式

平成28年度入学式が4月4日、静岡市のグランシップ
大ホールで挙行されました。

当日は、小雨が降る中、新入生は、会場入口で先輩学生
たちから祝福のエールを受けながら緊張した面持ちで入場
しました。

水上史彦氏の指揮により、静岡大学混声合唱団が静岡
大学学生歌「われら若人（高島 善二：作詞 石井 歓：作曲）」
と「花（武島 羽衣：作詞 滝 廉太郎：作曲）」の合唱があり、
続いて三田村 健氏の指揮により、静岡大学吹奏楽団から

「El Camino Real（アルフレッド・リード：作曲）と「宝島
（和泉 宏隆：作曲）」が演奏され式典に華を添えました。

式では、伊東学長から「静岡大学を思う存分活用して、
「適応する力」と「変わらない力」の2つを身につけてほしい。」
と新入生への期待を込めた式辞がありました。

また、参列の工学部保護者の方々には、式終了後、学生後援
会総会及び学科説
明懇談会が催され、
多数の保護者が参
加されました。

（新入生数：工学部
570名、大学院総
合科学技術研究科
工学専攻322名）
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入学式の様子

■工学部の近況について　工学部長　佐古 猛 —
■平成28年度入学式 ——
■教員表彰1 化学バイオ工学科　木村元彦 —
■教員表彰2 電子物質科学科　永津雅章 —
■研究紹介1 電子物質科学科　奥谷昌之 —
■研究紹介2 化学バイオ工学科　平川和貴 —
■就職進学状況　就職担当代表　坂井田喜久 —
■学生表彰１ 機械工学コース　小原 淳 —
■学生表彰２ 電気電子工学コース　佐藤 光 —
■学生表彰３ 電子物質科学コース　鈴木沙季 —
■学生表彰４ 化学バイオ工学コース　関口拓也 —
■学生表彰５ 数理システム工学専攻　上田雄磨 —
■学生サークル紹介　SATT —

静岡大学工学部ニュースレター　はまかぜ●第28号



木村元彦教授（化学バイオ工学科）が 
文部科学大臣表彰科学技術賞理解増進部門を受賞

さる2015年4月15日に、文部科学省において、木村元彦
教授が科学技術賞理解増進部門における平成27年度科
学技術分野の文部科学大臣表彰を受けました。受賞題目は、

「現象理解に基づく科学ショーによる地域の科学技術の理
解増進」です。同教授は、平成12年から、小中学校、公民館、
野外、地域の科学館などで数々の体験型サイエンスショー
を開催しており、これまでに2000人以上の市民が同教授
のサイエンスショーを体験しました。さらに、同教授は、浜
松科学館で平成26年に開催された科学イベント「ふしぎ
体験 忍者屋敷」（来場人数4万人）の監修を務めると共に、
そこに展示された多くの体験機器の製作を自ら担当しま
した。同教授は、大学での流体力学や電気工学などの講義時
に自作の装置による演示実験を多数実施しており、これらの
大学の授業での演示体験を基に、児童生徒を対象とした多く
の演示実験教材を開発しています。たとえば、手に持った円形
のアルミ板が磁石に引き寄せられて回転する体験型演示実
験や、放電によって音楽を演奏する演示実験など、大学の授業
で扱う比較的難しい内容を、子ども達に分かり易い方法で体
験させることで、楽しく理解させています。面白さだけで無く、
現象の理解を基
本とした、同教
授の体験型サイ
エンスショーを
通じて地域の児
童生徒の科学技
術への関心を高
めていることが
評価されました。

永津雅章教授（電子物質科学科）が 
文部科学大臣表彰科学技術賞研究部門を受賞

さる平成28年4月20日に、文部科学省で行われた平成
28年度科学技術分野の文部科学大臣表彰式において、永津
雅章教授（電子物質科学科）が科学技術賞・研究部門を
受賞しました。受賞題目は、「プラズマ科学技術の医療バ
イオ応用に関する先進的研究」です。同教授は、これまで
に窒素/酸素混合ガスを用いたマイクロ波プラズマに注
目し、励起酸素原子あるいは紫外線による芽胞菌の不活
化効果を実験的に明らかにするなど、新たな医療器具用
滅菌技術の開発に取り組んできました。この間、科学研究
費・新学術領域研究（計画研究）、基盤研究Aなどの採択を
受け、プラズマの医療バイオ応用を目指した基盤的研究
を積極的に推進してきました。また、学理の探求のみなら
ず、経済産業省・地域新生コンソーシアムプログラムや科
学技術振興機構の育成試験プロジェクトの採択を受けて、
地域企業との医療器具用滅菌装置の実用化を目指した共
同研究開発を行うなど、先進プラズマ科学技術の産業応
用にも深く携わってきました。近年では、アーク放電を用
いて作製したカーボン被覆磁性体ナノ微粒子によるウイ

ルスの磁気回収および高濃縮化に成功し、ウイルス高速検
出法の実用化を目指した新たな研究テーマを展開してい
ます。このように同教授は、わが国における医療バイオ分
野へのプラズマ応
用に関する研究を
先駆的に推進し、
当該分野の発展に
大きく貢献してき
ました。今回の受
賞では、これらの
研究業績が評価さ
れました。

研究紹介1　 スプレー熱分解（SPD）法による
金属酸化物透明導電膜の作製と
色素増感太陽電池への応用

電子物質科学科　准教授　奥谷昌之

東日本大震災以来、クリーンエネル
ギーに対する関心は高く、その中でも
太陽光発電への期待が高まっています。
一般的なシリコン半導体を利用した太
陽電池に比べ、本研究で対象とする色
素増感太陽電池は、安価でデザイン性
にも優れ、次世代太陽電池として注目
されています。この色素増感太陽電池の発電機構は、多孔
質酸化チタン表面に可視光を吸収する色素を吸着させ、そ
の電気化学的な酸化還元反応を利用したものです。この発
電機構は植物の光合成に類似しているため、別名『光合成
模倣太陽電池』、或いは発明者の名を冠した『グレッツェル
電池』と呼ばれています。

色素増感太陽電池の実用化にあたり、その光電変換効率
をシリコン並に向上させることはもちろんですが、製造コ
ストの約半分は透明導電性ガラス部分であることが試算
されており、これをいかに低コスト化できるかが今後の
課題となっています。この課題に対し、本研究室ではスプ
レー熱分解（SPD）法による製膜を導入しました。SPD法
はパイロゾル法と呼ばれる手法と本質的に同じであり、大
気中で噴霧された液滴が加熱基板上で熱分解して薄膜と
して堆積する実用的な製膜プロセスです。本研究では、透
明導電性ガラスの単なる低コスト化だけでなく、パイロゾ
ル（液滴）の利点を生かし、原料である有機金属の分子構造
を利用したナノレベルでのテクスチャー構造を透明導電
膜表面に作製します。その微細構造の制御により、太陽電
池セル内での光散乱効果にともなう光路長の延伸や、集光
性の向上による入射光の有効利用により、色素増感太陽電
池の光電変換効率を向上させています。さらに最近では、
従来の酸化スズ透明導電膜に代え、酸化チタン透明導電膜
を採用することで、シリコン太陽電池と同様なホモ接合に
よる新型色素増感太陽電池を作製することに成功しまし
た。この新型色素増感太陽電池を利用し、セル内での界面
抵抗の低減による光電変換効率の向上に関する研究も併
せて進めています。

静岡大学工学部ニュースレター　はまかぜ●第28号



研究紹介2　光を使う低侵襲がん治療の基礎研究
化学バイオ工学科　教授　平川和貴

古来より光は医学に利用されてきま
した。現代も、美容や精神科領域、がん治
療等に広く利用されています。この中で、
がんの光線力学的療法は、血液や植物に
由来する色素のポルフィリン誘導体を
薬剤として静脈注射により投与し、がん
細胞に取り込まれた後、内視鏡に取り付
けた光ファイバーにより光照射する方
法で治療が行われます。主に活性酸素
の発生により、がん細胞に酸化ダメージが与えられます。手
術を行わないため、臓器を温存でき障害を残しません。また
出血がほとんどないため、止血ができない場合にも有効で
す。高価で大きな医療機器が不要であり、薬剤も比較的安価
なため、低侵襲がん治療の均てん化に有効です。普及すれば、

「どこでも」、「比較的安価に」低侵襲ながん治療を受けること
ができます。しかし課題もあり、その一つが深部のがんへの
効果が小さいことです。また、暗所では副作用が小さい治療
法ですが、光線過敏が副作用であるため、2～4週間暗室に
入院する必要があります。これは大きな精神的負担となり
ます。そこで、「高い治療効果をもち、少ない投与量で済む薬
剤」、「がん細胞にしか作用しない薬剤」、「治療後は素早く排
出される薬剤」が開発されれば、課題の解決につながります。
その鍵の一つが、低酸素状態のがん細胞に対し、いかに効率
よく酸化ダメージを与えるかということです。そこで、酸素
がなければ、電子を奪い取る酸化（電子移動酸化）に着目し
ました。紫外線による生体分子の電子移動酸化は簡単に起
こりますが、可視光線のエネルギーでは困難でした。そこで、
薬剤に用いられているポルフィリンの仲間を用い、その構
造を少し工夫したところ、可視光線でも電子移動酸化でき
ることを証明しました。最近、長波長可視光でも電子移動酸
化に成功し、臨床で使用するための目標波長＞630 nmを
クリアしました。現在、薬剤となる分子の改良を目指し、医
学部との共同研究を行っています。

就職進学状況
就職担当代表　坂井田喜久

昨年度は507名が工学部を卒業し、図のように64％が
大学院（他大学含む）に進学、35％が就職しました。工学
部の就職希望者数は176名（うち女子28名）で就職率は
100％です。大学院では278名が修士課程を修了し、3％
が本学の博士課程に進学、96％が就職しました。大学院
の就職希望者数は268名（うち女子11名）で就職率は
100％です。

各学科においては、就職担当教員を選任し、就職ガイダ
ンスや学科推薦などの就職指導の他に、合同企業説明会や
各学科独自の企業説明会の開催、キャリアカウンセラーと
連携した個別相談など多面的な就職支援を実施し、学部・
大学院とも100％の就職率を達成しました。

昨年度の各学科・専攻の主な就職先は次の通りです。
機 械 工 学：アイシン精機、アスモ、スズキ、デンソー、トヨタ

自動車、トヨタ車体、本田技研工業、三菱重工業、
三菱電機、ヤマハ発動機

電気電子工学：三菱電機、キヤノン、セイコーエプソン、本田技研
工業、ヤマハ発動機、スズキ、トヨタ車体、小糸
製作所、中部電力、関西電力、西日本旅客鉄道

電子物質科学：スズキ、小糸製作所、デンソー、トヨタ自動車、三菱
電機、トヨタ紡織、浜松ホトニクス、パナソニック、
日本特殊陶業、ヤマハ発動機

化学バイオ工学：三菱化学、住友化学、三菱レーヨン、三井造船、日本
触媒、ＪＳＲ、ＮＯＫ、京セラ、スズキ、ヤマハ発動機

数理システム工学：エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア、アイシン・エィ・

ダブリュ、アスモ、小糸製作所、ジヤトコ、セイコー
エプソン、東芝、トヨタコミュニケーションシステム、
デンソー、本田技研工業

自動車技術会関東支部2015年度学術講演会にて
ベストポスター賞を受賞

工学専攻　機械工学コース　小原 淳

この度、自動車技術会関東支部2015年度学術講演会にて
ベストポスター賞を受賞しました。研究題目は「Pt/Al2O3触
媒の熱劣化に関する基礎的研究」です。自動車の排気ガスに
は一酸化炭素、窒素酸化物、炭化水素といった有害物質が含
まれています。これら有害物質を二酸化炭素、水、窒素といっ
た無害な物質に浄化するために、自動車触媒が搭載されて
います。自動車触媒にはPt、Pd、Rhといった貴金属が使用さ
れています。これら貴金属は使用に伴って粗大化し浄化性
能が低下してしまうことが知られています。本研究ではPt/
Al2O3触媒に着目し、Pt粒子の粗大化に及ぼす熱劣化温度と
ガス雰囲気の影響を調査しました。その結果、高温・高酸素分
圧にてPt粒子の粗大化が顕著であることを見出しました。

最後に、本研究をご指導してくださった三浦和也特任助
教授、共同利用機器センターの皆様、名古屋大学荒井重勇
准教授に厚く御礼申し上げます。また、励ましてくださっ
た研究室の皆様に深く感謝いたします。修士中間発表や就
職活動と重なり忙しい期間でしたが、努力したおかげでこ
のような賞を受賞できたことは非常に光栄なことです。こ
の受賞を糧に今後の研究にも励んでいきたいです。

APL2015にてBest Young Scientist Awardを受賞
工学専攻　電気電子工学コース　佐藤 光

この度、9th Asia-Pacific International Conference 
on LightningにてWinners of APL 2015 Best Young 
Scientist Awardを受賞しました。発表題目は「Voltage 
Induced on DC Power Line by Lightning Stroke to 
Frames of Photovoltaic Panel」です。太陽光発電シス
テムは発電効率を高めるため一般的に周囲に高層建造物
のない広い屋外に設置されることが多く、雷による被害が
報告されております。そこで、私の研究では太陽光発電シ
ステムにおける架台の縮小モデルを用いて実験的な検討
を行い、さらに計算結果との比較を行うことで、架台への
雷撃時にパワーコンディショナに発生する過電圧の評価
を行っております。卒業までにさらなる成果を出せるよう、
より一層気を引
き締めて研究に
取り組みたいと
考 え て お り ま
す。最後に、私の
研究をご指導し
てくださいまし
た道下幸志教授、
研究室の皆様に
厚く御礼を申し
上げます。

進学
64%

就職（製造業）
25%

就職
（その他）
10%

その他 1%

平成27年度　工学部　就職・進学状況
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IUMRS-ICAM 2015にて 
Best Poster Awardを受賞

工学専攻　電子物質科学コース　鈴木沙季

この度、韓国・済州島で開催されたIUMRS-ICAM2015
国際会議において、「ゾル・ゲル-キャスト法によるアルミナ 
膜の低温合成」でポスター賞を受賞しました。本研究では、 
ゾル・ゲル法とゲル-キャスト法の長所を併せ持つ方法で 
切削工具のコーティング膜などとして有用なα-アルミナ
膜の低温合成を目標としています。初めての国際学会
参加で英語での発表は困難でしたが、学会を通じて世界
中の人々と交流でき、とても貴重な体験となりました。
最後に、鈴木・脇谷両教授と坂元准教授に厚く御礼申し
上げます。今回の受賞を励みに今後の研究に精進したいと
思います。

化学工学会第81年会にて学生奨励賞を受賞
工学専攻　化学バイオ工学コース　関口拓也

この度、化学工学会第81年会におけるポスター発表で
学生奨励賞を受賞することができました。発表題目は

「二酸化炭素雰囲気中での焼成によるホタテ貝からの蛍光
材料の作製」です。本研究で扱うホタテ貝殻は廃棄量の多さ
が地域問題となっており、新たな利用法の開発が求められ
ています。そこで本研究では、高温で焼成したホタテ貝殻
が示す蛍光特性に着目し、ホタテ貝殻を原料とした蛍光
材料の作製を目指しています。これにより、既存の利用法
とは異なる高付加価値材料としてのホタテ貝殻の利用が
可能となり、貝殻の廃棄量の減少を見込むことができます。
これまで私は蛍光性発現のための最適な焼成条件の探索
を中心に研究を行ってきました。今後は蛍光メカニズムの
解明と作製した蛍光材料の実用用途の検討を中心に研究
を進めてゆく予定です。更なる研究成果が残せるよう、
今後も真摯に研究に取り組んでゆきたいです。

最後に、私の研究をご指導してくださいました佐古猛
教授、岡島いづみ准教授、並びに研究へご意見をいただい
た多くの先生方に厚く御礼申し上げます。また研究全体を
通して多くの励まし、良きアドバイスをくださいました
研究室の皆さまに深く感謝いたします。

電子情報通信学会音声研究会 
第17回音声言語シンポジウムにて学生ポスター賞を受賞

数理システム工学専攻　上田雄磨

この度、電子情報通信学会音声研究会第17回音声言語
シンポジウムにて学生ポスター賞を受賞しました。発表題
目は「Reverberation-aware Denoising autoencoder
による遠隔発話音声認識」です。音声認識とは人の話す音
声を解析し、文字として書き出す技術です。一般的な音声
認識技術を用いる場合、話し手にマイクを近づけることが
できれば高精度な認識が可能です。しかし、話し手とマイク
の距離が離れてしまえば、
周囲の雑音や残響の影響に
より認識率が大幅に低下し
てしまいます。私は話し手
がいる環境に着目した残響
除去技術を考案し、従来よ
りも高精度な音声認識シス
テムを実現しました。最後
に、私の研究をご指導して
くださいました甲斐充彦准
教授と王龍標准教授に深く
感謝致します。

学生サークル紹介　SATT

はじめまして、ものづくりサークルのSATTです。我々
は、宇宙に興味を持った学生たちが集まり活動しています。
活動内容としては、主に宇宙エレベータとCanSatと呼ば
れる小型衛星の設計・製作を行っています。CanSatとは、
空き缶サイズの機体にGPS等の電子機器を搭載し、上空
より投下し事前に設定された地点での着陸を様々な方法
で目指すものです。宇宙エ
レベータ、CanSatともに
毎年8月に競技会が実施さ
れるのでそれに向けて製作
を行っています。毎年、昨年
度の自分たちを超えること
を目標にしています。

昨年度のCanSatの競技
会では、最高記録で優勝す
ることができました。人数
は、決して多くないですが
これからも頑張っていきた
いと思います。

《Webアンケートのお願い》
工学部の様子をより的確にお知らせし、紙面
の充実を図るためにWebアンケートを実施
いたします。
静岡大学工学部ホームページ＞＞工学部
ニュースレターはまかぜのページ上の「はま
かぜアンケート」よりご意見をお寄せください。
http://www.eng.shizuoka.ac.jp/mc/1/70.html

ご意見お問い合わせは下記へお願いします。

〒432-8561 浜松市中区城北3-5-1
静岡大学工学部　事務長補佐

T E L . 0 5 3 - 4 7 8 -10 01
FAX . 0 5 3 - 4 7 8 -10 0 5

E-mail engkoho@adb.shizuoka.ac.jp

静岡大学工学部ニュースレター　はまかぜ●第28号


