
修士課程

博士
後期課程 諏訪圏の主力産業となっている電子・電機、機械、加工、情報

通信等に関する工学を中心分野とし、「テクノロジー（工学）
領域」とします。この領域における目的は、知識基盤社会に
対応した研究開発を自律して行う力を身につけ、新たな技
術パラダイムを開拓すること。国際的に活躍し社会に貢献
できる技術者や技術系経営者を養成します。この領域を修
めた者には、原則として博士（工学）の学位を授与します。

最先端の科学技術の発展を目指し、環境を守り安全・安心・
便利な社会を構築していく上で必要なコアテクノロジーか
ら研究テーマを選定、研究開発を進めます。

企業だけでなく、行政、団体、教育機関などの組織活動を、
効果的かつ高度に行うための考え方とスキルを備えたマネ
ジメントの専門家を育成します。

我々の生活する社会と、工学や経営学との接点としての領
域を、「社会システム領域」と名付けます。具体的には、①環
境を守り、低炭素社会を実現するための技術およびそのマ
ネジメント　②地域社会の安全・安心を支える地域通信
ネットワークの実現　③火災や犯罪等に技術の観点から対
処する社会安全、等を体系化して学修します。この領域を修
めた者には、原則として博士（学術）の学位を授与します。

テクノロジー（工学）領域 社会システム領域

工学コース マネジメントコース

工学と経営学の融合教育

工学と経営学の融合教育を強化し、工学から経営学にわたる幅広い学問領域に共通する融合教育を施す
ため、2つのコースを設置しています。先端技術の深耕と全ての組織活動を効果的かつ高度に行うため
のマネジメントをさまざまな社会システムや企業へどのように展開させるかを理解し、修得します。

工学と経営学の融合教育

工学・マネジメント研究科

工学・マネジメント専攻

「工学と経営学の融合教育」のさらなる高度化を目指し、
環境を守るテクノロジーとマネジメントを身に付け、
地域の発展に貢献できる人材を育成します。

修士課程 博士後期課程

今年から5Gサービスが開始され、高速インターネット接続環境が一層整備される中で、人工知能
(AI)を搭載したスピーカに話しかけることで個々人の好みに合わせたサービスが瞬時に提供される
など、これまで想像できなかったことが実現できるデジタルトランスフォーメーションが急速に進展
しています。その中で、本学大学院では、基礎学力を重視しながら、AIやIoTを中心とした新たな
モノづくりやサービス創出を可能とする工学系の研究と経営学などのマネジメント系の研究活動を並
行して行っています。これからの時代を拓くのはあなたです。大学院でその礎を築きませんか。それ
を本学教職員が全力で応援します。

研究科長からのメッセージ
工学・マネジメント研究科長  松江　英明 教授

研究指導教員及びその研究分野 （2020年度現在）

「遊んでいるとき」「運動しているとき」「学習しているとき」など
日常的な場面での脳活動を調べています。ドーパミン神経系の特
徴を利用して遊技機のもたらす快感を量的に予測したり、ギャンブ
ル障害の実態や予防について研究しています。

応用健康科学
脳科学 篠原 菊紀 教授

実用的なシステム開発に取り組みながら、ロボット技術を活用して
機械装置を使いやすくする研究をしています。開発事例：全方位視
野を提供する遠隔操縦システム、湖沼を調査する水中ロボットカメ
ラ、IoTシステムの開発力を促進するカリキュラムの開発など。

知能ロボティクス  
メカトロニクス

修 博

市川 純章 教授

提供する品物やサービスがお客様の満足を得るかどうかを知るに
は、品質を測定し得られたデータに対して統計処理を行い有用な
情報を得るのがよい方法です。大規模なデータ解析が必要なため
にコンピュータを用いて解析します。このデータの取り方と解析方
法について研究しています。

統計的品質管理
奥原 正夫 教授

修

修

高度な医療や介護による安全な暮らし、便利な製品による豊かな
環境での生活を実現するためには、脳の仕組みをはじめ、生体の
特性を調べることが大切です。これらの研究成果は新たな医療診
断装置の開発のみならず、動きやすい空間の設計、さらに使いやす
い製品の開発に役立ちます。

医用・福祉工学 修 博

清水 俊治 教授

無線通信では送信周波数、送信タイミングを適切に選択することで
高い通信効率を達成できますが、膨大な過去の送信履歴から周り
の環境・状況を推定し適切に選択する必要があります。そこで、人
工知能等の高度な知的処理を用いて推定・選択し高い通信容量を
実現する無線通信システムの制御方法について研究しています。

自律適応型通信システム制御 修

布 房夫 教授

バーチャルリアリティとは、CGで表現された空間を歩いたり、物を
操作したりすることなどを可能にする技術です。教育への応用な
ど、VRのさまざまな応用について研究しています。

バーチャルリアリティ
ヒューマンインタフェース

修 博

平田 幸広 教授

社員の能力が業績に直結する時代となり、ICTを活用し業務に直
結した効率よい学習が企業の最重要戦略の一つとなりました。こ
こでは、学習者の日々の活動を、AIや機械学習により分析し効率よ
い学習活動に結びつける方策について考えます。この手法は、企
業活動の工程異常予測などにも応用できます。

経営情報システム論
e ラーニング

修 博

広瀬 啓雄 教授

次世代（５G）携帯電話や次世代無線LANの実現に向けた通信速
度のさらなる高速化技術やIoTサービス実現のためのLPWA通信シ
ステムにおける通信距離のさらなる長距離化技術の研究を推進し
ています。そして、これらを組み合わせることで医療・介護分野や
農業分野などを対象としたIoTサービスソリューションを地域に向
けて発信しています。

無線通信・ネットワーク 修 博

松江 英明 教授

近年、スマートフォンなどの高度なモバイルデバイスが普及し画像や
音声、地磁気等の様々なデータが容易に取得できるようになってきま
した。こうしたデータから的確に情報を抽出したり識別したりするた
めの知能情報処理技術の研究をしています。また音声やテキストを用
いたコンピュータによる人間への適切な支援や情報呈示により誰で
も簡単に使えるシステムを開発するための研究も進めています。

知能情報処理
音声・言語工学

修 博

水野 秀之 教授

デジタル化の進展とともに、多種多様なデジタルデータがますます大量に生成されるように
なりました。このような大量の情報をただ集積しただけでは意味がなく、ビッグデータ分析
や人工知能を活用し、ユーザが理解しやすいように提示することが求められています。その
ためには、現実の世界を拡張し、サイバーとフィジカルを融合させ、さらに多様なメディアを
駆使してビジュアルに表現するシステムが必要となります。その実現のためマルチメディア情
報処理の技術面での研究と現実のソリューション面での研究を同時に行っていきます。

メディア表現、
サイバーフィジカル融合システム

修 博

三代沢 正 教授

知能化ネットワークとは、IoTのように、様々なモノが通信しあうネッ
トワークシステム上で、データ処理やサービス提供判断を、人工知能
（機械学習）によって行なおうというものです。ディープニューラル
ネットワークなど、最新の機械学習手法を用いたデータの識別・判
断技術と、実サービスへの応用方法について研究しています。

知能化ネットワーク 修

山田 哲靖 教授

コンピュータネットワーク、モバイルネットワークの急速な発展に
伴い、セキュリティ技術の重要性が叫ばれています。セキュリティ
技術の安全性は暗号の安全性に基づいており、暗号の安全性に関
する研究は全てセキュリティ技術の基本です。暗号技術をベースに
安心・安全な社会への研究を行っています。

暗号・セキュリティ
ネットワーク

修

杉田 誠 准教授

画像・音響・通信などのすべての情報をリアルタイムに解析して、不
必要な情報（ノイズ）を取り除き、必要な情報のみを抽出・分析・可
視化する、適応信号処理の新しい提案と研究をしています。また精
密加工や医療などの検査装置の音解析・映像解析を含め、組み込み
制御回路の設計から開発までトータルシステムの実装にも従事。

画像・音響・通信における
適応信号処理

修

田邉 造 准教授

インターネット上に拡散している大量・多様な情報及びデータを
様々な条件下で管理・処理するための技術を研究しています。イン
ターネット上のデバイス、ノード間の協調によって高効率・便利な情
報システムを生み出します。

分散協調システム
次世代インターネット技術

修

土屋 健准教授

様々な教育機関で取り組まれている課題解決型授業(PBL)やe-ポー
トフォリオなど、教育面での情報システムが活用されるようになって
います。これらの情報システムの効率的な活用方法や、利用履歴な
どから教育効果を分析、予測する方法について研究しています。

情報教育、教育工学、学習分析 修

尾崎 剛 講師

人間は機械を使いこなすことにより、目的の達成や作業の効率化等
を実現しています。しかし、そこには機械に対する習熟が必要とさ
れ、その難しさによっては習熟を断念する場合もあります。そこで、
機械側が人間の能力や状態を理解し、それに合わせ動作を実現する
ための人間機械協調システムの研究をしています。

人間機械協調システム
画像認識、機械学習

修

橋本 幸二郎 講師

光の特性を活用した立体映像表示技術であるホログラフィを用い
て、空中に浮かび上がる究極の立体映像表示システムの研究開発を
行なっています。また、GPUを活用した超並列計算処理による立体
映像のリアルタイム生成・配信についても研究しています。

ホログラフィ、光情報処理
並列計算工学

修

山口 一弘 講師

ヒトの感覚、知覚、認知、そして情動の視点から、VRやMRという体感型情報提示
法の在り方を考察し、特に近年着目される没入型環境における”The Sense of 
Embodiment”が生起される過程を情報工学・人間工学の視点から明らかにするた
めの研究を行っています。具体的には、身体化の生起に重要な諸条件をヒトの注
視行動、振舞い、生理指標などの変化から説明するためのモデルの開発や、それ
らの知見を基に没入型仮想環境における力触覚提示装置の開発をしています。

複合感覚提示技術
データサイエンス

修

山口 武彦 准教授

国際規格にも採用された実験方法(ワンバー法)で、材料や構造体
の高速変形力学特性を計測しています。どちらも準静的に変形さ
せた場合とは異なる性質を示します。さらに、片振り引張り疲労と
高速引張りを組合わせた負荷モードでの金属材料の機械的性質の
劣化に関する系統的な研究では、他の研究機関の追従を許さない
実績を積み上げてきています。

衝撃工学
環境配慮型構造設計 板橋 正章 教授

修 博

リニアモーターカーにも用いられている磁気浮上の技術を使って、
浮上式のモータや発電機の研究開発を行っています。コンピュー
タシミュレーションソフトを使ってモータを設計し、試験機を製作
します。実験して回転子が浮上していることを確認し、性能を評価
します。

電気機器・磁気浮上 修

大島 政英 教授
博

省エネ、省資源に貢献することを目的に、磁界、熱、振動などの複
合現象の解析と数理計画法による最適化を組み合わせ、電気機器
の高効率、小型化技術（限界設計技術）を研究しています。

電気機器・超電導応用・数値解析 修

北村 正司 教授

一般的に、ストレス下では、活性酸素の蓄積により、作物に深刻な
ダメージが生じ、収穫量が減少します。安定的な高生産性農業を
実現するために、農学・工学・情報学を融合させ、活性酸素の低減
化によるストレス耐性強化技術の開発を進めています。

細胞工学、農業工学、活性酸素 修

来須 孝光 准教授

医療・ヘルスケアや社会のお困りごとの解決に新たな価値を見出
し、人々の豊かな暮らしを支えるために、IoT（Internet of Things：
モノのインターネット）等の新しい技術が勃興しています。そのコア
技術であるセンサおよびセンシングシステムと、そこに必要とされる
ヒトに寄り添える実装工学を研究しています。

センサ工学 
エレクトロニクス実装工学 

修

橋元 伸晃教授

農業用光合成促進シートを使用し、透過型太陽電池の出力特性、透過光
スペクトル分布を測定し、裏面空間の環境を評価しています。また、災害に
より生じた停電時においても、マイクログリッドにおいて再生エネルギー
のみ（蓄電池を含む）を用いて電力供給が可能なシステムを構築します。
需要を段階的に変動させ、なるべく供給の変化に合わせるようにします。

太陽光エネルギーの出力評価
マイクログリッド

修 博

平田 陽一 教授

運動の自由度よりも駆動の自由度が少ない機械システムを劣駆動
系といい、システムのモデル情報に基づくその運動制御の研究に
取り組んでいます。近似線形化制御などの非線形フィードバック制
御の他、それらの制御を応用した次世代モビリティの開発などの
実験も実施しています。

制御工学
ロボット工学　振動工学

修

星野 祐 教授

実験・計測、コンピュータシミュレーション、最適化設計の技術を
用いて、航空機と流体機械に関する研究開発を行っています。性能
改善、精度向上、開発コスト削減、開発期間短縮などが可能になり
ます。現在、ソーラープレーン無人航空機、電動航空機、次世代超
音速旅客機、ナノバブル生成装置などを研究しています。

航空宇宙工学・流体工学 修 博

雷 忠 教授

次世代携帯端末に利用されるフレキシブル有機ELディスプレイや
太陽光発電と農作物栽培の両立を可能とするシースルー太陽電池
の開発を目指しています。さらには太陽光エネルギーから水素を
作る人工光合成デバイスや太陽光利用型植物工場の開発も視野に
入れています。

太陽光エネルギー変換工学
有機エレクトロニクス

修

渡邊 康之 教授

省エネで環境にやさしい機械の開発やその普及のためのインフラ開
発に対して、燃焼工学・安全工学の面からその達成を目指した研究
を行っています。例えばより地球環境にやさしい冷媒や新エネルギ
ーとして期待される可燃性ガス等の燃焼性の実験的評価をメインテ
ーマとして研究しています。得られた成果は規制緩和の基盤データと
して活用されるなど、新エネルギー技術の普及に貢献しています。

燃焼工学・安全工学 修

今村 友彦 准教授

私たちは様々な材料に囲まれて生活しています。材料の開発・改良
は生活を快適にし，省エネや環境保護にも役立ちます。そんな地球
に優しい材料の研究・開発を考える研究室です。ナノカーボン材料
の特徴制御やエネルギー貯蔵，世界最高品質の磁性材料の研究を
しています。

ナノカーボン材料
磁性材料　材料科学

修 博

内海 重宜 教授

最先端のハイテク電子材料を簡単に作ることを目指します。物理
的・化学的な視点から物質・現象をじっくりみつめることで、次世
代の電子デバイスを簡単に作り上げるための研究をしています。ま
た、環境に対する優しさも大事なポイントです。

機能性薄膜形成 修

王谷 洋平 准教授

電気自動車や自動運転車など自動車は新たな進化局面を迎えてい
ます。安心で安全なクルマ社会を実現するために、人・道・車の様々
な視点から交通事故リスク要因の調査、分析を行い、地域特有の交
通事故要因の解明をはじめとして、自動車衝突時の乗員傷害軽減や
運転支援、事故防止技術の研究を行っています。

自動車衝突安全・予防安全/
交通事故分析

修

國行 浩史 教授

知識が高度化・多様化し、何が正しいのか自分で決めなければな
らない時代になりました。このような社会で自分を発揮するため
には分析思考・複眼思考が欠かせません。経営科学の視点から、自
分の経験や直観を生かしながら、グローバル社会を生き抜くため
の意思決定法について研究しています。また、これらの手法を応用
した政策評価や行政評価についても研究しています。

多基準意思決定法
政策評価・行政評価手法

修

飯田 洋市 教授

地域の産業活性化が切に求められる時代となっている。地域の
個々の中小企業にとっては、その特性を活かした事業戦略をどのよ
うに展開したらよいかが大きな課題である。一方、地域固有の技術
や産業が地域社会に埋め込まれる産業の地域化という視点は、地
域経済社会の継続的発展の観点から重要性を増している。中小企
業を中心とした地域産業の展開についての研究を行っています。

事業戦略　地域産業論 修

五味 嗣夫 教授

情報科学の基礎理論の一つである情報理論において、情報の定量
的な指標を与える情報量や様々な系の複雑さを評価するエントロピ
ーに関連した基礎研究を行なっています。特に、光や電子などのミ
クロ的対象を情報媒体とする量子情報技術の理論的最適性の規範
を与える、量子相互情報量などの解析に取り組んでいます。

情報理論
エントロピー理論

修

松岡 隆志 教授

ものづくりを支える接着接合技術。最近では自動車製造への導入が顕著
であり、車体構造材料の多様化に伴う異種材料間接合に貢献していま
す。このような機械構造物を安全、快適に利用するためには接着強度の
向上とその信頼性の確保が必要です。これらの実現を目的とし、様々な観
点からの接着接合技術の検討や各種強度試験による接着特性の評価お
よび数値シミュレーションを用いた力学特性の解明を行っています。

接着接合・構造接着・
数値シミュレーション

修

志村 穣 准教授

グローバル化が進む現代において、国内市場だけでなく海外市場
の獲得・拡大を考えている企業は年々増えてきています。商習慣や
言語など異なる国で事業を展開・拡大することは、自国でのビジネ
ス環境と大きく変わるため、その複雑さを増しています。複雑なグ
ローバル市場で企業の経営戦略を如何に構築し、競争優位を獲得
するかを研究しています。

グローバル経営戦略、競争戦略 修

韓 暁宏 教授

絶え間ない技術革新に自律して対応できる優れた研究・開発能力と高度な知識、「知識基盤社会」に対応
して国際的にも活躍できる素養、研究開発から商品化までのプロセスのマネジメント、環境と適合する技術
のマネジメント、社会安全リスク評価等を併せて教育することで、地域の一層の活性化に貢献します。

博




