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デザインマインドで都市空間をつくる
都市デザイン工学科/空間デザイン研究室/𠮷川教授、田中准教授
実際の都市デザインプロジェクトと連動して、快適で魅力的な空間をつくる環境
デザインを行っています。また、その道具としてコンピュータ・グラフィックスや空
間情報システムなど、コンピュータを積極的に利用する方法も研究しています。

鋼・コンクリート複合橋梁の耐火性、
耐久性および耐荷力の向上に関する研究　
都市デザイン工学科/橋梁工学研究室/栗田教授、大山講師
鋼・コンクリート複合橋梁が火災を受けた場合の挙動を把握し、火災後の診断法や補強法
に関する研究を行っています。一方、新しい橋梁形式である合成トラス橋などを対象に、合
理的な設計・施工法の構築を目指し、実験と解析の両面から開発に取り組んでいます。

人と地球の関係　
̶ごみと地層̶
環境工学科/地質環境工学研究室/吉岡教授
人類と人類をとりまく地質環境との関係を探究しています。具体的には、CO2や原子
力発電後にでるやっかいな高レベルの放射性廃棄物の地層処分のしかた、また、地
球温暖化のバロメータとして高山・亜高山帯の植生環境について研究しています。

すこやかな水循環を実現するしくみ
環境工学科/水代謝システム研究室/笠原准教授
暮らしに欠かせない水。水は、その質を変えながら、およそ2～3週間のサイクルで
地球上を循環します。水代謝システム研究室では、この貴重な水を有効に、安全
に、かつ持続的に活用するための「水資源と水利用のシステム」を研究しています。

地球を救うバイオの力
環境工学科/バイオサイクル研究室/古崎講師
家庭や事業所から発生する有機性廃棄物を資源（バイオマス）としてとらえ、それ
らの有効利用技術についての研究を行っています。利用技術を循環システム全体
でとらえることにより、本当に環境にやさしい技術とは何かを考えています。

anysense ̶感覚グラフとデザイン̶
空間デザイン学科3年生　11人の展示会
空間デザイン学科
空間デザイン学科3年生が自主的に行ったグループ展の様子を再現します。建築・イン
テリア・プロダクト・ヴィジュアルの各分野を横断し、生活の全てにかかわるデザインを
考察した展示会になりました。（2008年9月9日～14日「あーとスペース夢玄」にて開催）

建物の地震被害予測システム
建築学科/耐震第1研究室/堀家教授
大阪平野にはさまざまな活断層があります。今建っている建物がどの程度の被害となるか
を5つのステップで判定するシステムをつくり、建物の補強や新築の際に役立てたいと考
えています。被害レベルの判定システムをコンピュータ上の動画で見ることができます。

環境と響き合う建築の設計
－高倉幼稚園、大桝公園前の家－
建築学科/設計第1研究室/寺地准教授
わたしたちは、周辺環境や自然と響き合う建築デザインを追求しています。今回は、隣地に
ある大阪最古の鉄筋コンクリート集合住宅と調和するデザインを追求した幼稚園、隣接公
園との関係を大切にしてまわりの環境を生かした住宅の企画とデザインを紹介します。

呼吸する建築材料　
建築学科/環境第1研究室/佐藤准教授
ビルや住居に使われている建築材料は、呼吸をしています。わたしたちは、さまざ
まな材料の呼吸量､呼吸速度を測っています。
測った呼吸量や呼吸速度を利用して、建築材料を利用した室内の湿度調整につい
て研究をしています。

企業情報におけるシステムデザイン、ファイナンスにおける数理的アプローチ
技術マネジメント学科/システム設計研究室/中西准教授
近年のIT化された企業の情報について財務とデータモデルの観点からシステム設計について取り組んでいます。リスクとは、
危機のことであり、リスクを取ることと期待収益率のバランスをどのように検討するのかがビジネスでは非常に重要な問題と
なります。さらに、安全利子率とのバランスまでも考慮したときの方策として効率的に視覚化された図上の直線が得られ意思
決定に役立ちます。このような考え方をできるような視点をもとに企業システムデザインについての研究紹介をいたします。

ICカードで、売れる仕組みづくり　
技術マネジメント学科/マーケティングサイエンス研究室/皆川准教授
ICカードを利用した電子マネーが急速に普及しています。本学園の食堂でもEdy
を使用。そこで、フェアでは、実際に得られるデータを活用して、データ解析を行
い、“売れる仕組みづくり”について考える研究を紹介します。

  Ⅱ  OITテクノ・ナウ

  O I T テクノ・ナウ  Program は裏面につづきます

会場は、別紙、工学実感フェア2008会場マップをご覧ください

研究の「今」を伝えます。各研究室にお越しください。
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ターボ機械の内部の流れを見てみよう
機械工学科/流体機械研究室/川田教授
ジェットエンジン、ターボチャージャなどで知られるターボ機械内部の流れは非
常に複雑です。この内部流れを見られるようにして理解することはその性能を向
上する上で非常に重要です。最新の機器を用いた各種ターボ機械の内部流れの
実際例について説明します。

機械精度の向上
̶加工精度の測定と性能評価̶
機械工学科/精密工学研究室/井原准教授
複雑な加工ができる機械「5軸マシニングセンタ」の精度の向上をめざして、機械の運動
精度の測定方法を開発しています。また、nメートル単位で（1nmは、10－9m）機械を使え
るよう、センサの精度が重要なことからリニアスケールの性能評価も行っています。

アルミニウム合金板も、エコロジー
機械工学科/材料加工研究室/羽賀教授
アルミニウム合金のリサイクル材の製造エネルギーは、新しい材料の5％以下と大変小
さくなります。さらに本研究の双ロールキャスターを使用すると、従来のプロセスの20％
のエネルギーでアルミニウム合金板をリサイクルすることができます。また、性質も改
善されます。

“コントロールする技術”を研究
機械工学科/制御システム研究室/加藤教授
ロボットやヘリコプター、電車まで、さまざまな機器の動きをコントロールする制
御技術について研究しています。フェアでは、風に揺らぐ気球の無線カメラを通し
て地上のロボット達や淀川の写真を覗いてみる他、ブレード（羽）のまわりの気流
を調べる実験をします。

めざすのは、世界初の材料設計と開発
機械工学科/機能材料工学研究室/上辻准教授
先端機能材料は、“ものづくり”の基盤として航空・宇宙機器などに使われています。
最新コンピュータシミュレーションを開発・利用して、未来の機械工学を担う世界
初の新材料開発を目指しています。最新の材料設計・開発にご興味のある方は、是
非お越し下さい。

熱の伝わる速さを調べる　
機械工学科/伝熱工学研究室/松島准教授
原子力発電所やロケットエンジンをつくるために、高い温度で軽くて強い材料（先
進材料＝高比強度材料）が開発されています。それらの性能を評価するためには
熱の伝わる速さ（熱物性）に関する情報が必要です。伝熱工学研究室では、そのよ
うな先進材料の熱物性を研究しています。

将来の燃料とエンジンを知ろう　
機械工学科/内燃機関研究室/桑原准教授
エンジンの熱効率の向上のために、エンジンの中の現象、すなわち空気の流れ、空
気と燃料の混合、空気と燃料の燃焼をより良くする方法について研究しています。
また、化学反応の視点から、将来の新しい燃料を使った新しいエンジンについて研
究しています。

わずかな動きをとらえるセンサを開発　
機械工学科/センシングシステム研究室/村岡教授
環境汚染物質（CO2）や空気や水、気体の流れのわずかな動きをとらえるセンサを
創りだし、気軽に利用できるようにすることをめざしています。「安価で持ち運び可
能なCO2センサ」と「わずかな流れを瞬時に測定できる微小流量センサ」の開発に
取り組んでいます。

0.001秒の瞬間の世界　
機械工学科/材料設計工学研究室/上田教授
人間の目では決して見ることのできない0．001秒の瞬間。そこには、今までに見た
ことのない不思議で美しい世界が広がっています。超高速度ビデオカメラを使っ
て、この素晴らしい世界を覗きに行きませんか？撮影に成功した画像はお土産に
お持ち帰り頂けます。
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地球と人に優しいものづくり
技術マネジメント学科/生産システム工学研究室/中島准教授
リユース（Reuse）リデュース（Reduce）リサイクル（Recycle）という言葉で表わさ
れる環境に優しいものづくり。3つのRを考えながら、ムダをなくして必要なもの
を、必要なときに、必要なだけジャストインタイム（JIT）に生産できる仕組みを考え
ています。地球のために、そして人に優しい理想システムを追求します。

金属疲労による破壊事故を防げ
機械工学科/材料実験力学研究室/西川教授
エキスポランドコースター事故など、繰り返し大きな事故が起こっています。
原因は、金属疲労という現象です。このような破壊事故を未然に防ぐ方法を研
究しています。フェアでは、針金の疲労現象を体験していただくほか、レーザを
使った簡単な実験も行います。

展示
主催：大阪工業大学主催：大阪工業大学

協力：協力：財団法人日本自動車研究財団法人日本自動車研究所
有限責任中間法人電動車両普及センター有限責任中間法人電動車両普及センター

日産自動車株式会社日産自動車株式会社
城北祭実行委員会城北祭実行委員会

企画・運営：大阪工業大学工学部企画・運営：大阪工業大学工学部
 

お問合せ先 ： お問合せ先 ： 大阪工業大学 工学部事務室大阪工業大学 工学部事務室
大阪市旭区大阪市旭区大宮5-16-1宮5-16-1    
TEL：06-6954-4419TEL：06-6954-4419

e-mail : kougaku@ofc.oit.ac.jpe-mail : kougaku@ofc.oit.ac.jp

10：00-16：00

ものづくりのプロフェッショナルや最新のテクノロジーを
体験できる５つのプログラムをご用意しています。　　　
より良い未来づくりに役立つテクノロジーに触れる２日間、
工学の楽しさや豊かさを実感してください。

主催：大阪工業大学
協力：財団法人日本自動車研究所

有限責任中間法人電動車両普及センター
日産自動車株式会社
城北祭実行委員会

企画・運営：大阪工業大学工学部
 

お問合せ先 ： 大阪工業大学 工学部事務室
大阪市旭区大宮5-16-1  
TEL：06-6954-4419

e-mail : kougaku@ofc.oit.ac.jp

Program プログラム

Ⅰ テクノ・フォーラム　

「電気自動車の最新動向と普及の意義」
荻 野  法 一 氏 （日本自動車研究所  主任研究員）　
「地球シミュレータの計算で明らかになった自動車まわりの流れ」
小 林  敏 雄 氏  (日本自動車研究所  所長)
11月1日（土）　14：30 -16：00  （開場14：00）　
会場：10号館1041教室

「NISSAN  GT-R、真のものづくりを目指して！」
水 野  和 敏 氏  （日産自動車株式会社   製品開発本部 チーフ・ビーク
ル・エンジニア 兼 チーフ・プロダクト・スペシャリスト）
11月2 日（日）　14:00 -15:00  （開場13：30）
会場： O I Tホール (大阪市旭区中宮5-16-29)
＊定員500名  入場は先着順。定員になり次第、ご入場を締め切ら
せていただきます。

Ⅱ  O I T テクノ・ナウ　　
「ナノの世界 - 目には見えないものづくり -」 「すこやかな水循
環を実現するしくみ」 「宇宙を目指せ！人工衛星プロジェクト」 
「環境と響き合う建築の設計 - 高倉幼稚園、大桝公園前の家 - 」
など、ミクロの世界から宇宙までさまざまなテーマに取り組む
研究室でみなさんをお待ちしています。
11月1 日(土)、2日（日）　13：00 -16：00　会場：各研究室

Ⅲ  体験！  おもしろテクノ・プログラム
「建築材料を壊してみよう」「リニア地下鉄の車両を動かす装
置」「レーザー技術を見てみよう」など実際に参加しながら科学
や技術に触れていただきます。ご家族で、参加してください。
11月1 日(土)、2日（日）　13：00 -16：00　会場： 各研究室

Ⅳ  未来のテクノロジーを体感  電気自動車試乗会
ハイパーミニ（日産）やコムス（トヨタ車体）、ジラソーレ（オート
イーブィジャパン）、ゼロEV（ゼロスポーツ）、4台の電気自動車に
実際に試乗(運転免許証要）いただけます。未来の技術を感じてく
ださい。会場には、このほか、iMiEV（三菱自工）、キャンターエコハ
イブリッド（三菱）も展示します。
11月1 日(土)、2日（日）　10：00 -12：00　13：00 -16：00　　　　
会場： 特設会場（10号館前）

Ⅴ  造る、はぐくむ、工学実感ファクトリー  モノラボ  見学会
「造る」というリアルな体験を通じて人や社会に役立つ技術を体
得し、ものづくりへのチャレンジができる学生のためのファクト
リーです。工大では、ひとつひとつの知を学生自らが実感し、体得
していくプロセスを重視して、工学の「必要性」、「奥深さ」、「幅広
さ」、「おもしろさ」を実感できる教育を実践しています。
11月1 日(土)、2日（日）　10：00 -12：00 13：00 -16：00 会場： 10号館１F

プログラムⅠ、Ⅴは、直接会場へ。会場は、別紙、工学実感フェア
2008会場マップをご覧ください。

次頁及び裏面にⅡ、Ⅲ、Ⅳのプログラムをご案内します。



ボールをキャッチするロボット
機械工学科/知能ロボティクス研究室/牛田講師
ロボットに人間のような高い知能や身体能力を身に付けさせること
はできるのでしょうか？まっすぐに歩くロボットや実際にボールを
キャッチしたり、相手の見まねをしたりするロボットたちを紹介しま
す。人間のように動く賢いロボットたちが研究室で待っています。

ロケットエンジンを噴射、宇宙飛行。もう夢ではありません
機械工学科/宇宙推進工学研究室/田原教授
小型人工衛星では世界初の電気推進ロケットによる動力飛行を目指しています。
宇宙航行用電気推進ロケットエンジンの噴射実験（5号館1階）やロケット開発史
ビデオ上映（5号館1階）、航空機用ジェットエンジンの噴射実験（5号館前中庭）を
おこないます。

ロボットの脳と運動
生体医工学科/生体機能ロボティクス研究室/辻田准教授
脳内での情報処理を医学的・工学的見地から調べるとともに、ロボットを用いた
生体の運動機能を解明し、運動障害の原因をあきらかにする研究を進めます。ま
た、得られた知見を基に、ロボットの知的な制御や医療福祉に貢献できる機械シス
テムの開発を目指します。

最先端医療・人工心臓の開発
生体医工学科/医工学研究室/望月准教授
人工心臓は機械でできた心臓で、病気の人の心臓の代わりをするものです。当研
究室では人工心臓の開発改良や、「いい」人工心臓かどうかという評価について研
究を行っています。宇宙分野などの最先端技術を応用してよりよい人工心臓を作
る研究を進めています。

バリアフリー電子楽器
生体医工学科/人間情報工学研究室/赤澤教授
演奏経験の少ない人、子供から高齢者まで、そして「ぞうさん」から「ハンガリー舞
曲」まで、タッチパネルを押すだけで、簡単に演奏を楽しむことができます！ 
上達すると、合奏などができる次世代の電子楽器をぜひお楽しみください！

光や無線、通信技術をもっと便利に使いやすく
電子情報通信工学科/通信ネットワーク研究室、ディジタル移動通信研究室、
知的ネットワーク研究室/安川教授、周准教授、熊本講師
最先端の研究開発成果を展示するとともに、「衛星回線を使ったテレビ電話体験」として、衛
星を介して繋がったインターネット電話を体験してもらい、また「衛星搭載用通信モジュー
ルの展示」として、本学で開発中の小型人工衛星に搭載するモジュールの展示も行います。

シミュレーションで見てみよう
̶原子の世界から宇宙の現象まで̶
電子情報通信工学科/シミュレーション研究室/西口教授
原子サイズの現象から、プラズマ、流体、更には天体物理にわたる様々な現象を再
現、解析するための数値を使った計算法やシミュレーションによる現象の解析を
おこなっています。当日は、研究室で、これらのシミュレーションを紹介します。

光とエレクトロニクスの世界
電子情報通信工学科/光エレクトロニクス研究室/西教授
光通信用の光ファイバ応用デバイスや、CDやDVDの光源として利用される光計
測技術など、電磁波の一種である「光」と「エレクトロニクス」を融合させたシステ
ム技術の研究開発を行っています。研究室では、ちょっと賢い組み立てロボットの
デモも準備しています。

ナノの世界
̶目には見えないものづくり̶
応用化学科/無機材料化学研究室/棚橋教授
1nm（ナノメートル）は、10－9mのサイズ。金の塊も数nmのサイズになると、金色ではな
くきれいな赤紫色になります。「表面プラズモン共鳴吸収」という性質が現れて、色が変
化するのです。こうした性質を発見して、金属粒子をセンサーなどに応用していきます。

センサーの役割をする分子をつくる
応用化学科/分子認識化学研究室/森内准教授
化学の世界では、身の回りの道具を分子のレベルでつくっています。特定イオンの
みを捕まえてフタをする「宝石箱」。特定イオンを挟むと蛍光を発する「ピンセッ
ト」。これらの分子道具は、実用的なセンサーとしても役立ち、医療の世界などで実
際に使うことができます。

生体から倣う超分子
応用化学科/有機機能化学研究室/中辻教授、村岡講師
生体内で起こっているさまざまな現象に倣って、よりすぐれた機能を備え
た人工物をつくっています。たとえば、酵素に倣ってシンプルな有機分子を
設計し、特定のかたちをもち生体に不可欠な分子の識別に応用しています。
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デザインマインドで都市空間をつくる
都市デザイン工学科/空間デザイン研究室/𠮷川教授、田中准教授
実際の都市デザインプロジェクトと連動して、快適で魅力的な空間をつくる環境
デザインを行っています。また、その道具としてコンピュータ・グラフィックスや空
間情報システムなど、コンピュータを積極的に利用する方法も研究しています。

コンクリートでオリジナル作品を作ってみよう！
都市デザイン工学科/コンクリート工学研究室/井上教授、三方講師
水、セメント、砂、砂利をねり混ぜて出来上がるコンクリート。そのコンクリートは、
車や電車が通る橋やトンネル、私たちが住む家やビルなど様々なものに使われて
います。今回は、コンクリートを使ってドラえもんなどのキャラクターをはじめとし
たオリジナル作品の製作にチャレンジしていただけます。

最新測量機器による実測体験
都市デザイン工学科/地盤・測量研究室/長谷川教授、日置講師
最新の測量器械を使って地上60mの工大最上階から大阪平野の360度の素晴ら
しい眺望を満喫しながら、生駒山、六甲山、北摂の山々や梅田・千里中央・大日地区
の超高層ビルの高さを自分で測ってみませんか？　3Dレーザー技術で室内空間
も簡単に体験…。

ワンドの中にはどんな魚がいるのかな？
都市デザイン工学科/水圏環境研究室/綾教授
11月2日（日）10時～16時、菅原城北大橋下淀川河川敷
がいらいぎょ　くじょ　 さかなつり　 たいかい

外来魚　駆除　魚釣り　大会
釣り道具、えさ、貸し出します。さかなのかいぼうもあるよ！

地球で賢く楽しく生きる方法
環境工学科/廃棄物共存工学研究室/渡邊教授
たとえば、ごみ焼却によって、金属類の移動性を高めたり、新たな有機化合物が生
成したり、注意しなければならないことが起こっていることがわかってきました。
ごみ焼却を舞台としての、元素の挙動に着目する研究をおこなっています。

地域に合わせた資源の利用法
環境工学科/地域循環研究室/福岡准教授
限りある資源をどのように分配し、有効に利用・循環させるかを考えます。そして、
地域の自然条件や社会条件に合わせて、不要物の発生を抑え、質の高い環境を維
持するための運用方法や必要な技術を研究します。
第一歩として、環境ゲームで地球温暖化を考えましょう。

自然現象やヒトが水循環に与える影響
環境工学科/水域環境研究室/駒井教授
フィールドワークを中心に、降水、渓流、川（湖、沼）、海（内湾）という水の循環過程を
通し、自然や人の手による行為が水質や流出量にどんな影響を与えるかを調べ、
水環境の実態を評価し、保全に役立つ研究をしています。
一緒に水の汚れをテストしましょう。

ケーブル構造の不思議さを体験
建築学科/構造第5研究室/林准教授
○○ドームと呼ばれる巨大建築物に代表されるドーム建築ではケーブルがよく
使われています。簡単な模型に自分の体重を乗せてその強さを体験してみましょ
う。30分程度の模型組立に挑戦すればその素晴らしさが体験できます。完成した
らオブジェとして自宅に飾りましょう。

木材の強さを体感しよう！
建築学科/構造第4研究室/聲高講師

日本建築にもっとも多く用いられる木材。みなさんは、その強さを知っていますか？5
分程度でおこなえる小型の模型実験で、木材のねばりや強さを感じてみませんか。こ
の企画は、建築学科の講義の一環として行っている内容の一部です。本来は大学3年
生レベルの講義内容ですが、わかりやすく解説しますので、ぜひご参加ください。
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コンピュータで設計するモノづくり工場
技術マネジメント学科/経営情報システム研究室/能勢教授
モノづくりの工場は、コンピュータの中で作られます。コンピュータの中で工作機
械、ロボット、搬送機械、自動倉庫等を配置し、いろんな条件で生産計画が作成さ
れ、それを実際の数万倍の速度で動かします。実際の工場はその後で建設されま
す。一度工場を建設してみてください。

ゲーム感覚で生産管理！
技術マネジメント学科/知的生産管理研究室/本位田教授
ICタグは牛肉のトレーサビリティシステム、在庫管理、図書管理システムなどさま
ざまなところで使われています。私たちはICタグをものづくりのサポートとして使
う研究をしています。ICタグをパソコンに近づけ、LEGO携帯の組立方法を動画で
表示。あなたもLEGO携帯を組み立ててみませんか。

アルミニウム合金のオリジナルアクセサリーを作ろう

機械工学科/材料加工研究室/羽賀教授
塑性加工という方法を利用してアルミニウム合金のオリジナルアクセサリーが作
れます。純度99.7%のアルミニウム合金を使用して世界に一つしかないキーホル
ダーやペンダントの創作にチャレンジしてみませんか。

自動車をデザインしてまわりの流れを見よう、計ろう
機械工学科/流体機械研究室/川田教授
硬質ウレタンで好きな形状の自動車模型を作ってその性能を計ります。その模型
の空気抵抗を、流れの中の乱れが少ない低乱れ風洞で計測します。模型の空気抵
抗を抗力係数として計測するとともに自動車周りの流れの様子を、煙を用いて観
察し写真に撮って模型とともに持ち帰れます。

風船パワー模型ロケットを作って打ち上げてみよう！
機械工学科/宇宙推進工学研究室/田原教授
5号館1階でロケットの製作・打ち上げ大会を随時受付しています。ロケットエン
ジンやジェットエンジンの噴射実験もやっており、小・中学生大歓迎です。人工衛
星プロジェクトの紹介等、近未来の宇宙開発に大きく貢献する宇宙推進工学に触
れていただけます！

脳と機械がつながった！
̶理科大好き人間への教材づくり̶
生体医工学科/医用マイクロデバイス研究室/筒井教授
21世紀は脳科学とロボティクスが融合し、新しい未来の社会に役に立つ技術となります。最
先端の脳科学の知識を使って、考えるだけで機械が動きロボットが動くことを、子供たちが楽
しく気軽に面白く理解し体験する。この体験ができる教材を学生とともに研究しています。

環境にやさしい燃料電池の開発
電気電子システム工学科/新エネルギー・プラズマ科学研究室/長田教授
燃料電池は騒音や排ガスがゼロで、環境に調和したクリーンエネルギーです。極
薄型SOFCのコンパクトセルスタックの作製、室温で発電ができる変形自在なフ
レキシブル燃料電池の開発を行っています。今回は、極薄型燃料電池作製の先端
テクノロジーや実用化への開発の夢をお届けします。

リニアモータを利用した搬送装置の開発
電気電子システム工学科/メカトロニクス研究室/森實准教授
リニアモータは車輪などを使わずに直線運動をさせることができるため、リニアモー
ターカーの様に磁石の力で浮かせたまま移動させる装置などを研究しています。
今回は、今里筋線で利用されているリニア地下鉄方式と同じ原理のデモ機を人が乗
れるよう改造して公開しています。

電空システムを搭載したロボットの開発
電気電子システム工学科/ロボティクス研究室/田熊講師
ロボットは様々な要素を組み合わせて駆動します。本研究室では外界
の計測や運動のための高速計算が得意な電気回路・コンピュータと、
瞬発力発生や衝撃吸収が得意な空気圧人工筋肉を組み合わせたロ
ボットを試作しました．今回はそのデモを公開します。

インターネットの世界をつなぐLANケーブルを作ってみよう！
電子情報通信工学科/通信ネットワーク研究室、ディジタル移動通信研究室、
知的ネットワーク研究室/安川教授、周准教授、熊本講師
11月2日、5号館5階ネットワーク実習室にて、LANケーブルの作製を体験していた
だけます。作ったケーブルは、自宅に持ち帰って実際にお使いいただけます。

光のドップラ効果と温度差発電
電子情報通信工学科/光エレクトロニクス研究室/西教授
音と同様「光」も運動物体からの反射光は周波数が変化するドップラ効
果を起こします。それを応用した光ファイバ型レーザドップラ速度計で
速度を測ってみよう。またペルチェ素子を応用し「お湯」と「氷水」の温度
差で発電する温度差発電システムでモーターを回します。

青色レーザーのプロセス見学と
光の色合成の体験
電子情報通信工学科/材料プロセス研究室/淀教授
高度情報化社会では、膨大な量の情報を扱う電子技術の開発が大きな課題と
なっています。当日は、最先端のBlu-ray DVDの基幹となる青色レーザーの作製プ
ロセスの一部を見学し、光の色合成についても体験していただけます。
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君の声はどんなカタチ？
電子情報通信工学科/新機能デバイス研究室/小池准教授
ヒトの声には低い音から高い音まで様々な周波数の音波が含まれています。声は
指紋のように人それぞれ異なるため、声を分析することで、性別だけでなく体格や
年齢をある程度推定することもできます。当日訪れた方々にご自身の「声紋」を印
刷して差上げます！

レーザー技術を見てみよう！
電子情報通信工学科/レーザー研究室/神村准教授
レーザー技術は、高度に発展した現代の電子・通信産業、医療技術など幅広い分
野で大きな役割を担っています。当日は、最先端の研究開発成果を展示するととも
に、「高強度レーザーの威力を見てみよう！」と題してレーザー技術について実験を
まじえて体験していただけます。

走査電子顕微鏡でミクロの世界を観察しよう！
電子情報通信工学科/LSIナノテクノロジー研究室/小寺教授
LSIナノテクノロジー研究室では最先端LSI製造のためのナノテクノロジーをテー
マに研究しています。当日は、光学顕微鏡では到達できない1万倍以上に拡大した
世界を体験していただけます。また、三次元めがねを使って昆虫の器官が間近に
迫ってくる迫力の映像もお楽しみ下さい。
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ExprienceⅢ  体験！おもしろテクノ・プログラム
実験や参加をしながら学ぶプログラム、ご家族で学べます。

FutureⅣ  未来のテクノロジーを体感  電気自動車試乗会
展示、試乗会開催中です。

ジラソーレ

ゼロEVエレクシードRS
（11月1日のみ）

コムス（デリバリー）

※試乗には運転免許証が必要です。

ハイパーミニ

三菱　キャンターエコハイブリッド iMiEV

10号館前特設会場にお越しください

試乗できます

展示中

モノラボ体験

陶芸体験教室
携帯スタンドをデコレーション
ガラスビーズでストラップ
森の工作教室
LEDライトの製作

モノラボ展示

実習内容と教材品
プロジェクト製作品（ソーラー・フォミュラー・ボートなど）
鳥人間出場機体

宇宙へ。2010年、打ち上げ決定
人工衛星ワーキンググループ
大阪工業大学・人工衛星プロジェクト「プロイテレス」。衛星開発が急ピッチに進
められています。小型衛星では世界初の電気推進ロケットエンジンによる動力飛
行を目指します。わたしたちの活動や衛星環境試験の状況を紹介。小型衛星試作
機の姿勢制御実験も行います。

展示
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