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展示会では図４のように製作した模型電車を展示した。
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今回、この半導体展示会最大のセミコン2012に参加させ
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転することができなかったので、長期性能維持への課題に
対する解決策を考え、さらに完成度の高い燃料電池搭載型
模型電車を製作していく予定である。
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展示会場に到着したとき想像以上に大きかったのでとて
も驚きましたが、それと同時に絶対成功させてやるという
気持ちがこみあげてきました。展示中はトラブルもありま
したが、周囲の方々の助言もあり、なんとか成功させるこ
とができました。外国の方に説明するのは初めての経験で、
分かりやすく伝えるための語彙不足、難しさを実感しまし
た。また、研究面の新たな課題を発見することもでき、と
ても大きな経験になりました。３日間を通して様々な方に
お世話になり、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。あり
がとうございました。
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これまでに燃料電池関係の学会や展示会で発表してきま
したが、The 高専＠セミコンでは、各高専の学生に自分た
ちの研究発表の場が与えられていて、今回、私は『燃料電
池搭載型模型電車の開発』という題目で２回プレゼンさせ
ていただきました。セミコンの参加者はもちろん半導体業
界の方々で、たまたま通行された方が立ち止まって発表を
聞いて下さるという、これまでに味わったことのない緊張
感が特に印象に残っています。発表を終えてたくさんの方
にお褒めの言葉をいただくことができましたが、私自身は
もう少し多くの方々に立ち止まって聞いていただけるよう
な発表をしたかったと反省しています。今後は、この３日
間で得た様々な経験を活かし、更なる成長を目指して、日々
精進していきたく思っています。懇親会では、他高専の学
生とも交流でき、新たな学生同志の繋がりも作ることがで
きました。将来は、日本のものづくりを支える現場に就職
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