
電気通信系のすすめ
～電気通信系に進むメリットをご存知ですか？～

～社会からみた電気通信系分野出身の技術者の評価～

・人材不足で，就活に際しては事実上売り手市場！

(企業の採用担当者は血眼で確保しようとしている・・・）

・過去のどの不況下においても就職率は９５％以上！

（∵家電・半導体業界以外の異業種からの求人が常に高い！）

・大企業ビジネスマンの評価における“使える学科”でベスト１・２！

（※電気通信分野は，情報技術も含んでいます）

※週刊ダイヤモンド１０月１８日号

（ワーストは・・・？）

電気通信系学科の概要

S
A
P

S
A
P

S
A
P



電気通信系学科のミッション

形のあるもの
（ハード）

形のないもの
（ソフト）

モノ 情報

柔軟・幅広い選択肢

電気 ＝ 見えないもの

見えるもの・使えるもの

教育

基礎

応用

数学 英語電気・電子回路 プログラミング

通信プロトコル

情報理論

セキュリティ

マルチメディアモバイル通信

制御工学

パワーエレクトロニクス

電子デバイス

ハード ソフト

電力工学

電磁気学 アーキテクチャ

研究分野
の例

就職先
の例

太陽・燃料電池

ナノ材料

医療応用

光センサ

超電導

スマートグリッド クラウド

無線・光通信

Webシステム

暗号

JFE

三菱自動車
中国電力

旭化成

三菱電機

ダイキン

日立
JR

NTT

任天堂

ベネッセ

中国銀行

山陽放送村田製作所

電磁環境

電気通信系学科のミッション

インターネット

クラレ

NEC

形のあるもの
（ハード）

形のないもの
（ソフト）

モノ 情報

柔軟・幅広い選択肢



電気通信系学科で学ぶこと

卒業生の仕事の例（車と家）



岡山大学工学部

の

 当研究室では，主に高温超電導体（バルク体と薄膜線材）を用いて，高温超電導マ
グネットの安定性に関する基礎研究から電動機やアクチュエータなどの産業分野と
NMR/MRIなどの医学分野への応用を目的として研究を行っています．

超電導電力ネットワーク 高温超電導モータ 3Dアクチュエータ用磁場分布

1. 風力発電用＆大型船舶用の高温超電導回転機の回転機開発

2. 高温超電導バルク体と薄膜線材を用いた小型NMR/MRI装置開発研究

3. 3次元超電導アクチュエータ開発研究

4. 非接触型回転軸の超電導回転機開発研究

5. 電磁鋼板の磁気特性評価

6. 医療応用を目指した超電導マグネットの研究

7. 電気機器設計・評価のための高速電磁界数値解析手法の開発

研究テーマ



入力電力を様々なカタチの出力電力に変換するパワーエレクトロニクス
技術や，無損失での電力供給を可能とする超電導体を応用し，小型･軽量
の電力機器を開発しています。

次世代EV用モータ制御技術 EV用超高パワー密度SiCインバータ

ワイヤレス給電 超小型大電流電源用の超電導トランス

他にも色々やってます！

 太陽光などの自然エネルギーや水素を利用した分散型電源システムの開発・評価，
エネルギー貯蔵装置を有する電力制御システムの最適化

 ロボットアームや遠隔操作系における電子制御の高機能化を目指した，メカトロ系
のシステム最適化や制御理論，システム制御技術の開発と実用化
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・磁気浮上系 （自動制御による実現）
電子制御により鉄球を浮上支持 (吸引式)

・バイラテラル制御 （X-by-wireのための技術）
力覚を電気的に双方向伝送する遠隔操作技術

リニアモータ(反発式磁気浮上)

自然エネルギーの利用
地球環境に優しい
（発電時に温暖化ガスの発生なし）

天候変化による発電電力の変動
（不安定な電源）

水素社会の到来（燃料電池車）

水素によるエネルギー貯蔵
水素を用いた発電（燃料電池）

安定な電力供給

変動する発電電力の
予測・制御

エネルギーの貯蔵・管理

電力供給システムの
安全かつ安定な運用法の開発



「センサ」と「計測」をキーワードに様々なセンサデバイス，計測システムの開発，及び様々な分野への応用研究を
おこなっています。特にセンサに関しては新規な原理・構造に基づくマイクロデバイスを設計製作するところから
はじめています。また、開発したセンサを実社会で役立てるために、計測システムを製作・実証しています。

超高感度センサを使った様々な検査装置開発レーザー・テラヘルツ波を使った先端計測

テラヘルツ波計測システムの構築

極微小量溶液分析 化粧水浸透の定量化

 

Li-ion電池非破壊検査

腫瘍細胞検出

超伝導磁気センサを
用いた免疫検査装置 













      

磁場（mT）

磁
気

モ
ー

メ
ン

ト
(×

10
8

A
m

2 )

Water

2% (v/v)

4% (v/v)

21 mm
11 mm

5 mm

磁気ナノ粒子特性評価

磁気非破壊検査装置の開発

構造物や鋼板の非破壊検査

太陽電池の非破壊検査

10 nm

磁気ナノ粒子電子顕微鏡像

超伝導磁気センサ

各種センサ開発

イオンセンサ 水素ガスセンサ

保有研究設備（一部）

レーザー装置 細胞培養・評価 磁気遮蔽ボックス

磁気ナノ粒子評価装置

国際連携実績
デバイス作製

 ナノテクノロジーをキーワードにエネルギー源・伝送・貯蔵に大胆な転換を実現する
技術のフロンティアを開拓中！基礎から実用化まで！

 「最先端技術による材料物性の追求」，
「人工知能（AI）を活用した新規ナノ材料
の創成」，「高効率エネルギー創成と蓄
電」の研究を進めています．

 国際的リーダーシップ能力を備えたグロー
バルでかつ未来開拓型人材の育成に真剣に
取り組んでいます．

 半導体中の欠陥を制御して
省エネルギーに貢献します．

半導体材料中の種々の結晶欠陥(原子配列の乱れ)

の特性を解明し革新的高機能化を目指しています。
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シリコン太陽電池中の
不純物消滅現象の解明と応用

太陽電池用
多結晶シリコン 金属不純物準位の消滅を検出

SiCの高機能デバイス化を阻む
積層欠陥の拡大過程の解明

走査電子顕微鏡（左写真）で
積層欠陥（右電顕像の黒い縦線）が
上に延びる過程を観察



高度なコンピュータシミュレーション技術によるナノスケールの物理現象・材料機能の開拓から、音波や

光を自在に制御する高性能デバイスの試作・評価まで、“マルチスケール”な科学技術の構築を目指し

ています。 主なﾀｰｹﾞｯﾄ：太陽電池，光触媒(人工光合成)，超高解像度光素子，高効率遮音・ｴﾈﾙｷﾞｰ収穫ﾃﾞﾊﾞｲｽ

メタマテリアル自然界の物質
光・音

光・音
正の屈折 負の屈折

原子や
分子

微細人工構造

光・音波制御――メタマテリアル

グラフェン構造の顕微鏡像グラフェンメタマテリアル

ゲート

ゲート

ドレイン
ソース

フォノニック結晶レンズ(左・中央)と水中超音波の可視化(右)

エネルギー材料設計――並列ｺﾝﾋﾟｭｰﾀによる大規模ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ/半導体太陽電池構造と界面電子分布
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半導体光触媒を用いた水素生成反応

“透明マント” “人工ブラックホール”

テラヘルツ波の異常反射

マイクロ波帯(1～30GHz)の電磁波という波動が持つパワーを
利用する回路の研究を行っています。

マイクロ波－直流
相互変換回路

1つの装置で
直流電力⇔マイクロ波電力
の相互変換が可能

可変電力分配器

断面が長方形の導体の筒の中を
伝送する電力の一部を取り出し可能
その割合を可変

取り出し
透過

入力トランジスタ



 光ファイバを使った新しい高感度センサの開発と応用，光・電磁波・音波などの波動
を使ったエネルギー輸送・回収技術などの研究をしています．

屈折率センサ

【光ファイバを用いた超高感度屈折率センサ】

金ナノ粒子(下図)などの機能材料

これからの社会を支えるより高度
なセンサの実現

• 温度センサ
• ガスセンサ
• バイオセンサ，などなど 抗体

抗原

【バイオセンサー応用例】
アレルギー検査など

【電磁波・音波によるエネルギー輸送・回収】

©JAXA

©JAXA ©JAXA

©JAXA

電磁波エネルギーハーベスタ

未来の発電方法，自動車・飛行機，被災地・危険地帯への無線送電，
などの将来技術を実現するための研究をしています．

【(超)音波によるエネルギー輸送】

人体に影響のない音波を使って無線送電するため
の研究です．
(左は当研究室で開発した電気エネルギーを振動エネルギーに変換す

るデバイス，右はこのデバイスを使ってペースメーカへ充電するイメー
ジ)

バイオエタノールの濃度測定水溶性切削油の濃度測定

産業応用例

油脂の屈折率測定

 研究テーマ: 機械学習
 コンピュータに人の目や耳の機能を学習させるための研究

モデル

トレーニングデータ

学習結果

教科書（先生）

演習問題

学習成果

モデルは内容が十分ならば簡単な方がよい

トレーニングデータは多い方がよい

勉強に例えると

機械学習とは 機械学習のポイント

 学習対象の画像や音の性質を
表現可能なできるだけ簡単な
モデル

 学習対象の性質を全て含むで
きるだけ多くのトレーニング
データによる学習

研究対象のモデル：定常ガウス混合モデル

 特徴：画像や音声との整合性が良く，簡単なモデルによって高精度な表現が可能
 応用研究

 ぼけや雑音で劣化した画像の復元問題，高解像度化
 効率の良いデータ圧縮法
 画像認識（医学部との共同研究5件）

 将来の展望：人工知能の目や耳の機能の実現に向けての基礎研究



 安全で効率的な情報システムおよびその設計・開発法に関する研究

安全で効率的な情報システム

WEBアプリケーション

マルチメディア

データベース

ネットワーク

101010100100101010001100101
001010101010101010101010101
010101011010101010101010101
010101010101010101010101010
101010101010101010101010101
010101101010101010101010101
010101010101101010101010101
010101010101010101010101010
101010101010101010101010101
010101010101010101010010100
101010101010101010101010101
010101010101010101010101010
101010101010101010101010101
010101010101001010101001010

1010101010101

コンピュータ，通信ネットワーク，アプ

リケーションからなる情報システムに

関する研究を行っています。例えば：

 個人情報などの重要な情報を保

護するセキュアなシステム

 WEBアプリケーション技術

 文字，図形，動画，音声などのマ

ルチメディア情報をうまく扱うため

のアプリケーション技術

 電子透しなど，著作権などの人の

権利を保護する技術



 第5世代移動通信システム(5G)の更に先のモバイル通信システムの実現を
目指した、革新的な無線技術の研究を行っている．

基地局： スマートフォンなどの端末と信号の送受信を行う無線局 セル： 基地局がカバーするサービスエリア

インターネット

シームレスなサービスエリア構築、
エリア拡大技術

制御局

マクロセル

基地局

移動局
(スマートフォン)

ストリートマイクロセル

モバイル通信
ネットワーク

新しい無線伝送方式、
IoT・センサNWを支える無線技術

10Gbps以上の
超高速大容量化技術

IoT/M2M

フェムトセル
(オフィス/ホーム)

ミリ波,LED

Wi-Fi

安心安全なIoT機器通信や自動運転の実現に向け，暗号・高信頼通信技術を開発しています，
ときには実際に大規模な暗号攻撃実験やAI解析を行うことで安全性を評価します．

次世代暗号技術の開発と安全性評価 通信の信頼性
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車載ネットワーク

攻撃者

 個人情報などを漏洩しない秘匿性

求められる性能

 スマートフォンをはじめとするIoT機器でも動作
する快適性

 量子コンピュータや人工知能などを用いても解読
できない複雑さ（安全性）

 軽量・高速に動作する暗号技術とその評価手
法の開発

研究内容

 情報セキュリティ技術に対する新たな脅
威の発見と対策技術の開発

 予測困難な乱数の生成
手法の開発とその評価

 暗号文のまま情報処理を
行う技術の開発

 情報が正しくやり取りされていること

通信の信頼性とは

 悪意のある攻撃者による改ざんや通信中に生じるひ
ずみによる情報改変への耐性を有する

 実際の車載ネットワークを不正に制御させないた
めの認証技術の開発

 通信中に生じた誤りを発見し訂正する技術の開発お
よびその評価

 マイクロコントローラと車載ネットワークCANを用いた
モデルの作成と暗号機能の実装



無線ネットワーク
符号化

無線ネットワーク
符号化

 無線通信（携帯電話や無線LAN等）の高速・高品質化をめざし，複数のアンテナを
駆使したMIMO通信や、干渉制御等を実現する信号処理技術の研究を行っている．

研究のターゲット

・次世代のケータイや無線LAN

アプローチの一例

・超高速MIMO/非線形マルチユーザMIMO

・車載の無線通信システム

端末への通信速度を高速化
端末の電池の消費は少なく

・アンテナ指向性の制御

・無線ネットワーク符号化

基地局から離れた端末へも通信
自然災害に強いネットワークも可能

・電力監視用ネットワーク（スマートグリッド）

・センサーネットワーク（農業やプラントに適用）

高速移動中（新幹線の中等）でも
高速通信

超高速MIMO超高速MIMO

非線形マルチユーザMIMO非線形マルチユーザMIMO

アンテナ指向性
の高速制御
アンテナ指向性
の高速制御

フェイクコンテンツの判別
視覚的な品質を⾼めたQRコード開発

・アプリ開発
・プログラミング
・インターフェース

Java⾔語プログラミング学習⽀援システム エラスティック無線LANシステム

システム開発とマルチメディアセキュリティに関する研究を行っています．



近い将来、スマートフォンは⾝に付けられるようになり、⾃動⾞は安全で快適な運転ができる
「スマート」カーになり、家電製品も⼀層「スマート」に⽣まれ変わります。このための技術
課題は電磁波のコントロールです。私たちはその課題を解決する設計法を研究しています。

電磁ノイズ低減設計法の開発
 製品の性能は電磁ノイズをどれだけ減らしたかで決まります。
電磁ノイズが出ず、影響もされない設計法の実現が⽬標です。

暗号機器の安全設計法開発
 実は今、暗号機器を電磁波を利⽤した攻撃から守るための
設計法が業界のホットトピックです。

「スマート」な社会ではあらゆるモノが繋がっている

電磁ノイズが⼲渉し
性能が低下

漏れ出す電磁波から暗号解読

電磁ノイズ評価実験

暗号機器の安全評価実験

電磁ノイズ測定・評価法の開発
 ⽬に⾒えない電磁波を、光などを使って正確に測る技術を
検討しています。



電気通信系学科の
卒業生紹介
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田窪良亮 （電気電子工学科 電気エネルギー・システム制御工学研究室 2012年度修了）

新日鐵住金株式会社 君津製鐵所 設備部 銑鋼制御技術室
担当業務：製鋼工程の電気エンジニアリング

製鋼工程・・・溶銑の成分を調整し（転炉）、
鋼片を作成する（連続鋳造）工程

生産対策（新製品・高生産量）、

品質改善及び生産コスト低減を
目的に、新規設備を建設

電気電子エンジニアは、実際の製造をコントロールする設備を設計

高校生の皆さん、エンジニアになって世界の製造業を牽引しましょう！

とは・・・

変圧器、電動機、ドライブ装置
通信ネットワーク、操作装置…



1. 氏名：秋吉 達郎

2. 出身学科：電気電子工学科(学部)

3. 研究室：電気エネルギー・システム制御工学研究室(舩曳・今井研究室)

4. 修了年：2013年

5. 勤務先：川崎重工業 株式会社

6. 部署：精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部 海外市場戦略部 拡販技術課

7. 仕事の概要 : 建設機械の内側(ﾎﾟﾝﾌﾟや操作用ｽﾃｨｯｸ)を制作しているｶﾝﾊﾟﾆｰです

(1) 海外顧客(建機)対応 ： ｼｽﾃﾑの提案・拡販、実機試験 etc.

(2) 技術統括、海外顧客と国内設計部門との連絡窓口

 電気を専門とした業務ではありませんが、周りの同僚は機械系出身者が多いので、
他の人と違った特色を出せます。(ｺﾝﾄﾛｰﾗの設計部門は電気系出身者が多いです)

8. 高校生へのメッセージ

大学生活は、非常に貴重な経験が出来る時間だと社会人になって改めて感じました。
ぜひ、色々なことに興味をもって社会をみてほしい。

自分はどう感じたか、何がしたいかを考え、将来への道を切り拓いてほしい。

陳 香怡
電気電子工学科 計測システム工学研究室 2013年卒
三菱電機株式会社 名古屋製作所 FAシステム第一部

ものづくりをしたいと思い，総合電機メーカーに就職しました。現在は，
製造工場に欠かせない，生産ラインの頭脳である“シーケンサ”という
制御機器のソフトウェア開発に携わっています。三菱電機のシーケン
サは国内シェアNo.1であり，職場の仲間と共に世界シェアNo.1の地位
を続けるため，日々の業務に取り組んでいます。ものづくりを通して，
人々の暮らしに貢献していることが日々実感できています。

ものづくりをしたいと思い，総合電機メーカーに就職しました。現在は，
製造工場に欠かせない，生産ラインの頭脳である“シーケンサ”という
制御機器のソフトウェア開発に携わっています。三菱電機のシーケン
サは国内シェアNo.1であり，職場の仲間と共に世界シェアNo.1の地位
を続けるため，日々の業務に取り組んでいます。ものづくりを通して，
人々の暮らしに貢献していることが日々実感できています。

学生時代は，脈拍の速度に連動した速度で走るミニ四駆を設計した
り，金属内部の欠陥を可視化したりと，電気通信の技術を用いて
様々な経験ができました。それらの電気通信の基礎知識や研究の進
め方は，現在でも日々の仕事で大変役に立っています。

岡山大学電気通信系学科では，楽しく実用的な知識を学べます。
あなたも社会に役立つ電気通信の世界に飛び込んでみませんか？

学生時代は，脈拍の速度に連動した速度で走るミニ四駆を設計した
り，金属内部の欠陥を可視化したりと，電気通信の技術を用いて
様々な経験ができました。それらの電気通信の基礎知識や研究の進
め方は，現在でも日々の仕事で大変役に立っています。

岡山大学電気通信系学科では，楽しく実用的な知識を学べます。
あなたも社会に役立つ電気通信の世界に飛び込んでみませんか？

高校生へのメッセージ高校生へのメッセージ

現在の仕事現在の仕事

私が携わっている工場などで
自動機械を制御するシーケンサ



29

笠井佑樹
○ 出身学科・研究室・卒業（修了）年度

マルチスケールデバイス設計学研究室(鶴田研究室)
学部：電気電子工学科（H20年度卒業）
大学院：自然科学研究科博士前期課程電子情報システム工学専攻

(電気電子系) (H22年度修了)

○ 勤務先（会社名，部署名)
(株)島津製作所 分析計測事業部 技術部

○ 仕事の概要
自社の分析装置を制御するソフトウェアの開発。
⇒ソフトウェアの機能仕様の検討、プログラミング、

ソフトウェアの動作確認テスト、開発文書の作成など

○ 高校生へのメッセージ
私が在学していた電気電子工学科はJABEEプログラムを導入していたこと

もあり、専門科目や英語をしっかりと学ぶことができました。そして学部4年から
修士2年までの特別研究では、自分で仮説(考え)を持って物事に取り組むこと
について学びました。また、難しい課題に対して少しずつでもよいので、毎日地
道に取り組むことの大切さも実感できました。色々と忙しい6年間でしたが、そ
の分得られたものも多いと思います。

• 氏名
– 中村 優太: なかむら ゆうた

• 通信ネットワークコース
情報伝送学研究室 2010年度卒業生

• 経歴
– 岡山大学 通信ネットワーク工学科

– 神戸大学 経済学研究科所属
• 2010年 社会科学特別奨励賞 凌霜賞受

賞

• 2014年 日本金融学会全国大会報告

• 2014年 神戸大学MME報告
– Modern Monetary Economics

• メッセージ!!
– 電気通信系学科には基礎力を身に付ける

ための豊富なカリキュラムが用意されてい
ます。素晴らしい先生・先輩方、通いやすい
キャンパス、就職実績、こうした点も魅力的
です。専門性を追求するもよし、学んだ技術
を他の分野に活かすもよし、「選択肢は無限
大」です。皆様、魅力溢れる岡山大学で充
実した学生生活を送ってみませんか。

• 研究
– 「工学系」 雑音除去技術の開発

• 統計学+プログラミング

– 「経済系」 持ち家・賃貸選択行
動の分析

• 経済数学: 人間、企業の行動を数
式で記述

• 統計学+プログラミング

ガ
ウ
ス
混
合
モ
デ
ル

スッキリ!!

画像

シュミレーション解析!!

賃貸

持ち家

どっちが
いいかな?

数理化


