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「生徒研究論文集」の発刊によせて 

Preface to the publication of the "Journal of the student's research papers" 

工業系の学科で学ぶ生徒達の研究論文集ができあがりました。どの研究も内容のある興味

深いものばかりです。今年も 14 校から、55 テーマ（昨年 42）、224 人（昨年 141）もの生

徒達が携わっています。 

 今年の特徴は、英語の研究論文の掲載を始めたことです。初年度の今年は５つの英語の

論文が掲載されました。会場で英語発表をする生徒もいます。生徒研究発表は商業、農業、

家庭など様々な学科で行われていますが、英語部門は工業が初めてです。 

 企業においても、企業内公用語を英語にする会社が出てきました。有名なのはユニクロ

と楽天です。「10 年 20 年先を見て、グローバル企業になるためにはどうしても必要なこ

とだ」と両企業の社長は言っています。 

 工業を学ぶ生徒達にも同じことが言えます。グローバル化が進むこれからの世界で働く

ためには英語はとても重要です。特に専門用語は工業を学ぶ者でないとどのように訳して

良いか分からないことが多いのです。今回の英語論文の導入により、工業を学ぶ生徒達が

積極的に英語を学ぶようになることを願っています。 

 結びにあたり、研究のご指導をしてくださいました先生方、並びにこの論文集の刊行に

ご尽力くださいました関係の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

The Journal of Research papers by the Department of Industrial system students has been 

completed.  All the research is interesting and the content is very good.  14 schools, 55themes (42 

last year), and 224 students (last year 141 students) have been involved in the journal this year. 

This year's feature of the journal is that we began the research papers publication in English.  

Five English papers were published this year.  Some students reported their papers in English at the 

meeting.  The research presentations by the students who are in commercial course, agricultural 

course, home economic course, and so on have been carried out.  But, as for the presentation in 

English, the students in the industrial course made them for the first time. 

  Recently some companies have decided that English is the official language of their companies.  

The most famous are Uniqlo and Rakuten.  The presidents of both companies say, “Looking ahead ten 

or twenty years, I feel a strong need for English in order for my company to become a global one.” 

  The same is true for the students who learn industry.  To work in globalization,   English is very 

important for them.  Most people can’t translate some technical terms into English easily, but the 

students who learn industry can do it. 

With the introduction of this English paper, I hope that students who learn the industry will learn 

English actively. Finally, I would like to express my deepest gratitude to the teachers who guided the 

students in their research and everyone who made great efforts to publish this journal. 

平成25年１月16日 

静 岡 県 工 業 教 育 研 究 会 

会   長    西  岡  孝  浩 

(静岡県立浜松工業高等学校校長) 
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温度差発電温度差発電温度差発電温度差発電のののの研究研究研究研究    

                                                                                                                                    静岡県立伊豆総合高等学校    

３年電気電子工学科 荻野隆佑 一宮雄也 遠藤雄一郎 

         荻島規宏 石田喜紀 今井めぐみ 

 

あらましあらましあらましあらまし    

本研究では、物体の温度差を電圧に直接変換するゼーベック効果を利用し、身近な温度

差を用いて発電することを目的としている。本研究の最初の取り組みとして、ペルチェ素

子による発電の基礎実験を行い、基礎実験の結果をもとに、手のひらの体温とろうそくの

火の熱から発電をする装置を製作した。現在は、温泉熱を温度差発電に活用していくため

の取り組みを行っている。 

 

１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに    

昨年 3 月に起きた福島第一原子力発電所の事故による計画停電の実施や節電への取り組

みの高まりから、電気の大切さをより身近に感じ、石油や石炭といった有限資源に頼らな

い、自然エネルギーを用いた発電に興味を持つようになった。 

そこで、私たちが毎日通う学校の近くにある修善寺温泉の温泉熱を利用できないかと考え

た。温泉熱を利用した一般的な発電方法としては地熱発電が挙げられるが、多くのコスト

がかかることやその地域に住む方の理解を得られにくいといった難点がある。そこで、そ

の中でも比較的に安価であり小規模で発電することのできる温度差発電について研究をす

ることにした。 

 

２２２２    温度差発電温度差発電温度差発電温度差発電のののの原理原理原理原理とととと発電素子発電素子発電素子発電素子    

温度差発電には、2種類の異なる金属、または半導体に温度差を与えることで起電力が発

生するゼーベック効果を利用したゼーベック素子を用いる。 

しかし、非常に高価であることやその入手性からこの効果の逆で、素子に起電力を与え、

電流を流すと温度差が発生するペルチェ素子の発電利用についても検討を行った。 

 

３３３３    ペルチェペルチェペルチェペルチェ素子素子素子素子によるによるによるによる発電発電発電発電のののの基礎実験基礎実験基礎実験基礎実験についてについてについてについて    

 まず、温度差を発生させるた

めに用いられるペルチェ素子

を温度差発電に利用するため、

表 1 に示すように入手できた 3

種類のペルチェ素子について、

どの素子が最も起電力を発生

させることができるか基礎実験

を行い、比較した。 

実験は、図 1のように温水(80℃)、冷水(7℃)の温度差を厚さ0.5[mm]の銅板を介して素子

に伝え、実験を行った。 

表表表表 1 1 1 1 実験実験実験実験にににに使用使用使用使用したペルチェしたペルチェしたペルチェしたペルチェ素子素子素子素子のののの外形外形外形外形・・・・起電力起電力起電力起電力のののの測定結果測定結果測定結果測定結果    

測定した素子 厚さ[mm] 外形[mm×mm] 起電力[v] 

TES1-12705 3.8 30×30 0.34 

TEC1-12706 3.8 40×40 0.38 

TEC1-12708 3.82 40×40 0.22 
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素子の外形が大きく、厚みがあるほど起電力が大きくな

ると予想していたが、表 1 の測定結果より、4×4[cm]、厚

さ3.8[mm]のTEC1-12706が３つの素子の中で最も大きな起

電力を生じた。(無負荷時) 

これらの基礎実験で、素子の外形が大きいほど起電力が

大きいというわけではなく、大きい電力を発電させるため

には、素子に効率良く熱を伝える素材やそれを素子へ接着

する方法等を考えていく必要があることがわかった。 

 

４４４４    発電装置発電装置発電装置発電装置のののの製作製作製作製作    

 温度差発電の研究の最初の取り組みとして、2012年

8 月、慶應義塾大学環境情報学部の武藤佳恭教授のご

指導の下、①手のぬくもり発電装置(ペルチェ素子を利

用)と②ろうそく発電装置(ゼーベック素子を利用)を

製作した。 

両発電装置ともに、素子の片面を効率良く冷却できる

よう、CPUクーラーを使用し、素子の片面に接着した。 

①の装置(図 1)は、ペルチェ素子に手のひらを乗せ

体温を与え、素子の反対面との温度差で発電すること

で、プロペラのついたモーターを回す発電装置である。 

また、②の装置(図 2)は、ろうそくの火の熱をゼー

ベック素子に与え①と同様に発電し、高輝度LEDを点

灯させる装置である。 

これらの発電装置は文化祭などで展示し、一般の方

たちにも温度差発電への興味を持っていただくことが

できた。 

 

５５５５    今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

現時点では温度差発電によって得られる電力は、普段私たちが使用しているコンセントの

電力にはまだ足りていないのが現状である。 

しかし、温度差発電は有限資源を使わず身近な熱源ですぐに発電ができるという手軽さ、

また環境にやさしい発電をすることができるので、まだあまり知られていない温度差発電

という次世代へ向けたエネルギーを更に多くの人に知っていただきたいと考えている。 

温度差発電を一般的な発電方法として確立させていくためには、素子に効率良く熱を伝え

ることや、複数の素子を用いるなどといった工夫を重ねていく必要がある。 

今回の温度差発電装置の製作で武藤教授からご指導頂いた知識や技術を、私たちが目標

としている、修善寺温泉の温泉熱とその近くを流れる桂川の水の温度差を利用した発電に

活かしていくことが今後の私たちの課題である。 

 

図図図図    2222 手手手手のぬくもりのぬくもりのぬくもりのぬくもり発電装置発電装置発電装置発電装置    

 

図図図図    3333 ろうそくろうそくろうそくろうそく発電装置発電装置発電装置発電装置    

 

図図図図    1111 ペルチェペルチェペルチェペルチェ素子素子素子素子によるによるによるによる起電力起電力起電力起電力のののの測定測定測定測定    

高輝度高輝度高輝度高輝度 LEDLEDLEDLED    

ろうそくろうそくろうそくろうそく    

ペルチェペルチェペルチェペルチェ素子素子素子素子    

CPUCPUCPUCPU クーラークーラークーラークーラー    

温水温水温水温水    

(80(80(80(80℃℃℃℃))))    

冷水冷水冷水冷水    

(7(7(7(7℃℃℃℃))))    
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地域地域地域地域のためののためののためののための模型模型模型模型づくりづくりづくりづくり    

 

静岡県立伊豆総合高等学校静岡県立伊豆総合高等学校静岡県立伊豆総合高等学校静岡県立伊豆総合高等学校    建築建築建築建築工学工学工学工学科科科科３３３３年年年年        

植田真理 大見海輝 金澤千樹 木村信弘  

田口聖奈 手老俊介 仲川裕貴 中西将生  

平野翔也 水野湧太 

 

１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに    

 伊豆総合高校の建築工学科では、地域の方々の依頼により住宅模型の製作を行っている。

平成２２年度から継続して３年目になる。これは、卒業した先輩方の「学習成果を地域に役

立てる。」という意志を受け継ぎ、私たちが、その責任を全うするために創意工夫を重ねた記

録である。 

尚、建築模型の基本になる製作方法や工程については、先輩方が平成２２年度生徒研究論

文集に発表した「住宅模型の製作」に詳しいので参照していただきたい。 

２２２２．．．．研究概要研究概要研究概要研究概要    

 一般に、建築模型ではスチレンボードが多用されている。この模型材料は白色で加工や接

合が容易にできるという利点がある。彩色無しで白色の模型（計画を検討するための模型：

スタディーモデル）の場合は都合が良い材料であるが、私たちが依頼を受ける建築模型は、

細部まで忠実に再現しなければならない写実的な模型である。このことから、限られた材料

で模型細部をリアルに表現することを重点に研究をおこなった。まとめると次の通りである 

 

（１）屋根仕上げ材の表現（日本瓦葺き屋根、銅版葺き屋根の表現など） 

（２）開口部の表現（外壁面の窓や出入り口の表現など） 

（３）地盤の表現（敷地内の土の表現など） 

（４）車両の製作について（模型の縮尺に合わせた工夫など） 

（５）植栽（樹木）の表現 

 

 以上、これらの工夫の積み重ねにより、模型を生き生きとさせ、完成度を高めることを目

指した。一方では、指導をいただいた先生からはジオラマにならないように注意を受けた。

このことは、細部表現に凝りすぎて人の生活観が表に出てくると模型全体がセンスを失い、

建築模型で無くなるそうである。 

３３３３．．．．表現表現表現表現のののの工夫工夫工夫工夫（（（（模型模型模型模型のののの縮尺縮尺縮尺縮尺１１１１：：：：５０５０５０５０））））    

（１）屋根仕上げ材の表現    

日本瓦葺き  使用材料：銀色画用紙（B４、３枚入り１組）を使用。 

表現工夫：本瓦葺き仕上げの型を瓦メーカーHPよりダウンロー

ド（無料）して縮尺調整後、銀色画用紙に印刷する。 

 銅板平葺き  使用材料：金色画用紙（B４、３枚入り１組）を使用。 

           表現工夫：金色画用紙に金属板平葺きの型を印刷。その後、マーカ

ーコピックNO.C7 で着色、２～３回塗りをする。 
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（２）開口部の表現 

 ガラス  使用材料：外観のみの模型の場合はアクリルまたは塩ビ板の黒色を使用。 

      表現工夫：黒色で光沢のあるものを使うことで生き生きとした印象になる。 

 枠 材  使用材料：入手しやすい厚紙を使用。また菓子箱で不用になったものを使用。 

      表現工夫：マーカーコピックNO.C9 か W9で着色し枠材を外壁面の仕上げから 

           厚紙の厚さ分を外側へ出っ張らせる。ことにより外壁面が引き締ま

る。 

（３）地盤の表現 

 土の部分 使用材料：スチレンボード下地、鹿沼土（乾燥済みのもの）を使用。 

      表現工夫：敷地のベースになるスチレンボードにスプレーのり７７番を吹付け、 

           素早く鹿沼土をふりかけて擦り潰しながら付着させる。従来のコル

クシートや土質粘土とは違った柔らかな印象になる。 

（４）車両の製作について 

乗用車  使用材料：ケント紙中厚でホワイト色を使用。 

表現工夫：自動車メーカーよりダウンロードしたペーパークラフト資料（無料）

を縮尺調整の後、製作。実車のペーパークラフトであるため建築模

型で利用すると精度が高まる。その他の車種も利用できる。（軽トラ

ック、四輪駆動車、バス、タクシー等） 

（５）植栽（樹木）の表現 

 高 木  使用材料：かすみ草でドライフラワーにしたものを使用。 

      表現工夫：樹木の枝振りの形を考えながら数本を束ね１本の樹木にする。その

後にはさみで円形になるように余分なところをカットする。 

            絵具等で着色することで好みの樹木を作ることができる。 

 

＜地域の方の依頼により製作中の住宅模型＞ 

 

４４４４    まとめまとめまとめまとめ    

 模型製作の研究は、課題研究の授業での学習のテーマである。これは建築工学科の卒業生

から研究を引き継いだものである。このことは、模型製作を学習するものには大きなプレッ

シャーとなる。なぜならば、前年の模型より完成度を上げることを必要とされているからで

ある。地域の方々が模型の完成を心待ちにしている。今回の研究で、さらに模型の完成度を

少しでも高めることができたと思っている。私たちが学習や研究した成果が、地域の方々に

喜びや、夢を与え、地域の方々に貢献できれば幸いに思う。最後に助言をいただいた先生に

感謝を申し上げます。 
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工作機械等のON、OFFスイッチの色と形状について 

静岡県立伊豆総合高等学校       

                   機械工学科 3年 相原由記  阿部友紀 

                              菅尾亮太 平良健一郎 

１ はじめに 

工作機械の制御盤等の電源スイッチは緑と赤、または黒と赤である。機械系の者だけでなく、

工業学科の生徒なら「緑＝赤」「黒＝赤」の二色が並べば電源のON,OFF を示すことが分かる

だろうが、それは経験値からそう思っているのではないだろうか。本校は工業学科と総合学

科がある。機械系科目を学んだ者と工業の学習をしていない総合学科の生徒との比較を行い、

色や形状について感じ方の違いを研究した。 

２ 「感じる＝印象」について 

人はものを見るとき印象で捉えることが多い。対象が人間

であれば「第一印象がカッコ良かった。」のように語る。印象

は、人間の心に対象が与える直接的な感じを言い、「外界から

の刺激を受け止める感覚的能力⇒感性。」が大きく影響し、そ

の表現は、カッコいい、きれい、大きい等の形容詞から成り、

この時の形容詞を“感性ワード“と言い、感性ワードを利用

したSD法で感じ方の違いを調べる。   

３ SD法                                               

SD（semantic differential）法はオズグッ[C.E.Osgood]が主として言語の心理学的研究

のために使い始め、「意味微分法」 と訳す。意味尺度で

ある形 容詞対（明るい－暗い、等）ごとに、その対象

（コンセプト）が評価され、複数の対象で複数の評定者

（被験者）によって得られた結果は、図１のようにコン

セプト・被験者・意味尺度の3次元データの行列となる。

その結果を因子分析しデータが持つ隠れた要因を見つけ

出し、単純化した構造で分析する。 

４ 実験 

機械工学科 3年生 ８人（男子のみ） 

総合学科 3年生 ８人（男子 6人、女子 2人） 

を被験者とした。 

SD法で用いる感性ワードを図２のとおり、10項目の言葉

の形容詞対に緑、黒、赤の3色を〇、□の2種の形状と

した評定用紙6枚に被験者に直感で回答してもらった。 

５ 結果 

因子分析後得られた表 1 のような結果から、因子説   

明割合上位 3因子のそれぞれ因子負荷量の高い二点を感

性として考えた。 

 

図図図図 1 SD1 SD1 SD1 SD 法法法法によるによるによるによる 3333 次元次元次元次元ﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀ行列行列行列行列 

図図図図 2222 感性感性感性感性ワードワードワードワード 
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機械工学科  総合学科 

  因子 1 因子 2 因子 3  因子 1 因子 2 因子 3 

美しい-みにくい 0.123425 0.037986 0.334085  -0.03352 0.122363 0.950032 

動的な－静的な -0.0648 -0.04632 0.984092  0.285994 0.19168 0.090346 

安全な-危険な -0.22722 0.948482 -0.02172  -0.13891 -0.15686 0.222387 

良い-悪い -0.05719 0.501376 0.695088  0.1919 0.95328 0.091266 

派手な-地味な 0.885289 -0.32406 -0.09919  0.87358 0.053887 0.087703 

強い-弱い 0.954528 0.066224 -0.08449  0.418345 0.082579 -0.36918 

熱い-冷たい 0.875932 -0.34966 0.060247  0.979271 0.057106 -0.14314 

かたい-やわらかい 0.190218 -0.05983 0.003792  0.120903 0.29278 -0.21373 

自然な-不自然な -0.37936 0.028058 -0.13816  -0.0659 0.18113 0.871229 

好きな-嫌いな -0.1895 0.737387 0.182931  -0.0803 0.940397 0.171531 

寄与量 2.752459 1.934352 1.636845  2.061573 2.00092 1.967129 

寄与率 27.52% 19.34% 16.37%  20.62% 20.01% 19.67% 

因子説明割合 27.52% 19.34% 16.37%  20.62% 20.01% 19.67% 

       表表表表 1111    ■■■■■■■■    因子負荷量因子負荷量因子負荷量因子負荷量とととと共通性共通性共通性共通性（（（（回転後回転後回転後回転後））））    対象対象対象対象    □□□□赤赤赤赤    ■■■■■■■■    

６ 分析    

説明割合の高いもの上位二つの形状、色、学科で違い

を分析し、オズグッドの、「因子分析された意味構造は第

1因子を評価性、第2因子を活動性、第3因子を力量性。」

とすることから表2のように置き換えた。                

表 2 □赤は「四角で赤色」で、これを機械工学科の

生徒は危険で静止していると判断した。が、総合学科の

生徒は感情的、感覚的な受け捉え方をしたことが分かる。 

７ まとめ 

 色彩の評価性は色が人に与える美醜、好悪の印象、活

動性は色の持つダイナミックさ、力量性は人に与えるイン 

パクトの強さに関係すると言われる。 

色や形状に関係なく総合学科の生徒は感覚や感情＝感性でそのものを判断しており、機械

工学科の生徒は、色や形状を動＝静、安全＝危険等と結び付けて見ていた。             

これは実習等の経験からくる差と思われる。人は経験値から物事を判断することが多分に

あり人生経験豊富な人には色々な場面でかなわないが、モノを純粋な視点で見るには経験値

に邪魔され感性が殺がれることもある。 

今回の実験をとおして普段何気なく見ているスイッチ一つでも見る者の経験で考え方、捉

え方が変わることが分かり勉強になった。経験値に左右されない感性は今後必要であると同

時に感性を研ぎ澄ますことにより豊かな創造力が生まれると思う。しかし、作業を進める上

で経験値を活かし安全な作業、効率よい作業を考える必要も出てくる。これからは経験値と

感性を融合させた生活を行い、良き工業人として成長していきたい。 

  機械工学科 総合学科 

評
価
性 

弱い 冷たい 

地味な 地味な 

活
動
性 

危険な 悪い 

嫌い 嫌い 

力
量
性 

静的な みにくい 

悪い 不自然な 

表表表表 2222    □□□□赤赤赤赤  



 

 

１ はじめに 

  近年、ハイテクなメカトロニクス

トが個人で扱えるようになってきた

技術が必要である。そんな中

する動作拡大型スーツのスケルトニクス

ニクスは人力のみを動力に使

そうだと思い、このスケルトニクスを

 

２ 機体構造                               

  スケルトニクスは人                        

体をコアにして手足に機

体を装着する構造となっ

ており、搭乗者の動き（ス

トローク）を二倍程度に

伸ばす機能を持つ。これ

はパンタグラフ機構の特

性を利用したもので、ス

ケルトニクスには多くの

パンタグラフ機構が搭載

されている。これがスト

ロークを伸ばす役目を負

っている。人の足首、ふ

くらはぎ、太ももの三点

をスケルトニクス下半身

に固定することによって

動作する。リンク機構を

扱うので比率に気を付け

ないとうまく動作しなく

なってしまう。 

 

 

３ 製作 

今回はスケルトニクス下半身

ー打ち、切り出し、ドリルでの

製作した。 
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アームスーツの製作 

 

静岡県立御殿場高等学校

情報システム

ハイテクなメカトロニクス技術は身近になって、今ではホビー

えるようになってきた。しかしロボットは高価で、ロボットを

中、インターネットで調べると人力で動かすアームスーツに

スーツのスケルトニクス(無動力外骨格システム)の情報

使う構造で、高い部品も使っていない。これなら

スケルトニクスを模倣し、アームスーツを製作しようと

                               

                        

下半身を作ることができた。これを作るために

ドリルでの穴あけ、ねじ切り、旋盤加工等の基本的な

スケルトニクスの構造 

静岡県立御殿場高等学校 

システム科３年 南 翔也 

ではホビーなどで人型ロボッ

ロボットを扱うには高い

かすアームスーツに関

情報を得る。スケルト

これなら自分にも作れ

しようと挑戦してみた。 

                                

                        

るために、罫書き、センタ

な機械加工を行い、
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４ 試験歩行 

  実際に装着して歩こうとしたが、うまく体を支えることができなかった。 

立ち上がるためにコツがいるようだ。まだ改良点があるので、挑戦を続けたい。 

 

５ 最後に 

  今回製作をするにあたり、苦労したのは自分の加工技術や知識が未熟だったという点で

ある。設計を誤り、工具を扱いにくい構造になってしまったり、微妙に余分なスペースが

出てしまったりした。加工では使うネジの長さを誤り、寸法とずれが大きく出てしまった

点があったので、次は失敗を減らせるようにしたい。アームスーツは全長の高さが２．５

ｍほどになる予定で、かなり大きなものなので一人で作るというのは厳しいものがある。

できれば協力者を集めて数人で分担して作れるようにしたい。スケルトニクスを模倣して

作ってみたが、非常に面白いものだと実感した。実際に組み上げてみるとかなりの高さが

あるのでフレームだけでも大きく感じる。今後は腕、胴体を作った後にアクチュエーター

を試験的に付けたり、外装や装飾を施してみたい。 

 

６ 参考文献 

Team Skeletonics http://skeletonics.seesaa.net/  

材料の切り出し 

出来上がった軸 

センター打ち 

ねじ切り 



 

 

                             

１ はじめに 

ガス溶接・切断作業などで

酸素を用いて金属の溶接・切断

条、施工令 20 条）によりガス

いと定められ、この種の作業者

  本研究では、実際に（社）

告を行うものとする。 

 

２ 講習内容 

  ガス溶接技能講習の内容は

学科および実技講習合わせて

学科 

４時間 
ガス溶接等

る知識 

３時間 
ガス溶接等

知識 

１時間 関係法令

実技 ５時間 ガス溶接等

試験 １時間 学科講習内容

 

３ ガス溶接などの設備の構造及

溶断または加熱などの作業には

用いられる。工場などで多量のガスを

は、可燃性ガス、酸素とも集合装置

給源から配管を通じて供給されることが

従来、設備の構造上の不備や誤

しばしば大きな事故、災害が発生

て、ガス溶接などの作業を安全

の構造および正確な取扱い方法

し習熟しておく必要がある。 

 

４ ガス容器 

  ガス容器は充填されるガスの

呼び分けられている。これらの

の全面または、肩部に塗装されており

示されている。 
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ガス溶接技能資格取得 

                          静岡県立御殿場高等学校

情報システム科３

などで火災爆発事故防止のために、可燃性ガス（

切断・加熱などの作業を行う場合は、法規（

によりガス溶接技能講習修了の資格のないものを就業

作業者は講習修了証の携帯が義務付けられてい

）労働技能講習協会主催のガス溶接技能講習受講

は次のとおりである。 

わせて２日間（労働安全衛生法61条、施工令 20

溶接等の業務のために使用する設備の構造、

 

溶接等の業務のために使用する可燃性ガス、

関係法令 

溶接等の業務のために使用する設備取扱（点火

学科講習内容の理解程度を判定する終了試験 

構造及び取扱い 

には、図のような設備が 

のガスを使用する場合に 

集合装置その他の大容量供 

されることが多い。 

誤った取扱いによって、 

発生している。したがっ 

安全に行うためには、設備 

方法について、十分に理解 

 

されるガスの種類によって、酸素容器、溶解アセチレンガス

これらの容器は充填ガスの種類が容易に識別できるように

されており、充填ガスの名称および性質が白

静岡県立御殿場高等学校 

３年 狩山 由輝  

勝間田 共平 

（アセチレン等）と

（労働安全衛生法61

就業させてはならな

けられている。 

溶接技能講習受講についての報

20条） 

、取扱の方法に関す

、及び酸素に関する

点火、調整、切断等） 

アセチレンガス容器などと

できるように色が容器

白または赤文字で表



 

 

酸素容器は、鋼製の継目なし

プから構成されていて、充填圧力

または19.6MPa である。溶解

には安全に多量のアセチレンが

性マスおよびアセトン、DMF（

などの有機溶剤が充填されており

チレンが溶解した状態で充填

填圧力は15℃で 1.５MPa である

容器本体、容器弁およびキャップから

 

５ 圧力調整器および圧力計 

ガス溶接、ガス溶断などの

たは集合装置から導管により

作業で必要とする圧力よりもはるかに

作業ができずまた危険でもある

て、圧力が降下して作業ができなくなる

したがって、溶接や溶断を

の圧力を減圧して適当な圧力

ならない。このように、ガスの

のが圧力調整器で、ガス圧力

 

６ 導管および吹管 

  酸素や可燃性ガスをガス容器

といい、作業場内に固定して使

アセチレン、ＬＰガスなどの

端の火口から高温の火炎を発生

吹管という。 

Ｂ型溶接器は、通称フランス

関西地方で発達したものであるが

域で広く使われている。酸素流量調整用

管本体に内蔵されている。 

 

７ まとめ 

２日間の講習会に参加して

的な知識を学ぶことができた

作業において最も大切な安全

修了証交付で満足することなく

で将来の職業に生かしていきたい
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なし容器が用いられる。容器は容器本体、容器弁

充填圧力は35℃で 14.7MPa 

溶解アセチレン容器は、内部 

のアセチレンが貯蔵できるように多孔 

（ジメチルフォルムアミド） 

されており、この有機溶剤にアセ 

充填されている。アセチレン充 

である。容器は酸素容器と同様、 

およびキャップから構成されている。 

 

などの作業に使用されている酸素および可燃性ガスは

により吹管に供給される。しかし、これら供給源

よりもはるかに高い場合が多く、そのまま吹管に

でもある。また、酸素および溶解アセチレンでは

ができなくなる場合がある。 

を正しく行うためには、供給源から 

圧力に調整し、吹管に供給しなければ 

ガスの減圧、調整のために用いられる 

圧力を示すものが圧力計である。 

容器、ガス集合装置などの供給装置から吹管

使う配管と、作業者が手元で使うゴムホースの

ガスなどの可燃性ガスをその目的に応じた割合で酸素

発生させて金属の溶接、溶断または加熱に用

フランス式溶接吹管と呼ばれ、 

したものであるが、現在では国内全 

酸素流量調整用の針弁は吹 

 

して、ガス溶接についての基本 

ぶことができた。また、災害事例などから、 

安全について学ぶことができた。 

することなく、しっかりと実践を積ん 

かしていきたい。 

容器弁およびキャッ

ガスは、ガス容器ま

供給源のガスの圧力は、

に供給しても正しい

アセチレンでは、使用するにつれ

吹管まで導く管を導管

うゴムホースの２種類がある。

酸素と混合し、その先

用いる器具のことを



 

 

放射線検出器

本研究では CsI(Tl)(タリウム

出器を作製した．電界効果トランジスタ

信号を増幅する回路を作った．

検出器の性能評価を行なった．

認された． 

 

1. 緒言 

放射線は放射性同位体から発生

られるようになり，身近な地域

種々の資料を調べた結果，シンチレーション

がわかった．本研究では，放射線

能を評価することを目的とする

 

2. 放射線検出器の作製 

シンチレーション検出器は，

が入ってくると発光する特性を

号に変えて検出する検出器である

可能なフォトダイオードと，それと

チレータを使って作製を行なった

参考文献(1)にならって行なった

・ 検出器ヘッド部分の作製 

CsI(Tl)シンチレータ(5.5mm 角

に接続した．シンチレータでの

ことでノイズの影響を低減する

ンテープとアルミテープを用いて

・ 増幅回路の作製 

図2に増幅回路の写真と回路図

図2: 増幅回路
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放射線検出器の作製と評価 

静岡県立沼津工業高等学校

電子科

物質工学科

摘要 

タリウム活性化ヨウ化セシウム)とフォトダイオードを

トランジスタ(FET)とオペアンプを使ってフォトダイオードからの

．また，市販の検出器とガスランタン用マントルを

．その結果，自作検出器が放射線の強度を測定

発生する電磁波，粒子線である．福島原発事故以来身近

地域や食品などの放射線の強さを量りたいと思

シンチレーション検出器であれば，安価に作製

放射線を測定するためのシンチレーション検出器

とする． 

，シンチレータ結晶に放射線

を生かして，その光を電気信

である．本研究では安価に入手

それと相性の良い CsI(Tl)シン

なった．ここでの検出器作製は

なった． 

角)，フォトダイオード(S6755)，FET(2SK170

シンチレータでの発光をフォトダイオードで電気信号に変え

する．放射線以外の光が入らないように，検出器

いて遮光した． 

回路図を示す．この回路は9V電池で動作し，オペアンプ

図1: 

図

 

増幅回路の写真と回路図 

静岡県立沼津工業高等学校 

電子科 3 年 遠藤 直人 

物質工学科 3 年 久保田 雅大 

とフォトダイオードを用いた放射線検

ってフォトダイオードからの

マントルを用いて自作

測定できることが確

福島原発事故以来身近に感じ

思うようになった．

作製が可能であること

検出器を作製しその性

FET(2SK170-BL)を図 1 のよう

え，すぐに増幅する

検出器ヘッドをテフロ

オペアンプ(NJM4580)

 

1: 検出器ヘッド 

 
図 3: 検出された波
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を 2 回通すことで増幅を行なう．検出器ヘッドとの接

続は RCA 端子を用いた． 

・ オシロスコープによる波形の観測 

検出器ヘッドと増幅回路を接続し，オシロスコープ

を用いて実際に放射線を測定した．図 3 にオシロスコ

ープによって得られた波形を示す．検出器ヘッドを放

射線源に近づけると，図 3 のような波形が観測され，

放射線源から遠ざけると観測されなくなった．以上よ

り，作製した検出器によって放射線が測定できること

が確かめられた． 

 

3. 放射線検出器の評価 

自作した検出器の性能を評価するため，市販の検出

器とガスランタン用マントルを用いて放射線強度の測

定を行なった．マントルには放射線を発生するトリウ

ムを微量に含んだものがあり，試験用の放射線源とな

る．測定試料として，C 社，SF 社，SO 社，E 社製の

マントルを用いた．検出された放射線数を数えるため，フリーソフトであるベクモニ 2011(ver. 

0.97β)
(2)を用いた．また，参照用の放射線検出器として DoseRAE2

(3)を用いた．図 4 に作製し

た検出器でそれぞれのマントルを測定した結果を，図 5 に DoseRAE2 を用いて測定した結果

を示す．放射線強度の測定はそれぞれの試料に関して 10 分間行なった．データはバックグラ

ウンドの放射線強度を引いた後，測定時間と試料重量で規格化して比較した．図 4，5 より，

どちらの検出器でも C 社製マントルが最も放射線が強く，次いで E 社，SF 社の順となり，

SO 社製のマントルでは全く放射線が観測されなかった．以上より，自作検出器が試料から

の放射線の強度を測定できることがわかった． 

 

4. 結言 

本研究では，シンチレーション式放射線検出器を作製し，ガスランタン用マントルを用い

てその性能を評価した．その結果自作した検出器は市販の検出器と同様の傾向を示し，放射

線の強度を測定できることが確かめられた． 

 

謝辞 

本研究は山﨑自然科学教育振興会の研究助成金による援助を受けて行われました．ここに

感謝いたします． 

 

参考文献 

(1) Doku’s Open Hobby Base: http://doku.bimyo.jp/index.html 

(2) DIY で食品放射能測定: http://blog.livedoor.jp/kabuworkman-becqmoni/ 

(3) RAE-Systems: http://www.raesystems.com/products/doserae-2 

 

図 4: 自作検出器による測定結果． 

 
図 5: DoseRAE2 による測定結果． 
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 スターリングエンジンカーの製作 

 

静岡県立沼津工業高等学校 

機械科３年 新井武夫 久保田大地 

 

１、はじめに 

私たちは去年スターリングテクノラリーＭＳクラスに出場しました。しかし、思うよう

な結果がでませんでした。前回は車体が短かかったため、サイドスラストが大きくなっ

てしまい途中で止まってしまいました。なので、今年はより良い成果を上げるため、改

良をしました。 

 

２、概要 

今回製作した部品は、冷却器、加熱器、熱交換器、ピストンホルダ、フレーム、 

フライホイール、軸受け、コンロッド。 

 

３、使用工作機械 

・マシニングセンタ 

・旋盤 

・卓上ボール盤 

・シャーリング 

 

４、製造過程 

（１）フレームの加工(写真１) 

①材料を製品の長さで切断する。 

②マシニングセンタで寸法に加工する。 

③熱交換機用の穴、フライホイール用の長穴を開ける。 

                                   写真１ 

 （２）冷却機、加熱器の加工（写真２） 

    ①材料を旋盤加工する。 

    ②注射器、ピストンを寸法の長さで切断する。 

    ③①の加工した材料をマシニングセンタで長穴を開ける。 

    ④②と③を組合わせ固定する。 

                                   写真２  

 （３）熱交換器の加工（写真３）             

    ①材料をマシニングセンタで加工する。 

    ②固定用のＭ２のねじ穴を切る。 

    ③加熱器、冷却器と組み合わせて固定する。 

 

                                   写真３ 
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 （４）ピストンホルダの加工（写真４） 

    ①アルミ材を旋盤で加工する。 

    ②コンロッドを入れる溝を加工する。 

    ③Ｍ３のねじを切る。 

                                 写真４ 

 （５）フライホイールの加工 

    ①材料を旋盤で寸法の大きさに加工する。 

    ②中心に３ミリのリーマ加工。 

    ③コンロッド用のねじを切る。 

 

 （６）コンロッドの加工（写真５） 

    ①１ミリずつ寸法の長さで裁断する。 

    ②ボールベアリングを入れる穴を開ける。 

                                 写真５ 

 （７）軸受けの加工 

    ①材料をマシニングセンタで加工する。 

    ②固定用のＭ２のねじ穴を切る。 

    ③軸受け部を６ミリのリーマで加工。 

 

 （８）ガイドローラーの加工（写真６） 

    ①材料を寸法の長さに切断、加工する。 

    ②ベアリングローラー、本体固定用の穴を開ける。 

                                 写真６ 

 （９）完成図 

 

 

 

 

 

 

 

５、苦労したこと 

  ・コンロッドを１ミリずつの長さで加工したので、数が多くなり、加工が大変だった。 

  ・部品が完成し、組み立ててもうまく動かず、調整が大変でした。 

 

６、感想 

  今回が最後のスターリングテクノラリーなので悔いが残らないように良い結果を残した

いです。また今回の経験を生かし、将来に役立てていきたいです。 

 



 

- 15 - 
 

Ａｒｄｕｉｎｏによる電子制御 

 

静岡県立沼津工業高等学校       

電気科 ３年 見城 直樹 坂尾 侑哉 

       杉本 美波 渡辺 一志 

 

あらまし 

 最近の電子機器はプログラミングで制御されている。それらに興味を持ち、Ｃ言語を学習

していくうちに、そのプログラムを利用して身近なシステムを製作することで、商品の仕組

みや原理をあらためて学習することができました。 

 

１．はじめに 

 Arduino(アルドゥイーノ)は、AVRマイコン、

入出力ポートを備えた基板、C 言語風の

Arduino 言語とそれの統合開発環境から構成

されるシステムです。オープンソースハード

ウェアであり、ハードウェア設計情報の

EAGLE ファイルは無料で公開されていて、誰

でも自分の手で Arduino を組み立てること

ができます。 

 

 

                      図１ Arduino本体 

２．使用機器 

使用機器 用途 

Arduino 本体 プログラムを制御する 

Arduino ソフトウェア プログラミングを行うソフト 

ブレッドボード 回路の実装 

LED 

回路の製作に使用 

cds セル 

抵抗 

ジャンパー線 

距離センサー 

 

３．作品製作 

 まず、ホームセンターなどで販売されている外が暗くなると自動で点灯するライト（LED）、

人が近づくと点灯するライト（LED）を製作してみました。回路はブレッドボード上に製作し、

確認をすることにしました。 

図２は外が暗くなると自動点灯するライト（LED）です。cdsセルは硫化カドミウムを主成
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分とする光電導素子の一種です。照射される光の量により抵抗値が変化する可変抵抗器と考

えることができます。つまり、光が多くあたっている（昼間）ときは抵抗が大きく電流は流

れず、逆に光が少なく（夜間）なると抵抗が小さくなり電流が流れるようになる性質を利用

しています。 

図３は距離センサを利用したライトです。このセンサは赤外線で距離を測ります。距離に

応じた電圧が出力されるため、cmの近似値で表示できるように以下の式を使いました。 

R＝（６７８７／（V－３））－４  Ｒ：距離（ｃｍ） Ｖ：電圧の値（０～１０２３） 

 このとき、Ｖが３だと０で割ることになるのでエラーになります。なので、強制的に４に

してエラーを防ぎます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図２ cdsセル               図３ 距離センサ 

 

 図４は文化祭に展示した電子サイコロです。電子サイコロの中心部分は３色LEDで１の場

合のみ「赤」で点灯し、それ以外の数字は白で光るようにプログラムを組んであります。プ

ログラムは簡単に説明すると、それぞれのLEDに番号を決めて、該当する数値のLEDのみを

点灯させる仕組みです。ただし、１の場合は「赤」で点灯させる必要があるので少し工夫が

いりました。またサイコロが動いている間は圧電ブザーから音が出るようにしてより電子っ

ぽくしてみました。 

void dice_one(){ 

digitalWrite(2,LOW); 

digitalWrite(3,LOW); 

digitalWrite(4,LOW); 

 digitalWrite(5,HIGH); 

digitalWrite(6,LOW); 

digitalWrite(7,LOW); 

digitalWrite(8,LOW); 

 digitalWrite(12,LOW); 

 digitalWrite(13,LOW);} 

 

      図４ 電子サイコロ         図５ プログラム（１の場合） 

４．最後に 

arduino は非常に簡単で手軽なものなので、ぜひ皆さんにも体験して欲しいです。 
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ＲＤＳを活用したロボット製作の研究 
 

静岡県立沼津工業高等学校 

電子科３年 加藤颯史 ２年 井上智陽 

 

私達はロボットの世界大会であるロボカップに参加し、CoSpaceRescue という競技に出場

した。競技は、Microsoft™ Robotics Developer Studio 2008(以下ＲＤＳ)を用いてバーチャ

ル環境を活用したロボットでプログラミング技術を競うものである。バーチャル環境を使用

したロボット製作は非常に効率が良く、スムーズに競技を攻略することができた。そこでＲ

ＤＳの機能や、バーチャル開発環境を利用したロボット製作のメリットについて研究した。 

 

１． Robotics Developer Studio 2008について 

ＲＤＳとは、Microsoft™が 2008年 11月に無償提供を開始したロボットプログラム

開発用ソフトウェアである。多くのロボットに対しての共通の開発環境としての期待

もされている。視覚的なプログラム開発言語や、ロボットのシミュレーション環境な

ど、多くのロボットプログラム開発機能が搭載されている。 

 

 

・Visual Programing Language 

ロボットに対しての命令などのブロックを組み合わせることで、視覚的にロボ

ットのプログラムを作成することができる機能。（図１） 

 

 

 ・Visual Simulation Environment 

作成したロボットのプログラムをバーチャル環境でシミュレートするための

機能。（図２） 

 

   

図１.Visual Programing Language  図２. Visual Simulation Environment 
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２． バーチャル開発環境のメリット 

・破損するリスクの回避 

ロボット製作はテスト作業によるロボットやテスト環境の破損事故が必ず伴い、

これにより修理のコストや時間がかかってしまう。しかし、バーチャル環境では

たとえロボットの故障が再現されたとしても、バックアップデータを復旧するこ

とでコストをかけず、迅速にテスト作業を再開することができる。 

 

・環境構築の労力削減 

ロボットを製作するには、実際にそのロボットが動作する予定の環境を構築し、

テストをしなければならない。その環境が特に大規模なものや、非常に微細なも

のである場合には、構築に大きなコスト、労力がかかってしまう。対してバーチ

ャル環境の場合は、大小の規模はコンピューターの中で数値として取り扱われる

ため、問題とならない。 

 

・迅速なテスト作業 

ロボットの動作をテストするときには、プログラムの転送や状況の設定、テスト

している時間など、ある程度の時間がかかり、多くの回数テストを繰り返す場合に

は、それがとても長いものになる。バーチャル環境では、テスト作業の準備等は基

本的にコンピューター内で行われるため時間がかからず、テストしている時間を早

送りすることも可能である。 

 

３． まとめ－ロボットを利用したその他の応用－ 

このように、ロボット製作においてバーチャル開発環境を利用することのメリット

は多く存在する。最後に、様々な分野への応用ができ、活躍しているロボット技術に

ついて、バーチャル環境を利用して可能となるロボットの応用技術を挙げる。 

 

・ロボット教育環境 

ロボットの製作を通したものづくり教育において、使用するロボットのコストの

高さは、主催者や生徒に対して大きな負担となっている。バーチャル環境の場合は

ロボット及び環境のデータを配布することで、多数の生徒にロボット製作を体験さ

せることができる。 

 

・再現困難な環境の開発 

バーチャル環境には、測定されたデータを基にして、再現が困難である宇宙空間

や、大規模な災害現場などを設定することができる。このような環境を想定したロ

ボットの製作において、バーチャル環境は必須となる。 
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WRO2012 ロボットの製作研究 

 

静岡県立沼津工業高等学校 

機械科 2年 宍戸陸希 電子科 2年 増田京祐 海瀬信吾 

 

 あらまし 

  私たちが活動するロボット制御部では、昨年からロボットコンテストWROに参加していま

す。今年度のＷＲＯ2012 の競技課題に対応したロボットを研究製作して、全国大会に出場し

たので、ロボット製作の過程、機構、プログラムについて報告いたします。 

 

1,はじめに 

WRO2012 大会では、ロボ

ットを図１に示した長方形

のフィールド上で競う。ロ

ボットは、ベースエリア(左

側の長方形)からスタート

し、四隅の黒い正方形上の

ある４色の直方枠ブロック

を同色の色ポールにはめ込

む競技である。作業の正確

さと速さで順位付けされる。

ハードウェアは LEGO ブロック（NXT 教育用キット）、プログラ

ムはNXTというGUIを採用したソフトウェアツールを用いて作

成する。 

 

2,ハードウェア製作の研究 

 WRO では、競技開始前に会場においてロボットの機体を製 

作するルールになっている。与えられた組立調整時間中に、如

何に短時間で設計した機体を組み立てられるかが重要である。

チームで組立を行うため機体構成を複数のユニットごとに分

けた。これにより製作時間を短縮し、残りの時間をソフトウ

ェアの調整時間にまわすことができる。また、当日の大会で

はサプライズルールとして競技内容が一部変更になるので、

機体の仕様変更が容易に行えるという利点もある。これらの

条件を踏まえ、機体を設計した。 

今回作成した機体を図2に示す。アーム部分は何度も変更

や微調整を行い、精度を高めた。移動させるブロック枠を挟

んだ際、ブロック枠が滑り落ちてしまうという問題があった。

図2 製作機体 

図 3 アーム部 

図１ フィールド 
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そのため、滑り止めに使っていたゴムの劣化、ゴムの温度変化による硬化などに対応して設

計変更等を行った。アーム中央に部品を追加することでブロック枠が滑り落ちると言う問題

点を解決出来た。最終的に完成したアームを図3に示す。 

 

3,ソフトウェア制作の研究 

今回は、アルゴリズムを出来るだけ単純化することに

心がけた。単純にすることによってデバックの効率を上

げた。問題点の特定も非常に容易になり、プログラムサ

イズも小さくなった。サイズが小さくなったことでコン

パイル時間、転送時間の短縮ができた。センサーの活用

を工夫してプログラムの単純化も行った。床の滑りやモ

ーターの誤差など、動作環境による誤差も吸収させるこ

とができた。そこで吸収できなかった部分が電池電圧の

変化による両サイドのモーター特性のバラツキであった。

モーターは電池の電圧が下がると左右のスピードにズレ

が発生し、直進安定性が下がる。その点をソフトウェア

で吸収する例を図 5、図 6 に示す。左右のタイヤの抵抗

や回転をソフトウェアより監視を行い、同期させてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,全体の製作を通して 

 今回ロボット製作に使ったのはNXTソフトウェアというプログラムソフトを使用した。こ

のほかNXTには BCC という C言語のような構文でプログラムできる開発環境やパソコンの画

面上でハードウェア設計ができるLEGO Digital Designer という開発環境も利用できた。サ

ードパーティ製のHi Technical の color Sensor など、様々なセンサーやプログラミング環

境なども揃っている。この環境を生かしつつ今回の経験を踏まえ、よりよいロボットの製作

をし、ロボット競技で世界大会を目指したい。 

 

 

 

 

図 4 ラインをよむプログラム 

図 5 前進するプログラム 図 6 同期して前進する 

プログラム 
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インテリアインテリアインテリアインテリア照明器具照明器具照明器具照明器具のののの製作製作製作製作    

静岡県立沼津工業高等学校 

建築科３年 後藤絵里子 飛田みずほ 

あらまし 

 デザイン技術で学んだ照明計画・色彩計画・造形等を考慮し、ステンドグラスの立体技法

と木材加工によるインテリア装備品の一つである照明器具の製作を考えた。さらに、エコ（環

境）に配慮し、光源である電球を、市販のＬＥＤ電球として使用した。 

１．はじめに 

 照明器具の全体形状案の作製を行った。スケッチを何種類も描き、中でも一番現実的に近

い作品となる物を選出した。ステンドグラスの面の形・数、枠となる木材の形、電球の位置

等を考慮して計画した。特に、ＬＥＤ電球の照射エリアが白熱電球のように拡散照射でない

ため、ステンドグラス全体に照射できる位置を考慮する必要があった。また、電球交換のこ

とも考えたデザインが必要であった。 

２．ステンドグラスの製作 

１）ガラス面のデザインをマッキントッシュ

のパソコンを使い、形や色の配色を考えた。 

２）デザイン図を基にステンドグラスをカッ

トし、カッパーホイルを巻いてハンダ付けを

してガラス面を組み立て、パティーナで銅色

に仕上げた。 

３．木材枠の製作 

 １）JW-CAD を使い、各部材の寸法・しゃくりや溝切りの寸法や位置などの設計図を作った。 

 ２）設計図を基に木材加工を行い、各部材を作った。 
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３）ＬＥＤ電球の照射光を反射光として利用するために光の当たる面にアル

ミシートを貼った。 

４．組み立て 

 １）レセプタクル・ＬＥＤ電球を必要な箇所（背板・底板）に固定した。 

 ２）ガラスと木材加工された部材（側板・天板等）をビス止めして組み立てた。 

    

 

 

 

 

５．仕上げ・完成 

 １）ビス穴（座堀部分）に埋木をし、表面に紙ヤスリがけをした。 

２）木材部分に、透明ニスを塗って仕上げた。 

 ３）スライド部分にろうそくをこすりつけ、動きの調整を行った。 

４）ＬＥＤ電球を点灯し、完成。 

 

６．まとめ 

 今回の、製作によりマッキントッシュパソコンによるデザイン実習、ステンドグラスの立

体技法実習、ＣＡＤ図面作成実習、木材加工実習などの様々な体験ができた。１つの物を作

るためには多くの学習の積み重ねが必要だと実感した。今後は、さらに大規模なものづくり

に挑戦したい。 

７．感想 

 ガラスを切るところから木材加工まで行った。ガラスを上手に切

れてないとガラスとガラスをつなげる事が難しかった。木材加工で

は、ＣＡＤで作りたい部材を１つ１つ書いていかないと失敗すると

今回学んだ。座堀の穴埋めも穴の径にあわせて木材を加工するのに

苦労した。今回の製作を通して、計画を立てて作業を行うこと（設計図を

確実にしてから作業に入らないと）失敗すると言うことを学んだ。 

 今回初めてステンドグラスを作りました。簡単ではないと思っていまし

たが想像以上に難しく、何度も失敗してしまいました。しかし、このよう

な体験はもう２度と出来ないと思うので大変貴重であった。 
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KOHを用いた透明骨格標本の作製 

静岡県立沼津工業高等学校 

物質工学科 3 年 金澤 花帆 

 

摘要 

本研究では，水酸化カリウム(KOH)を用いた小アジの透明骨格標本の作製を行なった．

KOH を用いる方法は，従来までのタンパク質分解酵素を使う方法に比べて安価にタンパク質

を透明化することができる．透明化の条件を模索した結果，試料を透明化させるには，5%の

KOH 水溶液に室温で 1 日漬けることが適切であることがわかった． 

 

5. 緒言 

透明骨格標本とは，骨格を色素により染色しタンパク質を透明化させた生物標本である．

直接骨格を取り出す必要が無いため，小魚などの骨格標本の作製が困難な生物の骨格構造を

観察するのに適している．タンパク質の透明化には，タンパク質分解酵素であるトリプシン

を用いるのが一般的である．トリプシンは高価であり，温度や pH の管理を行なう必要があ

るなど，コストが高くなってしまう．トリプシンと比較して安価な水酸化カリウム(KOH)を

用いてもタンパク質の透明化は可能である．しかし，KOH を用いる方法は確立されておらず，

試料が脆くなりやすいという欠点もある．本研究では，安価に透明骨格標本を作製する技術

の確立を目指し，KOH を用いて試料を透明化することを目的とする． 

 

6. 実験方法 

本研究では以下の手順で試料である小アジ(全長 7cm~11cm)のタンパク質の透明化を行な

った． 

1) 試料を 10%のホルマリンに 1 週間漬け，タンパク質を固定化した． 

2) ホルマリンにつけた試料を 50%エタノール溶液，100%エタノール溶液の順にそれぞ

れ一日漬け，ホルマリンを洗浄した． 

3) カッターナイフを用いて，試料の皮と内臓を取り出した． 

4) 試料を 5%，10%の KOH 水溶液を用いて，以下の条件で透明化を行なった． 

① 5%KOH 水溶液に漬け，冷蔵庫(約 6°C)で 2 週間 

② 10%KOH 水溶液に漬け，冷蔵庫(約 6°C)で 2 週間 

③ 5%KOH 水溶液に漬け，室温(約 29°C)で 1 日 

④ 10%KOH 水溶液に漬け，室温(約 29°C)で 1 日 

透明化が完了した試料は，0.5%の KOH 水溶液にアリザリンレッド S を少量溶かしたもの

に 1 日漬け，硬骨の染色を行なった．染色後，試料をグリセリン溶液に漬け，防腐剤として

チモールを 1 粒入れて封入した． 

 

7. 結果 

・ 冷蔵庫で透明化させた試料 

試料を冷蔵庫に入れた場合，2 週間ほど経過しても試料にほとんど変化はなかった．した



 

 

がって，約 6°C においては，KOH

った． 

 

・ 室温で透明化させた試料 

図 1に室温でKOH10%水溶液

を示す．図 1 より，試料のタンパク

構造が透けて見えることがわかる

同様に透明化が進行した．室温

日ほどで試料を透明化できることがわかった

10%水溶液に漬けた場合，ピンセットでつまむと

うなほど試料が脆くなった． 

 

8. 考察 

透明化が冷蔵庫では進まずに

気に進んだのは，タンパク質分解反応速度

依存性が大きいためであると

10%KOH 水溶液では，分解の進行

料の脆弱化が著しく進行した．

KOH を用いた透明化は，室温でかつ

用いることでうまく進行させることができると

論付けられた． 

図 2 に完成した透明骨格標本

骨がきれいに赤く染色され，その

に観察できる．なお，全長 10 cm

いては，骨だけでなく試料表面

まった．これは，皮や内臓がきれいに

おらず，残っていた金属イオンとアリザリンレッ

ド S が結合してしまったためであると

 

9. 結言 

本研究では，KOH 水溶液を用

透明化がほとんど進行しなかった

解が行われたが，10%水溶液では

させるには，5%の KOH 水溶液

 

参考文献 

・ 国立科学博物館魚類研究室ホームページ
http://research.kahaku.go.jp/zoology/uodas/collection/how_to_make/index.html

・ 御船高校生物部ホームページ
http://sakura1.higo.ed.jp/sh/mifunesh/04_bukatsu/04_bunka/seibutsu/seibu
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KOH の濃度によらず透明化はほとんど進行

水溶液に 1日漬けた試料の写真

のタンパク質が透明化し，骨格

えることがわかる．5%水溶液においても

室温で透明化をさせた場合，1

できることがわかった．しかし，

ピンセットでつまむと崩れそ

 

まずに，室温において一

質分解反応速度の温度

きいためであると考えられる．

進行が速く 1 日で試

．このことから，

でかつ 5%水溶液を

させることができると結

透明骨格標本の写真を示す．硬

その骨格構造が明確

10 cm 以上の試料にお

試料表面も赤く染まってし

がきれいに取り切れて

イオンとアリザリンレッ

してしまったためであると考えられる． 

用いて透明骨格標本の作製を行なった．冷蔵庫

しなかった．室温においては 5%KOH，10%KOH 水溶液

では試料の脆弱化が著しく進行した．以上より

水溶液に室温で 1 日漬けることが適切であることがわかった

ホームページ 

ttp://research.kahaku.go.jp/zoology/uodas/collection/how_to_make/index.html 
ホームページ 

http://sakura1.higo.ed.jp/sh/mifunesh/04_bukatsu/04_bunka/seibutsu/seibutsu.htm 

図 1: 10%KOH
室温で 1 日透明化

図 2: 完成した透明骨格標本

進行しないことがわか

冷蔵庫に入れた試料は

水溶液とも 1 日で分

より，試料を透明化

であることがわかった． 

 

 

10%KOH 水溶液を用いて
日透明化させた試料． 

透明骨格標本． 
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手指障がい及び高齢者用リハビリ機器製作 

                              

静岡県立吉原工業高等学校 

機械科３年 澁谷  怜                                                  

３年 鈴木 聖基 

                              ３年 鈴木 雅哉 

                              ３年 石原 静也 

 

１ はじめに 

   私たちは、地域の人たちに何か役に立つものづくりをしたいと考えていました。特に

これからの時代が高齢者社会となることを報道等で聞き、高齢者や障がいがある人たち

のリハビリになる機器を製作しようと考えました。身近な地域にいる障がいを持った人

はもちろん、高齢者のために役立つ支援機器を製作し、役立ててもらえばと考えたから

です。また、製作した作品を多くの専門家に評価していただくことは、より安全で実用

的な機器になると考え、日本リハビリテーション工学協会が主催する福祉器機アイデア

コンテストに作品を応募することにしました。そこでまずニーズ調査を行い、高齢者の

認知症のリハビリ機器、社会復帰するために必要な手指麻痺などのリハビリテーション

機器の研究に取り組みました。 

 

２ リハビリテーション機器考案の着眼点 

   三年生の課題研究で特別支援学校の支援機器製作を進めて行く中で、支援学校の作 

業学習の中で自閉症の生徒たちに何か達成感を味わいつつ、作業的に何かできる支援 

機器がないかというニーズから考えてみました。また、高齢者施設に見学に行った時 

に、手や指先を動かしたりすることで脳の活性化を図り、さらに、手指の機能回復訓 

練を図ることができることを知り今回の機器を考案しました。 

   私たちは、工業高校生なので真っ先に考えたことは、機械科の基本は道具の使い方が

大事なことということです。まず、道具を使った基本的なネジ締めが頭に浮かびました。

ネジ締めを行う時、私たちは、手の使い方やスパナの向きを考えながらネジを締めます。

もし障がいを負った方が回すとしたらこのような動作が機能回復に繋がらないか考え

ました。ネジを締めたり、締まっているネジを緩めたりしていく中で、どれくらいの力

で締まっているのかを調べたり、また、一定の力で締まっているネジを緩めることがで

きるのかなどトルクレンチを使って調べてデータをとることで手や指先の筋力アップ

を調べることが可能と考えました。高齢者の方には、普通に締めて行きながら締まった

ことが分かるようにＬＥＤランプで示すようにすれば筋力アップと同時に指先の機能

訓練として使用すれば認知症の方の脳の活性化に繋がるのではと考えました。 

   さらに、考え方を変えて支援学校の生徒たちにもＬＥＤランプ表示を利用すれば、ど

こまで締めれば終わりということが目で見てわかるので絞め加減を意識させ、自閉症の

生徒たちにも解り易い作業になると考えました。そうした経験を通して、知的障がいを

持つ人たちのできることを増やしていけると期待しています。 
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３ 機器概要・仕様・使用イメージ等（ハンド君弐号機設計図と完成品）  

                                

 

 

 

 

 

 

ペットボトルのキャップを手で締めたり、緩めたりする作業とボルトやネジをスパ

ナ、メガネレンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、電動ドライバーを使用して締め

たり、緩めたりする作業を行う。 

  ①手指機能に障害がある人・・・・・・・タイマーで規定時間内に何個締めたり、緩め

たりすることができるか、また、全部締めるのにどれくらい時間がかかるか、さらに、

一定の力で締め付けたボルトやネジを道具で緩めさせてどれくらいまで緩めること

ができるか調べる。（手指機能の筋力アップ、リハビリ） 

  ②高齢者の脳の活性化と指先筋力アップ・・・・ペットボトルのキャップを締めたり、

緩めたりするのにどれ位時間がかかるか調べる。（ＬＥＤランプ表示を使用して締め

加減をチェックする。）また、道具を使ってネジ締めができるようなら手指機能の障

害がある人と同様の作業を行うことで、指先の筋力アップと脳の活性化を図る。 

（認知症予防と指先の筋力アップ） 

   知的障害（自閉症）の生徒にキャップ締めやネジ締めの加減をＬＥＤのランプ表示を

確認させながら進め、全部できた時にシール貼りなどで達成感を感じさせ、次のステ

ップとして時間を意識させながら作業をさせる。（ＬＥＤを使用したカウントダウン

タイマー（エイド）の使用を考える。） 

５ まとめ 

    課題研究を通して人の役に立つものづくりの難しさについて勉強・経験させてもら

いました。今まで人の役に立つ研究をするということはしたことが無く、また、研究

発表など人前で話す経験もありませんでした。今回は本当に貴重な体験をさせてもら

いました。今後は、専門の先生方や障がいのある方の意見を踏まえた作品改善をして

いき、エンドユーザーのニーズを大事にしてよりよいリハビリ器機を製作してゆきた

いです。 

 

（（（（参考参考参考参考））））日本日本日本日本リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション工学協会主催工学協会主催工学協会主催工学協会主催    ２０１２２０１２２０１２２０１２福祉機器福祉機器福祉機器福祉機器コンテストコンテストコンテストコンテスト    

「「「「ﾊﾝﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾊﾝﾄﾞ君弐号機君弐号機君弐号機君弐号機」」」」学生部門学生部門学生部門学生部門    最優秀賞受賞静岡県立吉原工業高等学校最優秀賞受賞静岡県立吉原工業高等学校最優秀賞受賞静岡県立吉原工業高等学校最優秀賞受賞静岡県立吉原工業高等学校    機械科機械科機械科機械科    

学生部門学生部門学生部門学生部門    優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞    東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻「「「「コエミエールコエミエールコエミエールコエミエール」」」」    

学生部門学生部門学生部門学生部門    優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞    東洋大学人間環境東洋大学人間環境東洋大学人間環境東洋大学人間環境ﾃﾞｻﾞｲﾝﾃﾞｻﾞｲﾝﾃﾞｻﾞｲﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科学科学科学科「「「「つかむつかむつかむつかむ」」」」ことのできるﾏｼﾞｯｸﾊﾝﾄﾞことのできるﾏｼﾞｯｸﾊﾝﾄﾞことのできるﾏｼﾞｯｸﾊﾝﾄﾞことのできるﾏｼﾞｯｸﾊﾝﾄﾞ    

作品展示作品展示作品展示作品展示をををを第第第第 39393939 回国際福祉機器展回国際福祉機器展回国際福祉機器展回国際福祉機器展 HCR2012HCR2012HCR2012HCR2012（（（（東京東京東京東京ビックサイトビックサイトビックサイトビックサイト））））第第第第 14141414 回西日本国際回西日本国際回西日本国際回西日本国際

福祉機器展福祉機器展福祉機器展福祉機器展（（（（北九州市北九州市北九州市北九州市））））バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー2013201320132013（（（（大阪市大阪市大阪市大阪市））））でででで入賞作品入賞作品入賞作品入賞作品はははは展示展示展示展示しますしますしますします。。。。    
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高齢者を支援するものづくり 

                                

静岡県立吉原工業高等学校 

機械科 ２年 内野 裕紀 ２年 鈴木 智也 

２年 栗田 毅敏 ２年 鈴木 零司 

２年 佐田 春日 ２年 髙橋 賢臣 

２年 鈴木 一真 ２年 田中 大輝 

１ はじめに 

  私たちは機械科の生徒として、昨年、先輩たちが取り組んだ復興支援プロジェクトを見

て、今年もものづくりを通して人の役立つことがしたいと考えていました。そうした中で

今年度、本校の取り組みとして役立ち感育成プロジェクトという支援プロジェクトが始ま

りました。高齢者ために何かものづくりをして役立ててもらうというプロジェクトでした。

私たちも何か役に立つものができないかと考えました。私たち機械科２年生は、選択の実

習があり、その時間を利用して支援品の製作を考えました。そこで挙げられたものは、水

耕栽培とセットのプランターと鋳物でできた富士山のレリーフ、ベンチでした。また、こ

れらの製作品の一部を復興支援品として送ることも考え製作に入りました。 

２ プランター、レリーフ、ベンチ製作 

  私たちは最初にプランターとベンチの設計、レリーフの木型製作に入りました。 製作台

数は、プランター４台とレリーフ２０個、ベンチ１個に決定しました。 

①プランター製作 

  ２班に分けて、それぞれ試作品を製作しました。各班一台だけは、最初に材料取りか

ら製作までを全員で行いました。これは作業を全員が理解していればスムーズ行くと考

えたからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料取りから切断、穴あけ、組み立て、塗装までを最初に行いました。その後は、分担し

てプランター製作に入りました。プランターに水耕栽培の野菜をセットして、施設から外出

できない高齢者のために野菜を収穫してもらおうと考えて製作を進めました。ひとつ、ひと

つ丁寧に製作し、高齢者の方が怪我をしないよう注意して製作しました。（被災地支援用に２

個送る予定です。）                                     
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 ② 富士山型のレリーフ製作（鋳造作業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 レリーフ製作は、被災地の仮設住宅の高齢者を励ますために何かできないかという考えか

らスタートしました。また、昨年支援品を贈った特別支援学校にも贈ることも考えました。

私たちは、静岡から贈るものというとやはり「富士山」と意見がまとまりました。富士山を

形にしたものを木型から作って、鋳造で作ることを決定し製作に入りました。その中で、地

元の高齢者施設にも同じく「元気で頑張って下さい。」という自分たちの思いを込めて贈るこ

とも決めました。機械科で鋳造作業を１年の工業技術基礎で学んでいたので、自分たちが鋳

造品を作るにあたってとても役に立ちました。最終的には塗装し、被災地には「～絆～ け

っぱれ岩手！！」「元気で！！頑張って下さい。」の名板を入れて１２月から１月頃に贈ろう

考えています。地元の高齢者施設には１１月に贈ろうと考えています。 

③ベンチ製作 

 

 

 

 

 

ベンチ製作は、高齢者施設より製作してほしいもののひとつでした。只、高齢者が使用す

るということで、背もたれ、座面にクッションを入れて柔らかくして安全に使用してもらう

点や高さも通常より１００ｍｍ程度下げ、２人くらいが座れるものにしました。材料の切り

出しから、磨きまで丁寧に製作し、エンドユーザーである高齢者の気持ちになって製作する

ことを心掛けました。製作していく中でものづくりの楽しさを感じられる実習になりました。

製作品は１１月頃届ける予定です。 

３ まとめ 

   復興支援、高齢者支援という動機からものづくりをしてきました。ものづくりに必要

なマインドを私たちは知ることができ、また、人から感謝される（社会貢献）ものづく

りすることができたことは私たち自身今後の社会生活の中で役立つことだと感じまし

た。 
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マイコンカーの研究 

 

静岡県立吉原工業高等学校   

電子機械科 ３年 佐野天人 

志村友貴 

前嶋祐哉 

望月 昌 

若山恭輔 

 

目的 ジャパンマイコンカーラリー2013東海地区大会参加マイコンカーの製作 

（センサアームの長さと曲げ角の研究） 

 

１．はじめに 

当初、カーブ走行時にセンサ部が大きく左右にブレ、タイムロスにつながりました。

我々は、スムーズなコーナリングを実現するため、センサアームの長さと曲げ角の関係

に着目し大幅なタイム短縮に取り組みました。 

 

関連知識 

前輪の最大旋回角度 -50～50度  

ＭＣＲコース上のカーブは Ｒ４５０ Ｒ６００ の２種類のみである。 

   ホイルベース（前輪-後輪の軸間距離） 

 

２．センサアームの設計 

   ホイールベースベースの値からマシンに最適なセンサアームの長さを決めるため、 

以下の公式を用いました。 

   Ｒ４５０ Ｒ６００のハンドル角度を決めカーブをスムーズに曲がるため、センサ 

読み取りパターンの移動量を確認し、プログラムを変更していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１ センサアームの長さと曲げ角 
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ホイールベース①をもとに、図３を参考にセンサアームの長さ②を決め表に入力 

します。そこから得たハンドル角⑤⑥、ハンドル修正角(図２)からプログラムを変 

えます。（例 ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ 152ｍｍ、ｾﾝｻｱｰﾑ 180ｍｍのとき、R450のカーブを曲がる 

際に必要なハンドル角⑤は18,66 度なので、センサが0ｘ0cのパターンでコースを 

読んだ時ハンドルを18,66 度に曲げさせる。） 

プログラム変更後、練習コースを走行させた結果、これまでタイムロスをしていた 

カーブをスムーズに走行することができました。 

 

３．大会結果 

ジャパンマイコンカーラリー2013 東海地区大会 Basic部門に出場し、2回の走行と 

もスムーズなコーナリングを実現、完走させることができました。 

（タイム 25秒 37 第 6位） 

 

４．最後に 

初めての走行では、カーブがうまく曲がらず完走までに時間がかかってしまいまし 

た。そこで、マシン設計とプログラムを見直しハンドル角を変え走行することで、タイ

ム短縮に繋がりました。センサアームとプログラムを変えることでマシンの走行が見違

えるように良くなり、大会でもよい結果を残すことができました。これからもマシンに

改良を加え、より滑らかでスムーズな走りを目指します。 

図２ センサ読み取りパターン 

   とハンドル修正角 

図３ マシン静止時のハンドル角とセンサ位置 
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マイコンカー用構成部品の設計および製作 

 

静岡県立吉原工業高等学校 

電気科 3年 石川 晴基  大野 哲秀 

 

あらまし 

 

私たちは課題研究のテーマとして、静岡県高校生ロボット競技大会のMCR部門および、ジ

ャパンマイコンカーラリー2013 大会東海地区大会に出場するためのマイコンカーの製作に

取り組んでいます。 

一昨年から四輪駆動と自作ギアボックスの組み合わせの形式が定着し、走行性能もある程

度のレベルにはなったのですが、走行タイムはやや頭打ちの状態となっています。 

今年は、各部分の素材に軽いものを選び、トータル的な軽量化を図ることをテーマとして

あげました。また、それぞれの部品を見直して改良し、少しでもタイムを短縮し、大会での

順位向上を目指したいと考えています。 

 

１ はじめに 

   重さの原因となる要素は、①ギアボックス、②タイヤに取り付ける平歯車、③シャー

シー、④電池などが上げられます。①のギアボックスはアルミのチャネルを使って作成

していたのですが、手作業による加工に手間がかかり、モータのピニオンギアとタイヤ

につけた歯車との噛み合わせの精度も出せないことから、重量の問題も含めて基本的な

見直しを考えました。また、②の平歯車に関しても、今まで使用してきた黄銅製のもの

では重さが問題となると考え、樹脂製への切り替えを検討しました。 

   ③のシャーシーについては、従来アルミの板を使っていたのですが、より軽いものを

選択することにしました。最後に④の電池ですが、電流容量の低いものを選択すること

によって計量化を図ることにしました。 

 

２ 部品素材の検討と製作方法の選択 

   昨年度から工作設備が追加され、加工作業の選択肢が増えました。まず、ＣＮＣフラ

イスが導入されとことによって、ＣＡＤで書いた図面から部品を削りだすことが可能と

なりました。また、プリント基板を作成するための配線板加工機も利用できるようにな

りました。プリント配線板を作る機能の中の一つである外形カットの機能を利用するこ

とによって、シャーシーの加工も可能となりました。この２つの装置を利用して、軽量

化につながる素材の加工を検討することにしました。結論としては、ギアボックスはＣ

ＮＣフライスでポリアセタールの丸棒を加工して作成、シャーシーはガラスエポキシの

基板用板素材をカットして作成することにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＣＮＣフライス＞ ＜配線板加工機＞ 
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３ 加工・製作 

（1） シャーシーの設計および製作 

    ガラスエポキシの配線板用素材から銅箔を取り除いたものを購入し、ＣＡＤ 

ソフトで設計した図面データを元に、配線板加工機で切り出しました。 

      ＣＡＤソフトは汎用の無料ソフトを使ったため、 

     カッターの幅を考慮しなければ、出来上がりの寸法 

がずれてしまうので注意が必要でした。 

 メインのボディの他にサーボ取り付け板、前輪取 

り付け板およびセンサーアームを切り出しました。 

 

（2） ギアボックスの設計および製作 

    ポリアセタールの丸棒を長さ２０ｍｍ程度に切断し、モータを差し込む穴と 

シャフトを通す穴を開けました。また、上下の面は円周を直線的に切り落とし、 

シャーシーへの取り付けに考慮しました。 

 加工には、ＣＮＣフライスを使ったのですが、ヘ 

ッドの移動用モータやスピンドルモータの力が弱く、 

深堀をする場合には、Ｚ軸方向の進みとＸＹ方向の 

切削スピードの兼ね合いが難しく、スピンドルが止 

まったり、座標位置がずれてしまうなどで、加工材 

料の破損やエンドミルが折れるなどのトラブルが多 

発して苦労しました。 

 

４ 組み立て 

   検討事項であった歯車はポリアセタール素材のものを、電池は１０００ｍＡｈのも 

のを、ともにネットで見つけ、購入しておきました。シャーシーとギアボックスを完 

成させた後、これらの部品や他の部品とともに組み立て、マシンの完成となりました。 

 今回は、各部品の軽量化をテーマに製作に取り組みましたが、前年のマシンに比べ 

確実に軽量化がなされたと感じています。 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ まとめ 

   私たちの学年では、配線板加工機やＣＮＣフライスが使えるようになり、大変恵ま 

れていると感じました。先輩方の話を聞くと、ドリルでアルミ板に多くの穴を開けて 

その穴をニッパーで切った後に、ヤスリがけなどで形をそろえたそうで、大変だった 

と思います。出場した東海大会では、マシンが完成したのが２日前で、ぶっつけ本番 

に近い形で走行したので、思うようなタイムは出せませんでしたが、１２月の県大会 

に向けてソフトウエアの検証も重ね、タイムアップを図りたいと思っています。 
 

＜切り出した車体＞ 

＜ホイールとギアボックス＞ 

＜完成したマイコンカー＞ 
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早押し検知器の製作 

 

静岡県立吉原工業高等学校 

電子科 3年  中村 力也 

高木   衛 

 

1.はじめに 

人の役に立つようなものを作りたかった。老人ホームの方々に使っていただくため、ク

イズ番組でおなじみの早押し検知器を製作することにした。 

制御基板には、１年生のときに実習でPIC用の基板を作成したので、実習で学んだ知識

を深めるためにも、これを改造して使うことにした。 

環境のことを考え、本来の目的以外のものでも使えそうなものがあれば再利用した。  

 

2.早押し検知器の仕組み 

  あるボタンを押してランプが点灯すると、ほかのボタンを押しても変化しない。リセッ

トボタンを押すと、すべてのランプが消灯して最初の状態に戻る。このような動作になる

ように、フラグを使ってプログラムを作成した。ボタンを押したとき、ランプが光るのと

同時に音が鳴るようにメロディICを取り付けた。 

 

3. 製作工程 

(1)設計 

   早押し検知器を製作する上で、どのような動作にするかを決める。 

  必要な部品が何かをはっきりさせる。 

  部品の手配を行うと共に、回路やケースの設計をする。 

(2)加工 

   回答者用端末を５個作るために、廃材になっていたプラ 

  スチックベンチを加工し、ランプとスイッチを取り付ける。 

本体にスイッチ、ACアダプター、イヤホンジャック 

 および基板を付けるための穴をあける。 

また本体から線を出すための穴もあける。 

 (3)塗装 

   プラスチックベンチのままでは、色合いが良くなかった 

ため塗装した。 

(4)回路製作 

   1 年のときに製作したPIC基板を２枚使ったが、既存のPIC基板の回路 

では 24Vのランプを点灯できないので、トランジスタやトランジスタアレ 

イをつけるためのインターフェース用基板を作った。 

それらの基板を早押し検知器本体に固定し、本体から線を伸ばし押しボ 

タンとランプを接続した。 
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(5)動作確認 

   実際に動かして動作の確認をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.苦労した点 

  この早押し検知器を製作するに当たり苦労した点が二つあった。 

まず一つ目は回路の配線が複雑で線が細かった点。回答者用端末と本体の間をつないで

いる線がとても細く半田付けしたところがすぐに切れてしまった。メロディ IC のパター

ンもとても小さく熱しすぎてパターンが取れてしまうということもあった。そのため誤配

線や断線を直すのに時間がかかった。 

二つ目は音を確認するために様々な回路を作らなければならなかった点。正解、不正解

および回答時の各々で音色を変えたため、複数のメロディ IC が必要になった。しかし、

メロディICによって回路が異なっていた。 

 

5.感想 

早押し検知器の製作は大変なことばかりだったが、もの作りの楽しさを経験することが

でき、完成した際にはとても感動した。 

 

謝意 

  この製作に取り組むにあたり、ご指導いただいた本校電子科の先生方に深く感謝申し上

げます。 
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果物、野菜のアルコール発酵 

 

静岡県立吉原工業高等学校 

数理工学科 3年 

浅河由悟 小野準矢 村松勇紀 

 

1 はじめに 

 普段、私たちが食べている食品には微生物によって作られたものが多くあり、その一つに

お酢がある。普及しているお酢の種類は、穀物酢、フルーツ酢（梅酢、リンゴ酢、ブドウ酢）

があるが、野菜を使ったお酢は見かけられない。私たちは野菜酢が商品化されてない事を疑

問に感じ、野菜酢を作ることを最終目的として研究を行っている。お酢の生産はアルコール

発酵と酢酸発酵の２段階を経て作られ、今回はアルコール発酵について報告する。 

 

2  実験材料及び方法 

2.1 実験材料 

果物；ブドウ、リンゴ、オレンジ、 

野菜；タマネギ、カボチャ、トマト、ジャガイモ 

2.2 実験方法 

果物・野菜をミキサーで粉砕し、ろ紙でろ過した。別途、市販のパン酵母6 gを 40℃のお

湯 100 ml に溶かし 5分間の予備発酵をさせたものを準備した。ろ液に予備発酵液を5 % (v/v)

の割合で加え、果物・野菜のアルコール発酵実験（36℃、7日間）を行った。 

経時的な CO2発生量を発酵管を用いた試験により求めた。また、実験終了後の試料はリー

ビッヒ冷却器により蒸留し、蒸留液に含まれるアルコール濃度をガスクロマトグラフィー分

析装置により求めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発酵管試験 アルコール発酵の様子 
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3 結果及び考察 

 ブドウ、リンゴ、オレンジ、バナナの 30 分間の CO2発生量はそれぞれ 11, 11, 14, 14 ml

だった（図１）。それに対してカボチャ、ジャガイモ、タマネギ、トマトは 8, 0, 9, 13 ml

であった。ジャガイモ以外の野菜は、果物と比較してそれほど変わらない発酵速度であり、

酵母菌によるアルコール発酵が可能であることがわかった。 

 

 

 

 

 ブドウ、リンゴ、オレンジのアルコール生産濃度は 3.8, 2.6, 2.0 %であった。また、バ

ナナ及び野菜は検出限界値以下（< 0.1 %）であった。このことから、ジャガイモ以外の野菜

はアルコール発酵するがアルコール生産濃度が低かったため、ジャガイモ以外の野菜が含ん

でいるアルコール生産するために必要な糖の量が少ないことが考えられた。 

また、実験開始時のpHは、ブドウ（5.5）、リンゴ（4.2）、オレンジ（3.7）、バナナ（4.7）、

カボチャ（3.3）、ジャガイモ（4.5）、タマネギ（4.0）、トマト（3.9）であり、酵母菌はpH 3.3 

~ 5.5 の範囲でアルコール発酵可能であった。そのため、野菜の低いアルコール生産濃度は

pHが原因ではない。 

 お酢はアルコール発酵を経て酢酸発酵により生産されるため、十分なアルコール生産濃度

が得られなければ作ることができない。今回、野菜のアルコール生産濃度は非常に低かった

ため、野菜のアルコール生産濃度を高めることが今後の課題である。今後は、加糖によるア

ルコール生産濃度の向上や、酢酸発酵の実験を進めていく予定である。 

 

4 感想 

 この研究を行ってみて、野菜や果物をアルコール発酵させたが、思った以上にアルコール

の発生量が少なかった。また、微生物による反応であるため課題研究の時間の中で行うのが

難しく、手間が掛った。私たち3人は大学に進学するつもりであるため、課題研究で得た知

識や技術を大学でも活かしていけたらと思う。 
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災害対策用トイレの製作 

 

                         静岡県立富岳館高等学校 

    建設デザイン系列3年  吉田剛尉 ･ 望月仱真 ･ 村松直弥 

 

１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに    

   2011 年 3 月 11 日に、マグネチュード 9.0 の『東日本大震災』が発生し、私たちの予

測をはるかに超えた約２万人もの被害者数があった。また、内閣府が公表している東海、

東南海、南海地震などが同時発生するマグニチュード９級の『南海トラフ巨大地震』は、

最悪の場合、約３２万人以上の死者、全壊２３８万棟と公表されている。    災害

から避けることができない以上、私達は、どのようなことを考え、どのようなことがで

きるのか。 

公立学校の約９割が避難所になるのに対して、約７割は災害対策用トイレの備えがな

いことと、東日本大震災では、災害時のトイレの問題が浮き彫りとなっていることに着

目し、常設できる災害対策用トイレの研究をしました。 

 

２２２２．．．．研究計画研究計画研究計画研究計画    

（１） 調査 

① 災害時における地域住民の非難数 

② 適切な仮設トイレの設置場所の確認 

③ 形状 

（２） 計画・設計 

① 体形状のスケッチ 

② 模型の製作 

③ 材料の加工 

④ 着色 

⑤ 組立て 

⑥ 完成  

 

３３３３．．．．製作製作製作製作    

（１）材料取り         
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（２）加工・色塗り・組立て  

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）完成 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策用トイレ         通常はベンチとして設置した例 

４４４４．．．．工夫点工夫点工夫点工夫点        

①ベンチとして中庭に常設する為、違和感がない形状にした。 

②設置に必要な物は、本体に出来るだけ収納するようにした。 

③接地面を最小にして、本体の腐食を防ぐ形状にした。 

④老若男女が使用する為、怪我等ないように、本体の角に丸みを付ける配慮をした。 

⑤排泄物のにおい等がしないように蓋を設けた。 

⑥座面の高さを低く設定した。 

５５５５．．．．研究内容研究内容研究内容研究内容にににに対対対対するするするする改善点改善点改善点改善点・・・・課題課題課題課題    

  ①予想より総重量が重くなってしまった。 

②座った際の足の横幅が設計上、少し狭くなってしまった。 

③形状 

６６６６．．．．感想感想感想感想    

  災害対策用トイレの製作を通して、防災活動の拠点になる学校施設は、災害が起きる前

に何を考え、何を取り組めば良いのかを改めて学びました。また、私達の学校で学んでい

る知識やものづくりなどが、地域の人々に役立てて貰える様に、この研究内容を後輩に伝

えて行きたいと思いました。 

 

７７７７．．．．謝辞謝辞謝辞謝辞    

  ご指導頂いた建設デザイン系列の原賢一先生にこの場を借りてお礼申し上げます。 
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古代ガラスについて 

 

静岡県立科学技術高等学校 

物質工学科 3年 稲葉文江 塩澤郁恵 成澤実郷 2年 相原一輝 馬場柾 矢口彰吾 

 

あらまし 

 古代ガラスの製法について調べ、ガラスを自作し、より透明度の高いもので、色の美しい

ものを作るためにはどうすればいいかを考える。古代ガラスの製法、原料を元に研究を重ね

る。 

 

１ はじめに 

 インターネットで古代ガラスについて検索し、古代のガラスはどうやって作られていたの

かを調べた。その結果、砂や石灰、重曹などを原料に作られていたことがわかった。それら

をもとにどの配分で混ぜると最も透明でガラスに近いものができるかを実験してみることに

した。 

 

2 調べた記述が正しいのかを調べる 

 まずはインターネットで調べたときに見つけた。砂と石灰を1：2で混ぜて重曹を少量加え

たものが最もガラスに近くなるという記述の真偽を確かめるために考えうるすべてのパター

ンで材料を混ぜて加熱しそれを電子顕微鏡などで観察してガラスに最も近いものが本当に

1：2に少量の重曹を加えたものなのかを検証する。 

 

3 材料 

 まず砂は身近にあってすぐ手に入る用宗海岸の砂と石灰が入っていて成分が調べやすく手

に入れやすいチョークを使うことにした。この材料で実験を行い、最もガラスに近くなる配

分を探す。次にガラス作りに適した砂と石灰を割り出していく。その後、重曹の量を少しず

つ変えていき最も適した重曹の配分を割り出す。 

 

4 使用する器具 

薬さじ、薬包紙、電子天秤、乳鉢セット、電子炉、るつぼ、電子顕微鏡、 

薬包紙の上に材料を乗せ、電子天秤を使い正確に質量を量っていく。乳鉢セットは材料を混

ぜるために使い、混ぜたものはるつぼに入れて電子炉で熱する。電子顕微鏡は熱した材料を

細かく観察するために使う。 

 

5 実験 

電子炉の中に最大五個までのるつぼを入れて室温から加熱を始める。加熱から？分～？分ほ

どで1100 度に達し、加熱から二時間後に電子炉の電源を切る。その後は温度が？度以下にな

るのを待ち取り出す。 

これを全 11通りの組み合わせで実験を行う。①～⑥の実験でどの比で作るものが最もガラ



 

- 40 - 
 

スに近くなるのかの大まかな値が割り出せるはずである。       

⑦～⑪の実験でガラス作りに砂やチョーク、重曹のどれか一つでも欠けるとガラスができな

くなることが証明できるはずである。すべてのsample は総重量を約 12ｇにそろえている。 

  

SSSSampleampleampleample    砂砂砂砂：：：：重曹重曹重曹重曹    重曹重曹重曹重曹    

①  1：1 ○ 

②  1：1 × 

③  1：2 ○ 

④  1：2 × 

⑤  1：3 ○ 

⑥  1：3 × 

⑦  砂のみ × 

⑧  砂 ○ 

⑨  チョークのみ × 

⑩  チョーク ○ 

⑪  × 重曹のみ 

 

 結果 

 

 その後の方針 

・最もガラスに近かった3つを選びその比を少しずつ変化させていく。 

・金属を混ぜ色の発色を見る。 

・砂と石灰を違うものに変えていく。 

・重曹の量も多くしたり少なくしたりして変化を観察する。 

 

 

なぜその比が最もうまくいったのかを化学的に重曹、石灰、砂（砂は機器分析室で含まれて

いる成分を細かく調べてみる）をからめて考察（何処の砂が最もよいかなど）再度実験を行

う 

大量の砂、石灰、重曹を必要な比で機械を使って混ぜる。砂は細かく砕いておく。この方法

なら比が違うもの同士でも体積をそろえることが可能になる。 

 

上の方法を使うことで最もガラスに近い砂、石灰、重層の比のり理論値を計算で出すことが

可能になる。 

チョークは加熱後両方とも緑がかっていた。 
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A study of  ”ancient glass” 

Shizuoka Prefectural High School of Science and Technology 

“Bushitu Kogaku”(Materials Engineering Division)  

3
rd

 grade  Fumie Inaba, Ikue Shiozawa,  Misato Narusawa 

2
nd

 grade   Kazuki Aihara, Masaki Maba, Shogo Yaguchi 

Outline of the research 

  By tracing the manufacturing method and materials of ancient glass,  we consider how we can make purer, more 

beautifully colored glass.  

1  First step  

   We  searched  for information on ancient glass on the Internet and obtained the information on how  the glass 

was made. The research showed ancient glass was made from sands, calcium and sodium bicarbonate.  Then we 

decided to carry out the experiments to find out  the best compound mixture of those materials so that the ancient 

glass would be as pure as modern glass.      

2  Test the theory 

    According to our research,  compounding sand and calcium at the proportion of 1:2 with a little addition of 

sodium bicarbonate was considered to be the best mixture to be closest to the modern glass.  In order to test the 

theory, we conducted the experiments which covered all the possible patterns of composition of the materials,  and 

observed their purity using  electron microscopes   

3 Materials  

    The first materials we used in the experiment were the sands of Mochimune seashore in Shizuoka city, as well as 

chalks which have calcium and makes it easy to examine the composition.  Using the two materials, we tried to find 

out the best mixture which was the closest to modern glass. We also looked for different sands and  calcium which 

were suitable to make glass. Then we also changed  the volume of  sodium bicarbonate  little by little when we 

added it to the sands and calcium to  examine the best composition. 

4  Equipment    

    The equipment we used are spoons, wrapping papers, electron scales, mortar sets, a microwave oven, a crucible 

and an electron microscopes. We put materials on wrapping papers and scaled the mass precisely with electron 

microscopes. We used a mortar set to mix the materials, put them into crucibles and heated them in the microwave 

oven.  We observed the heated materials closely in the microwave oven. 

5 Experiment 

   We heat each sample in mortars up to five sets in a microwave oven. The temperature will rise  moderately using 

controlled computer programming and should get to 1300 degrees Celsius in about one hour. Then we keep it at that 

the temperature for two hours. 

   We will repeat this process with 11 different combinations of the samples. (See table 1  )    We assume that 

experiment ①～⑥ should indicate the best mixture of materials which is the closest to modern glass. On the other 

hand, experiments ⑦～⑪ should prove that any lack of materials either sand, chalk, or sodium bicarbonate makes 

it impossible to make glass. All the samples are equally weighed and are 12gram each.    
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Table 1 

Sample Sand: chalk Sodium bicarbonate 

① 1:1 ○ 

② 1:1 × 

③ 1:2 ○ 

④ 1:2 × 

⑤ 1:3 ○ 

⑥ 1:3 × 

⑦ Sand only × 

⑧ sand ○ 

⑨ Chalk only × 

⑩ chalk ○ 

⑪ × Sodium bicarbonate only 

6  Results ( as of November 14
th
 )  

  As a result of the experiment, there was no big difference between sample ⑨(chalk only) and sample ⑩(chalk＋

sodium bicarbonate).  Experiment ⑦(sand only) and ⑧(sand＋sodium bicarbonate) also had no big difference. 

This should prove that sodium bicarbonate does not react with sand or chalk itself. At least it does not function when 

both sand and chalk exist in the sample at the same time. 

As for the experiment③and ④ (and: chalk= 1:2), the sample made by ③was hard, presumably because it 

contained sodium bicarbonate. Sample④ was brittle in the absence of sodium bicarbonate.  The difference of the 

hardness is dependent on the presence/absence of sodium bicarbonate; this was more evident between experiments ?

⑤and ⑥ , where sand and chalk were mixed 1:3.  

On the other hand, experiments ①and ②were both hard and formed glass-like materials. Through the 

experiments, the samples without sodium bicarbonate became brittler as the proportion of chalk increased. 

According to these results, we concluded that sodium bicarbonate does not react with any simple substance 

whether it is sand or chalk, but does react with components of sand and chalk. In addition, we assumed that the more 

chalk contained,  the harder the sample becomes.  That is because sodium bicarbonate may promote the function of 

sand and chalk. 1:1 proportion of sand and chalk  probably do not contain  enough chalk to broaden the difference 

in hardness.   

7  Further experiment policy 

  We will continue experimenting to obtain clearer evidence for our theory. The experiments include; 

      ・  add metals in samples and look at the coloring  

      ・ change sand and calcium to different materials 

    ・ As for experiment ①・③・⑤,  observe the changes occurring with the volume of sodium bicarbonate. 

      ・ deduce the appropriate proportion of materials by the means of changing the mixture by 0.5. 



 

 

遺伝的遺伝的遺伝的遺伝的アルゴリズムをアルゴリズムをアルゴリズムをアルゴリズムを

    

1.1.1.1.目的目的目的目的    

遺伝的アルゴリズムという汎用的

は解くことが困難な問題を解決

 

2. 2. 2. 2. 遺伝的遺伝的遺伝的遺伝的アルゴリズムとはアルゴリズムとはアルゴリズムとはアルゴリズムとは    

遺伝的アルゴリズムは、個体

に選択して、交叉・突然変異などの

 

3. 3. 3. 3. 巡回巡回巡回巡回セールスマンセールスマンセールスマンセールスマン問題問題問題問題とはとはとはとは    

 巡回セールスマン問題は、「あるセールスマンが

に戻ってくるときに、移動距離

 

4. 4. 4. 4. 遺伝的遺伝的遺伝的遺伝的アルゴリズムをアルゴリズムをアルゴリズムをアルゴリズムを用用用用いたいたいたいた

都市の移動する順番を個体として

のを、優秀な個体として評価し

数回繰り返した後、終了します

 

(1) (1) (1) (1) 初期設定初期設定初期設定初期設定 

都市の数や一度に生成する個体数

て設定し、さらに都市の座標をランダムに

初期の個体を生成します。(図

  

(2) (2) (2) (2) 評価評価評価評価    

各個体の総移動距離を計算によって

い評価とします。 

 

(3) (3) (3) (3) 選択選択選択選択    

全体からランダムに一定数の

個体を交叉する個体として抽出

4) 
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アルゴリズムをアルゴリズムをアルゴリズムをアルゴリズムを用用用用いたいたいたいた巡回巡回巡回巡回セールスマンセールスマンセールスマンセールスマン問題問題問題問題のののの解法解法解法解法

静岡県立科学技術高等学校 情報

筒井悠斗 向井克博

汎用的な問題解決手法を学ぶことで、単純な

解決できるようになりたいと考えました。 

個体（解の候補）を複数用意し、より最適解に

などの操作を繰り返しながら最適解を探索する

    

あるセールスマンが幾つかの都市を一度ずつ

移動距離が最短になる経路」を探すという問題です

いたいたいたいた解法解法解法解法    

として生成します。移動距離が少ないも

し、交叉・選択をします。この操作を複

します。（図1） 

個体数などの情報を初期パラメータとし

をランダムに設定します。(図 2)その後

図 3)  

によって求め総移動距離が短いものを高

の個体を取り出し、そこから算出した評価をもとに

抽出します。この操作を繰り返し一定数の個体

図4 選択 

解法解法解法解法    

情報システム科 ３年 

向井克博 堀池昂平 

な計算の繰り返しで

に近い個体を優先的

する方法です。 

ずつ訪問して 出発点

です。 

をもとに一番優秀な

個体を、確保します。(図

図3 個体 

図 2  都市の座標 

図 1 流れ図 
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(4) (4) (4) (4) 交叉交叉交叉交叉（（（（遺伝子遺伝子遺伝子遺伝子のののの組組組組みみみみ換換換換ええええ））））    

選択された個体の遺伝子を交叉させることで新しい個体を生成します。交叉点をランダ

ムで二つ選び、二つの交叉点に挟まれている部分を入れ換えます。(図 5) 

単純に入れ替えるだけでは都市の重複が発生し、それぞれの都市を一回ずつ通るという解

の要件を満たせなくなります。そのため区切った範囲内の都市の順番を昇順で番号を振り、

番号を入れ替え、番号に合わせて区切り内の順番を変えることで解の要件を実現しました。 

 

    

5. 5. 5. 5. プログラムのプログラムのプログラムのプログラムの実行実行実行実行    

評価、選択、交叉を繰り返すことでより適応度の高い個体が選択されていき、準最適解が

求めることができます。 

プログラムを動作させ最適解を求めた結果、図6のようになりました。 

1世代目では線の重なりが多く、無駄な動きが多いことがわかります。しかし50世代・500

世代と世代数が増えていく毎に線の重なりが減り、移動距離がほぼ最短となり準最適解が導

き出されたことがわかります。 

 

※評価、選択、交叉の１巡を1世代とする。    

    

6. 6. 6. 6. 今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

 研究を通じて、遺伝的アルゴリズムを班員全員が理解できました。また、プログラミング

能力の向上にも努めることができました。次は物理シミュレータ上で二足歩行の最適化を、

遺伝的アルゴリズムを用いて解くということをしていきたいと思います。今回の研究で基礎

を学ぶことはできたのでこれを応用して次の研究を行っていきたいと思いました。 

 

 

図6 実行結果 

交叉点交叉点交叉点交叉点    

図5 交叉 

並び順 



 

 

The solution of the traveling salesman problem using a genetic algorithm

1. Purpose 

    To untie the problem that is difficult to solve only by the repetition of a simple calculation by 

learning genetic algorithm which is a multi
 

2. What is the genetic algorithm?

First, we prepare some candidate answers. And we choose an individual which is nearer to the most 

suitable solution. Through the repetition of crossover and mutation, we find the most suitable solution.  

This method is genetic algorithm. 

 

3. What is the traveling-salesman problem

 We want to work out which way the shortest distance is when  a salesman 

visits some cities once at a time and then comes back to the starting point. 

This is called the traveling salesman problem.

4. Solution using the genetic algorithm

Enumeration of a city number is generated as an individual. 

What has few migration length is evaluated as an excellent individual. And 

crossover and choice are made.  

This operation is repeated two or more times (Fig. 1).

(1) Initial setting 

An initial parameter is set. Furthermore, city coordinates are set at 

random. An early individual is generated after that.

(2) Evaluation 

In quest of the total migration length of an each object, the total migration length considers a short 

thing as high evaluation by calculation.

(3) Choice 

Several persons' individual is taken out from the whole. 

Moreover, the great individual is extracted from it. This operation is r

Moreover, the individual number of fixation is obtained.
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The solution of the traveling salesman problem using a genetic algorithm

Shizuoka prefectural High school of Science Technology

The department of an inf

Yuto Tsutsui Katsuhiro Mukai

To untie the problem that is difficult to solve only by the repetition of a simple calculation by 

learning genetic algorithm which is a multi-objective solution. 

? 

First, we prepare some candidate answers. And we choose an individual which is nearer to the most 

suitable solution. Through the repetition of crossover and mutation, we find the most suitable solution.  

 

salesman problem? 

We want to work out which way the shortest distance is when  a salesman 

visits some cities once at a time and then comes back to the starting point. 

salesman problem. 

genetic algorithm 

Enumeration of a city number is generated as an individual.  

What has few migration length is evaluated as an excellent individual. And 

 

or more times (Fig. 1). 

An initial parameter is set. Furthermore, city coordinates are set at 

random. An early individual is generated after that. 

on length of an each object, the total migration length considers a short 

thing as high evaluation by calculation. 

Several persons' individual is taken out from the whole.  

Moreover, the great individual is extracted from it. This operation is repeated. 

Moreover, the individual number of fixation is obtained. 

Fig4 Selection 

The solution of the traveling salesman problem using a genetic algorithm 

Shizuoka prefectural High school of Science Technology 

The department of an information system 

Third grader 

Katsuhiro Mukai Kohei Horiike 

To untie the problem that is difficult to solve only by the repetition of a simple calculation by 

First, we prepare some candidate answers. And we choose an individual which is nearer to the most 

suitable solution. Through the repetition of crossover and mutation, we find the most suitable solution.  

on length of an each object, the total migration length considers a short 

epeated.  

Fig1 Flow chart 

Fig2 City coordinates 

Fig3 Individual 



 

 

(4) Crossover (recombination of a gene)

A new individual is generated by making the gene of choose individual cross. 

The portion which is random and is pinched 

replaced. (Fig. 5) 

 City duplication occurs and it becomes impossible to satisfy the requirements for the solution of 

passing along each city 1 time respectively only by changing simply. 

Therefore, the requirements for a solution were realized by shaking a number for the turn of the city 

of divided within the limits in ascending order, replacing a number, dividing according to a number, 

and changing inner turn.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Execution of a program 

The individual with higher adaptive value is chosen by repeating evaluation, choice, and crossover, 

and the semi- optimal solution can ask. As a result of operating a program and calculating the optimal 

solution, it became as it is shown in Fig. 6. 

In the 1st generation, it turns out that there are [which has many overlaps of a line] many useless 

motions.  

However, it turns out that the overlap of a line decreased whenever 50 generations, 500 generations, 

and a generation number increased, migration

optimal solution was drawn. 

 

 

 

 

 

 

6. A future subject 

All the members' group members have underst

Moreover, it was able to strive also for improvement in programming skill. 

Next, We would like to carry out solving optimization of bipedal locomotion using a genetic 

algorithm on a physical simulator. 

Since the foundation was studied by this research, we wished to apply this and to do the next 

research. 
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(4) Crossover (recombination of a gene) 

A new individual is generated by making the gene of choose individual cross. 

The portion which is random and is pinched by two choice and two crossovers in the choice is 

City duplication occurs and it becomes impossible to satisfy the requirements for the solution of 

passing along each city 1 time respectively only by changing simply.  

uirements for a solution were realized by shaking a number for the turn of the city 

of divided within the limits in ascending order, replacing a number, dividing according to a number, 

The individual with higher adaptive value is chosen by repeating evaluation, choice, and crossover, 

optimal solution can ask. As a result of operating a program and calculating the optimal 

solution, it became as it is shown in Fig. 6.  

In the 1st generation, it turns out that there are [which has many overlaps of a line] many useless 

However, it turns out that the overlap of a line decreased whenever 50 generations, 500 generations, 

and a generation number increased, migration length became the shortest mostly, and the semi

R 1 circulation of evaluation, choice, and in choice is made into one generation. 

All the members' group members have understood the genetic algorithm through research. 

Moreover, it was able to strive also for improvement in programming skill.  

Next, We would like to carry out solving optimization of bipedal locomotion using a genetic 

algorithm on a physical simulator.  

he foundation was studied by this research, we wished to apply this and to do the next 

Fig5 Crossover 

Fig6 Execution result 

A new individual is generated by making the gene of choose individual cross.  

by two choice and two crossovers in the choice is 

City duplication occurs and it becomes impossible to satisfy the requirements for the solution of 

uirements for a solution were realized by shaking a number for the turn of the city 

of divided within the limits in ascending order, replacing a number, dividing according to a number, 

The individual with higher adaptive value is chosen by repeating evaluation, choice, and crossover, 

optimal solution can ask. As a result of operating a program and calculating the optimal 

In the 1st generation, it turns out that there are [which has many overlaps of a line] many useless 

However, it turns out that the overlap of a line decreased whenever 50 generations, 500 generations, 

length became the shortest mostly, and the semi- 

1 circulation of evaluation, choice, and in choice is made into one generation.  

ood the genetic algorithm through research.  

Next, We would like to carry out solving optimization of bipedal locomotion using a genetic 

he foundation was studied by this research, we wished to apply this and to do the next 
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PLC を活用した遠隔制御ロボットの研究 

静岡県立科学技術高等学校 

制御工学科 3年 小野田達也 松岡俊佑 

１．目的 

2010 年に発生した東日本大震災での原子力発電所で、活躍した災害ロボットに大変興味を

持ちました。そこでは、さまざまな能力を持つロボットが登場しました。 

それらの遠隔制御ロボットのしくみを研究するために、私達は、実際に遠隔操作が可能で

あるロボットの設計・製作を行い、原子力発電所で稼働できるようなロボットの研究を行い

ました。 

２．研究概要 

車体の設計は、３次元ＣＡＤソフト「Inventor」で設計し、加工はＣＡＤ／ＣＡＭを用

いて数値制御データに変換して、炭酸ガスレーザー加工機とＮＣ旋盤にて加工を行いまし

た。 

自動制御では、ＰＬＣ(Programmable Logic Contoler)を用いてロボットの制御を行いまし

た。 

  遠隔制御は、パソコンから無線通信の ZigBee 通信規格にてパソコンとロボット間を無線

化して遠隔制御を行いました。 

  パソコン側のモニター画面や通信制御は、VisualBasic 言語を用いて、遠隔操縦を行いま

した。 

３．製作した遠隔制御ロボット 

土台は、ロボット大会にも出場できるように４００mm×４００mm以内にセンサを取り付

けても余裕を持てる大きさにしました。3D-CAD で土台の設計を行い、それをレーザー加工

機で切り抜きました。それに曲げ加工を行い、錆び止めのために塗装を行いました。 

次に電圧の調整のために基盤を作成しました。最後にステッピングモータの固定板と、

それに取り付けるホイールを旋盤で加工しました。 

ＰＬＣ 

無線ユニット 

電子基盤 

ﾓｰﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 

ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀ 

 

製作したロボットの構造 

４．ロボット本体の設計図と電子回路 

 本体には、ロボット全体を制御するための PLC、動

作の切り替えをするためのスイッチ、位置および速度

を制御するためのステッピングモータ、状態を確認す

るための LED、等の取り付け箇所を電子回路から、配

線が複雑になることがないように決めました。 



 

 

５．CAD／CAMを利用したレーザー

 ３DCAD（Inventor）で設計したデータを

め加工する鉄板の厚さにあわせて

ザー加工機で板金加工をしました

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ３D-ＣＡＤ図面             

 

６．無線通信とパソコン操作 

無線通信機器は、ZigBee（

を行いました。 遠隔操縦は

た。通信はUSBと RS-232C で

          USB   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       無線通信の構成

 ７．まとめ 

  今回の生徒研究では、ロボットの

のできるロボットについて学

めました。 

移動方法がタイヤであるため

いなど、他にもまだまだ多くの

所で運用できるロボットにしていきたいです

パソコン 
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したレーザー加工 

したデータを、3DCAD(inventor)は厚さの変更

さにあわせて設定を変えながら数値制御データに変換

をしました。 

             レーザー加工

 

（ジグビー）という通信規格の機器にて、制御信号

は、パソコン側に VisualBasic で操縦制御モニター

で行いました。 

     無線通信    RS-232C 

構成      パソコンからロボットを遠隔操縦

ロボットの製作を行うことで、人の立ち入れない

学びながら、３年間で得た技術を生かすことを

がタイヤであるため原子力発電所のような複雑な地形に対応

くの課題が残っていますが、今後も改良を重

できるロボットにしていきたいです。 

Zig 

Bee 

Zig 

Bee 

PLC         

変更が簡単に行えるた

変換し、炭酸ガスレー

加工の様子 

制御信号の情報交換

モニター作成しまし

遠隔操縦 

れない場所で動くこと

かすことを目標に研究を進

対応することができな

重ねてさまざまな場
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グランドフェンスの修理 

            

静岡県立科学技術高等学校 

機械工学科 ３年 山口 智也 

                             濱滝 誠斗 菅原 禎健 

                             井出 将人 原 賢太郎 

                             德嶋 重昭 和田 詢平 

    

 

ⅠⅠⅠⅠ．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに    

  私たちは、科学技術高校の機械工学科の生徒で7人全員サッカー部に所属します。日頃

部活動の練習に使うフェンスが壊れて困っていました。そこで機械工学科の実習で習った溶

接の技術を応用して修理することを行いました。今回はその活動について報告します。 

 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．フェンスについてフェンスについてフェンスについてフェンスについて    

 私たちの学校では、グランドを野球部とサッカー部、ラグビー部で分割して使用していま

す。グランドを仕切るための全長約４ｍのフェンスを利用して活動場所を分けています。そ

れぞれの球が活動を妨げることが無いように、フェンスが重要な役割をしています。フェン

スは、仕切りのフェンスの個数を少なくするため全長が長く、球が直撃したり、試合の選手

が衝突したりして、壊れてしまうことがあります。フェンスは非常に高価で、日頃から修理

してもう一度再利用できないかと考えていました。通常は壊れたフェンスはバラして捨てて

しまっていたのですが、それではもったいないということで、サッカー部でもある私たちで

修理して再利用しようと考えました。 

 

ⅢⅢⅢⅢ．．．．破損破損破損破損フェンスのフェンスのフェンスのフェンスの状態状態状態状態    

 修理するほとんどのフェンスが、溶接部分の破損や腐食により強度不良のため、利用困難

な状態でした。また、壊れたフェンスは、バラバラになり破断面から腐食がすすみ、雨ざら

しの状態でした。 

 私たちはそのような状態のもの回収し、機械工学科の工場に集め、まずはさび取り作業か

ら行いました。そして、利用可能な部品を組み合わせ、一つ一つ溶接を行いました。また、

必要箇所には、金属片を使って修復を行いました。 

 主な部分は、ＣＯ２溶接で接合して、細かな部分は酸素アセチレン溶接で修理しました。

修復したフェンスはそのままでは耐食性が劣るので元々の状態の緑色の塗装をしました。 
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Ⅲ．．．．修理修理修理修理のののの様子様子様子様子    

    

写真１ 破損フェンスからネットを外す作業  写真２ 破損フェンスを補強している様子 

 

写真３ 塗装する様子           写真４ 完成 

 

 ⅣⅣⅣⅣ．．．．研究研究研究研究のまとめのまとめのまとめのまとめ    

 壊れたフェンスは、夏休み前に７個修理を行いました。単純に溶接する箇所よりも、さび

のため補強が必要な箇所が多く、苦労しました。また、修理前にすべてさび取りを行いまし

た。  

 全員でヤスリを使ってさびを落としました。とても、根気がいる作業でした。また、さび

て傷みのひどいところはディスクグラインダを使ってさびを落としました。 

 産廃として、処分されていたフェンスがもう一度利用できることができ、良かったと思い

ます。また、この活動に当たり多くの先生方にご協力いただき感謝します。修繕作業はとて

も大変でしたが機械工学科の実習で身につけた技術を活用でき、サッカー部や野球部、ラグ

ビー部にも貢献できて良かったと思います。 
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技能検定機械保全 電気系検定盤の製作 

 

            

静岡県立科学技術高等学校 

機械工学科 ２年 青野  正 

杉山  僚 

金丸 航己 

ⅠⅠⅠⅠ．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに    

技能検定の機械保全職種試験合格による称号「機械保全技能士」とは、工場の設備機械の

故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する能力を持つものを認定する国家資

格である。機械保全職種は（1）機械系保全作業、（2）電気系保全作業、（3）設備診断作業の

3つに分類され、1級・2級・3級が設定されている。３級は在学中の高校生も受験すること

ができるように設定されている。今回は、（２）電気系保全作業の３級受験を目的に、実技試

験の検定盤について構成を研究し、製作を行ったことについて報告する。 

ⅡⅡⅡⅡ....試験内容試験内容試験内容試験内容    

機械保全職種の３級には、（1）機械系保全作業、（2）電気系保全作業がある。また、実技

試験と学科試験が行わる。それぞれの試験内容については、以下の通りである。 

・実技試験 

 電気系 

3級 試験方法：作業試験 

（1）指示された仕様に基づき、試験用盤にリレーとタイマを用いて、入力 2

点及び出力 2点の配線作業を行い、回路を完成させた後、作動させる。 

 

（2）指示された有接点シーケンス回路の変更を行う。 

 

（3）与えられたリレー及びタイマを回路計（テスタ）及び試験用盤を用いて

点検し、有接点シーケンス回路を点検修復する。 

試験時間 1時間 50分 

 

・学科試験 

等級 試験の形式 問題数 試験時間 

3級 真偽法 30題 1時間 

 

ⅣⅣⅣⅣ．．．．検定盤部品検定盤部品検定盤部品検定盤部品についてについてについてについて    

 実技試験のための検定盤は、同規格のものが市販されているが、電気配線や加工の学習の

ため、部品を購入して、製作を行った。以下に主要部品を示す。 
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表１部品リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ⅤⅤⅤⅤ．．．．検定盤製作検定盤製作検定盤製作検定盤製作のののの様子様子様子様子    

 図２のボックスにレール、ボタンスイッチ、ランプ、端子台を取り付け、配線加工を行っ

て製作した。 

 

図１ 製作した検定盤 

 

ⅥⅥⅥⅥ．．．．研究研究研究研究のまとめのまとめのまとめのまとめ    

 今回の研究では、検定盤の製作は設計通りできた。しかし、各電気部品の意味が不明なと

ころもあり、今後知識を深めていきたい。シーケンス回路に関する知識をもっと学び、検定

の勉強を進めていきたい。 

 

 

 

 品名 形式  

1 BOX 300×330×60 1 

2 サーキットプロテクタ CP31D 1 

3 パワーサプライ  1 

4 表示灯 白、黄、緑、赤 各１ 

5 押し釦 白、黄、緑、赤 各１ 

6 リレーソケット 4回路 8 

7 リレー 4回路 4 

8 タイマーリレー 4回路 4 

9 端子台 12P 2 

10 DIN レール 300ｍｍ 1 
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Android アプリケーションの開発と利用 

 

静岡県立科学技術高等学校 

情報システム科３年 久保田 優太 早川弘晃 

青木 慎介 神谷 有真 

栗田 将伍 望月 智哉 

 

あらまし 

 Androidアプリについて研究し、自分達で実際にAndroid アプリを作成し、タブレット端

末上で実行させる。 

 

 

１．はじめに 

 最近、タブレット端末やスマートフォン等の通信機器を用いて、様々なアプリケーショ

ン（以後アプリと呼ぶ）を利用するようになってきた。私たちはどのようにしてアプリが

開発されているかについて興味を持ち、アプリを開発（作成）することにした。 

 

 

 
                              App inventor 

２．アプリの作成方法 

 アプリは JAVA ではな

く、簡単なツールでアプ

リを作成できる App 

inventor というソフト

ウェアから作成するこ

と が で き る 。 App 

inventorとは Google社

が開発し、現在ではMIT

社が管理を行っている

Android対応のアプリを

開発するソフトウェア

である。App inventor

では inventor 画面でア

プリのデザインの作成

ができ、Block Editor

画面でアプリのプログ

ラムを作成することが

できる。私達は今回、こ

のApp inventorを使い、

アプリを作成する。 
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              Block Editor                           実行画面 

 

 

３．実際に作ったアプリ 

 私達は簡単なゲームや画像加工などといった、様々なアプリを作成してきた。その中で

特に私達は音声認識について興味があったので、音声認識の機能を用いたアプリを作成し

た。音声認識のアプリでは Speech Recognizer という機能を用いて、認識した音声を文字

として表示し、アニメーションボールを移動させるものを作った。 

 

４．感想 

 実際に App inventor と Block Editor の機能を用いて、簡単にアプリを作成することが

でき、また、アプリの構造について詳しく知ることができた。そして、Block Editorで Block

をいくつも組み合わせることで実際にプログラムの流れを理解することができた。 

 

５．今後の課題 

今回はサンプルプログラムをもとにアプリを作っていたので、今後は完全なオリジナル

アプリの作成、また音声認識を用いたより高度なアプリについて、研究・開発を重ねてい

きたい。 

 

６．参照 

 ウィキペディア 
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タッチパネルの研究 

 

   静岡県立科学技術高等学校   

情報システム科3年 渡仲 佑太 勝山 七生  

          松山 飛翔 尾崎 未奈  

 

１. はじめに 

近年、券売機、自動販売機、PCのディスプレイやスマートフォンなどでタッチパネル

が利用されている。そこで、私たちはタッチパネルがあらゆるところで利用されるかに

興味を持ち、タッチパネルについての研究を始めた。 

 

２. 基本知識 

 タッチパネル： 液晶パネルのような表示装置とタッチパッドのような位置入力装置を組

み合わせた電子部品であり、画面上の表示を押すことで機器を操作する入

力装置である。 

  今回使っているタッチパネルは投光器から発した光をイメージセンサー

で検出する光学式タッチパネルを使用している。 

 

 VisualC++  ： C++は汎用プログラミング言語の一つである。高度な機能を使用しても

プログラムの実行性能が低下しすぎないように、言語使用・ライブラリに

様々な工 夫が施されている。普段のプログラミング言語とは違い、視覚

的にプログラム を組めるのでプログラムの作成が容易である。 

 

リレー        ： リレーは省電力によって大電力のオン・オフを制御することができ、

対象とするものを直に制御するよりは感電の防止など安全性や、操作性

(設置位置、遠隔操作)、その確実性等も増すことから必ずしも電力的な

増幅の目的にとどまらず、広範囲な目的で多用されている。 

  

３. タッチパネルによるラジコンカーの制御 

タッチパネルで何ができるのかを考える。 

  ―タッチパネルの長所― 

  ◎直感的に誰でも簡単に扱うことができる。 

  ◎マウスやキーボードがなくても操作ができる。         

 

  電車や飛行機などの乗り物もタッチパネルを使用し操作している。タッチパネルはコ

ンピュータの操作や複雑なボタン操作が苦手なご年配の方なども直観的に操作するこ

とができる。 

 そのため、タッチパネルでレゴロボットの制御をすることにした。 

 



 

 

・制御の流れ 

  タッチパネルからマイコンボードへ

マイコンボードからの信号でリレーを

赤外線でラジコンを動かす。

  

４. タッチパネルによる学校案内

   私たちの通うこの学校は

ある。 

  そのため、誰でもわかりやすく

ログラムを作ることにした

  ・VisualC++を使い、各棟をタッチするとその

ると部屋の説明が表示されるというプログラムを

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５. 今後の課題 

 (1)ロボットの制御 

 よりスムーズに動作できるように

タッチパネルを使いスライド

ように操作性の改善をす

  

(2)学校案内図 

各部屋をタッチしたときに

なプログラムを制作する

し、今よりもわかりやすく

 

 

画像の赤で囲われた範囲をタッチすると

文化祭で展示を行ったため、

されるようになっている。 
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タッチパネルからマイコンボードへ命令を出し、 

でリレーを動作させ、 

。 

学校案内 

は広く初めて来る人や慣れていない人は迷ってしまう

でもわかりやすく簡単に操作できるという長所を活かし

ることにした。 

をタッチするとその棟の細かな図が表示され

されるというプログラムを製作した。 

できるように改善する。 

いスライド操作などもできるため、今よりも操作

をする。 

をタッチしたときに、その部屋の説明や写真などの詳しい

する。このままでは地味で分かりにくいためデザイン

よりもわかりやすく親しみやすいデザインにしたい。 

をタッチすると右の画像に切り替わる。 

、各部屋をタッチするとそこで行われている

 

ってしまう可能性が

かし学校の案内するプ

され、部屋をタッチす

操作を直感的にできる

しい紹介ができるよう

かりにくいためデザイン性の改善を

われている団体の詳細が表示
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Kinectを利用した画像処理の研究 

 

   静岡県立科学技術高等学校          

  情報システム科 三年 瀧 紘也   三浦 雄大  

星野 悠貴  青木 明日香 

 

１． 目的 

安価で入手しやすい光学式読取装置である Kinect をパソコン上で利用する方法について研究し、

その実例を製作することで研究の成果をまとめる。 

 

２． 使用機器、ソフトウェア 

・使用機器       

Kinect for Xbox360 

自作 PC(Core i5 2500,DDR3 8GB) 

 

 

 

・ソフトウェア      説明 

Windows 7 Professional 64ビット版    OS 

Microsoft Visual C++ 2010 Express    C++用統合開発環境 

Kinect for Windows SDK     プログラムでKinectを制御できる 

OpenCV 2.6.1             オープンソースの画像処理およびコンピュータビジョ

ン向けライブラリ 

Adobe Photoshop Elements 3.0    画像編集ソフト 

 

３．Kinectとは 

 Kinectは Microsoft社の家庭用ゲーム機Xbox360 専用コントローラで、ユーザーの身体の動きや声を

受け取り、それらの情報をゲーム機に伝えリアルタイムでゲーム内のキャラクタをコントロールするも

のである。Kinect の前に立って身体を動かすと、ゲームの世界のキャラクタも同じ動きをするのだが、

これまでのゲームシステムではユーザーが何かしらのコントローラを身につけて操作する必要があっ

たのに対し、Kinectを用いることでユーザーは何も持たずに、身体の動きだけでゲームを操作すること

ができるようになった。 

Kinectの長所の１つは、特別な施設や道具を使うことなく、生身の人の身体の姿勢や動きを検出する

ことができるという点で、従来のモーション・キャプチャ技術のように身体に多数のマーカーやセンサ

ー類をつけたり、複数のカメラを用意する必要が無い。またゲーム機のコントローラとして開発されて

いるため価格も非常に安く、気軽にその技術に触れられるのも大きな長所と言える。 

 

 

 



 

 

プログラム

４．研究内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．感想・参考文献 

 ・感想 

   Ｃ++で Kinect を制御するという

解することが難しく作成に時間

いくつものソフトウェアを使

レイにKinectで撮影している

 

 ・参考文献 

  KINECT for Windows プログラミング

キネクト ハッカーズマニュアル

KINECTセンサー 画像処理プログラミング

Wikipediaの記事も参考にしました

 

Kinectでユーザーを撮る 

画像 
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するという私たちにとって全く未知の分野だったので

時間がかかってしまいました。また、一つのプログラムを

使って作るのが大変でした。ですが、プログラムが

している映像が映し出された時は感動しました。 

プログラミング C++編 （秀和システム） 

ハッカーズマニュアル （ラトルズ） 

プログラミング （カットシステム） 

にしました。 

プログラムプログラムプログラムプログラム    

透過処理を施した画像

ているユーザーに貼

スプレイ上に表示させるというもの

ーザーが動いても画像
 

だったので、プログラムを理

つのプログラムを作るのに、

プログラムが完成してディスプ

画像をKinectで撮影し

貼り付けた映像をディ

させるというもの。ユ

画像がついてくる。 
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京都の四季と名所を紹介する映像の制作 

 

                         静岡県立科学技術高等学校   

情報システム科３年 佐藤 楓  

堀井 梓左  

田中 将生  

1. はじめに 

去年、研究発表された先輩方の作成した楽曲アレンジとプロモーションビデオ

(ＰＶ)を見て興味を持ち、自分たちで応用した作品を作りたいと考えました。ど

のように制作していこうか考えたところ、ＪＲのコマーシャルのような形のもの

を作っていきたいと思い、京都の四季の名所を紹介していく映像を制作すること

にしました。四季にちなんでヴィバルディが作曲をした「四季」を使って楽曲ア

レンジをしました。 

 

2．使用したソフト 

・音楽編集ソフト      Domino 

・作曲・音楽作成ソフト   Singer Song Writer 6.0 

・画像編集・加工ソフト   GIMP 

・動画編集ソフト      AviUtl 

 

3．製作過程 

(1) 楽曲アレンジと映像作成に分担して作業を行う 

[楽曲アレンジ班] 

① 楽曲について学習する 

② 使用するソフトの操作をマスターする 

③ 原曲を自分達で聞いて、Dominoに入力する 

④ 入力した原曲をもとにアレンジをする 

(Dominoや Singer Song Writerを使い) 

[映像作成班] 

① プロモーションビデオについて学習する 

② 使用するソフトの操作をマスターする 

③ 京都の名所の素材を収集する 

④ 作成する 

[全員協力] 

    京都の名所の素材集め(名所の抜粋) 

    春…天龍寺、平等院  夏…祭り、送り火、灯籠流し 

    秋…清水寺      冬…金閣寺、常寂光寺、妙満寺 

(2)作成された映像との時間を確認する 

(3)完成 



 

 

4．制作の様子 

(楽曲) 二人でヴィバルディの

上げ楽章のフレーズを

  

原曲のデジタル化をしていく

春夏秋冬の曲を入力し、

自分たちで考えながらDomino

ジしました。 

 

(映像)  Gimp と AviUtl を使用

  

画像を編集している様子

今回のテーマが「四季」

うに動画の設計図を考え

                             

5．まとめや感想 

楽曲アレンジでは、作業

はとても難しいと分かりました

不自然に感じたりとなかなか

今後はリズムの基礎を学びながら

映像制作では、京都の四季

後は更に表現方法を学んでいこうと

この課題研究では何もかもが

したことのないソフトばかりで

フトの使い方が分かり始め

まだ、制作途中ですが、これから

 

GIMP 
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でヴィバルディの四季から使う楽章や使いたいフレーズを

のフレーズを聞き、Dominoに入力し始めました。 

  

をしていく様子    アレンジを加えている

、今度はその曲をもとにメロディやベース

Dominoや Singer Song Writerを使用して

使用し、曲に合わせたPVを製作しました。 

   

様子   画像を組み合わせて動画を作っている

」ということで、京都の四季をきれいに見

え、Gimp で画像編集・AviUtlで動画を製作

                              

作業を行っていくなか、自分たちでアレンジをすること

かりました。一つ案を考えてもメロディに合わなかったり

じたりとなかなか良いものをすぐに作ることは出来ませんでした

びながら、アレンジに取り組みたいと思います

四季の美しさをどのように表現するか悩みました

んでいこうと思います。 

もかもが初体験であり、良い経験だと思いました

したことのないソフトばかりで最初は戸惑いましたが、回数を重ねるごとにソ

め、作業が少しずつ速くなっていったなと感

これから着々と完成に近付けたいと思います

Domino 

いたいフレーズを決めて取り

 

えている様子 

をもとにメロディやベース、ドラムを

して曲をアレン

 

  

っている様子 

見せられるよ

製作しました。 

たちでアレンジをすること

わなかったり、

ませんでした。

います。 

みました。今

いました。使用

ねるごとにソ

感じました。

います。 

Singer Song Writer 

AviUtl 
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C 言語、PIC時計の研究 

 

静岡県立科学技術高等学校 

情報システム科3年 渡辺 広輝 諸星 拓実  

山北 怜奈 山本 永遠 

 

１ はじめに 

論理回路実習で７セグメントについて学習し、PIC 実習でプログラムを書き込むことによ

って時計を製作することができることを知りPIC時計の製作をおこないました。 

 

２ 関係知識 

７セグメントの正式名称は、７セグメントディスプレイと言い、表示装置の一種であり、

十進の数値を表示する際に使われています。    

    PCBEとは、高戸谷 隆 氏が作成した基板加工をするためのパターン図を描画するソフト

ウェアで、フリーソフトとして提供されています。ライン、穴、外形の３つに分けて描画し

ていきます。 

    PICとは、CPU、メモリ、入出力などが1チップに収められ、Ｃ言語やアセンブラ言語など

のプログラムで書き込むことで制御できます。米マイクロチップ社が提供するMPLABを使用

し、Ｃ言語で書かれたプログラムをコンパイルし、それをPICに書き込みました。 

 

３ プログラムのフローチャート（一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秒をカウントして時と分を表示するフローチャート。 



 

 

今回は11.776MHz の水晶の周波数

た。タイマは４クロックで１カウントなので

で割ります。さらにプリスケーラを

定しているので４で割ります。

一秒間に必要なカウントは 

11,776,000÷4÷4=736,000

割り込みごとに65,536を足し

えたときに１秒をカウントします

 

４ PCBE と基板加工 

７セグメントと制御回路の基板

め、PCBE と基板加工機を使用しました

最初は、練習としてLED点滅回路

による設計の仕方、基板加工機

習しました。 

７セグメントは、時と分を表示

20cm 横 40cm の大きさの基盤にアノー

の回路を作りました。 

制御回路は、部品の配置を考

ンパクトにすることができました

 

５ まとめ 

デジタル式のPIC時計を作ることにより

な時計回路及び７セグメント等

ましたが、プログラムでは、秒

法について理解するのに大変でしたが

強になりました。 

今回の研究で、プログラミング

の専門分野を学習できたことは

と思います。 

今後、このPIC時計では、時

いので秒を表示できるようにしたいと

 

 

参考文献 

趣味的工作日誌 http://www.surveytec.com/cgi

  電子工作    http://www.picfun.com/pcbeframe.html

Wikipedia    http://ja.wikipedia.org/
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制御回路のパターン

７セグメントのパターン

基板加工機

周波数を使いまし

カウントなので４

さらにプリスケーラを１：４に設

。 

4=736,000 

し、736,000を超

をカウントします。 

基板を製作するた

しました。 

点滅回路を作り、PCBE

基板加工機の操作方法を学

表示するための縦

にアノードコモン

考え、基板をコ

ンパクトにすることができました。 

ることにより基本的

等の仕組みを理解し

秒をカウントする方

でしたが、とても勉

プログラミング、電子回路など

できたことは、非常に良かった

時と分しか表示できな

できるようにしたいと思います。 

http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi

http://www.picfun.com/pcbeframe.html 

http://ja.wikipedia.org/ 

のパターン図 

セグメントのパターン図 

基板加工機 

bin/diarypic/diary.cgi 
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2DCG ソフトを利用したアニメーションの制作 

 

静岡県立藤枝北高等学校 

総合学科３年 八島果穂、藁科真理 

 

あらまし 

課題研究のグループとして「CG・CAD」､「LED を利用した水耕栽培」、「ロボット製作」

が提示され、「CG・CAD」グループを選択しました。その中で私たちは、「2DCG ソフトを利

用したアニメーション制作」の研究を行いました。作品共通のテーマは「人の役に立つも

の」、個々のテーマは、八島「進路に悩んでいる人を励ましたい」、藁科「友情」です。ア

ニメーションを通して、視聴者に道徳教育メッセージを伝えます。 

 

１ はじめに 

フリーソフト（ツール）の選択から、入力機器の選定、作品制作（ストーリー、キャラクタ、

背景、BGM）までの研究になりました。私たちは、それぞれ別のテーマを設定し、ストーリー

やキャラクタの設定も異なりますが、八島のテーマを代表に研究内容を報告します。 

 

２ 使用ソフト 

(1) 背景作成ソフト  Pixia ver5.40m  製作者 Isano Maruoka 

     入手方法 ダウンロード元 窓の杜 

(2) 動画作成ソフト  Windowsムービーメーカー Version6.0.6000.16386 

     製作者 2007 Microsoft Corporation. 

 

３ 使用機器 

(1) コンピュータ  OS Windows Vista Business SP１ 

PC 本体 DELL OPTIPLEX760 CPU Intel Core2 Duo CPU E7300 2.66GHz 

(2) ペンタブレット  wacom BANBOO FUN  Model:CTE-450 

 

４ ストーリー、キャラクタ設定、BGM等 

(1) 八島 

ア ストーリー 

男子生徒が進路に悩んでいると、目の前に幽霊が現れた。幽霊は男子生徒にしか見

えていない。幽霊は、男子生徒にちょっかいを出してきて男子生徒は煩わしく思って

いる。だが、幽霊と接していくうちに男子生徒の心境に変化が生じる。 

イ キャラクタ  高校三年生の男子生徒、幽霊、モブ 

ウ BGM  「扉」 
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(2) 藁科 

ア ストーリー 

主人公であるPuuが親友であるQooとの思い出を振り返る。現在はQooと仲違いを

してしまい、歩む道も誤ってしまって人々を傷付け様としてしまう。更に悪い仲間と

拗れてしまい、暴力を振るわれそうになる。そこで親友のQooが助けにきてくれて主

人公を悪い道から救い出す。ついに仲直りをし、最終的には笑ってお互いのこれから

を応援する。 

イ キャラクタ 

Puu（主人公）・絵を描く事が好き Qoo（主人公の親友） 

ウ BGM  ホログラム♪清浦夏実 

 

５ キャラクタ作成画面など（八島で説明） 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ペイントツール画面 

 

 

図１で作成した画像 

 

 

 

 

 

 

タイムライン 

図２ 動画を制作する画面 

 

６ まとめ 

 本研究を通して、「ペンタブレットの使い方」、「PC で絵を描ける Pixia の存在」、「動画

製作の進行」を学ぶ事ができました。普段は、気軽にノート描いている絵も、本研究のよ

うにテーマに沿ったストーリーやキャラクタ設定が大変難しいことを実感できました。 

このツールを使ってイラストを

作成する。 

動画の動きを確認 
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建築デザインCADを利用した設計 Ⅰ 

 

静岡県立藤枝北高等学校 

総合学科３年 深津佑美、山梨綾音 

 

あらまし 

 課題研究のグループとして「CG・CAD」､「LED を利用した水耕栽培」、「ロボット製作」が

提示され、「CG・CAD」グループを選択しました。その中で私たちは、「建築デザインCADを利

用した設計 Ⅰ」の研究を行いました。作品共通のテーマは「人の役に立つもの」です。 

 

１ はじめに 

 「人の役に立つもの」というのがテーマだったので、それを基に家の構成、デザインを

考えていった。お年寄りが過ごしやすい環境、部屋の配置にできるよう考えて制作した。

（深津）介護が必要な人も必要でない人も共に楽しく暮らすことができる家、住む人と環

境にやさしい家を制作した。（山梨） 

 

２ 使用ソフト 

  間取り＆３D住宅デザインソフト3DマイホームデザイナーLS2  MEGASOFT 

 

３ 使用機器 

コンピュータ  OS Windows Vista Business SP１ 

PC 本体 DELL OPTIPLEX760 CPU Intel Core2 Duo CPU E7300 2.66GHz 

 

４ テーマ、家族構成など 

 (1) 深津「若い人もお年寄りも住みやすい家」  

５人家族＋ペット 両親・子供１人・祖父母 

パース図、間取り等 

   

 

 

 

 

 

 

   図１ １階の間取り図         図２ ２階の間取り図 

    

 

 

 

リビング、ダイニングを繋げること

により、広い空間をつくった。 

寝室と子供部屋にわけ、大人と子

供、それぞれ寛げる場所をつくっ

た。 
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図３ 全体の立体図 

 

(2) 山梨「住む人と環境にやさしい家」 

  5～6人家族  お年寄りもしくは介護者を含む父・母・子供２人・祖父・祖母 

パース図、間取り等 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ まとめ 

初めての、家の設計で、次々とアイデアがわいてきた。ただし、テーマや目的を忘れて

余分な機能を持たせたり、内装や外装に目がいってばかりになりがちだった。今後は、テ

ーマに沿った家の設計を心掛けていきたい。 

 

窓を適度に配置し、昼間は電気を使用しな

くてもいいように日当たりをよくした。 

図１ 1階の間取り図 

玄関からすぐのところに引き戸

の和室をつけることで家に帰って

からすぐに部屋にはいれるように

した。 

図２ ２階の間取り図 

寝室と子供部屋を２階にして各自

個人の時間を持てるようにしまし

た。 

図３ 外観 

 色は暖色系にしてやさしい雰囲

気にした。庭をつけ、外でも遊ぶ

ことができるようにした。 
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建築デザインCADを利用した設計 Ⅱ 

 

静岡県立藤枝北高等学校 

総合学科３年 竹田敏志、山下弦、太田創也、池谷理良 

 

あらまし 

 課題研究のグループとして「CG・CAD」､「LED を利用した水耕栽培」、「ロボット製作」が

提示され、「CG・CAD」グループを選択しました。その中で私たちは、「建築デザインCADを利

用した設計 Ⅱ」の研究を行いました。作品共通のテーマは「人の役に立つもの」です。 

 

１ はじめに 

 「人の役に立つもの」というのがテーマだったので、それを基に家の構成、デザインを

考えていった。本研究では、ペットを含めた２世帯以上の同居でき、家族団欒の空間と個々

の空間も確保できる家について研究を行った。 

 

２ 使用ソフト 

  間取り＆３D住宅デザインソフト3DマイホームデザイナーLS2  MEGASOFT 

 

３ 使用機器 

コンピュータ  OS Windows Vista Business SP１ 

PC 本体 DELL OPTIPLEX760 CPU Intel Core2 Duo CPU E7300 2.66GHz 

 

４ テーマなど 

 (1) 竹田「家族団欒の時間と個の時間を有意義に過ごせる家」 

父親、母親、子供２人、祖父、祖母の６人家族を想定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 一階間取り 

リビング、ダイニング、キッチンで一

つの部屋になっている。家族で過ごし

やすい幅広いスペース。祖父母が利用

する和室を設けた。 

図２  外観 

窓の数を増やし、家の中に日が差すよ

うに設計。太陽光ソーラーパネル取り

付け、消費電力を大幅カット。 
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(2) 山下「自然の中で家族の仲を深めよう」  ２世帯が同居する家族の人数が多い家。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 太田「家族団欒」  家族の触れ合いを大切にし、一緒にいる空間を多くした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 池谷「和」  日本を代表するような家を調べて、２世帯が同居する平屋造りとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ まとめ 

今後は、更に文献を調べ、理想の家、どのような家が、住む人にとって過ごしやすいえか、

環境に良いかなどについて研究を深めていきたいと思いました。 

図３ 間取２Ｆ 

１Ｆとは対照的に部屋数が多く、ひと

りひとりの空間を大事にした。 

図５ １階間取 

主に食事、団欒の場として設計した。

食事のできるテラスを配置した。 

図６  外観 

１階でも２階でも洗濯物が干せるベランダ

を設置した。 

図７ 間取り図 

畳や襖、壁が少なく吹き抜けが特

徴の和式の家。 

図８ 外観 

一階建ての昔の木造の家を題材にした。 

図４ 外観 

木の質感を残し、自然を感じられるよう

なデザインにした。 
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建築デザインCADを利用した設計 Ⅲ 

 

静岡県立藤枝北高等学校 

総合学科３年 松本捷汰、水野 晶夫、濱崎廉 

 

あらまし 

 課題研究のグループとして「CG・CAD」､「LED を利用した水耕栽培」、「ロボット製作」が

提示され、「CG・CAD」グループを選択しました。その中で私たちは、「建築デザインCADを利

用した設計 Ⅲ」の研究を行いました。作品共通のテーマは「人の役に立つもの」です。 

 

１ はじめに 

 「人の役に立つもの」というのがテーマだったので、それを基に家の構成、デザインを

考えていった。本研究では、バリアフリーを取り入れてお年寄りが住んでも大丈夫な家に

しようと心がけ研究を行った。この論文では、松本の作品を代表に説明していく。 

 

２ 使用ソフト 

  間取り＆３D住宅デザインソフト3DマイホームデザイナーLS2  MEGASOFT 

 

３ 使用機器 

コンピュータ  OS Windows Vista Business SP１ 

PC 本体 DELL OPTIPLEX760 CPU Intel Core2 Duo CPU E7300 2.66GHz 

 

４ テーマ 

将来の家―バリアフリー―  だれが住んでも住みやすい家 

 

５ 住む人の設定、用途など 

一応部屋数を多くし、介護が必要な人も含めた２世帯で住むことができる。 

 

６ パース図、間取り等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一階は生活スペースにな

っていて。リビングやダ

イニングなどがあり。書

斎もあり 

仕事もできる。庭には畑

があり、家庭栽培もでき

るし適度なスペースもあ

るので、BBQ などもでき

る。 
図１ 一階間取り 
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図２ 二階間取 

 

図３ 外観 

 

７ まとめ 

 家の間取り家自体に興味を持っていていろいろな特徴を持った家を作ってみたいと思い、

建築デザインソフトを使って家を作ろうと思いました。このソフトは結構自在に家を造るこ

とができ、家具などに種類も多くなかなか自由に作れてよかったです。 

 はじめに自分が理想としてある家の形の間取りや部屋の配置などを考えて将来的に予算的

にも無理しないで快適な家を目指す事からはじめました。でも、一階と二階のバランスが悪

くなって何回も改善を図りました。一階と二階のバランスをとるのはなかなか難しいものだ

ったが、だんだん家のバランスが整ってきたところで自分の理想の形の家になってきた事で、

その後はエコに関して考え家族構成を考えた構造などを研究した。 

 この研究の中で、何軒かの家を設計しましたが、テーマや目的を改めて見直すと、本来の

テーマから外れていたり、余計な部屋を作っていることがわかりました。今後は、常にテー

マや目標を見直して、設計を続けていきたいと思いました。 

 

二階は生活スペースにな

っていて、部屋がいくつ

か用意してある。リビン

グもあるので、くつろげ

る。和室も用意してあり

お年寄りもくつろげる。 

テラスもつくった。 

下にガレージを作って、

家とつなげたり、庭に木

を植えたりいろいろと

自由に作った。玄関は少

しへこんでいて雨でも

濡れない状況を作った。 
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ロボット大会参加を目指したロボットの製作 

 

静岡県立藤枝北高等学校 

総合学科３年 佐々木秀太 有坂健太 中村千浩 山脇孔輝 望月知晃 

 

1.はじめに 

私たちは３人と２人のグループに分かれ、ロボットを２台製作しました。ロボットを作る

というのは初めてのことだったので、先輩達の製作したロボットを参考にし、良い部分を取

り入れ、改良を重ね、自分たちのロボットを製作していきました。 

 

 

2.静岡県高校生ロボット大会PLC部門について 

 縦×横×高さが400mm×400mm×400mm以下の大きさのロボットに、スタートエリアで、発

泡ウレタン製のブロックを１つ持たせ、競技時間の3分以内に、コート中央部にある障害物

を避けて、ゴールエリアにブロックを高く、数多く積めるように、ロボットを 

PLC で制御し競い合います。PLCとは Programmable Logic Controller の略で、自動制御にお

けるシーケンス制御用の制御装置のことです。シーケンス制御とは、あらかじめ定められた

順序に従って、各操作を順次進めていく制御のことです。PLCは、内臓されたマイコンと入

出力装置から構成されています。内蔵されたマイコンに制御用のプログラムを入力すること

で、制御内容を設定し入力端子にセンサなどを接続し、出力端子にはモータなどの機器を接

続します。この入力に対応した出力をプログラムで制御することにより、自動制御を行いま

す。 

 

 

3.製作 

 １台目のグループは、細かい制御を行うために、タイヤを動かすモーターにステッピング

モーターを使いました。ステッピングモーターは移動距離を指定して動くので、接触センサ

などを使用せず、正確に走ることができます。フォークリフトのようにブロックを積み上げ

る仕組みにしました。フォークリフトを上下させるにあたってベルトコンベアを使用し、モ

ーターを動かすことでベルトコンベアが回ります。そして連動したフォークが上下し、ブロ

ックを積み上げることで、高さでの得点も狙おうという思惑です。ロボットの土台にはアク

リルを、機構部はアルミを使いました。半透明のアクリルを土台に使うことで、裏側も見や

すく加工しやすいと考えました。 

 ２台目のグループは、シンプルな作りを意識して製作しようと考えました。機構部はフォ

ークリフトになっています。プログラムなどはあまり複雑になってしまうと大変だと考えた

ので、私たちはステッピングモーターを使わず、電源のON・OFFのみで動作するロボットの

製作に取り掛かりました。大まかな機構は前年度のロボットから使いまわすことにしました。

しかし、精度があまりよくなかった部分は修繕しました。他にもいくつか工夫を施し、全体

的な補強にアルミやアクリルを使い分け、より低予算を目指しました。配線は必要最低限の



 

- 72 - 
 

量、長さにし、無駄を省くことでメンテナンス及び製作がしやすい作りを実現させました。 

 

 

4.感想・課題 

 今までロボットを作ったことがなく、わからないことだらけでした。製作マニュアルを見

たり、先生に質問したり試行錯誤しながら、ロボットを完成させて大会に出場するという目

標のもと、取り組んできました。夏休みにも学校に来て、ロボット製作を行ってきました。

取り組みが遅かったため、ロボットの全体像ができるまでに時間がかかってしまいました。

また、あまり配置のことを考えずに製作していったため、部品を設置するスペースが無くな

ってしまうという誤算がありました。 

 部品の重みで土台のアクリルが歪んでしまったり、400mm に収まらなくアームを削るなど、

苦労や失敗が多かったのですが、着実に完成に近づいています。残りの課題は、PLCのプロ

グラムです。ステッピングモーターを動かすためのプログラムを作るために、大会と同じ大

きさのステージで走行距離を測り、調節をすること、その動きに合わせてフォークを上下さ

せ、ブロックをゴールへうまく乗せることです。大会では制限時間があるので、ロボットの

動きを素早く、かつ正確にする必要があります。大会のビデオでは、ブロックを一つも乗せ

ることができていない学校もあったので、無得点にはならないように、設計、プログラムを

していきたいと考えています。 
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総合学科における LED 植物栽培装置の製作 

静岡県立藤枝北高等学校 

総合学科３年 青井直斗 阿南琢磨 大石晃平 

高林新悟 三輪建貴 村松秀紀 

山田竜平 山本大気 吉永周平 

鷲津孝太 

１ きっかけとあらまし 

藤枝北高等学校は、総合学科の学校であり、工業、農業など様々な系列がある。そこで私

達は、農業と工業の知識を生かし、その横断的な研究ができないかと考えLED植物栽培装置

の製作を行うことにした。具体的には、工業（情報技術系列）は栽培装置の製作を行い、そ

の際、農業系列には、植物栽培の知識、技術を提供してもらう。また、栽培装置で作られた

植物の評価と分析を農業系列で行い、それを、栽培装置の改良に役立たせる。これを繰り返

してよりよい栽培装置を完成させるのが、目標である。 

 

２ 研究内容と結果 

１． 人工光源を使った植物栽培について農業科の教員から、説明、講義を受けた。 

人工光源のメリット、栽培にむいた植物等 

 
２．LEDを使った栽培装置の回路について、インターネット等を活用して調べた。 

  栽培に適した LEDや回路に対する知識を得た。 

３．農業科から土を使って栽培したリーフレタスと水耕栽培によるリーフレタスを提供し

てもらい比較した。 

４．１～３の内容から、LED植物栽培装置試作品１を作った。 

 

５．実際にリーフレタスを暗い部屋でLED照明中心に１ヶ月半育成した。 

  残念ながら自然の光で栽培したものに比べ育ちが悪く、上手くいかなかった。 

６．農業系列に実習装置を委託し、２ヶ月ほど育成してもらい、何が原因か評価していた

だいた。  
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評価と分析 LED の光が弱く、生育に十分な光量が足りないことが考えられる。 

      （製作装置６５００ルクスに対し、LED光源ではないが他の人工光源にお

いて１００００ルクス以上で育っているため。） 

      照射面の面積が小さく、少し大きくなると植物に光が当たっていない。 

   栽培液に十分な酸素が供給されていなかったことが考えられる。 

 ７．農業科の評価と分析にもとづき、現在、栽培装置試作品２を製作中である。 

    ・LEDの個数および、面積の増加、反射板の設置 

・栽培液に空気が取り入れられるようにポンプを設置 

   また、試作品１のLEDの青が強すぎたため、青の比率を小さくした。 

     

３ 考察 

 今回、リーフレタスは上手く育たずに、萎れてしまった。 

 原因を調べたところ、LED 照射面のサイズが小さく、光の当たらない部分があったり、光

が弱かったりしたのが悪かったと考えられる。植物が育ち、生きていくためには光が必要不

可欠。しかし、生育に必要なだけの光が足りなかったということである。 

 したがって、LEDの個数を増やし、装置を大きくすることが必要だと考えられる。LEDの数

や光の強さに基準はない。しかし、ただ数をふやしたり大きくするだけでは光の色のバラン

スが崩れたり、必要以上の光を与えてしまう恐れがある。そのようなことが起こらないため

に、育てる対象である植物に見合った装置を作ることが必要だと言える。 

 

課題 

 ・１回、実際に装置を製作してから、植物を育成し、評価するのに２ヶ月はかかるため、

今年度だけでは、十分な結果が得られなかった。 

・実験装置製作には沢山のLEDが必要であり、製作費が非常に掛かる。LED購入方法の再検

討が必要である。 

 

  また、現在、試作栽培装置２を製作中であるが、今後、取り組みたい内容を以下に述べ

る。 

・マイコン等を用いて、LEDの点滅間隔を制御して、育ちの違いを調べる。 

・今回は、赤と青のLEDだけであったが、透過性の強い緑のLEDでも評価する。 
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3DCG ソフトを利用したアニメーションの制作 

 

静岡県立藤枝北高等学校 

総合学科３年 小澤由季乃、山王堂夏美、竹内麻美子 

 

あらまし 

課題研究のグループとして「CG・CAD」､「LED を利用した水耕栽培」、「ロボット製作」が

提示され、「CG・CAD」グループを選択しました。その中で私たちは、「3DCG ソフトを利用し

たアニメーション制作」の研究を行いました。作品共通のテーマは「人の役に立つもの」、個々

のテーマは、小澤；「知らないうちに壊れている」、山王堂；「禁煙」、山内；「身近な悩み」で

す。アニメーションを通して、視聴者に道徳教育メッセージを伝えます。 

 

１ はじめに 

 フリーソフト（ツール）の選択から、入力機器の選定、作品制作（ストーリー、キャラ

クタ、背景、BGM）までの研究になりました。私たちは、それぞれ別のテーマを設定し、ス

トーリーやキャラクタの設定も異なりますが、小澤のテーマを代表に研究内容を報告しま

す。 

 

２ 使用ソフト 

(1) 3DCG 作成ソフト  MetasequoiaLE R2.4  製作者 O.Mizuno 

     入手方法 ダウンロード元 http://www.metaseq.net/ 

(2) 背景作成ソフト  Pixia ver5.40m  製作者 Isano Maruoka 

     入手方法 ダウンロード元 窓の杜 

(3) 動画作成ソフト  Windowsムービーメーカー Version6.0.6000.16386 

     製作者 2007 Microsoft Corporation. 

 

３ 使用機器 

(1) コンピュータ  OS Windows Vista Business SP１ 

PC 本体 DELL OPTIPLEX760 CPU Intel Core2 Duo CPU E7300 2.66GHz 

(2) ペンタブレット  Intuos®3 Graphics Tabret MODEL:PTZ-430 

  メーカ名 WACOM 

 

４ ストーリー、キャラクタ設定、背景設定、BGM等 

 (1) ストーリー 

いつも仲良しで一緒にいるうさぎとねずみ。1 匹と 1 羽は森に棲んでいる。ある日ね

ずみは人間が落としたと思われる食べ物を見つける。ねずみは人間の食べ物がおいしい

ことに気づく。ねずみは人間の食べ物の味を覚えてしまう。森に来る人間にはいつも警

戒していたねずみだったが、人間はお菓子や弁当の残りなどを周りの動物にあげていく

ため警戒しなくなった。そしてついに、ねずみはうさぎを森に置いて人間の街へと移り
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住んでしまう。うさぎは大切な友人と離れ離れになり、ただ泣いて過ごすだけとなって

しまった。 

 (2) キャラクタ設定   

うさぎ；主人公。ねずみとは親友同士。ねずみ；食べることが好き。 

 (3) 背景設定 

  背景は基本的には現代の環境問題を考えて作りました。東京のような大きな都市、ま

たは観光地の近くの自然と人が入り混じる森が舞台というイメージです。うさぎとねず

みを擬人化し、一緒にいたり、人のような考え方をしたりします。視聴者には、「うさ

ぎと同じ状況になったら･･･」ということを想像してもらいたいと思います。 

 (4) BGM等 現在は使用を検討中です。 

 

５ キャラクタ作成画面など 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１ ねずみの作成画面          図２ うさぎの作成画面 

 

 上はメタセコイアいうソフトのキャラクタ作成画面です。図1がねずみ、図２がうさぎの

作成画面です。このように、様々な図形を組み合わせながら粘土で作るようにCGを作成でき

ます。上の二つはほぼ完成したものです。 

 

 

 

 

 

 

図３ タイトル画面            図４ うさぎが歩いているところ 

 

図３はタイトル画面になる予定です。他にタイトルの文字やアニメーションを入れます。 

図４は一番はじめの場面、うさぎが歩いている場面です。背景は描き込むと時間がかかるた

め、最低限のものにしています。 

６ まとめ 

テーマに合った、ストーリーとキャラクタ設定は、非常に難しいと感じた。視聴者の想定

も必要で、3DCG 作成と同じくらいの重要度があると改めて知ることができた。 
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小学校連携による学習支援教材の制作 

 

静岡県立島田工業高等学校 

情報技術科３年 池谷 僚太 大竹 拓海 杉本 勇人 

 須藤 耕平 曽根 悠斗            

 

あらまし 

  私たちは、課題研究において島田市内の小学校と連携して、小学校で使用する学習支援

教材を、パソコンを活用して制作しました。この活動は、昨年の卒業生から実施している

もので、今年も内容や授業形式を変えて行いました。今年は、連携する小学校を昨年の１

校から２校に増やしました。活動テーマは、小学校４年生を対象とした教科の支援教材を

制作することです。 

 

１. はじめに 

「道徳」と「理科」の支援教材を、パソコンを活用して制作します。「道徳」の教科は、

「最近の小学生の言葉遣い」に着目しました。なにげない言葉が相手を傷つけてしまうこ

とを児童ひとりひとりに感じてもらい、「思いやりの心」を育てることをねらいとしました。

支援教材は、児童が受け入れやすいようにアニメーション感覚の「デジタルノベル」を使

用した教材を制作しました。 

「理科」については、小学校側の希望で「生き物について」の教材づくりを考えました。

特に地域にこだわり、通常の市販教材とは違った、島田市周辺に生息する生き物がどこの

場所に棲んでいるなどの情報をデータベース化した「島田市生き物電子図鑑」を制作しま

した。 

 

２. 使用ソフト 

 ・microsoft Access 2007 ・吉里吉里 （デジタルノベル作成ソフトウェア） 

 

３. 製作計画 

 ５～６月 課題研究のテーマ決め      ７～９月 教材の材料集め 

（道徳のシナリオづくり、図鑑の情報） 

 １０～１１月 教材を作成         １２月 公開授業を行う（予定） 

 

４. 【道徳支援教材（島田市立R小学校）】 

  小学校の先生と打ち合わせを行い、テーマは「言葉遣い」、教材は「デジタルノベル」に

決定しました。また、授業中に児童の意見を募る「集計ツール」も使うことになりました。

始めに小学校の児童に言葉遣いに関するアンケートを採り、つい使ってしまう悪口や、言

われてきずついた言葉などを調べました。そのアンケートの結果を反映したデジタルノベ

ルのシナリオを作り、打ち合わせの中で少しずつ修正を加えていきました。同時にデジタ

ルノベルで使用する画像として教室や廊下の写真を撮ったり、児童に一部の下絵を描いて



 

 

もらったりしました。これらの

た。 

図１．道徳公開授業         

（写真は、昨年度実施したもの

  

５.【理科支援教材（島田市立

先生との打ち合わせの結果

することに決定しました。まずは

物について調べてもらいました

き物の名前、数、絵や写真などです

しました。そして情報を元に

した。 

図３．児童と一緒に生き物調べ

                      

６. まとめ 

  今回は、小学校４年生の「

特に、児童達自ら使用する教材

ち、児童同士、互いに活動を

験することができました。児童達

たり、夏休みを利用して児童達

るなど、児童と私たちが一緒

材はまだ完成していませんが

て頂く「公開授業」を行う予定
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これらの素材を用いて、デジタルノベルと集計ツールを

     

         図２．道徳支援教材（デジタルノベルソフトを

したもの）      

島田市立RH小学校）】   

結果、島田市周辺の生き物を調べて、web ページ

まずは山、川、田んぼ、住宅にグループ分けをし

べてもらいました。調べてもらったことは、見つけた日時

などです。その情報を収集し、不足しているものは

に、html言語を使用した「島田市生き物電子図鑑

     

べ作業        図４．島田地区生き

                      （写真は、11月中旬現在

「道徳」と「理科」の教科を支援する教材作

教材を、児童達と一緒に協力して制作することで

を行う上で必要なチームワークやコミュ二ケーション

児童達には、キャラクターの下絵やデジタルノベルの

児童達が保護者と一緒に島田周辺に生息する生

一緒になって教材を制作しました。現状（11

していませんが、今後教材を完成させ、小学校の先生に実際

予定です。 

ツールを制作しまし

 

デジタルノベルソフトを使用） 

ページ上に図鑑を製作

けをし、児童に生き

日時、天気、場所、生

しているものは後日確認を

物電子図鑑」を制作しま

 

き物電子図鑑 

月中旬現在のもの（未完成品）） 

教材作りを行いました。

することで、児童と私た

ケーションなどを経

やデジタルノベルの声を入れ

生き物を調べたりす

11 月中旬の段階）、教

実際に授業で使用し
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校内で利用されていない再生可能エネルギーの活用 

            静岡県立島田工業高等学校 

                  電気科 2年鈴木 雅文 電子機械科 2年内山 隼  

Ⅱ類１年 青島 祥太 

1 はじめに 

東日本大震災により福島原子力発電所が水素爆発を起こしました。これにより日本が

頼ってきた原子力発電に不安と不満の声が多数寄せられ、各地方の電力会社も原子力発

電所を停止しました。そして大規模な電力削減を呼び掛けるなど猛暑と省エネに追われ

た今季の夏でした。 

これを受けて、私たちは身近な再生可能エネルギーで発電はできないものかと思考し、

校内で利用されていない再生可能エネルギーの活用に試みることにしました。 

2 校内にある再生可能エネルギーについての考察 

・生徒による位置エネルギー 

本校の生徒が 1階から 4階まで上がった時の位置エネルギーを利用し、それを運

動エネルギーに変換することによって発電するという案件だが、こんな行為を受け

入れてもらえるはずもなく断念。 

・太陽光による光化学エネルギー 

本校北棟の屋根は形状や日当たりがソーラーパネルを設置するのには大変都合が

いいと思う。そこでソーラーパネルを利用し太陽光を電気エネルギーに変換する光

化学エネルギーを利用した発電を考えた。最近家庭用のソーラーパネルなども普及

してきているので予算さえあれば可能だが予算上の問題で、あえなく断念。 

・人の行き来による振動エネルギー 

校舎内に振動やひずみを電気エネルギーに変換する設備を設置し、生徒の往来を

利用して発電しようと考えた。しかし発電効率などを考えるとあまり効果的ではな

い。ただし人の往来だけで発電できるので、再生可能エネルギーを意識してもらう

ためには使えるのではないかと思う。今回は採用しないが次年度以降、再生可能エ

ネルギーをアピールする機会には使えると思われる。 

・下水による運動エネルギー 

下水を利用して発電するというシンプルなものだったが、それには工事が必要な

ことと詰まったときの処置が大変なため断念。 

・池の給排水による運動エネルギー 

本校の池には常時、地下水が給水されていて、オーバーフローは排水口より排水

されている。この水の流れを利用して水車を回し発電しようと考えた。これなら予

算も規模も小さく済むので、採用された。 

・風による運動エネルギー 

本校には牧の原台地から吹き降ろしてくる風が年間を通してある。このことを踏

まえて風力による発電を考えた。ただ突風などで破壊されたときに、被害が大きく

なることが予想されるので、今年度は風車のタイプや破壊されても被害が小さくて

済む方法や素材などの下準備し次年度以降製作に取りかかることにした。 
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3 作業内容 

･水車の製作 

厚さ１ミリのステンレスの板をレーザー加工機で直径 120mmの円盤に加工した。

その後水受けを加工し円盤にはまるように削りながら調整し製作した。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

･発電機の製作 

この後製作する風力発電機にも使うことを考えてエアギャップ式にすることにし

た。コイルに平角線を用いて磁石はネオジムを使うことにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               コイル製作中               完成 

 

４ まとめ 

このテーマは、複数年継続して行うテーマの1年目です。ですから今回は取り組みの報

告になります。再生可能エネルギーは身近なちょっとしたことの見方を変えたりすること

によって発見し活用できると思います。今後生活していく上でもっといろいろ活用できそ

うなエネルギーを発見し活用方法を考えていきたいと考えています。これから研究、改良

を重ね、より多くの再生可能エネルギーを利用し発電させたいと考えています。 

そして将来的には、今回の研究の成果を元に市町村などと協力し公園や小学校などで再

生可能エネルギーによる発電機の設置などを目指したいと考えています。 

水車製作中  完成 
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ゴーカートの製作 

静岡県立掛川工業高等学校 

電子機械科３年 松下輝政 村松幸弥 八木肖太 

   村松達弥 鈴木竣也 澤井恭介 

 

１はじめに 

  私たちがゴーカートを製作しようと思ったきっかけは、何年か前の生徒が製作したゴー

カートを発見したからです。ものづくりに興味があった私たちは、それよりも完成度の高い、

私たちオリジナルのゴーカートを作りたいと思い、課題研究としてゴーカートの製作を試み

ました。 

 

２使用機材 

 ・旋盤  ・フライス盤  ・ＮＣフライス盤  ・ボール盤  ・グラインダー 

 ・弓のこ  ・パイプカッター  ・パイプベンダー  ・エンジン（YAMAHA PW50） 

 

３製作工程 

（1）まず、鉄パイプを曲げゴーカートのフレームを作りました。元々あったゴーカートか

ら寸法を取り、パイプカッターを使いパイプの長さを揃えました。アーク溶接で鉄パイ

プの組み付けをしました。 

（2）モーターバイクからエンジンを取り出す作業をしました。YAMAHA PW50 のエンジンを

使いました。 

（3）ハンドル、シート、タイヤを取り付けました。車高が低くならないように注意しなが

らハンドル、タイヤを本体に溶接しました。（写真１、２） 

（4）エンジンを後輪の車軸と繋げました。スペースがあまりなかったため、エンジンを立

てる形で固定しました。固定には鉄パイプを使いました。（写真３） 

（5）エンジンを立てたことによりキャブレターからガソリンが送られなくなってしまった

ので、キャブレターを水平に保つための部品を作りました。 

（6）アクセル、ブレーキを取り付けました。 

（7）電子機械科で学んだことを取り入れたいと思い、エンジン回転数メーターを製作して

本体に取り付けました。 

（8）全体の塗装をしました。 

   写真１  写真２  写真３ 
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４製作においての工夫 

 （1）部品の組み付けには全てアーク溶接を使用しました。フレームを作る際には強度を高

めたいと思い、補強を入れながら慎重に溶接しました。 

 （2）後輪は元々あったゴーカートのタイヤをそのまま使いましたが、YAMAHA PW50のエン

ジンと規格が違ったため繋げることができませんでした。YAMAHA PW50 で使われていたタイ

ヤのセレーション部分を溶断して取り、ゴーカートに使うタイヤにセレーションを溶接して

タイヤとエンジンを繋げました。前輪はカートを行っているOBからいただきました。 

 （3）元々あったゴーカートにはエンジンが乗っていませんでした。そのフレームを参考に

したため、今回製作したフレームもエンジンを乗せるスペースがありませんでした。新たに

鉄パイプを付け足してフレームを延長させることも考えましたが、車体のバランスが崩れる

恐れがありました。検討した結果、エンジンを垂直に立てることにしました。こうすると、

キャブレターも垂直になってしまいガソリンがエンジンに供給できなくなってしまうので、

キャブレターを垂直に保つために新たに部品を製作しました。 

 （4）ゴーカートの全体のデザインの計画も兼ねて、９月４日に小笠山総合運動公園で行わ

れた「第 10 回全日本学生フォーミュラ大会」の見学をしに行きました。80 校を越える国内

の大学が、自分たちで作ったレーシングカーを発表し合う大会でした。規模こそ違ったもの

の、レーシングカーを間近で見ることができたため学べることがたくさんありました。静岡

理工科大学のチームに許可を得て、メンテナンス中のレーシングカーも見せてもらいました。

今回ゴーカートを作る際にも、デザインや形を参考にしました。 

        
 

５まとめ 

  ゴーカート作るために、旋盤、フライス盤、ボール盤、アーク溶接を何回も使いました。

今までの工業実習の授業で使ったものばかりだったのでスムーズに行うことができました

が、100分の 1ミリメートル単位の作業には神経を使いました。細かい部品から大きな部

品まで様々な加工をし、同時に組み立てることで自動車の仕組みを知ることもできました。 

  製作に時間を要する作業が多かったため、課題研究の授業だけでは時間が足りませんで

した。６月下旬頃から作業を開始し、夏休みや放課後も製作しました。そのおかげでより

完成度の高いゴーカートを作ることができました。自分たちの満足のいく作品を作ること

ができて嬉しいです。工業実習で学んだことを応用し一つの作品を作ることができ、もの

づくりの貴重な体験となりました。 
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WRO(LEGO)大会予選に参加して 

 

静岡県立掛川工業高等学校 

情報技術科３年 五十嵐大樹 石川雄也 稲垣綾斗 

 

１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに    

2012 年７月に WRO（World Robot Olympiad）Japan 大会予選が中部大学で開催されるため、

課題研究の一環として参加した。参加したカラーキャリーロボ競技では、自律型ロボットで

４つの無作為に置かれたカラーブロックを、同一色のポールに時間内に運び入れるというル

ールである。そのために赤、青、黄、黒を判断し、同一色のポールの位置に応じてのアルゴ

リズムを組む必要がある。 

 

２２２２    研究内容研究内容研究内容研究内容    

(1) 競技ルールについて 

手前にあるグレーのベースエリア（図１）からスタートしたロボットが、フィールド上の

４色のブロックで組まれた直方枠４個の色を認識し、同一色のポールにブロックをはめ込む

作業の速さを競い合うロボット競技で、競技時間は２分間である。   

(2) 競技ロボットの製作 

１つの車体に問題が起きた場合を想定し、時間の無駄を無くすためのブロック4個取り込

み型の車体（以下１号）と、機構の安定性を考えたブロック1個掴み型の車体（以下２号）

の２台の車体を並行して作ることにした。 

１号（写真１）の製作過程では、ブロックを取り込むところまではたどり着くことができ

たが、安定性があるとは言えず、ブロックを平行に取り込めなかったり、ブロックの重さに

耐えきれず車体が倒れてしまう、という問題が発生してしまい、修正するには困難な状況に

陥った。そのため、２号の車体を中心に製作することにした。 

２号（写真２）の車体では掴んで持ち上げる機構が難しく、多くの時間を費やした。モー

ターは３つ使用することができる。２つは移動方向を制御するために使うので、１つで掴ん

で持ち上げる機構を組まなければならないという問題があった。また、モーターの回転方向

を変換したり、車体のバランスを考えたりと何度も組んでは解体するということを繰り返し、

よりよい車体が完成できるように努めた。 

   

 

 

 

 

                

 

 

 
写真１ １号 写真２ ２号 図１ 大会のフィールド 



 

 

(3) プログラミングについて 

LEGO マインドストームNXT

NXT－SWでのプログラミングは

くものである。（図２） 

そこで出た問題点は、NXT本体

たのでプログラム容量が大きくなってしまい

こで容量を削減するために、アルゴリズムを

た。 

  

３３３３    結果結果結果結果 

１回目：想定したより壁が高

ため、時間で制御する方式に

２回目：ブロックを取るところまでは

大会会場が暗かったことが原因

ため、黒ポールへ行くことができたが

へ行ってしまった。すべてのブロックを

結果としては、参加校 24

 

４４４４    考察考察考察考察  

私たちが作った練習用フィールドと

があり、これが大会でうまくいかなかった

り、90度曲がる時のモーターの

壁やラインに対して車体を平行

公表されたものと違ったので、どのような

    

５５５５    謝辞謝辞謝辞謝辞    

    今回、研究でお世話になった

 

６６６６    参考文献参考文献参考文献参考文献    

    『入門LEGO MINDSTORMS NXT

 大庭慎一郎 著 SoftBank Creative

 

 

 

 

 

 

  

 
図２ プログラムブロック 
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NXT でのプログラミングは、専用のソフトのNXT

でのプログラミングは、基本動作のプログラムブロックの順序を

本体のメモリ容量の問題である。プログラムブロックを

きくなってしまい、本体のメモリに入らなくなってしまった

アルゴリズムを構成し直して重複部分等を大幅

  

高く、タッチセンサが作動せずリタイアしてしまった

に切り替えた。  

るところまでは良かったのだが、色を判断

原因だと思う。１個目のブロックは偶然

くことができたが、２個目のブロックの時も黒

すべてのブロックを黒と認識してしまったと

24 校、参加台数 77 台中第 24 位であった

フィールドと大会のフィールドでは、床素材、壁

でうまくいかなかった一因だった。床素材においては

のモーターの回転数が変化してしまう。光センサやタッチセンサ

平行にする処理などを入れる必要があった。壁

どのような環境でも自分の位置を認識できる

になった中部大学と掛川工業高校の先生方にお礼を

NXT【第２版】レゴブロックで作る動くロボット

SoftBank Creative 出版 

写真３ 中部大学で調整中 写真４ 

NXT－SWを用いた。

を考慮して並べてい

プログラムブロックを多用し

らなくなってしまった。そ

大幅に削ることにし

してしまった。その

判断できなかった。

偶然にも黒であった

黒ポールのところ

してしまったと思われる。  

であった。 

壁の高さなどに違い

においては、摩擦などが変わ

センサやタッチセンサを使って

壁の高さにおいては、

できる車体を作りたい。 

を申し上げます。 

くロボット』 

 参加チーム 
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図 1 スターリングサイクル 1) 

スターリングエンジンのスターリングエンジンのスターリングエンジンのスターリングエンジンの製作製作製作製作    

 

静岡県立遠江総合高等学校 

総合学科 機械技術系列 3年 鈴木佳祐 山口隼人 大角翔馬 澤木浩太 

 

1111．．．．緒論緒論緒論緒論    

スターリングエンジンとは，加熱された空気の膨張力を利用した熱機関のことである．そ

の歴史は蒸気エンジンよりも古い．1816年，英国人の牧師ロバート・スターリングによって

開発された．スターリングエンジンは内燃機関のような燃料の爆発力を必要としない．その

ため，燃料はどのようなものであってもよい．例えば，可燃性液体だけでなく，地熱，太陽

熱，廃熱など，熱源であればその種類を選ぶことなくエネルギーをくみ出すことができる．

ガソリンエンジンのように爆発燃焼による空気汚染の心配が少なく装置も単純である．しか

し一方では，爆発燃焼を伴わないためトルクが得られない．そのため，蒸気エンジン，ガソ

リンエンジンにとって代わられた．しかし現在では加工技術が向上し，さらに新素材が開発

されるなど，従来よりも高性能なスターリングエンジンが開発されても不思議ではない．  

2222．．．．目的目的目的目的    

ディスプレーサ型スターリングエンジンを製作し，機械式回転計と接続し稼動状態を確認

する．また，発電機と接続し電力を取り出すことを試みる． 

3333．．．．基本原理基本原理基本原理基本原理    

 スターリングエンジンは空気の熱膨張を利用している．気体をすべて容器に閉じ込めて熱

を加えると，空気が膨張するため容器内の圧力が増加する．その後，冷却すると，空気は収

縮するため容器内の圧力は減少する．この空気の膨張・収縮を利用してピストンを上下動す

ることによりエンジンを回転させている．図1はスターリングサイクルを示す．①-②は等積

加熱と呼ばれ，空気(作動流体)の体積は変化せず温度が上昇する．②-③は等温膨張と呼ばれ

，加熱された空気が膨張する．③-④は等積冷却と呼ばれ，空気の体積は変化せずに，冷却が

行われる．④-①は等温圧縮と呼ばれ，冷却された空気が①の体積に戻る．このスターリング

サイクルを繰返すことにより，エンジンは回転する．このサイクルは原理的には内燃機関の

カルノーサイクルと同一とみなされ，熱効率の高いものとなっている 1)． 
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4444．．．．スターリングエンジンのスターリングエンジンのスターリングエンジンのスターリングエンジンの製作製作製作製作    

    

4444----1111 仕様仕様仕様仕様 パワーピストンφ10mm，ストローク8mm，容積量628mm3，フライホイールφ55mm 

5555．．．．まとめまとめまとめまとめ    

 スターリングエンジンは，ある程度の熱源があれば動かすことができます．熱源は内燃機

関のように化石燃料である必要はないので，とてもエコロジーな熱機関だと言えます．内燃

機関に取って代わるには技術的課題はいくつもありますが，将来的には発電所や各工場の排

熱をスターリングエンジンで再利用することが標準とされる時代が来るのではないかと思い

ます．原理そのものは非常に簡単なので皆さんが興味を持ってくれたらいいなと思います． 

 

文献文献文献文献    

1．スターリングエンジン－その生い立ちと原理－，兵働 務・米田裕彦，パワー社，    

1990，pp1-25． 

 

a)正面図 b)右側面図 c)等角図 

d)機械式回転計 e)機械式回転計の接続 

f)発電機の接続 

図2 スターリングエンジンの外観 
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切妻屋根切妻屋根切妻屋根切妻屋根にににに採光窓採光窓採光窓採光窓あるあるあるある軸組軸組軸組軸組のののの製作製作製作製作    

静岡県立天竜林業高等学校 

建築デザイン科３年 大桒 良太 須山 隼誠 田中 優 

                  持永 卓也 堤 澄 伊藤 和紀 伊藤 悠介 

あらまし 

切妻屋根に採光窓ある軸組の加工図及び加工方法をテーマとして、工作図をもとに「切

妻屋根に採光窓ある軸組」を製作するための研究を行った。特徴として、基本継ぎ手や

仕口などの加工方法を多く研究に取り入れるため、短材にできるだけ基本継ぎ手を取り

入れて、長材とした材で構成しているためより複雑な軸組みとなっている。                                                                                         

1 はじめに 

課題研究のテーマ「切妻屋根に採光窓ある軸組の加工」を選択した仲間 7 名と木造在

来工法による軸組構法について研究した。始めに番付けの方法、板図、尺づえ、柱づえ

の作成方法を、そして、高さ寸法の基準である峠墨を確認し主要な仕口・継手の加工図

をもとに加工した。加工に際しては、木材の元と末、木表と木裏のなどの確認や加工展

開図を部材に墨付けたあとの手工具（のみ・のこぎり）の扱い方などの加工手順を研究

した。高さ寸法の軒高は、土台下端から1160mm として、組立て易い高さとし、90mm 角を

基準とした若干小さめに設定した木造軸組である。この軸組特色は、切妻屋根の平軸組

みで、屋根には片流れの採光窓をつけ、たすき掛け筋交いのある大壁の部屋を中心とし、

両側に和室を設けている。                                                                            

2 軸組モデル（京呂組） 

腰掛け蟻継ぎ、大入れ蟻掛け 

腰掛け鎌継ぎ 

追っ掛け大栓継ぎ 

台持ち継ぎ 

金輪継ぎ 

兜蟻掛け仕口 

※ 使用部材の断面寸法                              

たる木 36mm×40mm  

火打梁 60mm×30mm 

火打土台 60mm×45mm 

間柱   90mm×35mm 

半間柱 45mm×35mm 

たすき筋交い 90mm×35mm  

地貫、胴貫、天井貫、内法貫  

75mm×15mm 

桁、梁、母屋、棟木、大びき、土台 

吊り束、小屋束 90mm×90mm 

天井廻り縁 38×36mm 
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3 さしがね術で部材へ接合加工図を墨付けし、墨を確認し部材の加工 

 

 

 

４ 切妻屋根に採光窓ある軸組組立過程 

土台の設置→柱の取付→はりと軒の取付→小屋束と母屋の取付→たすき筋交いの取付→小屋束と母屋の取付

→間柱の取付→吊り束と貫の取付→梁方向の縦入れ直しと貫への楔締め付け→たる木の取付→根太の取付→ 

軸組み完成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ まとめ    

提示された軸組製作を１年間にわたり計画的に研究し完成まで取組み発表用原稿まで繋

げることはたいへんなことです。そのため、初めに加工練習のための軒先廻り軸組みを1人

1人が加工しました。この後、与えられたテーマの加工図のテキストを研究し、加工の手順

を研究しながら取り組みました。このときに、先輩が残した作品などの実績を作業場で見る

ことができたことは、この研究が先輩からの継続的な研究であったことが大変役に立ちまし

た。また、軸組製作は、加工を分担して、他者が加工した部材と自分が加工した部材を接合

し一つの建物を作り上げていくことから、探究的な学習に加えて、「協同的に取り組む姿勢」

も研究できたと思います。建物を加工から組み立てまで 

の一貫した製作の研究にかかわることで、部分的での知識が総合的な知識に繋がってゆ 

き満足感や達成感も生まれました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工練習軸組み       切妻屋根切妻屋根切妻屋根切妻屋根にににに採光窓採光窓採光窓採光窓あるあるあるある軸組軸組軸組軸組    
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東日本大震災 仮設住宅についての研究 

 

静岡県立浜松工業高等学校 

建築科３年 柿本 都    山下 りせ  杉浦 遼  

  齋藤 亜貴未  山田 悠理  鈴木 菜月  

大野 育也   島沢 翔哉        

１ はじめに 

 平成 23年３月 11日に発生した東日本大震災から１年が経過した今でも、多くの方が仮設

住宅で暮らしていることを様々なニュースを通し知りました。 

 震災の大きなストレスが残る中、自分の家ではない「仮設住宅」に住むことの心理的スト

レスや生活の不便さなど、仮設住宅には多くの問題があることも同時に知りました。「仮設」

なので、期間限定の住宅であることは確かですが、その限られた時期をいかにストレスなく、

多くの人と助け合い過ごしていけるのかを考え、静岡県で震災が起きたと仮定し、浜松工業

高校の敷地内にどのような仮設住宅が必要かを考えました。 

 

２ 震災で使用される仮設住宅の問題点 

 ① 遮音性／隣室の問題 ※ 騒音問題として取り上げ研究しました。 

 ② 住宅の収納 

    収納不足を補うために家具などを購入し設置している世帯もありましたが、ほと 

んどの場合、追加した家具のせいで部屋が窮屈な印象をもたらしているようでした。 

 ③ キッチン／風呂／空調など設備 

    東日本大震災では、寒い冬を越すのに風呂の追い炊き機能が必要という意見やエ 

アコンの設置場所の問題、棚板やカーテンに風があたり上手く風が循環しないこと 

が原因でエアコンの効きが悪いという意見も多くありました。 

 ④ その他 

    買い物の利便性、交通アクセスの不便さ、近所づきあいの有無、子供の遊び場の有

無 

 

３ 遮音性の問題 

   仮設住宅で生活を送っている方々の悩みで“音”の問題は切実です。その原因は「壁

の薄さ」。トイレ、テレビ、会話など生活の音は筒抜けで隣人のいびきで目が覚めるこ

ともあるといいます。この騒音は、会話や安眠を妨げるなど、人々の生活に大きな障害

をもたらします。私たちは、“音”の問題に着目し、震災が起きた際、手に入りそうな

身近な材料（ダンボール、ベニヤ、新聞、毛布、スタイロフォーム）で仮設住宅の騒音

問題を軽減できないか検討しました。その結果、スタイロフォーム、ベニヤ、毛布、ダ

ンボールの順に吸音・遮音効果があることが分かりました。様々な工夫で騒音を軽減す

ることは可能という結果になりました。ただし、音の感じ方は人間の心と深く結びつい

ているため、仮設住宅での騒音は、震災という大きなストレスを抱えた心にとって大き

な課題であり、すべて解消することは難しいと結論がでました。 



 

 

５ 浜工仮設住宅 ～CREW～  

道がななめになっているので、

の通りも縦横だけでなく、自由に流

ことができ、人と人との繋がりが広

る人々との協力が大切なので交流

【 集会場の役割 】 

支援物資の配給／同じ世代の人達

まってラジオ体操ができる／集会所

子供の遊び場として活用でき、

的に集まることによって孤独死

 

４ 現代の仮設住宅 

６ 感想 

 今回の研究を通して、仮設住宅

昔に比べるとはるかに住みやすく

くあります。災害が起きると、年齢

て仮設住宅での生活を余儀なくされます

抱えていると思います。今回、様

はとても難しいと感じました。それと

てなくてはならない大切な物だと

７ 参考文献  坂茂建築設計 
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  （CRUWとは･･･仲間、友達のことをいう。） 

【 家の配置 】 

家の配置はななめに配置

した。配置を考えたとき、はじめは

くだけでしたが、その配置だと

ってしまう家があるということに

暮らしていく上で、日光は必要不可欠

ての家に日光を取り入れる、

たと思います。 

【 ななめの道 】 

、道のすき間から遠くの人の気配まで感じ取ることができます

流れるようになっています。そして窓越しで人

広がっていくと思います。仮設住宅だからこそ

交流という面でとても良いつくりになりました。 

人達が集まることで苦労や悩み、仮設住宅での

集会所に花壇を造り、そこで住人が花を育てながら

、また、そこで親が情報交換ができる／一緒に

孤独死を減らすことができる 

被災地のなかには十分な平地がなく、

設できないことがあります。宮城県女川町

建築家坂茂氏が提案した、海上輸送用コンテナを

２、３階建の仮設住宅があることを知りました

LDKが開放的になり、遮音対策を考えて設計

“隣の物音が聞こえない”と回答された

8.7％に対しコンテナ仮設住宅 26.3%でした

宅では比較的満足度が高く、これからの

でとても参考になりました。 

仮設住宅について初めて知ることがたくさんありました

みやすく快適なものになっていますが、まだ、解決されていない

年齢、性別に関わらず、その日を境に体育館等での

なくされます。その様な生活に被災者の方々はとても

様々な改善策を考えましたが、全ての人のストレスを

それと同時に、“建物”はどのような状況においても

だと改めて感じました。 

 http://www.shigerubanarchitects.com/ 

配置することが決まりま

はじめは縦に並べてい

だと日光が入らなくな

があるということに気づきました。

必要不可欠です。すべ

、ベストな配置になっ

ることができます。風 

人とあいさつを交わす

だからこそ、この場に住んでい

 

での生活などを相談／集 

てながら会話ができる／ 

に勉強ができる／定期 

、十分な仮設住宅が建

宮城県女川町の仮設住宅では、

コンテナを積み上げた

りました。旧型に比べ

設計されたコンテナは、

された世帯が、旧仮設住宅

でした。コンテナ仮設住

これからの仮設住宅を考える上

ることがたくさんありました。最新仮設住宅は 

されていない問題も多 

での集団生活、そし 

はとても大きなストレスを 

のストレスを取り除くこと 

においても、人々にとっ 
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Great East Japan Earthquake  A study of temporary housing 

 

1．Introduction 

  Some news media reported about the Great East Japan Earthquake.  One year has passed since the 

Great East Japan Earthquake, but even now, many people are living in temporary housing.  

 According to the news, living in temporary housing causes mental stress and inconvenience in daily life. 

There are many problems in temporary housing. Temporary housing is not for permanent living, but it 

should be better to live with less stress and inconveniences. On the assumption that a great earthquake 

happened in Shizuoka, we consider setting up temporal housing in Hamamatsu Technical High School. 

 

2．The problems with temporary housing that will be used in the earthquake 

  

①The problem of sound insulation 

 The people who live in the house became neurotic about ambient sounds, at the same time neurotic 

about the sounds they make. 

 

②The problem of storage space 

 Some people who are living in the house bought furniture to add more storage space. But most of them 

felt uncomfortable and cramped because of the added furniture. 

 

③The problems of kitchen, bath and air conditioning 

 In case of the Great East Japan Earthquake, it was so cold that they needed to reheat baths. The place 

where air conditioner should be set is also a problem. Because of the shelves and curtain, wind from the 

air conditioner didn't circulate well. 

 

④Other problems 

  Long distance from shopping places, inconvenient transportation, relations between neighborhood 

people, lack of play space for children. 

 

3．Noise problem 

 The problem of noise is a pressing problem for people who are living in temporary housing. The reason 

is thinness of the walls. It is impossible to block the noise of toilet, TV and conversations. Even  

neighbor's snore sometimes wakes them up. These noises cause a serious obstacle to daily life of the 

people. I examined the possibility to reduce the effect of these noises using the material which is familiar 

to me, for example; corrugated cardboard, plywood, blankets and Styrofoam. As a result,  the order of 

effectiveness of sound absorption and insulation is as follows; Styrofoam, plywood, blanket, cardboard. 

But noise problem is not only physical but also mental. The people who are living in temporary housing 

have big stress from the great earthquake, the stress make noise problems more severe for the people. 

Our conclusion is that we will not be able to solve noise problem perfectly.  
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4．HAMAKO temporary house ~CRUW~ (CRUW means mates and friends)   

  

[Placement of house] 

Housing will be placed diagonally. At first we thought that houses should be placed vertically. But we 

found that the sunlight will not come into all houses with vertical placement. Sunlight is so important for 

daily life. We think diagonal placement is the best placement to collect sunlight. 

 

[diagonal roads] 

Diagonal roads make people feel other people living in far away through the cracks between the roads. 

Winds blow from every direction freely. Each people exchange greetings through the windows and they 

can make good and strong relationships together. Friendship and mutual cooperation are very important 

for the people who are living in temporary housing. We think this housing placement is one of the best 

for them. 

 

[The role of meeting place] 

Distribution of goods. The same generation are talking together about their concerns and daily lives. 

People do radio gymnastic exercises together. People can place a flower garden in the meeting place  

and talk about various things. The meeting place will be used as a playing space for the children and 

parents can exchange opinions. Students can also study together. Meeting regularly prevents dying 

alone. 

 

4．Modern temporary housing 

 Some disaster stricken areas don't have enough flatland for the housing. We know this because of Mr. 

Shigeru Saka in Onagawa-cho, Miyagi Prefecture. He is an architect who devised two or three-story 

buildings built by stacking containers for marine transport. These containers were designed considering 

sound insulation performance. Compared to old type temporary houses, LDK in this container has 

become more open and friendly. 26.3%  of people who were living in the container said “No sound 

from next room can be heard”, compared to only 8.7 % of people who were living in old type temporary 

houses. The people living in the container temporary house's degree of satisfaction is comparatively 

higher, and this fact is a good hint to consider better temporary houses in the future. 

 

6．Comments 

 We learned a lot thorough this study. The newest temporary houses are more comfortable than old ones, 

but there still be many unsolved problems. After a big disaster, regardless of age and sex, people should 

live in a school gymnastic or temporary housing. These people feel huge stress in daily life. In this study, 

We thought of many ways to improve daily life, but finally we came to think that it is so difficult to reject 

all the stresses of everyone. We also think the buildings are essential for all people, in all situations. 
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食品のカロリー簡易測定法の確立 

 

静岡県立浜松工業高等学校 

システム化学科３年 沖村璃子 金城磨奈 髙林未来 

 

１．はじめに 
最近の市販の食品には、カロリー表示がしてあります。そのため、それら食品は健康

を考えたり、体重を気にしたりしている人たちにとっては摂取カロリーが簡単にわかる
ため、とても便利です。しかし、手作りをした食品のカロリーは、材料などを参考に計
算しないといけないため、大変です。そこで、私たちは、簡単に食品のカロリーを測定
できる方法を見つけ、その測定法の妥当性を検証しました。 

 

２．概  要 
   私たちは、食品を燃やしたときに出る熱（燃焼熱）をうまく利用すれば、その食品が

持っているカロリーがわかるのではないかと考えました。そこで、食品を燃やしたとき
に出る熱を水に与え、その水の温度変化から食品のカロリーを求めることにしました。
そして、実験で求めたカロリーと文献値のカロリーを比較し、本測定法の妥当性を検討
しました。 

 

３．食品の燃焼熱の測定法 
（１）三角フラスコの中に、正確に水を60ml加え、温度計の取り付けたゴム栓でフタを

し、スタンドに固定します。 
（２）完全に水分を飛ばした食品の重量を正確にはかり、それを三脚の上の金網に置き、

点火棒などを利用して、燃やします。 
（３）食品が燃焼しはじめたら、熱が逃げないように、三角フラスコと燃焼物を空き缶

で囲み、さらに外部と断熱するために全体を雑巾などで覆います。（図１参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）食品が完全に燃焼したことが確認できたら、三角フラスコ内の水の温度変化を記

録します。 
（５）水の温度上昇より、食品サンプル１gあたりの熱量を以下の式を利用して求めま

した。 
 
 
 

  食品１gあたりのカロリー[kcal/g]＝                     ×水の比熱 
 

 
 
 
 

図１ 食品の燃焼熱測定時の様子 

装置の概念図（断面） 

サンプル 

温度計 

空き缶 

三脚 

スタンド 

測定時の実際の様子 

断熱のため

の雑巾 

三角フラスコ内の水の温度変化[℃]×60[ml] 

食品サンプルの質量[g]×1000 
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４．結  果 

表 1 水の温度変化より求めた食品のカロリー 

食品サンプル 実験値の平均値[kcal/g] 文献値[kcal/g] 

胡桃 2.22（n=4） 6.18 

マカダミアンナッツ 2.64（n=3） 7.60 

油揚げ 0.59（n=3） 3.80 

                 ※実験値の平均値内にあるnは測定回数 
 

表 2 食品が完全燃焼するまでの時間 

食品サンプル 完全燃焼までの時間[s] 

胡桃・マカダミアンナッツ（約0.3g） 約 120 秒 

油揚げ（約0.6g） 約 106 秒 

 

５．考  察 
この測定法において、食品の燃焼熱をすべて水に与えることは不可能であることは予

測できていたので、実験で得られた値に補正係数をかけることで、実際の食品のカロリ
ーを求められるだろうと考えていました（式①）。 
           文献値＝補正係数×実験値・・・・・① 

しかし、実際に測定をしてみると食品によって補正係数が異なることがわかりました
（表３）。 

 
表３ 各食品の補正係数 

食品サンプル 補正係数[－] 

胡桃 2.8 

マカダミアナッツ 2.9 

油揚げ 6.4 

 
これは、食品中の燃焼完了までの時間に関係があると思われます。油分の多い食品は、
少量でも長く燃焼しており、水に熱が伝わりますが、油分の少ないものは量の割に燃焼
時間が短いために、うまく水に熱が伝わっていないのだろうと考えています。 

 

６．ま と め 
    ・ドライフルーツやドックフードなども乾燥させて燃やしてみましたが、完全燃焼する

食品は少ないため、この測定法で扱える食品は限られる。油分の多い食品は比較的
に完全燃焼するものが多い。 

・ この測定法は、食品により補正係数がことなるため、食品ごとの補正係数を求める
必要があるため、オールマイティーには使えない。 

 

７．感  想 
私たちの研究は、授業や実習で扱わないような珍しい分野であり、過去の取り組みも

文献も少なく戸惑う場面が多かったです。一番苦労したことは、燃焼する食品を探すこ
とです。今の時点では３種類の食品でしかデータが得られていませんが、今後、もっと
多くの食品で実験を重ね、この測定法の妥当性を検討していきたいと思います。 

 

８．参考文献 
  「身近な化学実験Ⅰ 中・高校生と教師のために」 日本化学学会訳編 丸善株式会社 
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風呂敷風呂敷風呂敷風呂敷    

 

静岡県立浜松工業高等学校 

デザイン科３年 山下あい 

 

１１１１    あらましあらましあらましあらまし    

 日本では昔からおすそわけ、お中元、お歳暮、プレゼント、といった物のやりとりを行っ

てきました。その際、物だけを渡すことは少なく包装して渡すことが多いと聞きました。現

在の日本では、過剰包装や資源の面が問題視されています。そこで私は、日本の伝統的な包

みである風呂敷に注目しました。風呂敷の起源は、室町時代に大名が入浴する際に衣服を間

違えないよう家紋を付けた布に、脱いだ服を包んだところから始まり、江戸時代になると全

国に広まっていったそうです。風呂敷は、包むものの大きさ、形状を問わず包むことができ、

使用しない時は、たたんで小さくすることができます。何度でも、方法を問わずに使用でき

るという点に惹かれ、私は風呂敷を制作することにしました。ただ風呂敷を作るだけならば

既製品の布で作ることができますが、私は、デザイン科で学んだことを生かし、柄を自分で

考えてみたいと思ったので一から自分で制作することにしました。風呂敷は、昔の物という

イメージが強く柄も着物などに使用されるような文様を思い浮かべますが、私は、風呂敷を

鞄のように身近で普段も使えるようにしたいと思い、老若男女使えるデザインを考案しまし

た。 

 

２２２２    制作過程制作過程制作過程制作過程    

   

① 市場調査、アイデア →   ②版を彫る    →   ③糊をおく 

   

→④ふのりをおく    → ⑤染料、定着液を塗る → ⑥水洗いして糊を落とす 
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初めに、私は巷にある風呂敷を調べました。伝統的な風呂敷、海外の人の考案した風呂敷

を見比べ、色や柄のヒントを得ました。風呂敷は、まずアイデアスケッチをもとに模造紙に

下書きをし、それを版に転写します。色を塗らない所をカッターで切りとり、色が入るのを

防ぐために糊をおきます。次に、裏面に針のついた竹のくしを刺して布を伸ばします。全体

に布糊をおき乾かした後、染料を薄め液で薄めて色を作り刷毛で１色ずつ色を塗ります。そ

して、定着液をかけ水洗いし糊を落として乾燥させます。最後に余分なところを裁断して糸

がほつれないように縫えば完成となります。 

 

３３３３    完成作品完成作品完成作品完成作品    

（サイズは風呂敷の一般的なサイズとされる750×750mm） 

 

 

 

 

 

 

 

瓶を包む         巾着包み               四つ結び 

     

 

４４４４    まとめまとめまとめまとめ    

 風呂敷を作るには、多くの手順を踏むとともに丁寧に作業する必要があり、自分が想像し

ていた以上に時間がかかりました。物を自分の手で作るということは難しいと感じましたが、

その分やりがいや達成感も得られました。今回、風呂敷の柄を自分で考え、一人よがりのも

のとならずに老若男女問わずに使えるデザインを目指しましたがアイデアがまとまりません

でした。制作した風呂敷で実際に物を包んでみたところ、食糧、容器と何でも包むことがで

きました。また、強度もあるので現代の紙包装に代わって風呂敷で包装することは可能だと

思います。昔の人の知恵は現代でも十分生かすことができると分かりました。 

 

 

 

 

 

 



 

- 97 - 
 

コンクリートカヌー製作 

 

静岡県立浜松工業高等学校 

土木科３年 伊 藤  慧 川 嶋 大 輝 白 井 聖 人 鈴木万梨乃 

 田 辺 響 己 松 浦 紘 幸 森 下  隼 渡 辺 啓 介 

 

はじめに 

 私たちは、授業でコンクリートについて学んできました。そこで今まで学んできたことの

集大成として何かを制作したいと考えたところ昨年の先輩方の話を伺いコンクリートカヌー

を作ろうと決めました。私たちも初めはそうでしたがコンクリートカヌーと聞くと水に沈ん

でしまうと思いませんか？ 

 確かにコンクリートはとても重く(比重2.3）水に浮かぶ所を想像するのは難しいと思いま

す。ですから私たちは水に浮かび人が乗ることができるカヌーを作製し今までみなさんが考

えていた『コンクリートは重く水に沈む』というイメージを変えたいと思いカヌー製作に取

り組みました。 

 

カヌーを制作するにあたり、コンセプトを決めました。 

１・全ての作業を楽しむ。 

２・みんなが乗りたくなるカヌーを制作する。 

３・軽量化を行い、少ない人数で運べる重量にする。 

４・低予算で２～３人乗っても丈夫なカヌーを制作する。 

 

カヌーの形状 

カヌーの胴体部の長さを、昨年のカヌーよりも長くすることによって、昨年よりも 

バランス良く、安定性のあるカヌーにしました。また、木材で船を作製する際、底面と側面

が接触する辺に必ず角ができてしまうのでそのような所は、コンクリート面を丸く施工する

ことによって水の抵抗を軽減できるようにした。他にも、船の前後を対象にすることで、“カ

ッコよさ”というものにもこだわった。ほかにも好きな色をペイントする等みんなで楽しむ

ということを重視した形状になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  設計図             
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施工計画 

 昨年のカヌーは、施工ミスをして接合部分がずれてしまっていたが私達が作ったカヌーは

接合部でのミスをしないように施工計画を行いそれに順じて行った。 

材料 

躯体をきれいな形にするため木材の部分を3つに分けて製作した。また、剛性を出すため、

船首、船尾に2本ずつ、中心の船体に6本の梁を作り浸水を防ぐため木材の接合部にシリコ

ンを打ち防水した。 

今回は、躯体の材料として２種類のセメント材料を使用した。 

まず、強度を持たせるために、普通ポルトランドセメントモルタルをメインとし、17㎜程度

の厚みを出した。次に普通ポルトランドセメントモルタルでは、仕上げ面が粗くなるので、

仕上げとしてプレミックスモルタルを3mm程度の厚みを持たせ、躯体全体をきれいに仕上げ

た。また、クンクリートだけでは水に浮かべた際に人が乗るだけの強度が出せなかったため

木材で躯体の内面を製作し、コンクリートの弱点である引張りに対応させ型枠の場合に出る

廃材をなくした。 

 

結果 

強度は問題なく3人まで乗れたが、バランスが悪くそれ以上は乗れなかった。 

船の喫水面を平滑に仕上げた為抵抗が減少し去年のカヌーと比べ移動が素早くできた。 

カヌーは残念ながら浸水してしまった。原因としては、カヌーを運ぶ際に防水剤がとれたか

隙間があったと考えられる。しかし今年は昨年に比べて廃材を少なくすることができたが昨

年に比べ船体の重さが約40kg増となってしまい8人でも少々きつい重さであった。 

 

今後の改善点 

船のバランスが悪く、2 人以上乗ると不安定になってしまったので、船の外部にバランスを

とるためのフィンをつける、船体の幅を広げるなどの計画をしたい。そして、もっと防水対

策を徹底しないといけないと強く感じた。合わせて計量化するにはどうすればよいかをもっ

と研究していきたい。 
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ゲームソフトの制作 

                           静岡県立浜松工業高等学校 

                   機械科３年  足立大騎 大貫晋太郎 森上智弘 

１．あらまし 

 私たちは、様々な人が楽しめるものをつくりたいと思い、本格的なRPG（Role Playing Game）

の制作をしました。さらに、ゲームづくりを通してプログラムの理解を深めました。 

２．はじめに 

 今回の制作では、Web 上のフリーソフトを利用しました。また、モンスターの画像や BGM

などもフリー素材を利用しました。 

３．制作過程 

 （１）企画 

    まず、どんなゲームにするかをメンバーで話し合い、大まかなシナリオやキャラクタ

ーを決ました。 

 （２）構成 

    話し合った内容を元に、具体的にまとめていく。また、使用するソフトを決定し、

機能、使用方法を理解しておく。 

 （３）マップ制作 

    ツールを使用し、１６ピクセルのタイルチップ(ドット絵)で草原や、洞窟などのマ

ップを作った。 

 （４）キャラクター設定 

    主人公やパーティメンバー、モンスターの設定をした。キャラクターはドット絵と

変数で構成しました。その中でも、能力(パラメータ)の設定が難しかった。ほどよい

強さに設定する必要があり、さじ加減が難しかった。 

 （５）ストーリー設定 

    作ったマップやキャラクターに、ストーリーを入れていく。また、イベントをつく

りストーリーと絡ませたりした。その際、うまくイベントが起動しなかったり、フリ

ーズしたりするバグが発生することが多くあった。 

 （６）デバック 

     一度、ゲームをプレイし、バグや文章のミスなどを修正していく。キャラクターが

強すぎたりする場合もあり、それも設定しなおす。デバックの基本的な手順は以下で

ある。 

     １．バグの存在を認識する 

     ２．バグの発生源を分離する 

     ３．バグの原因を特定する 

     ４．バグの修正方法を決定する 

     ５．修正し、テストする。 

    初めは、なぜバグが発生しているのか分からず苦労した。しかし、作業を覚えるにつ

れて作業効率の向上や高度な制作が可能になった。 



 

 

 

    ↑使用したキャラの       

     ドット絵。 

 

基本的には(３)～(６)

合は、その都度メンバーで

 

４．考察 

・今回の制作を通してプログラム

・５月から制作していたが、大量

った。 

・システムも単純なものが多かったため

きたらよかった。 

 

５．感想 

ゲーム制作はプログラムや変数

ていないことだらけで、一から

て感じた。なお、ゲームは学校

ので完成した作品に仕上げる必要

というコンセプトで作成するため

システムも簡単でわかりやすいもので

ルも入れたりした。しかし、シンプルにしすぎるとシナリオの

くなるということも分かり、絶妙

次回こういった機会があったら
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            ↑デバック作業中の様子

)繰り返す。また、途中でストーリーやシステムを

メンバーで話し合い、全員が納得するようにした

してプログラム、ゲーム作成の基礎的な知識を学ぶことができた

大量のバグのせいで終わり(エンディング)までつくりきれなか

かったため、『職業』などといったもう少し複雑

変数の設定が複雑で、慣れるまで大変だった

から自分で学んでいくことが難しいことだと、

学校の文化祭で展示し、実際に体験してもらうということだった

必要があった。先ほど述べたように、『誰にでも

するため、子供でも理解ができるシナリオにするの

でわかりやすいもので統一し、操作では悩むことがないようにチュートリア

シンプルにしすぎるとシナリオの演出が薄くなり

絶妙なバランスでなければならないということも

があったら、反省を踏まえて挑戦してみたいと思います

 
様子 

でストーリーやシステムを変更する場

するようにした。 

ぶことができた。 

までつくりきれなか

複雑なものも使用で

だった。授業でも学習し

、制作を通して改め

してもらうということだった

にでも楽しめるゲーム』

ができるシナリオにするのが難しかった。

むことがないようにチュートリア

くなり、伝わりにく

なバランスでなければならないということも学んだ。 

います。 
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PLCPLCPLCPLC 制御制御制御制御をををを用用用用いたいたいたいた自律動作自律動作自律動作自律動作ロボットのロボットのロボットのロボットの製作製作製作製作    

 

静岡県立浜松工業高等学校 

機械科 3年 秋葉 周也  岩井 勢希哉 

 伊東 駿平  大石  敦也 

仲山 隆介  畑堀  旭宏 

 

1.  1.  1.  1.  はじめにはじめにはじめにはじめに    

私達は、課題研究でロボットを製作することにした。自律走行を行い、人

を認識したときには、挨拶などコミュニケーションをはかることができるロ

ボットを実現するため、PLC 制御を用いることにした。 

 

2.  2.  2.  2.  本体本体本体本体のののの製作製作製作製作    

2-1 設計方法 

   3D CAD を使用し、モデルとなる本体を設計。それを元に材料の選定を行

い、設計図を完成させた。 

2-2 構成部品 

ステンレスボウル、スタイルフォーム、アルミ板、塩化ビニール板 

廃棄椅子、アルミ角パイプ、ねじ、木板、ナット、結束バンド、レール 

PLC 本体、リレー×8、軸×4(SS400)、スプロケット大、スプロケット小 

ラダーチェーン×2、モータ×2、ウォールバケット×2、タイヤ×2 

人体感知センサ×2、30 秒ボイスレコーダー×2、スプレー(白,空色) 

2-3 構成 

2-3-1 胴体 

     ベースにはをステンレスボウルで採用し、エアプラズマ切断を用い

て、成形していった。ボウルの内側に、PLC・リレー・センサなどを乗

せる木板を円形に加工し、結束バンドを用いてボウルに固定した。下

穴および剥き出しになる足の付け根を隠すために、足回りをガーデニ

ング用ウォールバケットで囲った。 

2-3-2 頭部 

     材料にはスタイルフォームで採用。円形に切断したものを 4 層重ね

接着材で固定した。重ね合わせたものを滑らかな半球状になるように、

サンドペーパーなどで表面を整え、白色のスプレーで塗装した。胴体

へのはめ込み部を別に製作することで、ステンレスボウルとのはめ込

みを調整した。 

2-3-3 脚部 

    ４輪で製作し、前輪（２輪）を駆動

輪、後輪（２輪）を従動輪とした。駆

動輪を固定するために、アルミ板を箱

形に折り曲げることで前脚を製作。 

内側にモータを取り付け、かさ歯

車・スプロケット・ラダーチェーンを

用い、タイヤへの動力伝達機構を構成。 

後輪は廃棄椅子の必要部分を切断

して利用。胴体と脚部をつなぐための 

骨組みは、アルミ角パイプで製作。 

    

図１ 前輪駆動部の
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3.  3.  3.  3.  PLCPLCPLCPLC 周辺周辺周辺周辺のののの電気回路電気回路電気回路電気回路    

電源には 7.2V のバッテリーを使用し、モー

タにはリレーを介して 7.2V のまま接続、PLC

にはコンバータを利用して 24V に昇圧して回

路を接続した。 

 PLC の入力には、プログラムのスタート信号

を１本、人体感知センサからの信号を２本接

続し、出力には、左右モータの正転・逆転を

制御する信号を４本、ロボットに記憶させた

言葉を再生する信号２本を接続した。 

 

4.  4.  4.  4.  プログラムのプログラムのプログラムのプログラムの作成作成作成作成    

ロボットの動作として、「車輪を使った駆

動」と「センサを用いたコミュニケーション」

の２つについて、プログラミングを行った。 

プログラミングソフトは、パナソニック社

の FPWIN GR2 を利用し、ラダー図で構築して

いった。 

プログラミングの流れは、図３に示したフ

ローチャートのようになっている。 

プログラムは、文化祭展示エリア 3ｍ×2

ｍの範囲を想定し、その中を動き回り続ける

よう自己保持回路にて制御を行った。 

また、センサのスキャン範囲をコミュニケ

ーションを想定し、1ｍ前後で人間を感知でき

るよう設定した。 

  図４に示したものが、 

 実際に作成したプログ 

 ラミングのラダー図の 

 一部を抜粋したもので 

 ある。 

 

 

 

 

 

 

5.  5.  5.  5.  結果結果結果結果・・・・考察考察考察考察    

当初の目標は、移動をしながら人を感知し、

止まってからコミュニケーションをさせる

予定だったが、駆動部を理想どおり動作させ

ることができなかった。 

問題としては、本体の重量の想定ミス、動

力伝達機構の細部の甘さなどが上げられた。 

初期の予定通りの仕上がりとはいかなか

ったが、仲間で工夫をこらし、形にできたこ

とはグループ全体の利益に繋がったと思う。 

図 2 ロボット内

図４ ラダー図 

図５ ロボット完成

Yes 

電源ON 

ロボット 

会話 

No 
センサ 

検知？ 

図 3 フローチャー

プログラム 

スタート 

モータ駆動 

(指定範囲) 

走行を 

継続 
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放電検出器の開発とその実用化 

静岡県立浜松工業高等学校  

電気科３年 池沼 佑樹 内山 大也 

桂田 竜児 黒栁 達也 堀内 湧介 

あらまし 

平成 23年 3月に東日本大震災が発生し、その復旧作業

の過程で、電気設備が最も素早く行われてきました。ただ、

早急な作業には施工不備も発生しやすく、津波での塩水進

入で絶縁不良が多く発生しています。また、高度経済性成

長に伴い、大量に敷設された設備も老朽化が進んでいます。

そこで、炎に反応する感知器が放電にも反応することに着

目し、異常放電を感知する装置を開発することを考えまし      

た。本研究は、平成23年度より実施している課題研究テー     UV トロン外観 

マの継続研究です。本年度は、実用化及び製品化を目指します。                

 

１ はじめに 

炎センサ UVトロンとは金属の光電効果とガス増

倍効果を利用した紫外線ON-OFF センサです。可視光線

には反応しません。また、太陽からはこの波長の紫外

線が出ていますが、オゾン層等によってカットされる

ため、地上には届きません。よって太陽の光には反応

しません。放電現象を利用しているため、検出感度が

高く十分な出力感度が得られますので、高感度・高速

応答の紫外線検知ができます。現在は、大型ボイラー

の燃焼監視装置や放火検知器として利用されています。

外観は直径5～15mmくらいで長さが30mmくらいの物が

多いようです。ネオン管とよく似ています。国内では

唯一、「光電子増倍管」で有名な浜松ホトニクスで製造 

しています。 

 

２ 開発の目的 

現在、異常放電の検出には超音波式放電検出器が実用化されています。「ウルトラホン」「リ

ークホン」という製品として普及しています。この装置の原理は、放電時に発生する特殊な

周波数の音を増幅する装置です。放電の検出をスピーカーから音声で知らせます。この装置

の特徴は、構造が簡単で高感度に反応します。欠点も存在します。それは、音に反応してい

るので、放電以外の音にも反応します。また、音は拡散しやすく、反射波が強く発生し、放

電源の特定が困難です。つまり、この装置は、調べようとする電気設備において、何か音が

出ているが、放電しているのかはっきりしない。どこから放電しているかはっきりしないの

で、集音マイクを近づけて探す。となります。この件について問題点があります。 
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（１）問題点 

１ 放電か否かは断定できない 

２ 高圧受電設備に近づくので測定に危険を伴う 

３ 高所などの箇所は、近づけないので放電場所の特定が困難 

（２）UVトロンを使うと次の点が問題点が解決できる 

１ 放電現象か否かを判断する（放電現象のみに反応する） 

２ 離れた場所から放電位置を特定できる（光は指向性が高い） 

この２点が解決できます。 

 

３ 開発状況 

（１）検出器の製作（2号機、3号機） 

１号機は平成23年度に 22台製作し、中部 

  電気保安協会等で使用していただきました。 

使っていた方に、不具合な箇所をアンケ 

ートでお聞きしました。その箇所を直して2 

号機を製作しました。 

（２）主な改良点（2号機） 

・自動的に電源が切れる装置を付ける 

・装置の示す箇所をレーザポインタで示す 

（３）主な改良点（3号機） 

・省スペース化１（ケース変更） 

・省スペース化２（電池変更）単三電池8本→積 

層電池006P 1 本 

・軽量化約700グラム→200グラム 

・電子基盤製作（原板を専門業者が設計） 

・パンフレット制作  

 

４ 今後の予定 

３号機を実用機として近隣の電気設

備点検を行っている方に配っていく予

定です。無料・有料は未定です。組み

立て代を含まない材料費は、約17000

円です。しかし、基盤設計費や組み立

て加工費を入れるとその数倍の金額に

なります。 

   

５ 参考文献 

炎センサ UVトロン説明書（浜松ホトニクス（株）） 
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実用的実用的実用的実用的なプログラムのなプログラムのなプログラムのなプログラムの開発開発開発開発    

 

静岡県立浜松工業高等学校 

情報技術科 髙山郁彦 

    

はじめにはじめにはじめにはじめに 

 工業高校では、必修科目として「情報技術基礎」を学ぶ。その中でプログラミングについても学習する。そ

こで C 言語などでプログラムを作成するが、ここで作成するプログラムは普段私たちが使っているアプリケー

ションなどには程遠く、誰かに使ってもらえるような「実用的なプログラム」とは言えない。実際に誰かに使って

もらえるプログラミングを学習してこそ意味があるのではないだろうか。 

 そこで、私は近年、急速に普及し始めているスマートフォンのアプリケーションを題材にして「実用的なプロ

グラム」の開発を行った。 

 

高校生高校生高校生高校生とスマートフォンとスマートフォンとスマートフォンとスマートフォン    

    2012 年 4 月に行われたリクルート進学総研の調査によると、高校生が自分専用のものとして所有してい

るデジタル機器の 1 位は「携帯電話」で 67.2％、2 位が「スマートフォン」で 36.5％、3 位は「ノートパソコン」

で 34.5％だったが、高校生のスマートフォン所有率は昨年と比較し、2.6 倍に増加している。 

 また、Google の調査によれば、日本はスマートフォンの中で Android 端末が全体の約 55％を占めている。

すなわち、私たち高校生にとって Android 端末は身近なデジタル端末であると言える。 

 そこで今回はこの Android 端末向けのアプリケーションの開発の研究を行った。 

 

AndoridAndoridAndoridAndorid ノススメノススメノススメノススメ 

 Androidのアプリケーションは Java 言語で作成する。開発のために、インターネット上で無料配布されてい

る Eclipse という統合開発環境に ADT(Android Developer Tools)プラグインをインストールして使用した。 

 この Eclipse、ADT は Windows、Mac OS X、Linux 上で使用でき、ADT のホームページ

(http://developer.android.com/sdk/index.html)からダウンロードして、必要なツールを選択、インストール

するだけで簡単に使用することができる。 

 

 

 

 

 

    

    

   ・ 

 

 

 

Eclipse でアプリケーションの画面レイアウトを作成している。 
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はじめてのはじめてのはじめてのはじめての AndoridAndoridAndoridAndorid プログラミングプログラミングプログラミングプログラミング 

 今年、ロンドンオリンピックが開催されたということで、オリンピック・パラリンピックに関する簡単なクイズアプリ

を作成した。 

 Android アプリには、アプリケーションの動作に関する Java プログラムと、画面のレイアウトを決める XML フ

ァイルが必要である。Eclipse の ADT プラグインには Android 端末のエミュレータなども含まれていて、動作

を確認しながら簡単に開発ができる。 

 また、プログラムや画面レイアウトの雛形などがあり、関数の使用方法なども表示されるので、とてもスム

ーズに作業が進められた。 

 

・プログラムの雛形 

簡単なプログラムであればこの雛形に少し書き加えるだけで作成できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ・作成したクイズアプリ 

           

まとめ・まとめ・まとめ・まとめ・感想感想感想感想 

 今回のアプリケーション開発で、Android端末で実際に使用することのできる、実用的なプログラムの作成

をすることができた。 

 このクイズアプリは 10 時間という短い時間で、とても簡単に作成ができた。開発サポートツールや、インタ

ーネット上にサンプルプログラムなどが多くあるため、これまでプログラムに触れたことのない人でもアプリ開発

ができるのではないだろうか。 

 そして、Android のアプリケーションの開発を学ぶ人が多くなれば、Andoird のさらなる発展にもつながり、

私たちの生活に役に立つと思う。 
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電気電気電気電気エネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギーに依存依存依存依存しないしないしないしない涼空間涼空間涼空間涼空間のののの創造創造創造創造    

 

静岡県立浜松城北工業高等学校 電子科 3年 

松尾 亜美  小枝 美香 

植嶋 早紀  戸井 佳栄 

 

あらまし 

 我が校では「地球に優しいエンジニアの育成」を目指している。そこで私たちは、電気エ

ネルギーに依存せず、涼空間をつくるため取り組んだ。 

 

１．はじめに 

 夏にはクーラーに依存している人が多いが、それは電気エネルギー消費量を加速度的に増

大させている。去年の課題研究で先輩方がやっていた緑のカーテンが効果的であったため、

今年も緑のカーテンに取り組んだ。しかし、緑のカーテンで壁からの熱が伝わることは抑え

られたが、屋上からの熱も伝わり最上階が暑くなってしまったため、それを改善すべく研究

を始めた。 

 

２．実験 

＊実験材料 

 ・寒冷紗(農業用遮光シート)    ・水入りペットボトル   ・すのこ 

・建材用断熱材(発泡スチロール)   ・反射材(アルミテープ)   ・人工芝 

 

 調達が可能で安価な身の周りの物を挙げ、その中から屋上に敷いたときに直射日光を浴び

ても熱をコンクリートに伝えない素材であることをポイントとして、ブレーンストーミング

を実施したところ、以上６点が候補として挙がった。さらに、これらを単品として扱うだけ

でなく、複合することにより効果が上がるのではないかと考え、表１の１１品目を実験の対

象とすることにした。 

 また比較対象として少々高価ではあるが、市販の“ベランダ用断熱マット”を使用した。 

 

番号 名称 すのこ 人工芝 寒冷紗 断熱材 ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ ﾍﾞｯﾄﾎﾞﾄﾙ 

 １ すのこ ○      

 ２ 人工芝  ○     

 ３ 寒冷紗   ○    

 ４ すのこｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ ○    ○  

 ５ すのこ人工芝 ○ ○     

 ６ すのこ断熱材 ○   ○   

 ７ すのこﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ ○     ○ 

 ８ すのこ寒冷紗 ○  ○    

 ９ すのこｱﾙﾐ断熱材 ○   ○ ○  

１０ すのこ人工芝断熱材 ○ ○  ○   

１１ すのこｱﾙﾐﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ ○    ○ ○ 

表１ 実験対象の組み合わせ 
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 実験は図 1のように屋上に簡易的な装置を設置し、8:00

～17:00 の間で１時間ごとに遮蔽物の下の屋上コンクリー

ト温度を、放射温度計を用いて測定した。測定結果は表２

のとおりである。 

“ベランダ用断熱マット”も同じように測定した。 

 

３．結果 

番号 名称  8:00  9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 

気象庁発表気温（参考） 27.5 29.0 30.0 31.1 31.3 31.5 31.1 31.0 30.1 29.0 

 １ すのこ 23.1 26.2 30.2 30.6 31.4 31.8 31.2 31.3 28.7 27.6 

 ２ 人工芝 31.3 35.9 39.3 41.4 39.2 39.0 38.6 36.8 33.4 30.1 

 ３ 寒冷紗 30.7 34.4 41.2 45.5 45.8 44.4 42.4 42.3 35.9 33.1 

 ４ すのこアルミテープ 25.0 27.5 31.8 32.4 33.3 32.2 33.4 32.9 29.8 28.9 

 ５ すのこ人工芝 26.0 29.3 34.5 35.0 36.2 35.1 36.3 34.1 31.6 30.5 

 ６ すのこ断熱材 26.1 28.0 30.4 31.4 31.7 32.5 33.9 31.9 31.1 30.1 

 ７ すのこペットボトル 23.9 26.7 30.2 30.9 31.4 32.4 32.9 32.8 31.5 29.8 

 ８ すのこ寒冷紗 25.3 28.8 31.3 32.1 32.9 34.0 35.4 34.3 31.0 29.1 

 ９ すのこアルミ断熱材 27.4 29.0 30.9 30.3 30.9 31.9 33.6 31.6 30.3 30.1 

１０ すのこ人工芝断熱材 26.9 29.0 31.4 31.9 33.7 33.8 35.4 33.9 32.9 31.3 

１１ すのこアルミペットボトル 23.8 26.6 30.1 30.3 31.3 32.7 33.6 33.4 31.9 30.8 

 ベランダ用断熱マット 20.6 23.4 27.0 28.4 29.1 30.7 30.3 28.9 27.5 25.1 

コンクリート剥き出し 26.4 33.2 38.1 40.4 42.1 43.8 42.5 39.1 38.8 34.3 

 

 

このデータから読み取った内容を、ＫＪ法(親和図法)を用いて４つにまとめた。 

 

結果１：太陽光遮断材として期待した人工芝や寒冷紗は蓄熱作用が大きく、逆効果である。

反射材も大きな効果がない。 

結果２：すのこにはとても効果がある。このことから、涼しくするためには遮光だけではな

く、風通しも必要だということが推測できる。 

結果３：水入りペットボトルは、午前は効果があるが、午後は逆効果である。 

結果４：やはりベランダ用断熱マットはダントツの効果があり、昼間時間帯では５度以上の

体感温度低下が期待できる。 

 

６．まとめ 

今回の研究では、すのこの構造が蓄熱防止に適しているとわかった。ならば、いらなくな

った材木を組み合わせてすのこの構造を真似て作れば、代用品として使用することが可能な

はずである。このようにアイディア次第で涼空間を作ることができる。さらに最適な方法に

ついて、来年の電子科３年生に継続して研究して欲しい。 

 最後に、今回の研究テーマを推進するにあたり、緑のカーテン育成に多大なる貢献をいた

だいた先生方、台風接近の際にネットの上げ下ろしを手伝ってくれた級友たち、本当にあり

がとうございました。 

測定日：平成 24 年８月 25 日 天候：晴れ（日照時間率 1.0） 湿度 60％ 南風 4.4m 気圧 1017hPa 

表２ 屋上コンクリート温度測定結果 

図１ 屋上に設置した測定装置 



 

 

緊急警報放送

あらまし 

 私たちは課題研究において、

し、デコーダの作成に取り組みました

 

1. はじめに 

平成 23年 3月 11日に発生

放送には大きく二種類があります

震の主要動(S波)到達前に発生

Warning)。そしてもう一つが

送です。この放送の開始時

ではこの信号音を解析し、

2. 信号音の仕様とその復調 

 緊急警報放送は大規模災害

受信機の電源を自動的にオンにする

る信号音は、種類・地域・

することで出来ています。

緊急警報放送の信号音は

を640[Hz]、1の信号を 1,024[Hz]

は郵政省告示第405号で細

今回この信号音を解析するために

して回路を組みました。この

図1 FSK
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緊急警報放送の解析とデコーダの作成 

 

静岡県立浜松城北工業高等学校

電子科3年 伊藤剛一郎 鵜飼

瀬戸 弘一 高橋

 

、緊急警報放送(EWS～Emergency Warning System

みました。 

発生した東日本大震災のように、大規模災害

があります。一つはこの震災で多くの人が接する

発生を知らせる緊急地震速報(EEW～Earthquake Early 

つが大規模地震や津波警報の発表などを知らせる

開始時と終了時にはピロピロ…と聞こえる信号音

、デコーダの作成について報告します。 

大規模災害の発生を知らせるとともに、待機状態の

にオンにする機能があります。この放送の開始時

・年月日時を周波数偏移変調(FSK～Frequency 

。 

は無線設備規則などで決められています。具体的

1,024[Hz]とし、64[bps]の速度で伝送します

細かく規定されています。 

するために、新日本無線株式会社製FSK復調器

この回路図を図1に示します。 

FSK 復調器 NJM2211 を使用した信号音復調回路

静岡県立浜松城北工業高等学校 

鵜飼 雄紀 小平 将己 

高橋 和也 平口 拳大 

Emergency Warning System)の信号を解析

大規模災害の発生を知らせる

する事となった、地

Earthquake Early 

らせる、緊急警報放

信号音が流れます。本稿

の緊急警報放送対応

開始時と終了時に流れ

requency Shift Keying)

具体的には 0の信号

します。符号の内容など

復調器NJM2211 を使用

 

信号音復調回路 



 

- 110 - 
 

3. 信号音の解析とデコーダの作成 

 図 1の信号音復調回路へ、予め録音した緊急警報放送の試験信号を入力しオシロスコ

ープで波形を観測した。 

 

図 2 オシロスコープで観測した波形 

 

 この信号音復調回路では640[Hz]で「High」、1,024[Hz]で「Low」を出力します。図2

の CH2 の波形は「110011110…」なので、信号音は「001100001…」となり、終了信号で

ある事が分かります。緊急警報放送の試験信号には終了信号が使われるため、正常に動

作しています。 

 デコーダの作成はATMEL 社製マイコンATmega168Pを使用し、一定間隔で割り込みを掛

けて1ビットずつ信号を記憶し、最後に記憶した信号に当てはまるパターンがあるかを

判定するプログラムを作成した。今回は種類・地域に絞り、上36ビットを認識する仕様

とした。 

4. おわり 

 限られた時間内で作成する為に今回は年月日時の判断を省略してデコーダを作成しま

したが、全ビットの認識に必用な分処理を追加すれば年月日時の判定も行えると思いま

す。また、出力は現在LEDランプですが、音声合成LSIなどと連動させて音声で知らせ

るように拡張させる事も今後進めたいと思います。一連の流れを図3にまとめました。 

 

 

 

図 3 信号音受信から解析結果出力の流れ 

 

5. 参考文献 

・日本放送協会「緊急警報放送について」(NHK オンライン) 

・電波法施行規則 ・無線設備規則 ・無線局運用規則 ・郵政省告示第405号 

6. 謝辞 

今回の研究においてご指導頂いた本校電子科谷口眞通先生に御礼申し上げます。 

 

CH1 

信号音 

CH2 

復調出力 
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東京東京東京東京ゲームショウゲームショウゲームショウゲームショウ 2012201220122012 へのスマホへのスマホへのスマホへのスマホ出展出展出展出展    

    

静岡県立浜松城北工業高等学校静岡県立浜松城北工業高等学校静岡県立浜松城北工業高等学校静岡県立浜松城北工業高等学校    

電子科電子科電子科電子科    ２２２２年年年年    坂下坂下坂下坂下    和司和司和司和司、、、、澤田澤田澤田澤田    啓汰啓汰啓汰啓汰、、、、沼田沼田沼田沼田    輝明輝明輝明輝明    

    

＜＜＜＜あらましあらましあらましあらまし＞＞＞＞    

私たちは日頃、スマートフォン（多機能携帯電話、以下スマホ）に興味を抱き、そのスマホ上で動

くソフト制作をしてみたいと強く願っていました。そして、このたび私たち３人が自作した

WindowsPhone アプリケーション（以下、アプリ）作品が９月２０日～２３日、幕張メッセで開催された

「東京ゲームショウ 2012」に出展されました。 

本稿は、今回「東京ゲームショウ 2012」出展に向けて取り組んだ、ものづくり活動について述べて

います。 

 

1.1.1.1.はじめにはじめにはじめにはじめに    

私たちは、パソコン上で動くソフトウェア開発の経験はありましたが、スマホ上で動くソフトウェア制

作に関しては経験したことがありませんでした。よって、スマホ上で動くソフト制作とはどのように進め

るのか興味がありました。そんな時、所属するコンピュータ部顧問の森下博正先生が、私たちが興

味をもっていることを知っていたかのように、「同じスマートフォンでも、WindowsPhone で動くｱﾌﾟﾘ制

作でもチャレンジしてみるか？」と、４月下旬声をかけてくれました。私たちは Microsoft にも興味を

持っていましたので、２つ返事でお願いしました。こうして WindowsPhone ｱﾌﾟﾘ制作の機会が実現し、

制作活動が５月連休明けから始まりました。 

    

２２２２....アプリアプリアプリアプリ制作制作制作制作のののの方向性方向性方向性方向性    

(1)(1)(1)(1)ものづくりのものづくりのものづくりのものづくりの指向指向指向指向    

開発言語は、C＃言語で行いました。私たちは、日

頃から C／C++言語を使ったプログラミングをしてい

たので、すぐに慣れました。ここで、アプリ制作の流

れを図１に示します。 

(2)(2)(2)(2)作品作品作品作品のコンセプトのコンセプトのコンセプトのコンセプト    

出展された３作品は、楽しめる子供向けゲームで

す。その３作品のコンセプトを紹介します。 

まず、坂下が制作したゲームは、作品名が「障子

破り」です。幼い頃、家の障子を親の目を盗んで破い

ていた頃の記憶がよみがえり、これをスマホ上で実現

することはできないかと考えるようになり、ゲームとし

て実現させてみました。                         図１  アプリ制作の流れ   

障子紙は１２枚あり、霧吹きツールで水をしみこませた上で、手ツールを取って１枚１枚タッチしなが

ら破いていきます。障子紙に水を一定量しみこませた上でタッチしないと、障子紙を破ることはでき

ません。また、霧吹きツールは使用できる量と回数（個数）が限られているため効率が求められます。

はじめ

初期設定

変数の初期化

データーの読み込み

ゲーム画面スタート画面

おわり

終了処理
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１２枚の障子紙全てを破ったらクリアとなります。 

次に、澤田が制作した作品名、「抜け！毛マスター」を紹介します。人間の髪の毛は抜けるもので

す。ゲームでは人間の髪に「髪の毛型宇宙人」が潜んでいます。その「髪の毛型宇宙人」を正常な

髪の毛を抜かないように、一本一本丁寧に抜いていく（退治する）ゲームです。一定時間内にクリア

していくことが求められ、画面のクリアに成功すると次々と難しい画面が表示されていく設定です。 

最後に、沼田制作の作品名、「ドーナツをねらう者」です。これは、飛んでくる３種類のドーナツを

決められたツールを使って叩き落していくゲームです。これも同様に、制限時間があり、クリアできる

と次々と難しい画面が表示されていくゲームです。 

    

３３３３....作品制作作品制作作品制作作品制作をををを通通通通してしてしてして得得得得たことたことたことたこと    

    写真１は、東京ゲームショウ 2012 の出展ブー

ス内で撮った写真（左から沼田、澤田、坂下）で

す。    

(1)(1)(1)(1)作品作品作品作品のののの企画企画企画企画・・・・構想構想構想構想    

好きなゲームを制作すると意気込んでも、ゲ

ームの構想を練ることは容易なことではありませ

んでした。今回、作品の企画・構想がしっかりと

定まらない段階でプログラミングに入り、後々無

駄な作業を繰り返してしまいました。              写真１  東京ゲームショウ出展 

(2)(2)(2)(2)当当当当たりたりたりたり判定処理判定処理判定処理判定処理    

 人間の指と画面のオブジェクトがタッチしたかという見極めには、当たり判定処理が使われます。

今回、動く画面と人間の指とのタッチ判断には数学的思考が求められ、プログラミングには相当な

時間を使いました。改めて数学的知識の大切さを実感しました。 

(3)(3)(3)(3)使使使使いいいい勝手勝手勝手勝手    

今回、使い手（ユーザ）が使いやすい作品を作ることは、手間がかかるということに気づきました。

こうして考えてみると、一般的に高い機能や性能を持つ製品は多くあっても、その機能や性能を生

かした使いやすい製品はそう多くないことに気づきました。今後は、使いにくさ、わかりにくさなどマイ

ナス面をいかに小さくし、使い勝手のよい製品を制作することが求められていると実感しました。 

 

４４４４．．．．まとめまとめまとめまとめ    

 これまで私たちは、機能面ばかりに目が行きがちで「使い勝手」を考えることはありませんでした。

しかし、今回東京ゲームショウ出展という具体的な目標が与えられ、不評に終わったら困るという不

安を払拭しようと懸命に努力した結果、企画・構想段階において様々な視点で考えていくことと、ユ

ーザにとっての使いやすい作品をつくることが、そのソフトウェアの持つ機能をより引き出し、価値を

高める上で重要であることに気づきました。 

 本研究にあたり、親切にご指導頂いた電子科 森下先生に感謝します。 
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アンドロイドアプリのアンドロイドアプリのアンドロイドアプリのアンドロイドアプリの制作制作制作制作    

    

静岡静岡静岡静岡県立浜松城北工業高等学校県立浜松城北工業高等学校県立浜松城北工業高等学校県立浜松城北工業高等学校    

電子科電子科電子科電子科    ２２２２年年年年    及川及川及川及川    慎司慎司慎司慎司、、、、高田高田高田高田    佑輝佑輝佑輝佑輝    

電子科電子科電子科電子科    ３３３３年年年年    野末野末野末野末    佳世佳世佳世佳世、、、、中安中安中安中安    可奈可奈可奈可奈    

    

＜＜＜＜あらましあらましあらましあらまし＞＞＞＞    

私たちは、2020 年東京オリンピック・パラリンピック招致のためのスマートフォン（以下、スマホ）の

アプリケーション（以下、アプリ）開発プロジェクト（プロジェクト名、「オリパラ東京 2020 プロジェクト」）

をスタートさせました。開発のきっかけは、中学校の頃から思い続けてきた「障害者スポーツをもっと

広く知ってもらいたい。」という思いを実現させたかったからです。 

本稿では、その思いを実現させるべく、アンドロイドアプリの制作について報告しています。 

 

1.1.1.1.はじめにはじめにはじめにはじめに    

現代社会を取り巻く情報システムには、携帯端末など発信機能が充実したものがたくさんありま

す。中でも、多機能携帯電話として機能満載のスマホは現代社会に深く浸透し、もはや私たちの暮

らしに欠かすことができないものとなっています。  

私たちは、こうしたスマホの機能を活用して中学校の頃に思い描いた「障害者スポーツをもっと広

く知ってもらいたい。」という思いを実現させたいと思い立ちました。そして、電子科の森下博正先生

に相談したところ、障害者スポーツを理解してもらうためにスマホを活用したクイズ問題を制作するこ

とになりました。 

制作にあたっては、障害者スポーツの現状と課題を知るために、元県内中学校の先生で現パラリ

ンピック競泳日本代表選手である河合純一選手のお話をお聞きすることからはじめました。そして、

今の日本における東京オリンピック・パラリンピック招致活動の大切さを学び、2020年東京オリンピッ

ク・パラリンピック招致のためのスマホのアプリ開発を行うことになりました。こうして、「オリパラ東京

2020 プロジェクト」が始まりました。 

 

２２２２．．．．プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの方向性方向性方向性方向性    

(1)(1)(1)(1)実現実現実現実現したいしたいしたいしたい目標目標目標目標    

多機能携帯電話であるスマホの機能を活用して実現したい思い（目標）は、以下の２点です。 

(a)障害者スポーツをもっと広く知ってもらいたい。 

(b)オリンピック・パラリオンピックを2020年に東京で観たい。 

というものでした。 

(2)(2)(2)(2)アプリアプリアプリアプリ開発開発開発開発のののの方向性方向性方向性方向性    

上述した目標を達成させるために、河合選手や東京都庁の東京 2020 オリンピック・パラリンピック

招致委員会（以下、招致委員会）の渡辺敏郎スーパーバイザーのお話をお聞きしたところ、現在の

わが国において「東京オリンピック・パラリンピック招致活動」が、必要であることに気づかされました。

こうして、クイズ形式で遊びながら障害者スポーツやオリンピック・パラリンピックの知識が得られるア

ンドロイドアプリ制作の方向性がまとまってきました。 
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(3)(3)(3)(3)東京東京東京東京オリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピック招致活動招致活動招致活動招致活動 

プロジェクトの方向性が決まり招致委員会に協力したいという気持ちを伝えたうえで、アプリ開発

がスタートしました。この活動は、平成24年８月28日の中日新聞で紹介されました。 

5月23日に行われた国際オリンピック委員会（IOC）による2020年夏季五輪招致の第１次選考で東

京は通過しましたが、東京開催の支持率は賛成が47％（IOC調査）にとどまり、他の候補地、マドリー

ド（同78％）とイスタンブール（同73％）に対して大きく遅れをとってしまいました(平成24年５月25日静

岡新聞)。2020年夏季五輪の開催地決定は、来年９月だそうです。開催地決定に向けたIOCの最終

調査に備え、私たち高校生が微力なりとも支持率アップに貢献できれば幸せです。 

             

３３３３....制作制作制作制作したしたしたしたアプリアプリアプリアプリ    

制作したアプリのアイディアの概要がわかる構想を図１に、アプリを誰がどのように使うかを明記し

たユースケース図を図２に示します。 

 

     図１ ソフトウェア構想図           図２ ユースケース図 

 なお、このアプリは10月末日にWeb上に公開し、本校ホームページでそのURLを紹介しています。 

 

４４４４．．．．まとめまとめまとめまとめ    

 これまで私たちはソフトウェアを開発する際、できる機能を盛り込むことばかりに目が向いていまし

たが、今回具体的な目標をもってソフトウェア開発を行ってみると、使い勝手を考えないと意味が薄

れることがわかりました。しかし今回、その点について幅広く取り組めたかというと疑問が残りました。

今後ソフトウェアを開発する機会が得られた際には、使い勝手も目標のひとつに掲げ、そのソフトウ

ェアの持つ機能をより引き出し、価値を高めていくことが必要だと気づきました。 

 本研究にあたり、親切にご指導頂いた電子科 森下先生に感謝します。 

    

    

    

    

    

    

    

アプリケーション クラウドサーバー

クイズ管理クイズ回答

対戦管理

チーム管理

ID・ポイント管

理

ユーザー情報

クイズ回答

ユーザー情報

アプリケーション

チーム(ソロ)対戦
チーム(ソロ)対戦
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グーグルインベンターによるアプリグーグルインベンターによるアプリグーグルインベンターによるアプリグーグルインベンターによるアプリ制作制作制作制作    

    

静岡県立浜松城北工業高等学校静岡県立浜松城北工業高等学校静岡県立浜松城北工業高等学校静岡県立浜松城北工業高等学校    

電子科電子科電子科電子科    3333 年年年年    吉澤吉澤吉澤吉澤    舞人舞人舞人舞人、、、、蒔田蒔田蒔田蒔田        翔翔翔翔、、、、平松平松平松平松    武将武将武将武将    

中村中村中村中村    祐貴祐貴祐貴祐貴、、、、横井横井横井横井        翼翼翼翼    

    

＜＜＜＜あらましあらましあらましあらまし＞＞＞＞    

課題研究において、スマートフォン用アプリケーション（以下、アプリ）制作を試みました。制作に

おいては、Google Inventor を使用して操作性の向上に努めました。また、クラウド・コンピューティ

ング技術についても触れるきっかけにしたいと思いました。今回の制作にあたっては、個々人が作

りたいアプリをイメージ化しそれを実現することからはじめました。 

本稿では、Google Inventor を使用したスマホアプリに制作について報告します。 

 

1.1.1.1.はじめにはじめにはじめにはじめに    

近年、情報基盤の変化は大きなものがあります。特に、クラウド・コンピューティング技術が導入さ

れてから、スマートフォンの急激な普及が進んでおり、現代社会を取り巻く私たちの日常生活に大

いにかかわってきています。今後、iPhone や Android の環境はどのようなものになるのか楽しみで

す。今回私たちは、コンソールアプリとして基本文法から記述されるスタイルから脱却して、GUI アプ

リとして記述されている Google Inventor を用いたブロックアプリを使用したスマホアプリ制作を手が

けることとしました。 

 

２２２２.GUI.GUI.GUI.GUI アプリアプリアプリアプリ    

(1)(1)(1)(1)スレッドとフレームスレッドとフレームスレッドとフレームスレッドとフレーム    

Javaにおいては、CPUがプログラムの処理を実行していくにあたり、処理の流れを複数持つことが

できます。その処理の流れをスレッドと呼びます。スレッドを使うと、一つの処理を実行しながら並行

して別の処理を実行することが可能となります。スレッドを用いたプログラムを作成するための一つの

方法は、javaインタフェースなどを実装したクラスを用いながらフレームを表示させていく方法があり

ます。GUIプログラムでは、このフレームを作成することが基本となっています。 

(2)GUI(2)GUI(2)GUI(2)GUIコンポーネントコンポーネントコンポーネントコンポーネント    

フレームには、ボタンオブジェクトやラベルオブジェクト、テキストフィールドオブジェクト、テキスト

エリアオブジェクトなどがあります。 

フレームにボタンオブジェクトを追加する（貼り付ける）場合、コンテンツペインやパネルを使用し

ます。コンテンツペインやパネルは、フレーム上に置かれたコンテナボックスのようなもので、ここに

ボタンなどのオブジェクトを指定していきます。ボタンなどのオブジェクトを直接コンテンツペインに

貼り付けるのではなく、一旦パネルに貼り付ける方法をとると、より複雑なレイアウトが可能になりま

す。 
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３３３３.Google.Google.Google.Google    InventorInventorInventorInventor    

(1)(1)(1)(1)ブラウザのブラウザのブラウザのブラウザの活用活用活用活用    

Google InventorによりWebブラウザと接続した携帯、エミュレータのいずれかを使ってAndroidア

プリを作成することができます。 

(2)(2)(2)(2)ブロックエディタブロックエディタブロックエディタブロックエディタによるプログラミングによるプログラミングによるプログラミングによるプログラミング    

Google Inventor では、図１（左）のようにブロックエディタを使ってプログラミングしていきます。 

(3)(3)(3)(3)作成作成作成作成したしたしたしたアプリアプリアプリアプリ    

ブロックエディタによるプログラミング例として、ツイッタークライアントを制作しました。そのアプリ画

面を図１（右）に表示します。    

 

図１ ブロックエディタによるプログラミング例(左)とツイッター(クライエント側)画面 

ブロックエディタを使ったプログラミングでは、ブロックの組み合わせを基本に論理を組み立てて

いくので、予想以上に作業がはかどりました。特に、ツイッターではタイムラインの設定が難しいので

すが、無理なくできました。 

 

４４４４．．．．まとめまとめまとめまとめ    

 今回プログラミング作業においてブロックエディタを活用したことは、新しい経験でしたと同時に、

さまざまなことに気づく機会となりました。プログラミングの世界観が広がったと感謝しています。また

今回、クラウドに関する知識を広げるきっかけとなったことは、今後に向けて大きな収穫でした。 

 本研究にあたり、親切にご指導頂いた電子科 森下博正先生に感謝します。 
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クラウド

 

1. 要旨 

 引佐高校の特徴は農業・

「引佐高校ならではの実践研究

よって害虫(蛾)を畑に近づけないようにし

得ることで六次産業の推進

。 

 

2. はじめに 

 学校の農業の設備や、インターネットを

とんど使っていないことがわかった

農業を支えるデータの蓄積

・検討し、制御する工業と

 開発した機器はクラウド

除装置、捕獲した蛾の数を

 研究のスケジュールとしては

学期に機器の設計・開発、

 

3. クラウド型温度測定装置 

 農作物の成長と温度は密接

畑の温度をクラウドを使ってパソコンやスマートフォン

果、一日を通して気温は激

た。石壁の近くに置いたセンサーは

かった畑の姿を知ることが

 

写真1 クラウド型温度測定装置
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クラウド型超音波害虫駆除装置の研究 

静岡県立引佐高等学校

産業技術科３年 江間悠司、加茂晃平、菅拓夢

・商業・工業を学べることである。学校目標

実践研究」として、私たちは農業分野の生徒と

づけないようにし、クラウド(インターネット

推進、農業のICT(情報通信技術)向上に貢献できたことを

インターネットを使った調査の結果、現在の

っていないことがわかった。農業とは農家の経験と感に支えられていており

蓄積がデジタル化されていない現状は、すべてを

と大きく違うものだった。 

はクラウド型温度測定装置、超音波によって蛾を追い

を数えるモスカウンターの３つである。 

のスケジュールとしては、２学期の害虫発生時期(9〜11月)に

、２学期に実証実験、３学期を研究のまとめとした

 

密接な関係がある。私たちが開発したクラウド

ってパソコンやスマートフォンで閲覧することができる

激しく変化し、11月の測定では温度差が15℃

いたセンサーは日中の最高気温が30℃に達するなど

ることが出来た。 

 

 

 

 

                                            

                          

型温度測定装置   図1 クラウドから取得した1日分

静岡県立引佐高等学校 

菅拓夢、松野 領人 

 

学校目標に掲げられている

と協力し、超音波に

インターネット)を介して結果を

できたことを報告する

の農業は、ICTをほ

えられていており、

すべてを数値化して比較

い払う超音波害虫駆

に合わせるため、１

のまとめとした。 

したクラウド型温度測定装置は

することができる。その結

℃もあることがわかっ

するなど、いままで見えな

                           

                          

日分の温度変化 



 

 

4. 超音波による害虫駆除装置

 引佐高校では２学期から

。これらの野菜を食害する

 引佐高校では昨年から農業

ガの嫌う40kHzの超音波1を

確認している。この周波数

す音である。 

 昨年度は9Vの平型電池を

は電池が切れてしまったため

電を行い、余剰電力で超音波

    写真3 超音波害虫駆除装置

 

5. モスカウンター 

 飛来したヨトウガを捕獲

るが、ヨトウガの数は生徒

トラップに入った時間を記録

   写真4 モスカウンター

 

6. まとめ 

 自分たちの作った装置が

業の技術だけに終始せず、

とができる産業技術科という

                         
1 徳島果研ニュース2008 年 3月
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装置の開発 

から冬野菜としてダイコン、ハクサイ、キャベツ

する害虫がヨトウムシと呼ばれ、ヨトウガの幼虫

農業と工業のコラボレーションでヨトウ

を発する電子回路を設計・製作し、効果を

周波数はヨトウガの天敵であるコウモリが出

を使用したため夕方にセットすると朝に

れてしまったため、今年は、昼間は太陽電池による充

超音波を発生し続けるシステムに改良した。 

  

超音波害虫駆除装置        図2 太陽電池によって稼働し

捕獲するためにメスのホルモンを仕掛けたトラップを

生徒が手作業で数えている。これを自動化し、

記録して行動時間を記録するための装置を開発

 

モスカウンター      写真5 赤外線センサーで蛾

が人のために役立ち、感謝してもらえたことが

、コラボレーションによって自分たちの力を

という学習環境は理想の専門高校であると感じた

月 超音波を利用にするヤガ類被害防止技術

キャベツ等を作っている

幼虫である。          

 

 

し続ける装置 

けたトラップを設置してい

、さらにヨトウガが

開発した。 

蛾を数える 

してもらえたことが嬉しかった。工

を何倍にも高めるこ

じた。 

類被害防止技術の開発 小池明 

写真 2 ヨトウガ 
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