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はしがき 

 

本報告書は、静岡大学工学部の平成 20 年度における教育及び研究に対する活動状況をまとめたも

のです。本書は、学科等の活動概要とそこに所属する教員の活動状況、学部内で推進している研究プ

ロジェクトの活動状況の報告から構成されており、新聞報道や外部研究資金に関するデータが資料編

として添付されています。報告書の紙面の大部分を占めているのは各教員の活動状況のページですが、

1人２ページで、教育及び研究に関する活動状況が各人の活動目標と共に記載されています。なお社

会貢献や管理運営は、教育および研究が適切に実行されるための重要な業務であるので、これらの項

目も各教員の活動報告の中に設けました。 

 

報告書記載上の補足事項 

・報告書に活動状況を記載する教員は、平成 20 年 5月 1日に工学部専任教員及び工学部兼担教員（創

造科学技術大学院の工学系専任教員）として在籍している教員を対象としています。 

・各教員のメールアドレスは、迷惑メール防止対策のため、アドレスを自動的に読み取ることができ

ないようになっています。 

・担当授業科目について、学部における卒業研究、大学院におけるセミナーや修士論文の研究指導な

どの、研究室単位で実施する科目は記載を省いています。また表中の「コマ数」は、原則として

90 分の授業を週１回 1学期間行う場合を１コマと勘定しています。 
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巻頭言 

静岡大学工学部 

「教育研究活動報告書」の発行によせて 
 
                                 工学部長 柳沢 正 
 
 静岡大学工学部は、1922 年に浜松高等工業学校として創設され、1944 年からの浜松工業専門

学校時代を経て、1949 年より新制静岡大学のひとつの学部となり、今日まで多様な教育研究活動

を展開してきています。そのような来歴のなかで静岡大学工学部として、1950 年の第 1 号を皮切

りに 2002 年の第 53 号まで毎年「静岡大学工学部研究報告」を冊子体で発行してきました。また、

2002 年の 53 号および 2003 年の 54 号については、工学部ホームページに「工学部研究報告書」

のWebサイト（http://www.eng.shizuoka.ac.jp/mc/5/78.html）を設け、電子ファイルの形で研究

成果を公開しました。そして、2004 年以降は、静岡大学「教員データベース」情報に基づいた研

究者データの公開Webサイト（http://tdb.adb.shizuoka.ac.jp/rd/search/japanese/）において各教

員の活動状況を公開してきています。 

 しかし、教員データベースに基づいた情報公開は、教員個人の活動状況に関する基礎データの

参照には便利ですが、工学部の教育研究活動全体を総合的に俯瞰するには必ずしも利便性のよく

ないものでした。そこで、組織の教育研究活動の概要とそのベースとなる個人の活動状況を取り

まとめた「工学部教育研究活動報告書」を新たに作成し、電子ファイルの形で工学部ホームペー

ジ（http://www.eng.shizuoka.ac.jp/）に公表することにしました。 

 本報告書のねらいは、工学部における組織および各教員の教育研究活動に関する実績を毎年度

整理して記録し、 

 (1) 学部の活性化に役立てる、 

 (2) 学部の広報に利用する、 

 (3) 将来の組織評価に備える、 

ことにあります。学部として、学科等として、さらに教員個人としての活動状況を取りまとめる

ことは、単に活動実績データの収集のみならず、それぞれの活動状況の把握と省察、およびそれ

らに基づいた学部・学科等および個人の活性化と今後の展望の構築など、様々なメリットがあり

ます。 

 年度替りの多忙ななか、１年間の活動データや資料を整理いただいた教員の皆様、並びに全体

を報告書の形に編集してくださった工学部評価実施委員会の皆様に厚く御礼申し上げます。 

 本報告書が、工学部の益々の発展に繋がっていくものと期待しています。 

（2009 年 4 月） 

 

11111111111111

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/mc/5/78.html�
http://tdb.adb.shizuoka.ac.jp/rd/search/japanese/�
http://www.eng.shizuoka.ac.jp/�


工学部組織概要 

 

静岡大学工学部は、機械工学科（入学定員 150 名）、電気電子工学科（入学定員 150 名）、物質工学

科（入学定員 145 名）、システム工学科（入学定員 90 名）の４学科、共通講座、創造教育支援センター、

工作技術センター、技術部、寄附講座で構成されている（下図参照）。各学科はその教育目的に応じてコ

ース等を設けて、より教育効果の上がる教育体系のもとに学生の教育を行っている。共通講座は、全学科

に共通した数学・物理・化学の基礎的な科目を教育を担当している。また、創造教育支援センターは学生

の「ものづくり」教育の実践等を担当し、工作技術センターは学生の工作実習や教員の実験装置製作等

を行っている。技術部は学部全体および各学科研究室への技術提供を行うとともに、創造教育支援セン

ター・工作技術センターに対する技術支援を行っている。企業との連携により設置している寄附講座（エ

ンジン環境工学：スズキ株式会社）では、応用性の高いテーマに特化した教育・研究を実施している。 

なお、工学部の各学科の教育は、大学院工学研究科（修士課程）の各専攻（機械工学専攻、電気電

子工学専攻、物質工学専攻、システム工学専攻）や創造科学技術大学院自然科学系教育部（博士課

程）におけるより高度な教育に結びついている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に、各学科に設置されているコース等の概要を示す。 

  機械宇宙コース： 

機械工学科 

ミクロからマクロまでの広い視点からの機械・システム設計に必要な、材料や熱、流体

に関する力学の他、環境に関する技術や航空・宇宙開発技術について学ぶ。 

  機械知能コース：マイクロマシンなどの小さな機械やインテリジェントなロボットや福祉機

工 
 

学 
 

部 

機械工学科 

電気電子工学科 

物質工学科 

システム工学科 

機械宇宙コース  

エネルギー・制御コース  

材料科学コース  

化学システム工学コース  

System Engineering 系  

Information Technology 系  

機械知能コース  

情報・通信コース 

デバイス・光コース  

光電機械 系  

寄附講座 

共通講座 

工作技術センター 

創造教育支援センター 

工学部の組織 

技術部 
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器の基礎となる精密計測、光工学、情報工学、ロボティクス、バイオメカトロニクス、

知能化設計生産システム、フェールセーフ設計システム等について学ぶ。 

 情報・通信コース： 

電気電子工学科 

現代のＩＴ社会の基盤となる、情報・通信・ディジタル信号処理・プロセッサ・メディ

カルエレクトロニクスなどの最先端技術について学ぶ。 

 デバイス・光コース：電子デバイス・半導体光エレクトロニクス・電子材料・新機能材料・

レーザ・超電導などの最先端技術について学ぶ。 

 エネルギー・制御コース：高度な電気エネルギーの利用を目指した、電力・プラズマ・制御・

ロボット・自然エネルギー発電などの最先端技術について学ぶ。 

   材料科学コース： 

物質工学科 

自動車や半導体などのあらゆる産業・環境技術・先端技術を対象として、化学と物理を基礎とし

た材料設計化学、機能材料プロセス、分子機能化学などの幅広い材料科学について学ぶ。 

   化学システム工学コース： 

燃料電池システムや超臨界流体応用技術、生分解プラスチックなどエネルギー・環境・材料分

野を対象に、化学の原理を組み合わせてデバイスから装置を完成させるプロセスについて学

ぶ。 

System Engineering 系パッケージ＊： 

システム工学科 

社会や組織の仕組みをモデル化して，コンピュータ上に実現する技術について学ぶ。 

Information Technology 系パッケージ： 

ソフトウェア技術を主，ハードウェア技術を従とするシステム設計に必要な技術につい

て学ぶ。 

光電機械系パッケージ： 

ハードウェア技術を主，ソフトウェア技術を従とするシステム設計に必要な技術につい

て学ぶ。 

 (*パッケージ：卒業後の活動分野を SE 系，IT 系ならびに光電機械系と想定して，それぞれ

に対応して設定したカリキュラムの科目群) 
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機械工学科 

機械工学科の教育研究活動状況 

 

 もの作り，機械作りを基礎とし，それらに所要の機能・性能を発揮させる上で必要な科学技術の知

識習得を目的とした教育を行っている．そして，将来さらに重要になると考えられる二つの分野に特

化して，教育・研究を実施している．具体的には，航空宇宙，熱流体・環境関連分野，材料解析分野

等を含む「機械宇宙コース」および計測情報，知能機械，設計・生産分野を中心とする「機械知能コ

ース」の二コース制で，それらに関する研究とそれらの分野で活躍できる人材を育成するための教

育・研究を行っている． 

 機械技術者としての基礎能力，その能力によって社会に貢献する姿勢を身につけたエンジニアの育

成を目標とし，社会に出てから幅広い分野で活躍できる人材となることを期待して，次のような学

習・教育目標を掲げて特徴ある教育を行っている． 

(1) 専門知識に偏らない豊かな教養を身につけ，多面的に考える能力を養う． 

(2) 技術者としての社会に対する責任感を培い，高い倫理観を身につける． 

(3) 日本語による論理的な表現力と討論能力等のコミュニケーション能力を身につける． 

(4) 機械工学の基礎をなす数学と物理学の知識を修得する． 

(5) 機械工学の種々の分野に共通する基礎的知識および考え方を修得する． 

(6) 技術的課題を設定し，それを解決するための研究計画を立案・実行・評価能力を育成する． 

【 教育活動 】  

【 目標 】 

  機械技術者としての基礎能力を有し，その能力によって社会に貢献できるエンジニアを育てるこ

とを目標とする． 

 

【 実績 】  

(1)JABEE対応の授業を実施 

  2003 年に JABEE の認定を受け，2004 年度から JABEE 対応の授業を実施してきた．選択必修科目

を廃止して必修科目と選択科目のみとし，主要４力学に演習科目を新たに設けて学習内容を強化，

基礎科目から応用科目への履修順序の変更などカリキュラムを変更して JABEE に対応した．また，

機械工学実験に関しては新たにワーキンググループを設け，実験項目の見直しを行った．今年度，

２期目の審査を受けるため準備を進めている． 

(2)授業評価 

  教員（学科の評価実施委員）による授業聴講によって，授業の仕方，内容，学生の態度等の点か

ら評価を実施した．他の教員から見た評価を周知するため，年度末の学科会議で評価結果を報告し

た．学生の授業アンケートと合わせ，授業向上の情報とする． 

(3)連携大学院 

  宇宙研究開発機構との連携によって宇宙関連機関で研究する機会を設け，学生の研究意欲の向上

を図っている． 

(4)表彰等 

  学術誌に掲載された論文や国際会議での発表等，学科の選考基準によって大学院の成績優秀者に

与えられる学会賞や奨学金免除の候補者を決定している．この選考方法の採用により，学生の論文

執筆，国際会議での発表等が増加し，能力の向上が認められる． 

(5)学生の活動支援 

  学習・教育目標に則した教育の一貫として，全日本学生フォーミュラーや鳥人間コンテスト等へ

の参加など，学生の活動を支援している． 
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機械工学科 

【 今後の展望 】  

  これまで実施してきた項目に関しては，改良を図りながら継続して実施する． 

 

 
【 研究活動 】 

【 目標 実績 今後の展望 】 

  航空宇宙，流体・環境，熱科学，材料解析，計測情報，知能機械，設計システム，生産システム

の分野で研究を行う． 

(1) 航空宇宙 

  大形宇宙構造物の動特性予測，ジェットエンジンの大型化や性能向上，惑星間輸送システムの推

力特性，低レイノルズ数領域における小型飛行機の設計等の研究を行った． 

(2) 流体・環境 

  CO2/PAG混合物の減圧分離特性や混合率測定，気泡乱流における階層構造の段階的理解，レイノ

ルズ応力輸送方程式のモデリング，MHD一様剪断乱流における物理特性等の研究を行った． 

(3) 熱科学 

  多孔質体理論を応用した複雑熱流動系の研究，交通流と渋滞に関する研究，癌の凍結壊死療法の

伝熱工学的な研究，固体高分子形燃料電池の発電特性の研究等を行った． 

(4) 材料解析 

  複合材料に関する微視力学モデルやねじり疲労試験機の開発，傾斜機能材料に関する研究，圧電

複合構造の解析等の研究を行った． 

(5) 計測情報 

  全方位カメラによる複数観測情報を考慮した３次元環境モデルの構築，インタラクティブシミュ

レーションシステムの開発，自己組織化プロセスのレーザー制御，ナノメッキ制御システムの開発

等の研究を行った． 

(6) 知能機械 

  ポリウレタンフォームの減衰特性のモデル化，人間共存型ロボットの対人インタフェースやイン

フォーマティブ・モーション，遠隔医療診断ロボット等に関する研究を行った． 

(7) 設計システム 

  パラレルメカニズムに関する研究や多孔質セラミックスの微構造モデルによる破壊挙動の研究

等を行った． 

(8) 生産システム 

  環境対応型鍛造用潤滑剤の性能評価，中空素材の軸方向衝撃圧縮特性，窒化処理による金属切削

工具の性能向上，アルミニウムと鋳鉄の同時切削における工具寿命，アルカリ電解水ミストの金属

切削への適用等の研究を行った． 

 

JSSUME(Joint Symposium among Sister Universities in Mechanical Engineering)の開催 

  姉妹校である嶺南大学（韓国），長崎大学，横浜国立大学と静岡大学大学との，機械工学分野に

おける学術・研究の交流，さらに教員，学生間の交流を目的とした JSSUME を開催した．120 名の

参加があり，内外より約 70 件の講演が行われた．学生による講演も多く，学生にとってよい研究

発表の場になっている． 
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機械工学科 

 
 
  

 

 

専任・教授  大岩 孝彰 （OIWA Takaaki） 

機械工学科 

専門分野： 精密機構，精密計測，機械設計 

 
homepage: http://oiwa.eng.shizuoka.ac.jp/ 
 

【 研究室構成 】  
教    員：大岩 孝彰 

修士課程：２年（3名） 

学  部：４年（5名） 
 

＜教育＞ 

【 目標 】 
 学部１年生前期「機構学」および学部３年「メカトロニクス」では，できるだけ実物などの資料を

回覧するようにしている（例えば，各種ジョイント，軸受，歯車対，歯車装置などの機械要素やメカ

ニズム，モータ，電子回路部品など）．ＰＣプロジェクタを用いた場合は，講議に用いたスライドフ

ァイルを Web で公開し，学生各自が閲覧可能としている．大学院の講義では毎回質問用紙を配付し，

授業中に質問および感想を記入させ，授業後回収し，次の講議の最初で主だった質問に回答するよう

にしている． 

 

【 授業担当科目および取り組み 】 
授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

機構学 学部１年 ２ ○   

メカトロニクス 学部３年 １  ○  

新入生セミナー 学部１年 １ ○   

設計製図 学部３年 ２  ○ 座学 

応用英語 学部３年 １ ○   

ロボットと人間 学部３年 １  ○ 学際科目 

機構学特論 大学院１，２年 １  ○  

 

＜研究＞ 

【 目標 】 
 現在「ナノテク」により精緻なものを作る技術が確立されつつあるが，人類の生活に必要な１cm
〜１m 程度の大きさの部品をナノメートルオーダの精度［相対不確かさ：10–７〜10–９（ナノ）］で加

工や計測を行うための手法は開発途上にある．このように精密な加工機や測定機を実現するためには，

正確に運動し高剛性なメカニズムが必要となるが，現実には機械要素の運動誤差や内・外乱（力・振

動・熱）などのために，運動精度の向上は非常に困難である．本研究室では，アッベの原理に代表さ

れる精密機械の基本原理を遵守しつつ適切な計測制御技術を応用することにより，６自由度完全相対

運動を実現する超精密メカニズムの開発を目指している． 
 
【 業績・成果 】 
（１）ワーク・ツール間の６自由度完全相対運動を目指した超精密機械の開発 
  本研究では，機械の運動を乱す内・外乱例えば内外力や室温変動などの影響を排除・低減する

ため，工作物（ワーク）とツール（刃物またはプローブなど）の間の６自由度相対運動（位置・

姿勢）を計測するフィードバックセンサとしてパラレルメカニズムを用い，機械の運動を補正す

る新しい概念の機械を創製する．  
（２）パラレルメカニズムを用いた精密機構に関する研究 

ナノ(10–9)オーダ運動精度を持つメカニズムを目

指して 
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   パラレルメカニズムは高速・高剛性・高精度という特長を持っている．さらに６自由度の運動

をコントロール（計測・駆動）できるため，アッベの原理を満足させるメカニズムが可能になり，

姿勢誤差の影響を排除することが可能になる． 
  ・三次元座標測定機（通常サイズ＆マイクロサイズ） 
  ・キャリブレーション（校正）に関する研究 
  ・ジョイントとリンクの運動誤差＆熱的伸縮の補正 

・ フレーム部の弾性変形と熱的変形の補正  
（Proc. The 3rd Int. Conf. on Positioning Technology 2008, pp.205-206, pp.207-208, pp.259-260, 日本

機械学会年次大会，精密工学会春季大会学術講演会） 
（３）精密位置決めのためのリニアボールガイドに関する研究 
   ころがり案内は高剛性で低摩擦だが，近年では極低速時の摩擦が位置決め精度を悪化させてい

ることがわかってきた．本研究では，ブラシモデルを用いた閉ループ制御によるシミュレーショ

ンを行った．(精密工学会誌，74, 11. pp. 1171-1175 (2008), Proc. The 3rd I nt. C onf. on P ositioning 
Technology 2008, pp.159-160) 

（４）超音波浮揚によるエアベアリング・エアスライド 
   物体の浮上とｎｍ分解能の位置決めが可能な超音波浮揚現象を利用した空圧源の不要な空気

軸受の開発を行っている．磁気軸受のように位置・姿勢制御を能動的に行い，超精密な案内要素

の実現を目指す． 
 
【 学術論文・著書等 】  
1) 田中淑晴，大岩孝彰，大塚二郎，増田郁郎: 精密位置決め制御のためのリニアボールガイドの摩

擦モデルに関する研究（第 3 報）—非線形摩擦モデルを用いた制御による位置決め精度向上—, 精
密工学会誌，74, 11, pp.1171-1175 (2008)． 

2) 実用精密位置決め技術事典,第 1 章総論第 4 節期待される次世代技術と問題点 4.2 項「アンケート

調査からみた動向」，産業技術サービスセンター，pp.55-62(全 754 頁)（2008.12） 
 

【 解説・特集等 】 
1) 大岩孝彰，勝木雅英：超精密位置決めにおけるアンケート調査，精密工学会誌， 74，10, pp.1027-1032

（2008）． 

【 国際会議発表 】   

The 3rd International Conference on Positioning Technology 2008, 6 件発表 

【 招待講演 】 

 日本機械学会機素潤滑設計部門講演会 基調講演 

【 国内学会発表件数 】  
精密工学会２件 
日本機械学会１件 

 
＜その他の事項＞ 
【 受賞・表彰 】 
優秀論文賞，田中淑晴，大岩孝彰，大塚二郎：精密位置決めのためのリニアボールガイドの摩擦モデ

ルに関する研究，財団法人マザック財団，2008.5/30． 
 
【 外部資金 s】 
 シーズ発掘試験「超音波振動を用いたリニアボールガイドの摩擦力制御による高速・高精度位置決

め」，独立行政法人科学技術振興機構，平成 20 年度 
 
＜今後の展開＞ 
 超精密に運動する機械要素，センサ，メカニズムおよび制御技術などを開発することにより，超精

密な機械システムの実現を目指す． 
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専任・教授  金子 透 （KANEKO Toru） 

機械工学科 

専門分野： 画像処理、コンピュータービジョン 

 
homepage: http://sensor.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】 

教    員：金子 透 

博士課程：２年生（１名） 

修士課程：１年生（３名），２年生（４名） 

学  部：４年生（７名） 

連携教員：山下 淳 准教授 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  機械工学科における情報処理技術の教育を任務としており、学部においてはプログラミングⅡの

授業を担当している。内容は C言語であるが、C言語が初心者にとって分かりにくい原因の１つで

あるポインターの使用を必要最小限に抑え、Fortranと同様の科学技術計算ができることを目標に

指導する。  

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

プログラミングⅡ  学部 2 年 2  ○  

応用英語 C  学部 3 年 1 ○   

新入生セミナー  学部１年 1 ○  一部を担当 

【 業績・成果 】 
・指導学生の受賞・表彰 
  川西亮輔（修士２年） AISM2008 Best Student Paper Award  

“Construction of 3D Environment Model from an Omni-Directional Image Sequence” Asia International 
Symposium on Mechatronics 2008, Aug. 2008. 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  機械によって人間の視覚の代わりをし、または人間の視覚を援助する画像処理・コンピュータービ

ジョン技術の基礎と応用について研究している。単なるアルゴリズムの発案ではなく、光学現象に着

目した解析、信号処理理論にも裏打ちされた技術の開発を目指している。 

 

【 実績 】 

コンピュータービジョン技術の多岐に亘る応用について研究を行っているが、以下にそのいくつか

の研究に関する進捗状況を示す。 

（１）全方位カメラを用いた周囲環境計測のための特徴点フローモデルによる位置姿勢推定 

ロボットによる周囲環境の３次元計測にはカメラ画像の解析が有効であるが、カメラ自身の運動

も考慮しないと正確な計測が出来ない。一般のカメラは視野が限られているため、カメラの回転

コンピュータービジョン技術の応用 
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機械工学科 

と平行移動が画像からは区別できないことがあるが、全方位カメラにおいては、画像中の特徴点

のフローを調べることにより、カメラの回転と平行移動を区別できることを示した。 

（２）光の屈折を考慮した空間コード化法による水中物体の形状計測手法の開発 

３次元空間内の物体の形状計測には、プロジェクターの投影光をカメラで観測して形状を計算す

る空間コード化法がよく用いられているが、この手法を水中の物体の形状計測に応用するには、

水と空気の屈折率の違いを考慮した計算が必要となる。さらにこの屈折率は光の波長により異な

るので、波長の選択が必要となる。水中映像をビデオカメラで取得する場合、緑色の光源が透過

率や感度の上で適当であり、計測の分解能が白色光に比べて向上することを実験により示した。 

（３）Haar-like特徴と Mean-Shift を用いた複数視点人物追跡手法の開発 

  セキュリティ等の応用のために、コンピューターとカメラを組み合わせた人物追跡が有効である

が、顔の特徴をとらえて顔の自動検出を行う Haar-like 特徴解析法と、色の特徴を追跡する

Mean-Shift を用いたシステムについて、さらにカメラを３台設ける工夫をすることにより、１

つのカメラでは対応不可能であった後ろ向きの姿の人物追跡が可能なことを示した。 

（４）LRF 搭載移動ロボットを用いた動的環境における 3-D SLAM 

自律型移動ロボットに必要な機能である周囲環境の地図自動生成法として、２台のレーザーレン

ジファインダーを組み合わせた３次元計測が有効であり、また計測中に存在する移動物体の地図

情報からの除去が可能なことを示した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等  

福地 功, 山下 淳, 金子 透, 三浦 憲二郎: " 時空間画像処理による雨天時画像からの視野妨害ノイ

ズ除去", 映像情報メディア学会誌, Vol.62, No.5, pp.771-777, May 2008. 
 

国際会議発表 
・ Atsushi Yamashita, A kira F ujii a nd Toru K aneko: “ Three D imensional M easurement of  O bjects i n 

Liquid and Estimation of Refractive Index of Liquid by Using Images of Water Surface with a Stereo 
Vision System”, Proceedings of the 2008 IEEE International Conference on Robotics and Automation 
(ICRA2008), Pasadena (U.S.A.), pp.974-979, May 2008. 

・ Atsushi Yamashita, Isao Fukuchi, Toru Kaneko and Kenjiro T. Miura: “Removal of  Adherent Noises 
from Image S equences by  Spatio-Temporal Image P rocessing”, Proceedings of  t he 2008 I EEE 
International Conference on Robotics and Automation (ICRA2008), Pasadena (U.S.A.), pp.2386-2391, 
May 2008. 

・ Atsushi Yamashita, Hiroki Agata and Toru Kaneko: “Every Color Chromakey”, Proceedings of the 19th 
International Conference on Pattern Recognition (ICPR2008), TuBCT9.40, pp.1-4, Tampa (U.S.A.), 
December 2008. 

他 4 件 
国内学会発表 

映像情報メディア学会、精密工学会、日本機械学会など 17 件 
 

＜管理運営＞ 

工学部評価実施委員会委員長 
 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

科研費 基盤研究(C) 光の伝播特性を考慮した水中画像センシング 
共同研究 ３件 

 

＜今後の展開＞  

 コンピュータービジョン技術の応用の一つとして、視覚障害者のための視覚支援はその社会的意義

が大きい。今後はその方面にも力を入れて研究開発を行っていきたい。 
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機械工学科 

 

 

  

専任・教授  川田 善正 （KAWATA Yoshimasa） 

機械工学科 

専門分野： 光物理、光応用計測、光情報処理  

 
homepage: http://optsci.eng.shizuoka.ac.jp 

ｓ 

【 研究室構成 】 

教    員：川田 善正 

研 究 員：宮川 厚夫（産学連携研究員）、宮本 正雄（COE 奨励研究員） 

博士課程：３年（１名）、２年（１名） 

修士課程：２年（５名）、１年（４名） 

学  部：４年（６名） 

連携教員：居波 渉（特任助教） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  機械工学、応用物理学の基礎を理解してもらうとともに、それらの智識を応用できる能力を育て

る。専門科目では、基礎を学習し、必要に応じて自分で展開・応用するための導入を目指している。

卒業研究では、研究に興味を持ち、自分で問題点を見つけ、自分のアイディアを持って克服できる

研究者の基礎を身につけてもらえるように努めている。 

 

【 授業担当科目および取り組み】      

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

基礎製図  学部3年 2 ○   

電気電子工学  学部3年 1 ○   

電気電子工学  夜間部 1  ○  

応用英語Ｃ  学部3年 1 ○   

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

フォトニクス工学  大学院 1 ○   

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  我々は、光応用計測を基盤として光を用いた微小物体の計測、加工、制御に関する研究を行って

いる。レーザー光と物質の相互作用の解明、多光子過程による高分解能顕微鏡の開発などを行なっ

ている。当面の研究目標を以下に列記する。 

（１） 多光子過程を利用したワイドギャップ半導体材料の内部欠陥観察および制御 

（２） 多層記録による超高密度光メモリの開発 

（３） 拡張型 Mie 散乱理論による光散乱および光局在の開発 

（４） バイオ試料のための高分解能近接場光学顕微鏡の開発 

（５） 多光子過程による３次元微細構造の作製 

【 実績 】  

（１）多光子過程を利用したワイドギャップ半導体材料の内部欠陥観察および制御 

多光子過程を用いてワイドギャップ半導体材料の内部欠陥を観察する手法を世界で初めて提案

し、レーザー光強度を制御することにより、フォトルミネッセンス光を制御可能であることを示

した。照射するレーザー光強度を制御することにより、フォトルミネッセンスを減少させたり、増強

光ナノサイエンス 



機械工学科 

させたりすることが可能であることを示した。1光子励起過程と 2光子励起過程によるフォトルミネ

ッセンスを同時に測定することにより、フォトルミネッセンス強度が減少する現象は、2光子励起の

励起遷移を選択的に破壊していることを示した。 

（２）多層記録による超高密度光メモリの開発 

ビットデータを多層に記録再生する光メモリにおいて、粘着剤をもちいた多層媒体の作製方法

を提案し、世界最高密度の多層光メモリの開発に成功した。また、コンパクトなフェムト秒ファ

イバーレーザー光源を開発に成功した。レーザーからの出力を分散補償することにより、パルス幅

93fsecを実現した。 

（３）バイオ試料のための高分解能近接場光学顕微鏡の開発 

筋細胞の内部構造を高分解能に観察可能な手法を開発し、実験による検証を行なった。数値解析

結果を実験結果を詳細に比較検討し、開発したイメージング手法の結像特性について解析した。

また、アキシコンプリズムを用いた高感度顕微鏡の基礎特性について検討した。 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) A. S. M. Noor, M. Torizawa, A. Miyakawa, and Y. Kawata, “Simultaneous Observation of Single and 
Two-Photon Excitation Photoluminescence on Optically Quenched Wide-Gap Semicoductor Crystals,” 
Appl. Phys. Lett. 93, 171107 (2008). 

2) M. Tsuji, N. Nishizawa, and Y. Kawata,“Compact and High-Power Mode-Locked Fiber Laser for 
Three-Dimensional Optical Memory,” Jpn. J. Appl. Phys. 47(7), 5797-5799 (2008). 

3) T. C. Chu, W. C. Liu, D. P. Tsai, and Y. Kawata, “Readout Signals Enhancements of Subwavelength 
Recording Marks via Random Nanostructures,” Jpn. J. Appl. Phys. 47(7), 5767-5769 (2008). 

4) M. Miyamoto, Y. Kawata, M. Ito, and M. Nakabayashi, “Dynamic Layer Detection of Rotating 
Multilayered Optical Memory,” Jpn. J. Appl. Phys. 47(7), 5944-5946 (2008). 

5) A. S. M. Noor, A. Miyakawa, Y. Kawata, and M. Torizawa, “Two-Photon Excited Luminescence 
Spectral Distribution Observation in Wide-Gap Semiconductor Crystals,” Appl. Phys. Lett. 92(16), 
161106 (2008). 

6) 守口 智博, 江上 力, 川田 善正, 土森 正昭, 渡辺 修, "近接場露光技術を用いた筋細胞の高

分解能観察," レーザー研究 36(10), 653-657(2008). 

国際会議発表     
・International Symposium on Optical Memory 2008 他 15 件 

国内学会発表  
・応用物理学会、レーザー学会、日本光学会など 12 件 

招待講演   
・国際会議（APDSC, ISOM など）5件 
・国内会議（応用物理学会シンポジウム、光ディスク懇談会など）4件 

特許出願・取得、  
 ・川田善正、他 特願 2008-146335 「光波長未満の大きさの微小光源を用いた光学顕微鏡」（2008）. 
 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】 

 ・「20-30ナノメートルの細胞観察可能 光学顕微鏡システム開発」 静岡新聞 2008年6月6日（金）朝刊 

 ・「数十ナノの観察可能に 静岡大、光学顕微鏡を開発」 日経産業新聞 2008年6月5日（木）朝刊1面 

 

＜今後の展開＞  

我々は、上記のように光応用計測を基盤として光を用いた微小物体の計測、加工、制御に関する研

究を行っている。レーザー光と物質の相互作用の解明、多光子過程による高分解能顕微鏡の開発など

を進めている。今後に展開としては、産業応用を目指して、我々の開発した手法の応用展開を検討し

ていきたい。とくに多光子過程による３次元微小構造の作製技術の応用展開を検討して行く予定であ

る。 
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教授  坂井田 喜久 （SAKAIDA Yoshihisa）   

機械工学科  

専門分野： 材料強度学，破壊力学，生体力学 

 
homepage: http://ssy.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：坂井田 喜久, 吉田 始 

修士課程：２年（4名）、１年（3名） 

学  部：４年（9名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  機械工学者にとって必修科目である「機械要素設計」の基礎を理解し，部品を設計する際に与え

られる命題に対し，設計できる能力を身につけることを目指した授業を展開．また，3年時の設計

工学では，機械要素設計をさらに学びたい学生向けに授業を展開．企業の研究者を招いて大学時代

に学んでおくべきことも紹介する機会を設ける． 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

機械要素設計  学部2年 2  ○  

設計工学  学部3年 1 ○   

材料強度設計  大学院１,２年 1 ○   

応用英語Ｃ  学部3年 1 ○  複数担当 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  複合材料や傾斜機能材料など微構造を制御した先進材料の開発や部材設計では，材料の機械的

性質や強度特性が微構造の何に起因して発現するかを解明することが重要です．また，人体の骨

のような生体の疾病原因や予防法の解明では，疾病を発現する生体構造や微構造因子は何かを解

明することが重要です． 

研究室では，ミクロ特性とマクロ特性を結び付ける研究を行っています．対象材料の中心はセ

ラミックス材料と鉄鋼材料，生体材料などで，研究対象としている特性は部材や生体骨などに働

く応力と強度および破壊挙動です．微構造のモデル化技術やミクロ特性とマクロ特性を結び付け

る力学を確立することによって，先進材料の評価や設計，生体骨の疾病メカニズムの解明に役立

てようと日々研究を重ねています．また，近い将来，所望の特性を有する材料を微構造から設計

できるようになると考えています． 

【 実績 】  

（１）シミュレーション技術を利用した評価 

・マイクロデバイスの評価 

・脱塵フィルター等の多孔質部材の評価 

・生体骨や人腰椎の強度，脊椎分離症の解明 

ミクロとマクロを結ぶ材料強度評価 
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機械工学科 

（２）実験を主体とした構造部品の評価 

・歯車やドライブギア等の鋼部品の硬化状態の非破壊評価 

・表面改質した鋼部品の変形評価 

・ピーニング処理など強加工された鋼の強度評価 

・高靭化セラミックスの靭性メカニズム解明 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) 中性子回折による浸炭歯車の内部ひずみ測定（坂井田喜久，川内基範，卍山下道哉，秋吉裕

和，鈴木裕士，齊藤徹）, 日本機械学会論文集(A編), 74巻, 740号, pp.598-604(2008). 

2) X線回折線幅の多点測定による高周波焼入鋼の硬化層深さの非破壊評価（坂井田喜久）, 日本

機械学会論文集(A編), 74巻, 738号, pp. 281-287 (2008). 

3) Two-Dimensional Mapping of Crack-Face Bridging Stresses in Alumina Using Synchrotron Micro 

X-Ray Beam (Y. Sakaida and S. Mori), Materials Science Forum, Vol.571-572, pp.243-248 (2008). 

4) Shaping of  H elical G ear by Two-Step Cold E xtrusion (H. Y oshida, Y . Sawaki and  Y. S akaida), 

Materials Transactions, Vol.49, No.5, pp. 1162-1167 (2008). 

国際会議発表     

・Residual Stress Distribution Below Subsurface Carburized Layer in Carbon Steel Gear by Neutron 
Diffraction ( Y. S akaida, M. Kawauchi and M. Manzanka), Proceedings o f the  eighth International 
Conference on Residual Stresses, pp. 167-168 (2008), Denver, USA. 

国内学会発表  

・日本機械学会，日本材料学会など、計 6件 

特許出願・取得、  
 ・審査請求中 1件 

 

＜社会貢献＞ 

・機械工学科の有志メンバーを中心に，静岡県内高校生を対象とした「機械工学セミナー」を

3/24 に実施．50 名の参加者があり，高校生が科学技術や大学の先端技術に触れる機会を設け

た．この企画は，2006年度より毎年実施している． 

 

＜管理運営＞ 

・高大連携の機械工学科の窓口を務め，高校生の機械工学科に対する興味を刺激する模擬授業や

模擬実験を企画しています．2008年度は，夏に実施し，機械のテーマに 11名が参加しました． 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】民間企業 2社との共同研究を実施 

 

＜今後の展開＞  

 材料の機械的性質や強度，寿命に関する研究を行う．特に，従来の力学では問題解決できない先端

材料や先端部品の評価を，ミクロとマクロを結ぶ技術による解決を図る挑戦を続けている．また，生

体材料は，生体のいう機械の構造部品といえる．医学で解明できない問題を機械工学で解決したいと

日々取り組んでいる． 
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機械工学科 

 

 

  

専任・教授  島 信行 （SHIMA Nobuyuki） 

機械工学科  

専門分野 流体工学 

 
 

【 研究室構成 】  

教    員：島 信行 

修士課程：２年（２名）、１年（３名） 

学  部：４年（５名） 

 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  各授業科目において、学生が基礎知識を確実に身につけることが第一の目標である。知識の習得

とその応用の過程で、論理的に思考し、表現する能力を涵養することを目指している。 

 

【 授業担当科目および取り組み】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

流体力学Ⅰ  学部２年 2 ○   

応用英語C  学部３年 １ ○   

新入生セミナー  学部１年 1 ○   

乱流工学  大学院１，２年 1  ○  

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   乱流の実用計算に広く使われる応力方程式モデルの構築を目指している。 

 

【 実績 】  

上の目標の達成に向けて 2007年に新しいモデルを提案した。現在までに、基本的に重要な 10

種程度の流れにおいてモデルの高い予測性能を明らかにした。 

 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) 横嶋哲, 島信行, “Durbin 楕円緩和モデルに基づく応力方程式モデルの自由表面乱流への適用

性について”, 日本機械学会論文集(B 編), 74巻 743号, 1522-1531, 2008. 

  

国際会議発表     

国内学会発表  

乱流のモデリングとシミュレーション 
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機械工学科 

1) 深澤なつ子, 島信行, 横嶋哲, “表面効果ベクトルによるレイノルズ応力の圧力拡散と再分配の

モデリング”, 日本流体力学会年会 2008, 神戸, 2008年 9月. 

2) 橋詰諒, 島信行, “逆圧力勾配乱流境界層の数値予測”, 第22回数値流体力学シンポジウム, 東

京, 2008年 12月. 

招待講演   

 

解説・特集等  

 

特許出願・取得、  
 

＜社会貢献・国際交流＞ 

        

＜管理運営＞ 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】 

【 受賞・表彰 】 

【 外部資金 】 

 

＜今後の展開＞  

 研究については、提案した乱流モデルをさらに様々な流れにおいて検証し、その評価を世に問う。 
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機械工学科 

 

 

  

専任・教授  鈴木 康夫 （SUZUKI Yasuo）   

機械工学科  

専門分野： 機械加工、環境対応生産技術 

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教  員：鈴木 康夫 

職  員：平尾 正志（技術職員） 

修士課程：２年（4名）、１年（3名） 

学  部：４年（6名） 

連携教員：酒井 克彦 准教授 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  1 年次及び 2 年次の科目は、機械工学を学習する上での基礎を身につけること、3,4年次の科目

ではそれまでの基礎的な知識を総合して、ものづくりの方法全体を理解することを目標としている． 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナー  学部1年  ○   

安全工学  学部3,4年  ○  複数担当 

ラボワーク  学部3年 1  ○  

材料加工学  学部2年 2  ○ 複数担当（5名） 

機械加工学  学部3年 1 ○   

生産システム特論   大学院１,２年 1  ○  

先端技術レビュー  大学院１,２年 1 ○  複数担当（2名） 

  
＜研究＞ 

【 目標 】 

 ものづくりは現在の日本を支えている屋台骨といっても過言ではない。しかし、このところ中国を

始めとする発展途上国の追い上げを受けて非常に厳しい状態が続いている。 この問題を解決する方

法のひとつは、常に新しいものづくりの技術を開発して我が国の優位性を保つことであろう。当研究

室は各種加工法のうち主として除去加工と接合加工を取り上げている。とりわけ、切削加工、研削加

工、特殊加工などに関する加工原理の解明、従来の加工法の改善、新たな加工法の開発などに取り組

んでいる。最近特に注目していることは、前述の環境対応型切削加工に関する研究である。一般に切

削加工を行う際には、切削液が大量に使用されているが、この切削廃液の処理が環境に大きな影響を

与えると同時に、生産コストの上昇も引き起こしている。そこで、切削性能を落とすことなく切削液

の使用量を極力抑制し（セミドライ切削）、できれば全く使用しないで切削できる方法（ドライ切削）

に関する研究に注力している。また最近急速に発展をしている半導体レーザーを用いた溶接技術の 
研究にも取り組んでいる。 

 

環境対応型加工技術 
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機械工学科 

【 主な研究成果 】  

（１）油—水複合ミスト切削加工法に関する研究 

  セミドライ切削では冷却効果が不足して工具刃先は急速に摩耗する。そこで、油ミストに加えて 

  少量の水ミストを切削点に供給することで、工具摩耗の進行および切削温度上昇による加工精度 

  の低下を相当程度抑えることに成功した。 

（２）窒素切削に関する研究 

  ドライ切削では全く切削油を使用しないため潤滑も冷却も期待できず、激しい工具損傷が生ずる。 

  そこで、切削点を窒素雰囲気とすることで発熱と摩耗を抑え、工具寿命の大幅な改善ができた。 

  この結果をエンドミル加工に応用して切削工具メーカーが推奨する工作機械のテーブル送り速 

  度を数倍から十倍程度に高め、高能率加工を実現することができた。 

（３）レーザー溶接技術に関する研究 

 レーザー溶接は加熱状態のコントロールが容易であるため、従来の溶接法では全く接合不可能で 

 あったさまざまな材質が接合可能となる。具体的には異種材料の溶接（例えば、アルミニウムと 

 ステンレス鋼、プラスチックと鋼板など）や、板厚が大きく異る材料の溶接などを行うことがで 

 き、溶接の適用範囲を大幅に広げることができた。   

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) 静弘生、鈴木康夫、酒井克彦「窒素ガスを用いた切削加工に看守ル研究—凝着問題の改善と工

具摩耗に関する検討—」、精密工学会誌、 Vol. 74, No. 7 (2008) 

2) 静弘生、鈴木康夫、酒井克彦「窒素ブロー方式による高送りミーリング時の工具寿命改善」、

精密工学会誌、 Vol. 74, No. 12 (2008) 

3) “Tool Life Improvement of Coated Carbide Tools Treated by Novel Nitriding Technique”, K. Sakai, Y. 

Suzuki, H. Inoue, K. Utino and Y. Horikoshi, Progress of Machining Technology, pp.24-27 (2009) 

国内学会発表  

・日本機械学会、精密工学会など、計 8件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

・ はままつ産業創造センター、輸送機器中核人材育成事業講師 

・ はままつデジタルマイスター育成事業講師 

・ 静岡県工業技術研究所、浜松工業技術支援センター外部評価委員 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】 

・ 静岡新聞「目指すは低価格エコカー」平成 21年 2月 2日 

・ 中日新聞「CFRP コスト 1／3製法開発」平成 21年 2月 5日 

 

【 外部資金 】 

・ 共同研究 3 件 

 

＜今後の展開＞  

   当研究室では、環境に優しい加工法を目指している。しかもそれは単に環境対応型であるだけ 

  でなく、従来の加工法よりもさらに優れたものでなければならない。工具寿命、加工精度、加工 

  コスト、エネルギー消費など全ての点で満足できる加工法をめざすとともに、従来にない新たな 

  加工法の開発を行っていきたいと考えている。 
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機械工学科 

 

 

  

専任・教授  東郷 敬一郎 （TOHGO Keiichiro） 

機械工学科  

専門分野  材料強度学，破壊力学，複合材料工学 

 
homepage: http://mechmat.eng.shizuoka.ac.jp/ 
 
 

【 研究室組織 】  

教    員：東郷 敬一郎， 荒木 弘安 助教 

研 究 員：ユンペン・ジャン（外国人研究員） 

博士課程：1年（1名）， 修士課程：2年（3名），1年（3名）， 学部：4年（8名） 

連携教員：島村 佳伸 准教授 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  学部では，機械材料Ⅰ，材料強度学を担当しているが，数式の出てこない科目で丸暗記をすれば

よいと考えている学生も多い．そこで，学生には，丸暗記をいましめ，種々の項目を関連付けて理

解するように指導し，毎回予習レポートを提出するようにしている．大学院の教育では，独創性と

自発的な研究態度の育成に努めている． 

【 授業担当科目および取り組み 】 

   

 

 

 

 

 

 

【 業績・成果 】 
・指導学生の受賞・表彰 

1) 大熊 伴哉（M2)，日本機械学会フェロー賞(優秀講演賞）受賞（2008.5） 
「構造用スポット溶接継手の疲労破壊形態の FEM 解析による考察」 

2) 伊東 悠（M1)，日本機械学会フェロー賞(優秀講演賞）受賞（2008.5） 
「粒子分散複合材料における粒子寸法効果とはく離損傷を考慮した力学モデル」 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  機械・構造物の安全性・信頼性を確保するとともに，高性能化・高機能化を進めるためには，素材

の開発と材料特性の評価は必要不可欠である．この観点から，金属材料，プラスティック，セラミッ

クス，複合材料を含めた先進機械・構造材料の変形・損傷・破壊挙動に関する研究と，材料複合化を

利用した機能性材料の開発に関する研究を理論解析，実験の両面から行っている．  

【 実績 】  

（１）原子力発電プラント用構造材料の応力腐食割れシミュレータの開発 

原子力発電プラント等において重要な問題となっている応力腐食割れ（SCC)による微小き裂の発

生から，き裂の合体・成長により大き裂が形成される過程に対して表面き裂効果を考慮したモン

テカルロ・シミュレーションを開発し，実機の SCC 寿命予測に有効であることを示した．また，

定荷重 SCC試験装置を導入し，SCC挙動の解明とシミュレーションに必要なデータの取得方法に

ついて研究を開始した． 

授業科目 学  年 コマ数 前期 後期 備  考 

機械材料Ⅰ 学部 2 年 2 ○   

材料強度学 学部 3 年 1  ○ 島村教員と担当 

複合材料工学 大学院 1 年 1 ○  島村教員と担当 

生産システム論 大学院(創造）1 年 1 ○  中村教員，鈴木教員と担当 

先進機械・構造用材料の変形・損傷・破壊 
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機械工学科 

（２）粒子分散複合材料のはく離損傷と粒子寸法効果を考慮した微視力学モデルの開発 

粒子分散複合材料の機械的特性は粒子－マトリックス界面のはく離損傷および粒子寸法の影響

を受ける．このはく離損傷の進行と粒子寸法効果を考慮した微視力学モデルを開発し，実際の複

合材料の応力－ひずみ関係は本モデルにより再現できることを示した． 

（３）セラミックス－チタン系生体適合複合材料の開発と強度評価 

  生体適合性の高いセラミックスとチタンとの複合材料を粉末冶金法による製造条件について検

討し，製造した材料について強度評価を行った．ホットプレス法と金属射出成形法を用いた作製

方法について検討し，作製された複合材料について強度評価を行った． 

（４）炭素繊維強化樹脂（CFRP）積層板の疲労破壊機構と寿命予測 

CFRP は先進複合材料の一つとして，種々の分野で使用されるとともに，更なる材料開発が行わ

れている． CFRP 一方向積層板および直交積層板について，主軸方向および非主軸方向の引張試

験および疲労試験を行い，CFRP 直交積層板に生じる損傷を定量化し，疲労破壊機構を明らかに

するとともに，一方向積層板の強度特性から疲労寿命予測法を提案した．  

【 業績・成果 】 

・学術論文・著書等  

1) 東郷敬一郎, 飯塚充久, 荒木弘安, 島村佳伸, " セラミックス－金属系傾斜機能材料における破

壊じん性分布の評価と残留応力の推定", 材料, 57 巻 6 号(2008), pp.603-610. 
2) K. Tohgo, M. Iizuka, H. Araki and Y. Shimamura, "Influence of Microstructure on Fracture Toughness 

Distribution in Ceramic–Metal F unctionally G raded Materials", Engineering Fracture M echanics, 
Vol.75 (2008), pp.4529–4541. 

3) 東郷敬一郎, 伊東 悠, 島村佳伸, " 粒子分散複合材料におけるはく離損傷および粒子寸法効果

を考慮した微視力学モデル", 日本機械学会論文集 A 編, 74 巻 744 号(2008), pp.1095-1103. 
4) 鈴木洋光, 東郷敬一郎, 島村佳伸, 中山 元, 平野 隆, " 応力分布下の平滑表面における応力腐

食割れのモンテカルロ・シミュレーション", 材料, 57 巻 12 号(2008), pp.1191-1197. 
5) Y. Shimamura, K. Tohgo, H. Araki, Y. Mizuno, S. Kawaguchi, M. Hashimoto and T. Inoue, "Fatigue of 

Metal Free R eed due t o Self-Excited Oscillation", Advanced Materials R esearch, Vols.33-37 ( 2008), 
pp.267-272. 

 他 3 編 
・国際会議発表件数   

・WCCM8&ECCOMAS 2008, Italy, (2008.6.30-7.5). 他 10 件 
・国内学会発表件数  

・日本機械学会，日本材料学会など 18 件 
・招待講演件数   

・自動車技術会 No.01-08JSAE Symposium， 
「スポット溶接継手の疲労強度と疲労破壊形態に及ぼす鋼材強度レベルの影響」  計 1 件 

＜社会貢献・国際交流＞ 

・日本学術振興会若手外国人研究員の受入（ユンペン・ジャン） 

＜管理運営＞ 

・評議員，全学委員会委員 5 件 

＜今後の展開＞  

 我々は機械・構造物の安全性と信頼性の確保と高性能材料システムの開発という観点から研究を進

めている．今後の展開としては，これまで強度特性について明らかにされてこなかった摩擦材の強度

評価と強度予測法の確立，楽器用リードの疲労破壊機構の解明および疲労強度と音響特性を考慮した

形状最適化を進めていきたい．また，これまで行ってきた研究においてもさらに進め，応力腐食割れ

シミュレータによる実機の SCC寿命評価，ナノ複合材料の力学モデルとナノ組織傾斜機能材料への応

用，CFRP 接着継手の強度評価と損傷，破壊強度予測，生体適合性複合材料の開発と強度評価等を行

っていきたい． 

191919191919



機械工学科 

 

 

  

専任・教授  鳥居 孝夫 （TORII Takao）   

機械工学科  

専門分野： 振動工学  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：鳥居 孝夫    

修士課程：２年（3名）、１年（2名） 

学  部：４年（7名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  講義中に PC によるシミュレーションや映像などの視覚資料を多用し、学生がイメージを掴みや

すいような講義を心がけている。また、講義用の Web サイトを開設して講義ノートや演習解答例

を掲載し、学生の予習・復習の便宜をはかっている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

機械力学Ⅰ  学部2年 2 ○   

機械工学演習Ⅱ  学部2年 2 ○  複数担当（２人） 

機械力学Ⅱ  学部2年 2  ○  

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

振動工学   大学院１,２年 1  ○  

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  これまでの機械・構造物の振動問題だけでなく、人体関連・福祉工学の領域にも研究を広げてい

く。  

 

【 実績 】  

（１）ポリウレタンフォームの減衰特性のモデル化 

  分数次微分モデルの適用性を検討した。 

（２）人体のねじり振動特性のモデル化 

  ２自由度モデルを提案し、その妥当性を確認した。 

（３）リハビリテーション中の患者のバランス感覚に関する研究 

  バランスボードをを使った装置により患者と健常者のバランス感覚を定量的に測定し、その違い

を検討した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

 

 

機械・構造物の振動解析 
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機械工学科 

国際会議発表     

 

国内学会発表  

・日本機械学会 計４件 

招待講演   

 

解説・特集等  

 

特許出願・取得、  
 

＜社会貢献・国際交流＞ 

        

＜管理運営＞ 

・工学部教務委員会 副委員長 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】 

【 受賞・表彰 】 

【 外部資金 】 

 

＜今後の展開＞  
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機械工学科 

 

 

  

専任・教授  中村 保 （NAKAMURA Tamotsu）    

機械工学科 

専門分野   塑性加工、トライボロジー、焼結  

 
homepage: http://plast-sv.eng.shizuoka.ac.jp/  

 

【 研究室構成 】  

教    員：中村 保    

研 究 員：久保田 義弘 

修士課程：２年（４名）、１年（２名） 

学  部：４年（５名） 

連携教員：田中 繁一（准教授）、早川 邦夫（准教授）、今泉 晴樹（教務員） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  講義・実習・卒業研究等を通じて、工学技術者として、設計技術開発・生産技術開発・生産シス

テム開発等を実践する素養と能力が身につくように学ぶこと。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

材料加工学  学部2年 2  ○ 複数担当 

応用英語Ｃ  学部3年 1 ○   

塑性力学  大学院1年 1 ○  複数担当 

ものづくり戦略論  大学院1年 1 ○   

プロジェクトメネジメント  大学院1年 1  ○  

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  設計技術開発、生産技術開発、生産システム開発等に有益な研究成果が得られること。 

【 実績 】  

１．塑性加工におけるトライボロジーに関する研究 

  （１）鍛造用潤滑剤の性能評価試験 

  （２）板材成形におけるトライボロジー特性評価 

  （３）エンジンシリンダ用高珪素アルミニウム合金の機能表面創成 

２．粉末素材を用いた新材料の成形加工に関する研究 

 （１）チタン粉末のＳＰＳ焼結鍛造法の開発 

  （２）複合素粉末の反応焼結鍛造法の開発 

３．放電プラズマ焼結（SPS）装置による固相接合に関する研究 

４．鍛造用金型の設計システムに関する研究 

  （１）金型の弾性変形を活用したネットシェイプ成形に関する研究 

  （２）FEMシミュレーションによる金型損傷に関する研究 

塑性加工におけるトライボロジー 

222222222222

http://plast-sv.eng.shizuoka.ac.jp/�


機械工学科 

  （３）FEMシミュレーションによる金型硬質被膜の損傷の予知 

５．インクリメンタルフォーミングの活用に関する研究 

  （１）歯科医療への応用 ①純チタン床の成形 

（２）歯科医療への応用 ②コーピングの成形 

（３）インクリメンタルフォーミングの知能化，マイクロ化，レーザフォーミング 

６．超微粒子積層造形に関する研究 

  （１）積層造形：ガスデポジッション 

  （２）マイクロ粉末冶金 

７．スペックル画像相関を用いた箔素材の材料試験 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) 中村 保、塑性加工とトライボロジー、トライボロジスト、54-2(2009), 79-84. 

2) Y. Warashina, Y. Itoh, T. Nakamura, H. Tatsuoka, Growth of Ca-Germanide and Ca-Silicide Crystals 
by Mechanical Alloying, Surf. Sci. Nanotech., 7(2009), 129-133. 

国際会議発表     

1) T. Nakamura, S. Tanaka, K. Hayakawa, T. Tsunekawa, Tribo-characteristics of t itanium sheets i n 
iterative processes of sheet metal forming, Proc. of ICTP, (2008), 2077-2082. 

2) K. Hayakawa, T. Nakamura, S. Tanaka, Finite element analysis on straitening process of H-sections 
by rollerleveller,  Proc. of ICTP, (2008), 660-665. 

国内学会発表  

・日本塑性加工学会など 10件程度 

招待講演   

・精密工学会など 10 件程度 

解説・特集等  

1) 早川邦夫・中村保、塑性加工におけるＡＥ解析技術、機械の研究、61-2(2009), 1-9. 
 

＜社会貢献・国際交流＞ 

・技術指導   

        

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】 中日新聞等３件程度 
【 外部資金 】 共同研究 20 件程度 
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機械工学科 

 

 

  

専任・教授  中山 顕 （NAKAYAMA Akira） 

機械工学科 

専門分野： 熱工学、熱流体力学  

 
homepage: http://th1a8.eng.shizuoka.ac.jp/~heat/saints/Sns_100.html 

 

【 研究室構成 】  

教    員：中山 顕    

修士課程：２年（３名）、１年（２名） 

学  部：４年（５名） 

 

＜教育＞ 

 力学の基礎を充分に理解し，与えられた問題に対して，学生自らが，力学的バランスを考え，基礎

式を構築し得るよう教育している． 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

熱力学Ⅰ  学部2年 2 ○  複数担当（２人） 

伝熱工学  学部3年 1 ○  複数担当（２人） 

機械工学演習Ⅱ  学部2年 2 ○  複数担当（３人） 

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

応用熱工学特論Ⅰ   大学院１年 1  ○ 複数担当（２人） 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

多孔質体内の熱流動現象については，熱分散、乱流、相変化現象など，未だ未知な部分が多い．本

研究室では，世界に先駆けてこれら未解明の部分を解明すべく基礎的研究に取り組むと共に，エネル

ギの有効利用，生体伝熱，発酵プロセスなど様々な分野への多孔質体理論の応用を試みている．当面

の研究目標を以下に列記する。 

 

（１）多孔質体熱分散熱流束輸送方程式の導出とそのモデリング 

（２）多孔質体理論に基づく生体内流れと伝熱の基礎式の導出とモデリング、 

（３）肺癌の経皮的凍結壊死療法に関わる熱移動現象のモデリング 

（４）新しい冷却技術，流体騒音低減技術，集塵技術の開発 

（５）コンポスト発酵プロセスの伝熱モデルの開発 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “A Macroscopic Model for Countercurrent Bioheat Transfer in a Circulatory System” A. Nakayama, F. 

Kuwahara and W. Liu, JOURNAL OF POROUS MEDIA   Volume: 12   Issue: 4   Pages: 

289-300   Published: 2009. 

熱流体力学と多孔質理論の複雑系への応用 
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機械工学科 

2) “Conjugate numerical analysis of flow and heat transfer with phase change in a miniature flat plate CPL 

evaporator” Z. M. Wan, W. Liu, Z. K. Tu and A. Nakayama, INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT 

AND MASS TRANSFER   Volume: 52   Issue: 1-2   Pages: 422-430   Published: JAN 15 2009.  

3) “Why do we have a bronchial tree with 23 levels of bifurcation?” A. Nakayama, F. Kuwahara and Y. Sano,  

HEAT AND MASS TRANSFER   Volume: 45   Issue: 3   Pages: 351-354   Published: JAN 2009. 

4) “A general macroscopic turbulence model for flows in packed beds, channels, pipes, and rod bundles” A. 

Nakayama and F. Kuwahara, JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE 

ASME   Volume: 130   Issue: 10 Article Number: 101205   Published: OCT 2008. 
5) “The limiting radius for freezing a tumor during percutaneous cryoablation” A. Nakayama and F. 

Kuwahara, K. Iwata et al., JOURNAL OF HEAT TRANSFER-TRANSACTIONS OF THE 

ASME   Volume: 130   Issue: 11 Article Number: 111101   Published: NOV 2008. 

6) “A general bioheat transfer model based on the theory of porous media” A. Nakayama and F. Kuwahara, 

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER   Volume: 51   Issue: 

11-12   Pages: 3190-3199   Published: JUN 2008. 

 

国際会議発表     

・A. Nakayama, “Theory of Porous media and its Numerical Applications to Engineering Problems”, 
CHT-08 Advances in Computational Heat Transfer, Marrakech, Morocco on 11-16 May 2008，他 3 件 

国内学会発表  

・日本機械学会、日本伝熱学会、計 5件 

招待講演   

・計３件 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

平成 20 年度科学研究費補助金（基盤研究（B））多孔質体応用および生体内輸送機構の解明のため

の熱分散のモデリングと実験的検証 

 

＜今後の展開＞  

 多孔質体内の熱流動現象について，未解明の部分を解明すべく，理論と実験の両側面から検討して

行きたい．また生体伝熱，医療工学や発酵プロセスへの応用にも積極的に取り組んでいきたい． 
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機械工学科 

 

 

  

専任・教授  長谷 隆（NAGATANI Takashi）   

機械工学科  

専門分野：交通流体力学とシミュレーション  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：長谷 隆、益子岳史助教 

修士課程：２年（4名）、１年（1名） 

学  部：４年（6名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  熱力学の基礎と応用をエンジンとクーラーをとうして理解することを目的としている。実際のエ

ンジンとクーラーの作動原理・モデル化及びこれらの設計公式の導出にどのように熱力学が適用される

のかを理解するよう工夫している。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

熱力学Ⅱ  学部1年 2  ○  

熱機関  学部4年Bコース 1 ○   

応用英語C  学部3年 1 ○   

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

応用熱工学特論Ⅱ  大学院１,２年 1  ○ 複数担当（２人） 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   車と人の流れに関するモデリングとシミュレーションを行い、交通渋滞発生メカニズムの解明と

交通特性に関する予測を目的としている。具体的には、高速道路のサグ部やのぼり坂で発生する渋

滞の予測、高速道路料金所の交通シミュレーションと ETC ゲートによる交通渋滞の低減の予測等。

都市交通網の信号制御戦略。また歩行者交通の混雑発生と避難シミュレーション。 

 

【 業績・成果 】 

共著書 

1) T. Nagatani “Lattice Gas Approach to Pedestrian Traffic” in Progress in Statistical Mechanics Research,  
ed. J. S. Moreno, Chapter 1, pp.21-109, 2008, Nova Science Publishers, New York. 

 

学術論文               

1) “Green-light paths in city traffic controlled by signals” T. Nagatani, Phys. Lett. A 373, 536-539 (2009). 

2) “Traffic flow of mobile objects through obstacles: turning and translational objects” A. Matsui,  

T. Mashiko, T. Nagatani, Physica A 388, 157-178 (2009). 

交通シミュレーション（車と人の流れ） 
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機械工学科 

3) “Vehicular motion through a sequence of traffic lights controlled by logistic map”  T. Nagatani,  

Phys. Lett. A372, 5887-5890 (2008). 

4) “Dynamics and schedule of shuttle bus controlled by traffic signal” T. Nagatani, Physica A 387, 

 5892-5900 (2008). 

5) “Fundamental diagram in traffic flow of mixed vehicles on multi-lane highway” K. Tanaka,  

T. Nagatani, S. Masukura, Physica A 387, 5583-5596 (2008). 

6) “Flow overshooting in crossing flow of lattice gas” T. Saegusa, T. Mashiko, T. Nagatani,  

Physica A 387, 4119-4132 (2008). 

7) “Transition from homogeneous to inhomogeneous flows in lattice-gas binary mixture of slender particles”  

Y. Imanishi, R. Kuwajima, T. Nagatani, Physica A 387, 2337-2352 (2008). 

8) “Effect of irregularity on vehicular traffic through a sequence of traffic lights” T. Nagatani, Physica A 387, 

1637-1647 (2008). 

9) 「低速車によって誘起された交通渋滞と流量解析」 増倉秀一、田中克典、長谷隆、日本流体力学会

誌「ながれ」27 巻 3 号 251-258 (2008)． 

 

国際会議発表 

・ S. Masukura, T. Nagatani, K. Tanaka “Jamming t ransitions induced by a  s low vehicle in two-lane 
traffic flow”Int.Conf. in Statistical Physics, Italy, 14-18 July 2008 

 

国内学会発表 

・交通流シミュレーションシンポジュウムなど、計３件 

        

＜管理運営＞ 

 機械工学科定員委員会委員長 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

科研費 基盤研究（C）「交通輸送モデルとカオスに関する研究」 

 

＜今後の展開＞  

今日、交通渋滞および交通輸送問題は大きな社会的な問題になっている。特に都市交通網では車の

優先度と安全性が重要であり、この目的のために信号による交通制御が行われている。主要な幹線道

路の信号は他の信号と部分的に関連付けて制御されているが、都市交通網全体を関連付けた信号制御

と交通挙動に関するモデリングとシミュレーションは非常に少ないのが現状である。本研究室では都

市交通網全体の交通挙動が信号制御によってどのように変化するのかをシミュレートできる新しい

交通モデルを作成し、この交通モデルに基づいて都市交通網の信号制御問題を明らかにする。また交

通信号制御の新しい方法および戦略も研究する。 
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機械工学科 

 

 

  

専任・教授  野田 直剛（NODA Naotake）   

機械工学科  

専門分野： 材料力学、弾性力学、熱応力、傾斜機能材料  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：野田 直剛    

修士課程：２年（2名）、１年（2名） 

学  部：４年（5名） 

連携教員：石原正行准教授 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  教える教育から学生自ら学習することを基本に、自ら課題探求能力、課題解決能力を養う教育を

行うよう努力している。材料力学は最初に学ぶ力学系の専門科目であり、自分で考え、自分で問題を

解き、疑問が出てきたときは一緒に考えながら、学生自ら学ぶよう工夫している。社会に出た時、遭遇し

た問題には解答は存在せず、自分で解答を作っていくことが求められるので、正解はいきなり教えず一

緒に考えることを基本にしている。専門科目と社会との関係を説明しながら、授業構成を組み立ててい

る。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

材料力学Ⅰ  学部1年 2  ○  

機械工学演習  学部1年 2  ○  

弾性力学  学部3年 1 ○  複数担当（２人） 

応用弾性力学  大学院１,２年 1 ○  複数担当（２人） 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   傾斜機能材料を安全に使用できるように、信頼性を確保する観点から、さまざまな研究を実施。  

【 実績 】  

（１）亀裂を有する傾斜機能材料の熱応力に対し、新しい解析手法を提案した。 

（２）傾斜組成の変化が境界面と傾いた場合の熱応力を解析し、傾斜角が熱応力に与える影響を評価

した。 

（３）微視構造を考慮した物性値の評価方法を提案した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等              

1) “Interactions between N circular cylindrical inclusions in a piezoelectric matrix”, B.-H. Yang, C.-F. Gao 

and N. Noda, Acta Mechanica Volume 197, No.1-2, pp.31-42, (2008-4) 

 

 

熱応力解析と傾斜機能材料 
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機械工学科 

2) “Numerical Evaluation of the Thermomechanical Effective Properties of a Functionally Graded Material 

using t he H omogenization Method”, Y. S habana a nd N. Noda, I nt. J . S olids a nd S tructures, v ol.45, 

No11-12. pp.3494-3506, (2008-6) 

国際会議発表     

1) “Thermal Shock Solution of a Functionally Graded plate with Arbitrary Thermaomechanical Properties 

and a Surface Crack”, Licheng Guo, N. Noda, 22th International Congress on Theoretical and Applied 

Mechanics, Adelaide, Australia, August 24-29, 2008, (2008/8/26). 

2) “Optimal Control of  Thermal Stresses in a Piezo-composite Disk”, F. Ashida, N. Noda and S. S akata, 

22th International Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Adelaide, Australia, August 24-29, 

2008, (2008/8/28). 

3) “Non-linear Dynamic Deformation of a Piezothermoelastic Laminate”, M. Ishihara, Y. Watanabe and N. 

Noda, 1st Japan-Austria Joint Workshop on Mechanics and Model Based Control of Smart Materials And 

Structures, September 22-23, Johannes Kepler University Linz, Austria, September 22, (2008/9/22). 

4) “Transient Thermal stresses in the semi-infinite body”, M. Ohmichi and N. Noda, Asian Conference on 

Mechanics of Functional Materials and Structures, Matsue, Japan, October 31-November 3, 2008, 

(2008/11/01)  

5) “Dynamic Large D eformation of a P iezothermoelastic Laminated Beam S ubjected to Mechanical, 

Thermal and Electrical Load ”, Y. Watanabe, M. Ishihara and N. Noda, Asian Conference on Mechanics 

of Functional Materials and Structures, Matsue, Japan, October 31-November 3, 2008, (2008/11/01)  

6) “Thermopiezoelastic Strip with an Edge Crack Considering the Coupling Effect”, O. P. Niraula, B . L. 

Wang and N . Noda , Asian Conference on Mechanics o f Functional Materials and Structures, Matsue, 

Japan, October 31-November 3, 2008, (2008/11/01)  
 

＜管理運営＞ 

     学長補佐（企画） 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

  科学研究費補助金（基盤研究 C）、研究代表者：野田直剛、分担者：石原正行、研究課題名：微視構

造を考慮した傾斜機能材料の強度に関する基礎的研究 

 

＜今後の展開＞  

 傾斜機能材料の熱応力に関する研究を継続する。 
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機械工学科 

 

 

  

専任・教授  平田 邦夫 （HIRATA Kunio）   

機械工学科  

専門分野：宇宙工学、ロケット推進工学  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：平田 邦夫 

修士課程：２年（3名）、１年（4名） 

学  部：４年（5名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

工学部の伝統的な精神「自由啓発」に基づいて、学生が自ら、知性と感性と人間性を磨く   

大学教育を目指している。 

（１）宇宙推進工学や航空工学などの専門科目では、流体力学や熱力学の理解に重点を置いてお

り、学生が技術者の基本となる知識を習得できるように配慮している。 

（２）卒業研究や修論研究のセミナーでは、社会に出てから的確な判断のできる技術者の育成を

念頭に置いており、新アイデアの発想力や技術に対する判断力などに優れた感性豊な学生

の育成を心がけている。 

（３）学生の研究室は、学部生から院生までの十数人が一同に会する大部屋としており、研究室

での活動を通じて、学生が社会生活を学べる環境を整えている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナー  学部1年 1 ○  複数担当 

応用英語C  学部3年 2 ○  複数担当 

宇宙推進工学  学部3年 2  ○  

航空工学  学部3年 2  ○ 複数担当（3人） 

宇宙推進機構工学   大学院1年 2 ○  複数担当（2人） 

科学と技術   工学部、情報学部1～3年 2  ○ 複数担当（2人） 

 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

宇宙用のロケットエンジンは故障が多く、フライト故障を防止できれば、数百億円の事故損

失を回避できることから、世界的な課題となっている。そこで、ロケットエンジンの高信頼性技

術に注目して研究を行っている。 

航空用のジェットエンジンは、様々な分野で産業利用されており、技術の地上転用が進んで

いる。そこで、液体ロケットエンジンのターボ機械は、小さな馬力で容易に高圧化が可能な点に

着目して、ロケットエンジン技術を産業転用する研究を行っている。 

 

ロケットエンジンの信頼性向上と産業転用 
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機械工学科 

 

【 実績 】  

（１）宇宙用ロケットエンジンの信頼性向上 

液体ロケットエンジンについて、現状調査を行い、信頼性向上の技術を明確化した。 

（２）大型火力発電所の効率向上 

新型の複合サイクル火力発電に、高い効率が得られる LNG冷熱利用の液化酸素を導入し、

熱効率が高く経済性もあるシステムを提案した。 

（３）自動車エンジンの効率向上 

自動車の燃費を向上させるために、エンジンにランキンサイクルを組み込むことにより、

エンジンの排熱から動力回収を図るシステムについて、実現に向けた検討を行った。 

 

【 業績・成果 】 

国内学会発表  

・日本機械学会  計 2件 

招待講演   

・日本機械学会   1件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

【 産業育成 】 

・浜松商工会議所（航空宇宙技術利活用研究会：アドバイザー） 

【 理科教育 】 

・日本宇宙少年団（静岡磐田分団：アドバイザー） 

 

＜管理運営＞ 

【 大学運営 】 

・静岡大学就職委員会：委員 

・工学部機械工学科：副学科長 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

・共同研究   1件 

・委託業務  計 4件 

 

＜今後の展開＞  

宇宙用ロケットエンジンの信頼性向上と液体ロケットエンジン技術の産業転用の研究を継続する。

引き続き、企業との共同研究にも力を入れたい。 

また、従来はロケットエンジンやジェットエンジンなどの回転機械を利用したエネルギシステム

の研究を主としていたが、今後は、舶用ディーゼルなどの往復機械を利用したシステムの研究テーマ

にも取り組んでいきたい。 
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機械工学科 

 

 

  

兼任・教授  三浦 憲二郎 （MIURA Kenjiro T.）   

機械工学科  

専門分野： 形状処理工学、コンピュータグラフィックス  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：三浦 憲二郎    

博士課程：３年（1 名） 

修士課程：２年（2 名）、１年（3 名） 

学  部：４年（6 名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  プログラミングの基礎からはじめて，数値解析、データ構造とアルゴリズム，形状処理工学やコンピ

ュータグラフィックスの教育を行う。 

【 授業担当科目および取り組み】      

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

プログラミングⅠ  学部2年 2 ○   

情報工学  学部3年 1  ○  

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

応用英語C  学部1年 1 ○   

基礎製図  学部3年 1 ○   

情報工学特論  大学院1年、2年 1  ○  

【 業績・成果 】 
・指導学生の受賞・表彰 
岡本太一，藤澤誠，三浦 憲二郎,“凧デザインのためのインタラクティブシミュレーションシステムの

開発,”情報処理学会第 71回全国大会, 立命館大学，滋賀，March 10-12, 2008. (学生奨励賞) 
 
＜研究＞ 
【 目標 】 
   我々は、形状処理工学やコンピュータグラフィックス技術を基礎技術とするデジタルスタイリングデ

ザインシステムやアニメーション作成のための物理シミュレーションについて研究を行っている。形状
生成や CG に関するソフトウエアの研究開発だけでなく、形状入力装置としての力フィードバックメカ
ニズムについても研究を行っている。現在の研究内容は以下となっている。 

（１） デジタルスタイリングデザインシステムの基盤となる曲線・曲面の表現法、生成法、変形法 
（２） フォースフィードバックを援用する形状処理システム 
（３） 物理に基づく凧シミュレーション 
（４） デジタル絞加工システムの開発 
（５） 解析用メッシュモデルの生成 
【 実績 】  
（１） デジタルスタイリングデザインシステムの基盤となる曲線・曲面の表現法 
  新たな曲線、曲面式を提案した. 
（２） 絞加工システムの開発 
  システムを開発するとともに特許を出願した。 
（３） フォースフィードバックを援用する形状処システム 

 

デジタルスタイリングデザイン 
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機械工学科 

  サーフェルを利用するシステムを開発した。 
（４） 凧シミュレーション 
  凧のシミュレーションモデルを提案するとともにシステムを開発した。 
【 業績・成果 】 
学術論文・著書等               
  1) 精密工学会デジタルスタイルデザイン研究分科会編，”デジタルスタイルデザイン,”海文堂，226
ページ，三浦憲二郎担当:pp.71-81, 2008. 

2) 福地 功, 山下 淳, 金子 透, 三浦 憲二郎: "時空間画像処理による雨天時画像からの視野妨害ノイ
ズ除去", 映像情報メディア学会誌, Vol.62, No.5, pp.771-777, May 2008.  

3) Junji S one, Satoshi U chida, Y oshimasa T okuyama, Katsumi Y amada, K ouichi Konno, K enjiro T. M iura, 
"Feasibility Study o f Interactive Display with Bubbles," The Journal o f T hree Dimentional I mages, Vol.22, No.2, 
June 2008.  

4) Kenjiro T. M iura, S hin’ichi Agari, Yohei K awata, M akoto F ujisawa a nd Fuhua ( Frank) Cheng, " Input o f 
Log-aesthetic C urve S egments with I nflection E nd P oints an d G eneration o f L og-aesthetic C urves with G 2 
continuity," Computer-Aided Design & Applications, Vol. 5, Nos.1-4, pp.77-85, 2008.  

5) 八木麻理子，川田洋平，藤澤誠，三浦憲二郎, "ペンタブレット入力による G1 連続を持つ美的曲線
セグメント列の生成", 芸術科学会論文誌, Vol.7, No.3, pp.97-101, 2008.  

国際会議発表     
・Atsushi Yamashita, Isao Fukuchi, Toru Kaneko and Kenjiro T. Miura: "Removal of Adherent Noises from Image 
Sequences b y S patio-Temporal Im age P rocessing", P roceedings o f t he 2 008 I EEE I nternational C onference o n 
Robotics and Automation (ICRA2008), Pasadena (U.S.A.), May 2008.  
・Kenjiro T. M iura, S hin’ichi Agari, Y ohei K awata, M akoto F ujisawa a nd F uhua ( Frank) Cheng, " Input o f 
Log-aesthetic C urve S egments with I nflection E nd P oints a nd G eneration o f L og-aesthetic C urves with G 2 
continuity," The 2008 International CAD Conference and Exhibition, Florida, USA, June 23-27, 2008.  
・R.U. G obithaasan, K enjiro T . M iura, J .M. A li: ``Determining T he Aesthetic Value o f A P lanar C urve,'' 9 th 
International Mathematica Symposium, Maastricht, The Netherlands, June 20-24, 2008.  
・Shin-ichi Agari, Kenjiro T. Miura: ``Input of Compound-rhythm Log-aesthetic Curves,'' Humans and Computers 
2008, pp.343-348, Nagaoka, Niigata (Japan), 2008.  
・R.U. G obithaasan, M. A. J amaludin, K enjiro T. Mi ura: ` `The E lucidation o f P lanar A esthetic C urves,'' 1 7-th 
International Conferences i n Central E urope o n Computer G raphics, Visualization a nd Computer Vision, P ilsen, 
Czech republic , February 2-5, 2009. 

国内学会発表  

・精密工学会、情報処理学会など、計９件 

解説・特集等  

・画像ラボ、解説記事   

特許出願・取得、  
美的曲線の接続（出願）、ビデオ映像の安定化（出願）、モーションブラー除去（出願）、絞加工システム（出願） 

 

＜管理運営＞ 

設計工学専攻長、改組検討委員会委員 
 
＜その他の事項＞ 
【 受賞・表彰 】 
・三浦 憲二郎, 白幡 良，上利 真一,“典型的曲線の非定常化とその曲面への拡張,” 第 133回情報処理

学会グラフィクスと CAD研究発表会, 九州工業大学，飯塚，November 7-8, 2008. (グラフィクスと CAD
研究会優秀研究発表賞:GCAD 賞) 

【 外部資金 】 
１．東海産業技術振興財団助成  ２．エイ・ダブリュ・エンジニアリング奨学寄附金 
３．浜松地域テクノポリス試作開発助成  ４．共同研究 1件 
 
＜今後の展開＞  
 我々は上述したように形状モデリングや物理シミュレーション技術の研究開発を行っている。今後はエ
ンジニアリング応用を志向した形状処理技術、特に 3D レーザスキャナのような進歩の著しい 3 次元入力
装置からの点群データを CAD/CAM/CAEに応用する技術の研究開発を行うとともに、ナノテクノロジやバイ
オテクノロジーに形状処理を中心とする情報処理技術を応用する学際領域的な研究も推進する。 
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機械工学科 

 

 

  

専任・教授  三澤 正吉 （MISAWA Masayoshi）   

機械工学科  

専門分野： 宇宙構造動力学  

 
homepage: http://mech.eng.shizuoka.ac.jp/misawalab/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：三澤 正吉    

修士課程：２年（3名）、１年（3名） 

学    部：４年（4名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  聞くだけ，写すだけにならないように，また自分なりに考える，分析する，工夫する，理解する

ことを期待した授業を目指している．このため，授業では一方的な説明に終止しないように学生へ

の質問を多く取入れ，学生が参加するように心がけている．また，適宜，課す課題の提出は通常演

習は提出して授業では学生への質問を多く取入れ，演習では時間がかかっても学生． 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

衛星工学  学部4年 1 ○   

応用英語C  学部3年 1 ○   

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

宇宙構造動力学  大学院１,２年 1 ○   

機械工学実験II  学部3年 2  ○  

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  人工衛星に代表される宇宙構造物はロケットで宇宙に打上げられる．宇宙構造物が大形化すると，

まず，ロケットに収納できない問題が生じる．この問題をはじめとして，構造の複雑さが原因で解

析では試験の結果を精度良く予測できない問題，重力下では十分な強度を確保できないため試験す

らできない問題，大形化に伴う大幅な重量増加の問題が新たに生じる．大形宇宙構造物の実現を目

指して，これらの問題を解決することを研究の目標としている． 

 

【 実績 】  

(1)システム同定法 

  試験の結果を精度良く予測できる解析モデルの作成に関して，対象とする構造物の振動モードを

考慮した方法を新たに提案した． 

(2)大形構造物の振動特性の予測 

  重力に対する強度の確保が難しいため，地上では振動特性を確認するための試験が難しい大形構

造物の振動特性を予測する方法を提案した．この方法は幾つかの部分構造からなる大形構造物の振

動特性を，部分構造の試験によって予測できる点に新しさがある． 

大形宇宙構造動力学 
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機械工学科 

(3)高精度鏡面 

  メッシュ（金網のようなもの）を反射面とするケーブル構造の変形を予測する方法を提案した． 

【 業績・成果 】 

国際会議発表     

・ Misawa M ., M atsuo M ., a nd K ojima S ., " Component M odal Tests f or F requency Verification of  Large 
Space S tructures," P roceedings of  t he 26t h I nternational M odal A nalysis C onference,  Paper No. 20 , 
2008. 

・ Misawa M., and Iwata M., "Boundary Location Effects in Component Modal Tests of Large Structures," 
Proceedings of t he 11th I nternational C ongress &  E xposition on E xperimental a nd A pplied M echanics, 
Paper No. 52, 2008. 

・ Misawa M., and Ohara A., "A Component Modal Test Method of Large Space Structures," Proceedings of 
International Congress on Noise & Vibration Engineering, Paper No. 73, 2008. 

国内学会発表  

・ 小林，三澤，"付加質量と付加剛性を用いた大形宇宙構造物の分割試験（分割位置の付加位置選定

への影響"，機械学会東海学生会第 39回学生員卒業研究発表講演会，205，2008，pp.35-36. 

・ 関谷，三澤，"モードを考慮したシステム同定（特異値分解とイプシロン分解の比較）"，機械学

会東海学生会第 39回学生員卒業研究発表講演会，211，2008，pp.45-46. 

  等 計 6件 

 

＜管理運営＞ 

  機械工学科学科長 

  定員委員会委員 

  将来構想委員会委員 

  学科入試委員会委員 

 

＜その他の事項＞ 

【 受賞・表彰 】日本機械学会宇宙工学部門功績賞 

 

＜今後の展開＞  

(1)システム同定法 

  提案した方法の有効性を確認する．必要であれば，更なる予測の高精度良を目指して，方法の改

良を図る． 

(2)大形構造物の振動特性の予測 

  試験に供する部分構造に取付ける質量が複数の場合，大形構造物の振動特性を予測する上で，そ

れぞれの質量を取付ける最適な位置と大きさを明らかにする．また，質量の大きさに誤差がある場

合，振動特性の予測精度に及ぼす影響を明らかにする． 

(3)高精度鏡面 

  ケーブル構造の変形を実験によって測定することは非常に難しいため，理論的に異なる複数のア

プローチを検討する．これらの結果から，提案した予測法の妥当性を明らかにする． 
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機械工学科 

 

 

  

専任・教授  柳沢 正 （YANAGISAWA Tadashi） 

機械工学科  

専門分野： 流体機械、冷凍工学 

 
homepage: http://tmhf.eng.shizuoka.ac.jp/m5/yanafuku/lab.htm 

 

【 研究室構成 】  

教    員：柳沢 正 

博士課程：２年（１名） 

修士課程：２年（３名）、１年（１名） 

学  部：４年（５名） 

連携教員：福田充宏 准教授 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

   学生の教育に当たり、大学では基本をしっかりと身に付けてもらい、社会に出て必要なときに書物を見

たり他人に聞いたりして総合力で課題解決に当ることのできる能力を養うことを心掛けている。また、技術

者として必要な英語力の基礎を学生時代に身につけさせることを狙いとしている。 

  学部長として管理運営に携わることを優先し、授業担当は必要最小限となるよう学科や研究グループ

内で配慮していただいている。研究室内の学生の教育研究指導に関しても、研究グループ内の連携教員

にほとんどお任せしており、学生や連携教員には誠に申し訳ない思いである。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

 機械工学演習Ⅰ  学部1年 2  ○  複数担当（3人） 

 安全工学  学部3,4年 2 ○   複数担当（10人） 

 流体機械工学  大学院1年 1 ○   複数担当（2人） 

 
【 業績・成果 】 

 解説・特集等 

 （１）“工学の新しい風”，柳沢，文部科学教育通信，No.215，pp.18-19，（2009.3）． 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

   私たちの生活や産業を支える冷凍空調システムに関する研究を通じて、暮らしの快適性、省エネ

ルギー、地球環境の保全に貢献することを目的としている。特に、それらのシステムにおける要素

機器の技術開発における貢献を目指している。当面の研究目標を以下に列記する。 

 （１）冷凍サイクル用膨張機および膨張機構の開発 

 （２）冷媒と冷凍機油の溶解濃度センサの開発 

 （３）冷凍サイクルシミュレーションに適した圧縮機計算モデルの開発 

 （４）カーエアコン用圧縮機の運転特性の解明 

 

 

冷凍空調システムに関する研究 
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機械工学科 

【 実績 】 

（１）二酸化炭素冷凍サイクル用膨張機の特性 

  二酸化炭素冷凍サイクル用膨張機の遷移臨界膨張過程を明らかにした。 

（２）超音波を用いた冷媒／油混合物の混合率測定 

  超音波センサによる冷媒／油混合物の混合率測定法の特徴を明らかにした 

（３）冷媒／冷凍機油混合物の減圧分離特性 

  二酸化炭素冷媒と PAG冷凍機油の混合液の減圧に伴う気体冷媒の分離特性を明らかにした。 

（４）斜板形圧縮機における潤滑特性の解明 

  カーエアコン用斜板形圧縮機おける斜板とシュー間の潤滑特性を分析評価した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) 斜板形圧縮機の実機運転時における斜板／シュー間の潤滑状態計測”，鈴木・福田・柳沢， 

  日本冷凍空調学会論文集，Vol.25, N0.4, pp383-390 (2008).  

2)“音速による冷媒／油混合物の混合率測定”，福田・鈴木・柳沢，日本冷凍空調学会論文集， 

  Vol.25, N0.4, pp391-400 (2008).  

国際会議発表     

・M. Fukuta, M. Higashiyama, T . Yanagisawa and Y . Ogi, “Observation of  CO2 trans-critical expansion 
process”, 12th Int. Refrige. And Air conditioning Conf. at Purdue, 14-17 July 2008, USA, #2374. 

・M. Ito, M. Fukuta, and T. Yanagisawa, “Refrigerant concentration measurement in r efrigeration oi l by 
refractive index, JSSUME, 24-26 Aug. 2008, Hamamatsu, Japan, pp.265-268. 

 他 3 件 

 

国内学会発表  

・“CO2 を作動媒体とした空調システムの性能解析”， 薛・小山・桑原・高田・柳沢，日本冷凍空

調学会年次大会，（2008.10）． 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

 韓国嶺南大学校との姉妹校シンポジウム（JSSUME）Advisory Committeeメンバー 

 

＜管理運営＞ 

 工学部長 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】 

  “工学フォーラム 2008 ～環境問題の Solutionと工学の果たす役割～”，読売新聞（全国版，PR

のページ），2008年 9月 28 日． 

 

【 外部資金 】 

  科学研究費 基盤(C)（分担 1件） 

  共同研究（代表 1件，分担 1件） 

 

＜今後の展開＞  

 学部長としての職務を全うすることを最優先とする。 

 国策としての「Cool Earth － エネルギー革新技術計画」に貢献すべく、冷凍空調分野における高

効率・省エネルギーに係わるシステムや要素の研究を継続する。 
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機械工学科 

 

 

  

専任・教授  山極 芳樹 （YAMAGIWA Yoshiki）   

機械工学科  

専門分野： 宇宙工学 

 
homepage: http://mech.eng.shizuoka.ac.jp/yamagiwalab/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：山極 芳樹    

修士課程：２年（6名）、１年（6名） 

学  部：４年（6名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  物理や機械工学の基礎がどのように実際のシステムの設計に応用されているかを宇宙システム

という最先端システムを通して理解できるよう、わかりやすく教育することを目標としている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

宇宙工学  学部3年 1 ○   

設計製図  学部3年 1 ○   

応用英語Ｃ  学部3年 1 ○   

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

宇宙工学  学部4年（夜間主） 1 ○   

ラボワーク  学部3年 1  ○  

機械工学実験ＩＩ  学部3年 2  ○  

宇宙推進機構学  大学院1, 2年 1  ○ 複数担当（２人） 

 

【 業績・成果 】 

指導学生の受賞 

・藤本智也（M2），日本航空宇宙学会会長賞，第 26回宇宙科学と技術の国際シンポジウム,2008.6 

・藤本智也（M2），学生プレゼンテーション賞，第 40回流体力学講演会，2008. 6 

・松下太朗（B4），浜松工業会学習奨励賞，浜松工業会，2009.3 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   効率のよい将来型宇宙輸送システムの推進システムの研究を中心に行っている。具体的には現行

の化学推進に変わって電気エネルギーを利用した推進システム、推進剤として星間に存在する宇宙

塵を利用するスターダスト推進、推進剤を必要としない推進システムとしての導電性テザーや太陽

風を利用したプラズマセイルで、これらの作動原理解明と実用化を目標としている。 

【 実績 】  

（１）導電性テザーの研究 

将来型宇宙輸送システムの研究 
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機械工学科 

 テザーのダイナミックスや電子収集過程をモデル化した。 

導電テザーを惑星間輸送に応用するシステムの原理を解明した。 

ＪＡＸＡの観測ロケットを使った実験が採択・平成 21年夏に実験予定 

（２）宇宙塵を推進剤として利用するスターダスト推進機 

 本年度科研費に採択された。プラズマを介して微粒子帯電効率が高められることを明らかにした。 

（３）プラズマセイルの研究 

 プラズマセイルの推力伝達機構を明らかにし、性能に及ぼす非理想電磁流体効果を評価した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等 

1) H.A. F ujii, T. Watanabe, H . K ojima, K O yama, T. K usagaya, Y. Yamagiwa, e l. al., “Sounding R ocket 

Experiment of Bare Electrodynamic Tether System,” Acta Astronautica, Vol.64, pp.313-324, (2009). 

2) Y. Yamagiwa, K. Fukui, A. Kanbe and H. Otsu, “Analytical Evaluation of Orbit Transfer Performance of 

Hybrid Tether System from LEO to GEO,” Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space 

Sciences, Vol.51, No.174, pp.227-235, (2009) 

国際会議発表  

1) Y. Kobayashi, S . Kawamoto S. Nishida, Y . Yamagiwa, H . Otsu, “ Deployment Dynamics of an 
Electrodynamic Tether from a Small Satellite,” 47th AIAA Aerospace Sciences Meeting, Orland, 
USA, Jan. 2009.  

2) T. Fujimoto, H. Otsu, I. Funaki and Y. Yamagiwa, “Non-ideal MHD Effect on the Flow Field of Magneto 

Plasma Sail,” 47th AIAA Aerospace Sciences Meeting, Orland, USA, Jan. 2009. 
他 6 件 

国内学会発表  

宇宙科学連合講演会、宇宙輸送シンポジウムなど、計 18件 

招待講演   

  １件：地球エネルギー資源・環境問題解決の手段としての宇宙開発と将来型宇宙輸送システム 

（浜松商工会議所にて，2008年 12月） 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

  出張授業：焼津中央高等学校、浜名高等学校 

  浜松商工会議所宇宙利活用研究会（ＳＡＴ研）アドバイザー 

  NEDO平成 20 年度 SBIR技術革新事業２軸ジンバル機構の将来宇宙機への応用検討委員会委員 

  ほか 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

  科研費基盤Ｃ一般「宇宙塵を推進剤とする宇宙推進機に関する実験的基礎研究」 

 

＜今後の展開＞  

 平成 21 年夏のテザーのロケット実験を実施する。また、その３年後を目指して他大学と共同で小

型衛星を利用したテザー実験を提案中。さらに、テザーの発展形としての「宇宙エレベータ」の実用

化を目指す。また、現在、浜松市では上記ＳＡＴ研を中心に宇宙産業への進出を目的に浜松独自の衛

星開発が考えれれているが、実現に向けて協力していく。加えて、新たに結団される「浜松宇宙少年

団」に理事として参加する予定で、青少年への科学への関心促進を図る。 
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機械工学科 

 

 

  

専任・准教授  石原 正行 （ISHIHARA Masayuki） 

機械工学科  

専門分野： 機能性材料の応用力学  

 
homepage: http://mech.eng.shizuoka.ac.jp/applied-mechanics/ 

 

【 研究室組織 】 

教    員：石原 正行 

修士課程：２年（3名）、１年（1名） 

学  部：４年（4名） 

連携教員：野田直剛教授 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  座学科目では、オフィスアワーを活用して双方向コミュニケーションに努めるとともに、成績評

価基準・経過を公開することにより公正な評価に努めている。実験・実習科目では、職業訓練を念

頭に置き、プレゼンテーション（報告書・口頭発表）能力涵養を重視している。また、研究指導で

は、上記能力の他に、技術者として自己管理ができるようにするため工程管理を意識させるよう心

掛けている。 

 

【 実績 】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 業績・成果 】 

著書・教科書  

2008 大学院材料力学問題集（大学院材料力学入試問題検討委員会）NPO 法人固体の力学研

究会，2008 年 6月 1日 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

 固体の応用力学をバックグラウンドとして、機能性材料や各種構造物の強度・変形を研究して

いる。その際、特定対象物に捉われず、様々な対象物に存する普遍的性質を明らかにするよう心

掛けている。 
 

【 実績 】  

（１）圧電熱複合平板に関する研究 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

設計製図  学部 3 年 2  ○  

新入生セミナー  学部 1 年  ○   

材料力学 II  学部 2 年 2 ○   

弾性力学  学部 3 年 1 ○  複数担当（2 人） 

応用英語 C  学部 3 年 1 ○   

応用弾性力学  大学院１,２年 1 ○  複数担当（2 人） 

 

機能性材料の応用力学 
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機械工学科 

 一方向繊維強化材と圧電材料からなり力学的・熱的・電気的負荷を受ける積層板（MEMS等

を想定）について、形状制御・振動制御を達成するための方法を明らかにした。 

（２）圧電繊維複合材料に関する研究 

 圧電繊維複合材料が力学的・電気的負荷を受けた場合の強度を 2 次元電気弾性論に基づい

て解析し、材料中の特異電気弾性場を明らかにした。 

（３）破壊力学に関する研究 

 き裂を有するセラミクスが局所的な加熱を受けた場合の特異応力場を、熱弾性論・線形破

壊力学・積分方程式論に基づいて明らかにした。 

（４）熱弾塑性問題 

 熱弾塑性論に基づき、効率よく板材の熱曲げ加工を施すための手法を明らかにした。 

（５）傾斜機能材料に関する研究 

 傾斜機能材料に注目し、2 次元弾性論に基づき、接触荷重による応力場を明らかにすると

ともに、熱荷重による特異応力場およびき裂の進展挙動を明らかにした。 

（６）カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）の変形に関する研究 

CNT の大変形挙動を von Kármánひずみ、あるいは、elasticaの理論を用いて解析した。 

（７）丸のこの振動特性に関する研究 

 丸のこの振動特性を改質するための適切な処理条件を、板の曲げ理論により明らかにした。 

 

【 業績・成果 】 

国際会議発表 

1) Adachi, W., Ishihara, M., Noda, N.: Oscillation Analysys of a Carbon Nanotube Subjected to Axial Load. 
JSSUME 2008 (2008) 2008.8.25, Hamamatsu, Japan, pp. 190-193.  

2) Sakata, S., Ishihara, M., Noda, N.: Analysis of eigen frequency of an annular piezoelastic plate subjected 
to local electric voltage. JSSUME 2008 (2008) 2008.8.25, Hamamatsu, Japan, pp. 257-260.  

3) Ishihara, M., W atanabe, Y ., N oda, N .: Non-Linear D ynamic Deformation of a Piezothermoelastic 
Laminate. 1st Japan-Austria Joint Workshop on Mechanics and Model Based Control of  Smart Materials 
and Structures (2008) 2008.9.22,Linz,AUSTRIA. 

4) Ishihara, M., Adachi, and W., Noda, N "Oscillation of a Carbon Nanotube Subjected to Axial Load" 
Proceedings of the Asian Conference on Mechanics of  Functional Materials and Structures 2008, 2 Nov. 
2008,, Matsue, Japan, pp. 265-268 
 

＜社会貢献・国際交流＞ 

スズキ工学講座講師（構造力学概論・弾性力学）担当 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

 財団法人はましん地域振興財団地域活動助成 

 

＜今後の展開＞  

 圧電知的材料からなる構造物の強度・変形の解明に引き続き取り組みたい。今後は、電気的非線形

特性を考慮して、圧電材料構造物の定量的特性を説明できる、強度・変形のシミュレーション手法を

開発したい。また、ものつくりに関連した現象を応用力学をベースとした数理的手法により明らかに

したい。 
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機械工学科 

 

 

  

准教授  伊藤 友孝（ITO Tomotaka）   

機械工学科  

専門分野： ロボット工学、制御工学  

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tmtitou/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：伊藤 友孝    

修士課程：２年（4名）、１年（5名） 

学  部：４年（6名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  理論面での直感的で解りやすい解説により，学生のその分野への興味を引き出した上で，応用力

を見に付けさせるような授業を行う．学生実験などの実習科目については，主題となっている内容

をベースに，関連する周辺知識も同時に獲得できるように流れを組み立て，楽しみながら実践的に

技術を習得させる． 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      
   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

制御工学Ⅰ  学部3年 2 ○   

制御工学ⅠⅠ  学部3年 1  ○  

機械工学実験ⅠⅠ  学部3年 2  ○  

応用英語Ｃ  学部3年 1 ○   

キャリアデザイン   学部3年 1  ○ 複数担当（２人） 

応用メカトロニクス  大学院 1 ○  複数担当（２人） 

応用ロボット工学  大学院 1  ○ 複数担当（２人） 

 

【 業績・成果 】 

教科書 産学連携人材育成事業「静岡農業ビジネス企業人育成講座」テキスト 

       “ロボット工学 -農業分野への応用-”を担当 

指導学生の受賞 第 8回レスキューロボットコンテスト アイデア賞（2008年 8月） 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  ロボット工学および制御工学に関する基礎研究と，それらを産業・医療・福祉などに広く応用す

る研究を並行して行っている．単なる学術的興味だけで終わるのではなく，企業との共同研究や大

学間の連携により，常に応用面や社会貢献を考えて研究を遂行することを目的とする． 

 

【 実績 】  

（１）遠隔医療診断ロボットシステムの構築に関する研究 

安全に配慮した新しい診断用ロボットを試作し，効果を検証した． 

ロボット・制御技術の応用 
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機械工学科 

（２）インターネットを介したロボット遠隔操作に関する研究 

実際のネットワーク環境に近い通信特性を仮想的に作り出し，実際のロボットと組み合わせ

て効果的に遠隔操作実験を行える新しい通信実験システムを構築した． 

（３）人体下肢の運動計測・評価システムの構築に関する研究 

人体下肢に簡易的なセンサを装着して，歩行の運動計測を行えるシステムを構築し，有効性

の確認を行った． 

（４）熟練者の作業スキルの抽出とロボット制御への応用に関する研究 

熟練者の作業スキルの解析を行うシステムを構築し，実験により作業分析を行い，対象作業

について熟練者の作業戦略を明らかにした． 

（５）ロボットの周囲環境認識技術に関する研究 

複数センサのインテグレーションにより，ロボットの周囲環境を効果的に認識させるための

基礎技術について検討を行い，手法の基本部分について有効性を確認した． 

 

【 業績・成果 】 

国内学会発表 1 件 

研究成果紹介講演 1 件 

特許出願・取得  出願 1件， 取得 1件 

大学間共同研究 3件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

【 社会貢献 】 

 出張授業等 3 件 

 ものづくり体験イベント開催・展示会への出展 5件 

【 国際交流 】 

国際交流センター運営委員 

留学生のための進学説明会（東京）参加 

日韓理工系留学プログラム推進フェア（ソウル）参加 

 留学生受け入れ 1 名 

 

＜管理運営＞ 

 国際交流センター運営委員のほか，学科内委員多数． 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】科学研究費補助金（基盤研究Ｃ，代表者） 1 件， 

       共同研究 2件，奨学寄附金 1件 

 

＜今後の展開＞  

 企業との共同研究や，大学間連携（特に医工連携）を強化し，大型のプロジェクトに発展させ，各

システムの実用化につなげていく． 
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機械工学科 

 

 

  

専任・准教授  岩田 太 （IWATA Futoshi）   

機械工学科  

専門分野：精密機器、微細加工、プローブ顕微鏡開発  

 
homepage: http://tf2a14.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：岩田 太    

博士課程：１年（1 名）  

修士課程：２年（4 名）、１年（５名） 

学  部：４年（3 名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  計測システムにおいて，計測の基本的事項やデータの取扱、また様々な計測法を紹介している。授業

において，学生にわかり安く教科書内容の説明を行うのみでなく、実際の使用例やその原理が応用され

ている最新機器など紹介する。 

【 授業担当科目および取り組み 】      

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

光応用計測  学部4年 1 ○   

基礎製図  学部3年 2 ○   

応用英語  学部3年 1 ○   

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

超精密計測  大学院１,２年 1  ○ 複数担当（２人） 

【 業績・成果 】 
・指導学生の受賞・表彰 

1.レーザー学会第 28回年次大会優秀論文発表賞, 加地正幸 (H20.5.30 受賞) 

「レーザトラップ技術を用いたナノ微粒子の局所的電気泳動堆積法の開発」  

  2. 2008年度精密工学会秋季大会ベストプレゼンテーション賞 鈴木淳志(H20.9.19受賞) 

「レーザトラップを用いた局所的電気泳動堆積法による 3次元微細造形法の開発」  

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  ナノスケールの計測および加工に関する研究を行っている。超精密計測技術の開発として，光計測技術

や走査型プローブ顕微鏡に代表される超精密機器開発を行い，要素技術から計測システム,微細加工法な

どの研究を行っている．また電子顕微鏡や光学顕微鏡と複合化したナノマニピュレータの開発も行ってい

る。 

【 実績 】  

（１） 走査型プローブ顕微鏡関連技術の開発 

  新規なナノ計測法や微細加工法を開発した。 

（２） 光マニピュレータを用いた計測及び微細加工 

レーザトラップを用いた計測法やナノ微粒子堆積法を開発した。 

（３） マイクロ・ナノマニピュレータを開発 

  力覚制御マニピュレータや磁気マニピュレータを開発した。 

 

ナノ計測、ナノ加工、精密機器開発 
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機械工学科 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等   

1) F. I wata, K .Ohara, Y . I shizu, A . S asaki, H . A oyama a nd T. U shiki："Nanometer-Scale Man ipulation an d 
Ultrasonic Cutting Using an Atomic ForceMicroscope Controlled b y a H aptic Device as a H uman Interface" 
Jpn. J. Appl. Phys. 47 (2008) 6181–6185 

2) 実用精密位置決め技術辞典、産業技術サービスセンター（ハンドブック, 共著 2008, 612-617） 

国際会議発表     

1. F. Iwata, S. Kawanishi, A. Sasaki, H. Aoyama and T. Ushiki ：Development of Nano Manipulator Based on an 
Atomic F orce Mi croscope Coupled with a H aptic D evice f or S EM O peration, T he 1 6th I nternational 
Colloquium on Scanning Probe Microscopy (ICSPM16) (Atagawa)2008/12/11-13 

2. F. Iwata, F., K.. Ohara, S. Kawanishi , H. Aoyama, and T. Ushiki：Nanometer-scale Ultrasonic Cutter Using an 
Atomic Force Microscope Controlled by a Haptic Device ．Proceedings of The Twenty-third Annual Meeting 
of The American Society for Precision Engineering and the Twelfth ICPE 2008/10/19-24 (USA) 

3. F. Iwata, S. Kawanishi, A. Sasaki, H. Aoyama, and T. Ushiki：Nanometer-scale m anipulator and u ltrasonic 
cutter u sing an  at omic f orce m icroscope co ntrolled b y a h aptic d evice．5th International S ymposium on 
instrumentation Science and Technology, Vol 2, pp1089-1094,2008. 9. 16-18, China 

その他 16 件 

国内学会発表  

・応用物理学会、精密工学会など、計 11 件 

招待講演   

・繊維学会年次大会、応用物理学会分科会など  計９件 

解説・特集等  

・岩田 太 “ナノピペットプローブ顕微鏡を用いた微細加工”, 化学工業 59 （2008） 49-54 
国際会議の主催 

The 3rd International Conference on Positioning Technology (ICPT2008) (Congress Center Actcity, Hamamatsu)
における現地実行委員  

    

＜管理運営＞ 

 学会委員 

 ・工学部企画室機器共用ワーキンググループ 

・教育体制委員会、 

・学生委員会 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】 

読売新聞「微小世界の製造技術」(H20.9.21 県内版) 

【 外部資金 】 

1. 文部科学省委託事業「次世代の電子顕微鏡要素技術の開発」 

「力覚制御による体感型３Ｄナノ解剖バイオ顕微鏡の開発」 

2. 文部科学省知的クラスター創成事業「浜松オプトロニクスクラスター」 

「光マニピュレータナノマシニングシステム」 

3. 地域イノベーション創出総合支援事業・重点地域研究開発推進プログラム 

平成 20年度「シーズ発掘試験」(振興機構受託研究) 

    「0.1アトリットルを滴下・塗布制御するピペットプローブ技術の開発」 

4. 基盤研究(c)「0.1アトリットルを滴下制御するナノピペットプローブ顕微鏡微細加工装置の開発」 

5. 共同研究 1 件 

 

＜今後の展開＞  

   ナノスケール微細加工法の開発について開発を進める。また、光マニピュレータを用いた基礎・応用

研究にも取り組む。その他、知的クラスター推進事業などを通して企業との共同研究にも力を入れたい。 
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機械工学科 

 

 

  

専任・准教授  岡本 正芳 （OKAMOTO Masayoshi）   

機械工学科  

専門分野： 流体力学  

 
homepage: http://133.70.226.115/homepage/top.html 

 

【 研究室構成 】  

教    員：岡本 正芳    

修士課程：２年（2名）、１年（1名） 

学  部：４年（4名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  液体や気体といった流体は我々の身近に存在するため、様々な分野において重要になる流体力学

についての理解を深めてもらえるよう努力している。流体力学 II では航空機などの高速流れにお

いて重要になる圧縮性流体の基礎をパソコンによる計算課題など体験を通して学習してもらう。ま

た、機械工学実験 II では数値流体実験を担当しており、実習による流体力学の理解に役立てるよ

う工夫を行っている。大学院における授業や研究では乱流をターゲットに最先端の研究に結びつく

ような方向性を示せるよう努めている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナー  学部1年 1 ○  複数担当（機械工学科全教員） 

応用英語Ｃ  学部3年 1 ○  複数担当（機械工学科全教員） 

流体力学II  学部3年 1  ○  

機械工学実験II  学部3年 2  ○ 複数担当（12人） 

数値流体力学   大学院１,２年 1  ○  

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  乱流現象は当然のことながら工学といった実用面でも重要な課題であるが、物理的・学問的な見

地からも未解明なテーマである。この乱流現象に対して物理における場の理論をベースとする統計

理論解析を実行し、理論的な現象探求を行っている。また、コンピューターによる数値計算から乱

流場を解析すること実施し、流れ場の物理を把握する。その対象としては単なる乱流に限らず、圧

縮性・電磁流体・化学反応などの寄与があるケースにまで進展させる。 

 

【 実績 】  

（１） 圧縮性乱流場に対するラージ・エディ・シミュレーションにおいて必要になるサブグリッド

モデルを直接数値計算のデーターを利用して開発した。 

（２） 電磁流体乱流場として電磁流体一様剪断乱流に対する直接数値計算を実行して、初期に与え

る運動エネルギーと磁気エネルギーの比率の効果、磁気プラントル数の影響、剪断率の作用

について検討し、学会で報告した。 

理論とシミュレーションによる乱流場解析 

46464646



機械工学科 

（３） 分子粘性率および分子拡散率の効果を無限級数展開を全て組み込んだ 2 スケール直接相関

近似理論解析結果を海外で発表した。 

（４） 圧縮性壁乱流場の一つである圧縮性チャネル乱流に対する直接数値計算を実行し、その結果

を公表した。 

（５） 圧縮性壁乱流場の一つである圧縮性チャネル乱流に対する直接数値計算を実行し、その結果

を公表した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “圧縮性混合層乱流の DNSデータを利用した圧縮性一方程式型 SGS モデルに関する研究” 岡

本正芳・吉田光晴, 日本機械学会論文集（Ｂ編）, Vol. 74-743, pp. 1540-1547 (2008).   

2) “乱れと流れ” 横井喜充・下村裕・半場藤弘・岡本正芳, 培風館, (2008).   

国際会議発表     

・M. Okamoto“Theoretical analysis of  the Two-Scale Direct-Interaction Approximation for the Turbulent 
Passive-Scalar Field Including Molecular Viscosity and D iffusion Effects” T he 61s t A nnual Meeting of  t he 
APS Division of Fluid Dynamics, Nov. (2008) San Antonio, USA, pp.249. 

国内学会発表  

・ 日本機械学会、日本流体力学会など、計 6件 

 

＜管理・運営＞  

 ・学際科目部運営委員会委員 
 ・１年担当（機械工学科） 

 ・入試委員（機械工学科） 

 ・出版センター委員会委員（日本機械学会） 

 ・流体工学部門運営委員会委員（日本機械学会） 

 ・AJK2011流体工学部門国際会議総務委員会委員（日本機械学会） 
 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】科学研究費， 基盤研究 A， 「フェムト秒パルスレーザーと水との光力学的相互作用

の解明」齋藤・真田・岡本. 

 

＜今後の展開＞  

 様々な乱流場に対する数値シミュレーションおよび理論解析を今後も継続して研究していく。また

その成果を実際面にも展開可能であれば遂行し、企業との共同研究なども視野に入れていきたい。 
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機械工学科 

 

 

  

専任・准教授  柿本 益志 （KAKIMOTO Yasushi）   

機械工学科 

専門分野： 熱工学、流体工学 

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】 

教    員：柿本 益志 

修士課程：２年（2名）、１年（2名） 

学  部：４年（3名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  「応用熱工学」や「熱機関」など「熱」に関する講義は，概念が抽象的で数式も多く，苦手意識

を持つ学生が多いため，身近な応用例を挙げて説明したり，難解な部分は適宜演習を行いながら，

学生の講義に対するモチベーションを維持するよう努めつつ，専門知識の習得と応用力の涵養を図

っている．実験・実習系科目ならびに研究指導では，学生の自主性を尊重するとともに，積極的に

ディスカッションを重ね，学生自らが考える習慣やコミュニケーション能力を習得する場を提供す

るように心がけている．  

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

情報処理  学部1年 1 ○  複数担当 

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

機械工学実験1  学部3年 2 ○  

基礎製図  学部3年 2 ○  複数担当 

応用英語C  学部3年 1 ○   

応用熱工学  学部3年 1  ○  

ラボワーク  学部3年 1  ○  

熱機関  学部4年 1 ○   

応用熱工学特論  大学院1,2年 1  ○ 複数担当（2名） 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  今後予想されるエネルギー問題と環境問題を解決するためには，「熱エネルギーの高効率利用」

が重要であると考える．このことをテーマに掲げ，高性能エネルギー機器の開発・研究に取り組ん

でいる．具体的には，水冷式マイクロ熱交換器の開発，高性能断熱構造に関する研究，多孔質体に

関する熱流動特性の解明，固体高分子形燃料電池の発電特性に関する研究等を行っている．また，

地元企業との共同研究も積極的に行い，地域産業発展の一助となるよう努めている．  

 

【 実績 】  

（１）高性能マイクロ熱交換器の開発 

高性能エネルギー機器の開発 
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機械工学科 

  電子機器の小型化，薄型化および電子部品の高集積化に伴う高発熱密度化が急速に進んでいる．

本研究では電子機器の冷却を目的として，水冷式マイクロ熱交換システムの開発・性能評価を行

った．流路形状等の最適化を行い，熱交換器の小型化，冷却性能の向上ならびに圧力損失低下を

実現した． 

（２）高性能断熱構造に関する研究 

パーティション構造をもつ断熱層について，パーティションの仕様が断熱性能に及ぼす影響を数

値シミュレーションと理論解析によって明らかにした．従来の概念では，断熱には低熱伝導物質

を用いるのが一般的であるが，逆に高熱伝導パーティションの持つ等温化作用が断熱層内の対流

を抑制し，断熱性能が向上することを明らかにした． 

（３）多孔質物体まわりの熱流動特性の解明 

一様流中に置かれた多孔質障害物まわりの熱流動特性について数値シミュレーションによる検

討を行い，カルマン渦発生を含む流動様相，抗力係数，熱伝達特性に及ぼす多孔質パラメータの

影響を明らかにした． 

（４）固体高分子形燃料電池の発電特性に関する研究 

  燃料電池内の物質輸送現象に関するシミュレーションを行い，発電特性ならびにフラッディング

現象に及ぼす物質拡散の影響を明らかにした． 

 

【 業績・成果 】 

国際会議発表     

・ Kakimoto Y. Iwaguchi T. Naito D. and Masuoka T., “Numerical Analysis of drag coefficient of a porous 
square cylinder”, Joint Symposium among Sister Universities in Mechanical Engineering 2008, 25 Aug., 
Hamamatsu, Japan, pp.107-110. 

国内学会発表  

・ 日本伝熱学会 
 

＜社会貢献・国際交流＞ 

・ 平成 20 年度女子中高生理系進路選択支援事業セミナー講師 
 

＜管理運営＞ 

・ 工学部評価実施委員会 
 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

・ 共同研究 ２件 
 

＜今後の展開＞  

 これまでの研究を継続するとともに，バイオ伝熱や冷凍空調等の新たな研究テーマにも取り組んで

いきたい．また共同研究や外部資金の獲得にも力を入れたい． 
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機械工学科 

 

 

  

専任・准教授  桑原 不二朗 （KUWAHARA Fujio）   

機械工学科  

専門分野： 伝熱工学、多孔質体内熱移動  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：桑原 不二朗    

修士課程：２年（1名）、１年（3名） 

学  部：４年（4名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  機械工学の基礎となる熱力学的現象の理解を目指している。伝熱工学などの専門科目では、実際

に身近で起こる現象に結び付け、できうる限り視覚的な教材を用いるよう工夫している。また、工学分野

における熱現象・熱問題の多さや解明改善に向けての取組みを紹介し、数値シミュレーションを含む様々

な学習の必要性や、この分野とのかかわりを理解することに勤めている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

熱力学Ⅰ  学部2年 2 ○  複数担当（２人） 

伝熱工学  学部3年 1 ○  複数担当（２人） 

機械工学演習Ⅱ  学部2年 2 ○  複数担当（３人） 

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

応用熱工学特論Ⅰ   大学院１年 1  ○ 複数担当（２人） 

熱力学Ⅰ  学部2年 2 ○  複数担当（２人 

 
＜研究＞ 

多孔質体内の熱流動現象については，熱分散、乱流、相変化現象など，未知な部分が多い．本研究

室では，世界に先駆けてこれら未解明の部分を解明すべく基礎的研究に取り組むと共に，エネルギの

有効利用，生体伝熱，発酵プロセスなど様々な分野への多孔質体理論の応用を試みている．当面の研

究目標を以下に列記する。 

 

（１）多孔質体理論に基づく生体内流れと伝熱の基礎式の導出とモデリング、 

（２）肺癌の経皮的凍結壊死療法に関わる熱移動現象のモデリング 

（３）多孔質体熱分散熱流束輸送方程式の導出とそのモデリング 

（４）コンポスト発酵プロセスの伝熱モデルの開発 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “A Macroscopic Model for Countercurrent Bioheat Transfer in a Circulatory System” A. Nakayama, F. 

Kuwahara a nd W . L iu, JOURNAL OF  P OROUS M EDIA   Volume: 12  Issue: 4   Pages: 

多孔質体内熱流動場の解明 

505050505050

http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=T1dEOH7o13bE2hMeLDI&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no�


機械工学科 

289-300   Published: 2009. 

2) “Why do we have a bronchial tree with 23 levels of bifurcation?” A. Nakayama, F. Kuwahara and Y. Sano,  

HEAT AND MASS TRANSFER   Volume: 45   Issue: 3   Pages: 351-354   Published: JAN 2009. 

3) “A general macroscopic turbulence model for flows in packed beds, channels, pipes, and rod bundles” A. 

Nakayama and F. Kuwahara, JOURNAL OF  FLUIDS E NGINEERING-TRANSACTIONS O F THE 

ASME   Volume: 130   Issue: 10 Article Number: 101205   Published: OCT 2008. 

4) “ The l imiting r adius f or f reezing a  t umor dur ing pe rcutaneous c ryoablation” A . Nakayama and F. 

Kuwahara, K. Iwata et  al ., JOURNAL OF  HE AT T RANSFER-TRANSACTIONS OF  T HE 

ASME   Volume: 130   Issue: 11 Article Number: 111101   Published: NOV 2008. 

5) “A general bioheat transfer model based on the theory of porous media” A. Nakayama and F. Kuwahara, 
INTERNATIONAL J OURNAL O F H EAT AND M ASS TRANSFER   Volume: 51   Issue: 

11-12   Pages: 3190-3199   Published: JUN 2008. 

国際会議発表     

・A. Nakayama, F. Kuwahara

(Why do we have a bronchial tree with 23 levels of bifurcation?, The Seventh JSME-KSME Thermal and 

Fluids Engineering Conferenc,.2008 

 and Y. Sano, A Mass Transfer Model for Flow Architecture of the Lung  

他１件 

国内学会発表  

・日本伝熱学会、日本機械学会など、計５件 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

平成 20 年度科学研究費補助金（基盤研究（B））多孔質体応用および生体内輸送機構の解明のための

熱分散のモデリングと実験的検証(分担) 

平成 20年度科学研究費補助金（一般研究（C））地球観測画像を利用した局地気象予測における多

孔質概念の導入(代表者) 

 

＜今後の展開＞  

 多孔質体内熱移動現象に関する研究を継続する。また、気象や可視化実験など新しい研究テーマに

も挑戦する。企業との共同研究にも力を入れたい。 

515151515151
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機械工学科 

 

 

  

専任・准教授  酒井 克彦 （SAKAI Katsuhiko）   

機械工学科  

専門分野： 機械加工、環境対応生産技術、レーザ加工  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：酒井 克彦    

修士課程：２年（3名）、１年（2名） 

学  部：４年（4名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  1年次及び 2年次の科目は、機械工学を学習する上での基礎を身につけること、機械の設計や実

験を通して 4年次の科目では 3年次までに習得した基礎的な知識を総合して、ものづくりの方法全

体を理解することを目標としている． 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナー  学部1年  ○   

工学基礎実習  学部1年  ○   

創造教育実習  学部1年   ○  

図  学  学部2年 2  ○  

材料加工学  学部2年 2  ○ 複数担当（5名） 

機械工学実験I  学部3年  ○  複数担当 

生産加工学  学部4年 1    

生産システム特論   大学院１,２年 1  ○  

先端技術レビュー  大学院１,２年 1 ○  複数担当（2名） 

  
＜研究＞ 

【 目標 】 

  機械加工の技術的課題は、高品質、低コスト、高生産性に加え近年は環境対応が必須とされるよ

うになっている．本研究室では切削加工の環境対応技術として、切削油剤使用量の削減、環境負荷

の低い切削液の開発、加工雰囲気制御による高性能加工法の開発など、さまざまな取り組みを行っ

ている．また、地元のメーカーと協力して高出力半導体レーザを用いたこれまでにない異種材料の

直接接合技術の開発を行っている．さらに、将来の低環境負荷社会を見据えた新しい移動手段とし

て期待される新素材を用いた超小型車の開発を行っている． 

 

【 実績 】  

（１）不活性ガス援用深穴加工法の開発 

  窒素及び炭酸ガスを用いた実験を行い、効果を検証した 

環境対応機械加工技術の研究 

525252525252



機械工学科 

（２）無残滓液ミスト切削加工法の開発 

  シリコーンオイル及び強アルカリ電解水ミストによる加工性能を評価した． 

（３）特殊窒化処理によるコーティング工具の特性改善 

  工具断面の微少硬さ分布の測定や EPMAによる解析から窒化処理特性を評価した．  

（４）高出力半導体レーザによるテーラードブランク材溶接および異種材料溶接 

厚さ比が 3程度の鋼板の溶接およびチタン材の溶接特性を検討した． 

（５）超小型電動ビークルの開発 

総強化樹脂製車体に電動モーターを装着した 2号機を製作した． 

（６）新しい低コスト CFRP 製造法の開発 

プリプレグを用いない CFRP の低コスト製造法を検討し、材料特性を検討した． 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) 静弘生、鈴木康夫、酒井克彦「窒素ガスを用いた切削加工に看守ル研究—凝着問題の改善と工

具摩耗に関する検討—」、精密工学会誌、 Vol. 74, No. 7 (2008) 

2) 静弘生、鈴木康夫、酒井克彦「窒素ブロー方式による高送りミーリング時の工具寿命改善」、

精密工学会誌、 Vol. 74, No. 12 (2008) 

3) “Tool Life Improvement of Coated Carbide Tools Treated by Novel Nitriding Technique”, K. Sakai, Y. 

Suzuki, H. Inoue, K. Utino and Y. Horikoshi, Progress of Machining Technology, pp.24-27 (2009) 

国内学会発表  

・日本機械学会、精密工学会など、計 8件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

・ はままつ産業創造センター、輸送機器中核人材育成事業講師 

・ はままつデジタルマイスター育成事業講師 

・ はままつ産業創造センター、新素材新成形技術講座講師 

・ 経済産業省、戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）アドバイザー 

・ 静岡医療科学専門学校非常勤講師 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】 

・ 静岡新聞「目指すは低価格エコカー」平成 21年 2月 2日 

・ 中日新聞「CFRP コスト 1／3製法開発」平成 21年 2月 5日 

 

【 外部資金 】 

・ 大澤科学技術振興財団 研究助成金 

・ 共同研究 3 件 

 

＜今後の展開＞  

 経済状況の悪化に伴い、これまで以上に機械加工の高度化が必要な状況である．これまでに行って

いる研究開発に加え、CFRP やチタンなどの難削材の切削加工や特殊処理による切削工具の性能改善、

研削加工の高度化などの新しい共同研究を行うための準備を行っている、また、従来の実験による解

析に加えて切削シミュレータによるコンピュータ解析を導入し、これまで行ってきた切削実験の理論

的裏付けについて検討を行う予定である． 
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機械工学科 

 

 

  

専任・准教授  島村 佳伸 （SHIMAMURA Yoshinobu）   

機械工学科  

専門分野： 材料力学･複合材料工学 

 
homepage: http://mechmat.eng.shizuoka.ac.jp 
 

【 研究室構成 】  

教    員：島村 佳伸    

修士課程：２年生（３名）、１年生（２名） 

学  部：４年生（５名） 

連携教員：東郷教授 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  機械工学において必須である機械材料の基本的な理解をはかるべく，基礎から丁寧に教えること

を心がけている．さらに，講義においては講義内容と実製品との関わりに触れるようにしている．

これは学生に興味を持たせるためだけではなく，安全・安心の達成という社会からの要求について

学生に理解を促すためでもある．選択科目や大学院科目では，最先端機器に要求される高度な設計

に応えられるべく，基礎理論から簡単な設計課題までを総合的に教えることとしている． 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

機械材料Ⅱ  学部2年 2  ○  

学生実験第Ⅰ  学部3年 2 ○   

材料強度学  学部3年 1  ○ 複数担当（２人） 

複合材料工学   大学院1年 1 ○  複数担当（２人） 

 

【 業績・成果 】 

指導学生の受賞・表彰  日本機械学会 M&M2008材料力学カンファレンス若手優秀講演フェロー賞

中里聡一郎，「超音波ねじり疲労試験機の開発」 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

   複合材料・金属材料の強度と破壊に関して，基礎研究と，その産業的応用を含めた研究を共に両

立させながら研究を遂行していくことで，知の創造とイノベーションへの貢献をすることを目標

とする． 

【 実績 】  

（１）カーボンナノファイバー複合材料の成形とその評価 

  カーボンナノファイバー充填エポキシの成型とその特性評価を実施した． 

（２）植物由来材料による複合材料の創製 

  麻繊維と大豆由来樹脂を用いた複合材料の成形とその機械的特性の評価を実施した． 

（３）超音波ねじり疲労試験機の開発 

  超音波ねじり疲労試験機の開発を実施し，所要の性能を満足することを確認した． 

複合材料・金属材料の強度と破壊 

545454545454
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機械工学科 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) 島村佳伸, 麦島新, 轟章, “吸湿に伴うCFRP繊維方向インピーダンス増加のメカニズム, 日本

複合材料学会誌, 34(4), pp.133-140 (2008) 

    他４件 

国際会議発表     

・Y.Shimamura, T .Yasuoka a nd A .Todoroki, “ Low-stiffness S train S ensor by  U sing Carbon-Nanofiller/ 
Flexible-Epoxy Composites”, 2008 SEM XI International Congress and Exposition on Experimental and 
Applied Mechanics, Orlando, Florida, U.S.A., June 2008 

・Y.Shimamura, T.Ono, K.Tohgo and H.Araki, “Thermoset Green Composite by Using Natural Fiber and 
Acrylated Epoxidized Soybean Oil Resin”, 7th Joint Canada-Japan Workshop on Composites, Fujisawa, 
Japan, July 2008 

・Y.Shimamura, T .Wada, K .Tohgo, H.Araki, S .Sasaki, H.Hara a nd K .Okui, “ In-plane a nd O ut-of-plane 
Fracture Toughness of Paper-based Friction Material”, 6th Asian-Australasian Conference on Composite 
Materials, Kumamoto, Japan, Sept. 2008 
他 3件 

 

国内学会発表  

・日本機械学会、日本材料学会、計 9件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

 ・文部科学省女子中高生の理系進路選択支援事業（2008年 8月, 2008年 12月） 

 

【 受賞・表彰 】 

・日本複合材料学会論文賞 

「CNF/柔軟エポキシ複合材料のひずみに伴う電気抵抗変化」，平成 19年度（2008年 6月） 

 

【 外部資金 】 

・文部科学省科学研究費若手研究(B) 

「カーボンナノチューブのナノネットワーク構造制御による複合材料の高性能化」 

 ・スズキ財団科学技術研究助成 

「天然素材を用いた複合材料の紫外線硬化による高速成形技術の確立」 

 

＜今後の展開＞  

 複合材料・金属材料の強度と破壊に関する研究を今後も続けていく． 
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専任・准教授  田中 繁一 （TANAKA Shigekazu）   

機械工学科  

専門分野： 塑性加工学、生産加工学 

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：田中繁一 

研 究 員： 1名 

修士課程：２年（2名）、１年（1名） 

学  部：４年（4名） 

連携教員：中村保教授，早川邦夫准教授 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  材料加工学などの専門科目では、産業界での実際のものづくりの動向にも興味を持たせるよう工夫し、

以後の卒業研究への期待がわくように、授業構成を考慮している。また、自己採点をする授業アンケート

を演習問題とともに実施している。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

図学  学部1年 2 ○   

材料加工学  学部2年 2  ○  

塑性加工学  学部3年 1 ○   

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

基礎製図  学部3年 1 ○   

創造教育   工学部 1 ○ ○  

応用英語C  学部3年 1 ○   

数値塑性力学   大学院１,２年 1  ○  

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

   インクリメンタルフォーミングの基礎研究およびそのマイクロ化と歯科医療への応用を行って

おり，これにより純チタン製の総義歯床のＣＮＣ成形の実用化を目指している．また，レーザアシ

ストエアロゾルデポジションプロセスの開発を行っており，これによりサブミリサイズの微小機械

要素の積層造形の実現を目材している。また，企業との共同研究として，レーザ・フォーミングに

よる金属板の自由曲面成形および平坦化プロセスの開発とレーザ加工穴のレーザ・アニーリング

プロセスの開発を行っており，従来のレーザ加工機に新たな機能を付与して高機能化することを

目指している。 

 

【 実績 】  

インクリメンタルフォーミング 
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機械工学科 

1 インクリメンタルフォーミングの純チタン製歯科補綴物製作への応用 

  レーザ援用の新プロセスを提案してその有用性を確認した． 

2 レーザアシストエアロゾルデポジションプロセスの開発 

  エアロゾル流・レーザ同軸ノズルを用いて高アスペクト比の堆積物の製作を可能とした． 

3 レーザ・フォーミングによる金属板の自由曲面成形および平坦化プロセスの開発 

  ラインスポットを用いた新しいプロセスを提案して，そのメカニズムを明確にした． 

4 レーザ加工穴のレーザ・アニーリングプロセスの開発 

  デフォーカスした加工用レーザを用いて加工層の硬さの低減できることを確認した． 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

・S.Tanaka. T.Nakamura., K.Hayakawa. H.Nakamura, K.Motomura, “Experimental and Numerical 
Investigation on Negative Springback in Incremental Sheet Metal Forming”, Steel Research International, 
Vol. 79-1, pp.55 – 62, 2008. 

・K. Hayakawa, T. Nakamura and S. Tanaka, “Finite Element Modeling of Roller Straightening of H-Section 
Beams”, Steel Research International, Vol. 79-1, pp.506 – 512, 2008 

国際会議発表     

・S. Tanaka, T. Nakamura, and K. Hayakawa, “Experimental and Numerical Investigation on Negative 
Springback in Incremental Sheet Metal Forming”, Metalforming2008, Sep.2008 

・K. Hayakawa, T. Nakamura and S. Tanaka, “Finite Element Analysis on Straightening Process of H-Sections  
by Roller Leveler”, ICTP2008, Sep. 2008 

・K. Hayakawa, T. Nakamura and S. Tanaka, “Finite Element Modeling of Roller Straightening of H-Section 
Beams”, Metalforming2008, Sep.2008 

 

国内学会発表  

・日本塑性加工学会など、計6件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

・二国間交流事業共同研究「形状記憶合金極細線のマイクロ加工のための製造，解析および成形法

の開発」, 2008年～2010年度,(分担) 

 

＜管理運営＞ 

 教務委員会委員，創造教育支援センター委員，学科評価実施委員会委員 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

・ レーザ援用ナノ粒子集束エアロゾル3D積層造形法によるマイクロ知能材料の製作，萌芽 

・複雑形状をもつ歯科補綴物のレーザ援用インクリメン成形 ,基盤研究（Ｂ） 

・ 高精度なインクリメタル成形のための複数工具を用いた残留応力制御に関する研究， 財団法人

天田金属加工機械技術振興財団 

・ 共同研究 2件 

 

＜今後の展開＞  

 インクリメンタルフォーミングの基礎的研究およびその歯科医療への応用研究を継続する。また、

レーザに関連する企業との共同研究も引き続き進めて，研究成果の実機への搭載を目指す．レーザア

シストエアロゾルデポジションプロセスについても具体的な産業的応用例を模索して研究を進めた

い． 
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機械工学科 

 

 

  

専任・准教授  早川 邦夫 （HAYAKAWA, Kunio） 

機械工学科 

専門分野：塑性加工学、塑性加工における損傷・破壊の解明 

 
homepage: http://plast-sv.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】 

教    員：早川 邦夫 

修士課程：２年（2名）、１年（1名） 

学  部：４年（4名） 

連携教員：中村保教授，田中繁一准教授 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  塑性加工学や塑性理論などの専門科目では，実際に社会に出たあとに使えるように原理原則の理

解ができるように工夫している．研究教育では，学生の自発的な取組みによる研究の背景を含めた

包括的な理解の達成を重視し，プレゼンテーション能力の涵養にも力を入れている． 

 

【 授業担当科目および取組み 】 

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

材料加工学  学部2年 2  ○ 複数担当(5人) 

塑性加工学  学部3年 1 ○   

応用英語C  学部3年 1 ○   

設計製図  学部3年 2  ○ 複数担当(6人) 

塑性理論  大学院１,2年 1 ○  複数担当（2人） 

 

【 業績・成果 】 

著書・教科書： 

・日本塑性加工学会（編），例題で学ぶ初めての塑性力学，コロナ社，2008 

・静岡大学大学教育センター情報科目部運営委員会（編），Let’s enjoy computing 情報処理， 

学術図書出版社，2008 

指導学生の授賞： 

・永木諒（M2）：優秀論文講演奨励賞，日本塑性加工学会，2009年 2月 25日 

・三井正法（M1）：優秀講演賞，日本材料学会東海支部，2009年 3月 13日 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

 塑性加工における精密な数値解析のための，材料挙動の精密な評価，損傷・破壊を考慮した解

析手法の確立，工具損傷の実験的検出・予知技術の確立を目指している． 

 

 

塑性加工における材料挙動・損傷・破壊の解明 

585858585858



機械工学科 

【 実績 】  

（１）工具材料の異方損傷を考慮した構成式および損傷発展式の定式化 

  超硬工具材料に対する異方損傷構成式を提案し有限要素法に適用しその有用性を明らかにした．。 

（２）プレス成形用金属板材の繰返し負荷挙動の実験的解明 

  スプリングバック解析に不可欠な金属板材の引張りー圧縮繰返し負荷挙動を明らかにするため 

 の実験を行い，それから得られた材料パラメーターを用いた解析を行い，その効果を明らかにした． 

（３）工具用被膜のスクラッチ試験の有限要素解析 

  DLC 被膜のはく離挙動のスクラッチ試験を忠実に有限要素法により計算し，その界面応力状態を 

 解明した． 

（４）球状黒鉛鋳鉄の引張り・圧縮強度の差異の実験的検討とそれを考慮した有限要素解析 

  自動車用懸架装置に用いられる球状黒鉛鋳鉄の引張り・圧縮挙動における力学的特性を明らかに 

 し，それを考慮した 3点曲げ解析により，その効果を明らかにした． 

（５）形鋼のロール矯正プロセスに対する 3次元有限要素解析 

  形鋼の真直性を高めるロール矯正プロセスの忠実な有限要素解析により，従来経験のみで行われ 

 ている矯正プロセス設計への適用の可能性を明らかにした． 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等 

・ K. Hayakawa, T. Nakamura and S. Tanaka, “Finite Element Modeling of Roller Straightening of 

H-Section Beams”, steel research international, Vol. 79-1, pp.506 – 512, 2008 

・S. Tanaka, T. Nakamura,  K . Hayakawa, H. Nakamura, K. Motomura, “Experimental and Numerical 

Investigation on Negative Springback in Incremental Sheet Metal Forming”, steel research international, 

Vol. 79-1, pp.55 – 62, 2008 

国際会議発表 

・K. Hayakawa, T. Nakamura and S. Tanaka, “Finite Element Analysis on Straightening Process of 
H-Sections by Roller Leveler”, ICTP2008, Sep. 2008 

・K. Hayakawa, T. Nakamura and S. Tanaka, “Finite Element Modeling of Roller Straightening of 
H-Section Beams”, Metalforming2008, Sep.2008 
 

国内学会発表  

・日本塑性加工学会，日本トライボロジー学会，日本材料学会，日本機械学会など、計 4件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

 ・日本学術振興基金 二国間共同研究（インド,2008〜2009） 

 

＜今後の展開＞  

 塑性加工の数値解析の高精度化をめざし，新しい研究テーマにも挑戦する，企業との共同研究にも

力を入れたい．また，学際領域的な研究にも積極的に挑戦したい． 
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機械工学科 

 

 

  

専任・准教授  福田 充宏 （FUKUTA Mitsuhiro）   

機械工学科  

専門分野： 冷凍工学、流体機械工学 

 
homepage: http://tmhf.eng.shizuoka.ac.jp/m5/m5j.htm 

 

【 研究室構成 】  

教    員：福田 充宏    

修士課程：２年（4名）、１年（4名） 

学  部：４年（3名） 

連携教員：柳沢 正 教授 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  「流れ学」は流体力学の基礎的内容であり，数式の持つ物理的な意味をイメージできるように，

また，実際の流れや応用面に対する関わりを意識できるように講義をしている．「図学」では２次

元の図面と３次元の空間とのつながりをイメージできるように，コンピュータを用いて視覚的に講

義を行っている．「研究指導」においては計算だけに偏らないよう，実際に物にさわる（実験する，

ものを設計製作する）機会を与えられるよう配慮している． 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

流れ学  学部1年 2  ○  

機械工学演習Ｉ  学部1年 2  ○ 複数担当（３人） 

図学  学部2年 2  ○ 複数担当（３人） 

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

応用英語   学部3年 1 ○   

数値解析ＩＩ  学部4年 1 ○  平成２０年度で終了 

流体機械工学   大学院１,２年 1 ○  複数担当（２人） 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  冷凍空調システムは生活や工業プロセスになくてはならないものであるが，サイクルに使用されて

いる冷媒は地球温暖化係数が大きいもの（フロン冷媒）が多く，また冷凍空調システムで消費されて

いるエネルギーの削減は社会的に大きな課題である．研究室では，冷凍空調サイクルの心臓部である

圧縮機の性能向上や圧縮機内部の流動状態の解明，膨張機の応用，自然冷媒を用いたサイクルの応用，

冷凍サイクル内における計測等の研究をしている．このような研究をしている公的な研究機関は少な

く，当該分野への人材輩出や国内外の企業との共同研究より実績を上げていく． 

 

【 実績 】  

（１）二酸化炭素遷移臨界漏れ流れの特性解明 

  二酸化炭素用膨張機内部で発生する遷移臨界漏れ流れの流動特性を明らかにした． 

環境負荷の小さな冷凍機および流体機械の研究 
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機械工学科 

（２）冷媒／油混合物の光学手法による混合率測定 

  光路検出形と臨界角検出形の２つの屈折率センサを開発し，冷媒／油混合率の測定法を確立した 

（３）超音波を用いた冷媒／油混合物の混合率測定 

  超音波センサによる冷媒／油混合物の混合率測定法の特徴を明らかにした 

（４）二酸化炭素冷凍サイクル用膨張機の特性 

  二酸化炭素冷凍サイクル用膨張機の遷移臨界膨張過程を明らかにした 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “斜板形圧縮機の実機運転時における斜板／シュー間の潤滑状態計測”，鈴木，福田，柳沢， 

日本冷凍空調学会論文集，Vol.25, N0.4, pp383-390 (2008).  

2) “音速による冷媒／油混合物の混合率測定”，福田，鈴木，柳沢，日本冷凍空調学会論文集， 

Vol.25, N0.4, pp391-400 (2008).  

国際会議発表     

・M. Fukuta, M. Higashiyama, T . Yanagisawa and Y . Ogi, “Observation of  CO2 trans-critical expansion 
process”, 12th Int. Refrige. And Air conditioning Conf. at Purdue, 14-17 July 2008, USA, #2374. 

・M. Ito, M. Fukuta, and T. Yanagisawa, “Refrigerant concentration measurement in r efrigeration oi l by 
refractive index, JSSUME, 24-26 Aug. 2008, Hamamatsu, Japan, pp.265-268. 
他 3 件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

 ・出張授業 豊橋東高等学校，韮山高等学校 

 ・高大連携実験実習プログラム 磐田南高等学校，浜松工業高等学校 

・技術指導 多数 

 

＜管理運営＞ 

  学生相談員，代議員，学科カリキュラム検討委員，学科評価実施委員 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】学生フォーミュラ活動に関して 新聞２件，テレビ１件，雑誌１件 

【 受賞・表彰 】アジア学術賞，JSRAE,SAREK，2009 年 5月 14日 

日本冷凍空調学会賞学術賞，日本冷凍空調学会，2009年 5月 14日 

   

【 外部資金 】科研費 基盤（C) 衝動タービン形 CO2膨張機に関する基礎研究 

       共同研究 ４件 

       奨学寄附 ３件 

 

＜今後の展開＞  

 冷凍空調用圧縮機およびサイクルに関する研究を継続する．また，膨張機や冷凍サイクルを用いた

排熱回収技術の開発や，廃熱利用スターリングエンジンの開発等にも挑戦する． 
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機械工学科 

 

 
 

専任・准教授  松丸 隆文 （MATSUMARU Takafumi） 
機械工学科 
専門分野： ロボティクス，メカトロニクス，生物制御工学，人間機械系 

 
研究室 HP: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~ttmatum/ 

 

【 研究室構成 】 
教    員：松丸 隆文 
修士課程：２年（２名），１年（２名） 
学  部：４年（６名） 
研 究 生：中国人留学生（１名） 
 
＜教育＞ 
【 目標 】 
 (1) 実社会で活躍するシステム・インテグレータの育成 
 (2) 未来を託せる技術者・研究者の育成 
 (3) 私自身もいっしょに成長し続けること 
【 授業担当科目および取り組み 】 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 
新入生セミナー  工学部機械工学科１年 １ ○  複数人担当（個別分担） 
情報処理  工学部機械工学科１年 １ ○   
応用英語C  工学部機械工学科３年 １ ○  複数人担当（個別分担） 
安全工学  工学部物質工学科３年 １ ○  複数人担当（１回分担） 
安全工学   工学部４年 １ ○  複数人担当（１回分担） 
応用メカトロニクス  大学院工学研究科 １ ○  複数人担当（前半分担） 
設計製図  工学部機械工学科３年 １  ○ 複数人担当（約1/4分担） 
ロボット工学  工学部機械工学科３年 １  ○  
ロボット工学  工学部機械夜間主４年 １  ○  
応用ロボット工学  大学院工学研究科 １  ○ 複数人担当（前半分担） 
生体工学   ○  本年度開講せず 
ロボットと人間    ○ 本年度開講せず 

 
＜研究＞ 
【 目標 】 
 人と機械（ロボットに代表されるロボティクス・メカトロニクス・システム）の間のさまざまな

事象を取り上げる．人工的な機械システムを，人間にとって，より良く・分かりやすく・使いやす

くすることを目的とする．まずは既存の技術をうまく組み合せて，目的とする機能を実現するよう

に勤める（取り上げる要素技術，その組み合せ方などが技術者のセンス）．そのときにまだ足りな

い・まだ世の中にない要素技術は，自ら研究開発してゆく．人や生体・生物そのものを対象とした

研究も，必要に応じて実施してゆく． 
【 内容 】 
（１）移動ロボットの操作システム 
・環境地図の作成提示手法 レンジスキャナ性能試験，Line&Hollowと Cell&Hollowによる環境地図 
・手動操作と自律動作の融合制御 操作者指令値と環境地図情報を考慮した動作生成 
・操作インタフェース ジョイスティック操作，タッチパネル操作，音声操作 

（２）移動ロボットのこれからの動作の予告 
・評価実験 表示予告と音声予告の比較 

（３）ロボットと人とのインタラクション 
・ステップ・オン・インタフェース（SOI）機能 従来からの機能の向上および新しい機能の付加 

 バイオ・ロボティクス＆ヒューマン・メカトロニクス 
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機械工学科 

・フレンドリ・アミュージング・モバイル（FAM）機能 SOI の応用展開 
（４）インフォマティブ・モーション（IM） 

・荷物重量を受け手に伝える手渡し動作 任意動作の生成アルゴリズムの開発 
・到達位置を受け手に伝える投渡し動作 人の動作の特徴抽出と評価実験 

【 業績・成果 】 
・著書 

1) T. Matsumaru: "Chapter 4 - Preliminay-Announcement Function of Mobile Robots’ Upcoming 
Operation", in Xing P. Guô (ed.): "Robotics Research Trends", ISBN: 1-60021-997-7, pp.155-191, Nova 
Science Publishers, (2008.05). 

2) T. Matsumaru: "Chapter 18 - Mobile Robot with Preliminary-Announcement and Indication of Scheduled 
Route and Occupied Area using Projector", in Aleksandar Lazinica (ed.): "Mobile Robots Motion 
Planning, New Challenges", ISBN 978-3-902613-35-6, pp.361-380, I-Tech publishes, (2008.07). 

3) 松丸隆文: "生体機械機能工学（バイオメカニズム学会編 バイオメカニズム・ライブラリー）", 
ISBN: 978-4-501-41750-5,東京電機大学出版局, (2008.10). 

4) T. Matsumaru: "Mobile Robot with Preliminary-announcement and Indication Function of Upcoming 
Operation just after the Present", in Salvatore Pennacchio (ed.): "Recent advances in Control Systems, 
Robotics and Automation- Third edition Volume 2", ISBN: 978-88-901928-7-6, pp.81-89, Internationalsar, 
(2009.01). 

・学術論文 
1) T. Matsumaru: "Mobile Robot with Preliminary-announcement and Indication Function of Upcoming 

Operation just after the Present", International Journal of Factory Automation, Robotics and Soft 
Computing, Vol.2009, Issue 1, pp.102-110, (2009.01). 

・国際会議発表 
1) T. Matsumaru: "Evaluation Experiments in Simulated Interactive Situation between People and Mobile 

Robot with Preliminary-Announcement and Indication Function of Upcoming Operation", 2008 IEEE 
International Conference on Robotics and Automation (ICRA-08), [Pasadena, CA, USA], pp.3487-3493, 
(2008.05). 

・国内学会発表 
1) 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 2008(ROBOMEC2008) 6 件 
2) 計測自動制御学会 第 9 回システムインテグレーション部門講演会(SI2008) 4 件 
3) 2008 年度計測自動制御学会中部支部静岡地区計測制御講演会 1 件 

・その他の記事等 
1) 松丸隆文: "書評「英語で学ぶロボット工学－運動学，動力学と制御」", 計測と制御, Vol.47, No.6, 

p.545, (2008.06).  
2) 松丸隆文: "書評「インテリジェントネットワークシステム入門」", 計測と制御, Vol.47, No.11, 

p.973, (2008.11).  
 
＜その他の事項＞ 
【 成果公開活動 】 

1) オープン・キャンパス（2008.08.02 土） 研究室公開 
2) 保護者懇談会（2008.10.04 土） 研究室公開 
3) テクノフェスタ・イン浜松（2008.11.08 土～09 日） 研究室公開 

【 受賞・表彰 】 
1) IBC Foremost Engineers of the World -2008-, International Biographical Center [Cambridge, England], 

(2008.09)  
2) Marquis Who's Who in the World, 26th (2009) Edition, Marquis Who's Who LLC. [New Providence, NJ, 

USA], (2008.11)  
【 外部資金 】 

1) (財)スズキ財団：平成 20 年度（2008 年度）研究者海外研修助成 
2) (財)三豊科学技術振興協会：平成 20 年度（2008 年度）国際交流助成 

 
＜今後の展開＞  研究成果のまとめと対外発表を活発にしてゆく． 
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機械工学科 

 

 

  

専任・准教授  山下 淳 （YAMASHITA Atsushi）   

機械工学科  

専門分野： ロボット工学、コンピュータビジョン、画像処理  

 
homepage: http://sensor.eng.shizuoka.ac.jp/~yamasita/index-j.html 

 

【 研究室構成 】  

教    員：山下 淳 

学  部：４年（４名） 

連携教員 金子 透 教授 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  工学部および機械工学科における演習を担当しており、工学基礎実習、創造教育実習、基礎製図、

機械工学実験などでは、基礎的な知識が習得できるように努めている。 

  また、機械工学科における情報処理・計測・ロボット技術の教育を任務としており、情報工学で

は計測と情報処理技術が融合した画像処理技術について、ロボット応用などを想定して機械工学科

の学生にもわかりやすい講義となるように心がけている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

工学基礎実習  学部1年 1 ○  複数担当 

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

創造教育実習  学部1年 1  ○ 複数担当 

基礎製図  学部3年 1 ○  複数担当 

機械工学実験I  学部3年 1 ○  画像解析担当 

応用英語C  学部3年 1 ○   

ラボワーク  学部3年 1  ○  

情報工学  学部3年 1  ○ 複数担当（2人） 

精密測定特論  大学院 1  ○ 複数担当（2人） 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

 人間の目の働きをコンピュータで実現する技術（画像処理）を中心に、ロボットやマルチメディ

アの研究を行っている。 

 

【 実績 】  

(1) レスキューロボットのための画像センシング技術の開発 
(2) 全方位カメラ搭載移動ロボットによる周囲環境センシング・モデリング 
(3) レーザレンジファインダ搭載移動ロボットを用いた動的環境における地図生成 
(4) チップマウンタ（プリント配線板上に電子部品を実装する装置）の動作のスケジューリング 

 

ロボットとコンピュータビジョンの研究 
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機械工学科 

(5) 光の屈折を考慮した水中物体計測 
(6) 顔検出と Mean-Shift Tracker を用いた複数視点人物追跡システム 
(7) ステレオカメラを用いた書籍画像の電子化 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) 福地 功, 山下 淳, 金子 透, 三浦 憲二郎: “ 時空間画像処理による雨天時画像からの視野妨
害ノイズ除去”, 映像情報メディア学会誌, Vol.62, No.5, pp.771-777, 2008.  

2) Atsushi Yamashita, Masayuki Kuramoto and Toru Kaneko: “Removal of Adherent Noises in Images 
by Using Multiple Cameras”, Electrical Engineering in Japan, Vol.164, No.3, pp.50-59, 2008. 

3) Atsushi Yamashita, Takahiro Hara and Toru Kaneko: “Hammering Test with Integration of Image and 
Sound Signal Processing”, Journal of Environment and Engineering, Vol.3, No.2, pp.363-373, 2008. 

国際会議発表     

・ Atsushi Yamashita, A kira F ujii a nd Toru K aneko: “ Three D imensional M easurement of  O bjects i n 
Liquid and Estimation of Refractive Index of Liquid by Using Images of Water Surface with a Stereo 
Vision System”, Proceedings of the 2008 IEEE International Conference on Robotics and Automation 
(ICRA2008), Pasadena (U.S.A.), pp.974-979, May 2008. 

・ Atsushi Yamashita, Isao Fukuchi, Toru Kaneko and Kenjiro T. Miura: “Removal of  Adherent Noises 
from Image S equences by  S patio-Temporal Image P rocessing”, Proceedings of  t he 2008 I EEE 
International Conference on Robotics and Automation (ICRA2008), Pasadena (U.S.A.), pp.2386-2391, 
May 2008. 

・ Atsushi Yamashita, Hiroki Agata and Toru Kaneko: “Every Color Chromakey”, Proceedings of the 19th 
International Conference on Pattern Recognition (ICPR2008), TuBCT9.40, pp.1-4, Tampa (U.S.A.), 
December 2008. 

他 4 件 

国内学会発表  

・日本ロボット学会、日本機械学会、精密工学会、映像情報メディア学会など、合計 17件 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】 

・ 震災で亡き学生の夢継いで、中日新聞朝刊、January 2009 

・ 役に立つロボット作り、神戸新聞朝刊、January 2009 

【 受賞・表彰 】 

・ 第 4回競基弘賞学術業績、国際レスキューシステム研究機構、January 2009 
【 外部資金 】 

・ 科研費、若手研究(B)、単眼全方位カメラを用いた移動ロボットによる環境センシング、研究

代表者 
・ 科研費、基盤研究(C)、光の伝播特性を考慮した水中画像センシング、研究分担者 
・ JST シーズ発掘試験、歪み補正ができる既存ドキュメントの電子化、研究代表者 
・ 財団法人立石科学技術振興財団、平成 20 年度研究助成、単眼全方位カメラを用いた環境モデ

リングによる人間への任意視点映像提示の研究、研究代表者 
ほか 

 

＜今後の展開＞  

 人の役に立つロボット・画像処理技術の研究を継続する。また、産業現場で役に立つ部品検査技術

などの研究にも、引き続き積極的に挑戦したい。 
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機械工学科 

 

 

  

専任・助教  佐藤 元宥 （SATO Motohiro）   

機械工学科  

専門分野： 機械要素 

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：佐藤 元宥  

   

＜教育＞ 

 

【 目標 】 

  機械系学生でも自動車や自転車などの機械が身近にあっても興味を持って接したことのない学

生が増えている。キャンパスワークや機械工学実験などの実習科目では、エンジンの分解・組立や歯

車の伝動特性実験などにより、機械構造や機械要素などにたいする理解と興味がもてるように、実習構

成を考慮している。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

  

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

キャンパスワーク  学部2年 2 ○   

機械工学実験Ⅱ  学部3年 2  ○  

設計製図  学部3年 2  ○  

         
＜研究＞ 

 

【 目標 】 

  サイクロイド遊星歯車機構の往復機関への応用を検討している。 現在エンジンなどの往復機関

ではピストンクランク機構が用いられているが、この機構はコンロッドが揺動するため、爆発力お

よび慣性力によりピストン側圧を生じ、ピストンとシリンダ間に摩擦損失、摩耗およびピストンス

ラップなどが発生する。また、往復質量の慣性力の不釣り合いを除去できないことからエンジン振

動を発生する。これらの問題点を解決できるサイクロイド遊星歯車機構を取りあげ、ディーゼル機

関などへの応用を目標としている。 

 

【 実績 】  

（１）ディーゼル機関の機構として、サイクロイド遊星歯車機構の問題点の検討 

  本機構の問題点がクランクピンと遊星歯車の強度不足を数値解析により明らかにし、ロングスト

ローク化により実用強度が得られることを機関の設計例により示した。 

（２）自動車用機関への応用を検討 

  実用の自動車に搭載可能なサイクロイド遊星歯車機構エンジンを設計し、吸排気効率や燃焼など

をシミュレーションにより評価した。 

 

 

サイクロイド遊星歯車機構の往復機関への応用 
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機械工学科 

＜今後の展開＞  

 サイクロイド遊星歯車機構を適用したエンジンの試作費用は大変高額になるため、現段階での評価

は数値解析やシミュレーションにより行われている。 今後はこの段階での結果を学会などで発表し、

出力性能・燃焼性能・小型軽量化・車載性などエンジン関係の専門研究者の評価を戴き、実用化に向

けた試作研究を積極的に挑戦したい。 
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機械工学科 

 

 

  

専任・助教  真田 俊之 （SANADA Toshiyuki）   

機械工学科  

専門分野： 流体工学、混相流  

 
homepage: http://flow.eng.shizuoka.ac.jp/sanada/home_sanada.html 

 

【 研究室構成 】  

教    員：真田 俊之、齋藤 隆之教授    

修士課程：２年（3名）、１年（4名） 

学  部：４年（5名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  実際の装置を使用する製図や実験を通して、講義や本で学んだことを、体感し理解させることを

目標としている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

機械工学実験  学部3年 2 ○   

基礎製図  学部3年 1 ○  複数担当（3人） 

 

【 業績・成果 】 

機械工学実験においては，今までの装置を一新して，管内の流量や摩擦損失を計測するだけなく，

ポンプ等の機器の取り扱いや単位換算などを学習できるようにした．また複数の教員と共に３Ｄ-Ｃ

ＡＤを基礎製図に導入した． 
 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  混相流の微細構造の解明および産業への応用を行っている。応用分野として，化学プラントや半導

体の製造工程が挙げられる．基礎研究を行うだけでなく，実際の企業と関わりながら，研究の実用化

に力入れる。薬品を使用しない洗浄工程の確立がここ数年の大きな目標である。 

  

【 実績 】  

（１）気泡挙動の素過程について 

  相互干渉を行う数個の気泡に関して、その現象の解明とモデル化を行った。 

（２）気泡の発生制御について 

  導管内音響特性を応用した新規気泡発生制御技術を確立した。 

（３）半導体製造工程における洗浄 

  蒸気と水を使用した洗浄手法を確立した。 

（４）レジスト剥離法の開発 

  蒸気を使用することによる高ドーズイオン注入レジストの薬品レス剥離法を開発した。 

 

混相流の詳細構造解明と産業応用 
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機械工学科 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “Motion and drag of single bubbles in super-purified water” T. Sanada, K. Sugihara, M. Shirota  

and M. Watanabe Fluid Dyn. Res.Vol.40,pp.534-545(2008).   

2) “Impact of High-speed steam-droplet spray on solid surface” T. Sanada, M. Watanabe, M. Shirota  

M. Yamase and T. Saito Fluid Dyn. Res.Vol.40,pp.627-636(2008).   

3) “Formation of sub-millimeter bubble from an orifice using pulsed acoustic pressure waves in gas phase” 
 M. Shirota, T. Sanada, A. Sato and and M. Watanabe Phys. Fluids Vol.20, 043301(2008).  

他 5 件 

国際会議発表     

・T. Sanada et al.“Post Ion-Implant Photoresist Stripping Using Steam and Water” 
9th International Symposium on Ultra Clean Processing of Semiconductor Surfaces 21-24 Sep. 2008 
Brugge, Belgium 
他１８件 

国内学会発表  

・日本混相流学会など、計２３件 

招待講演   

・ 総合洗浄展  計１件 

解説・特集等  

・ サブミリスケールの気泡発生制御とその計測」，日本機械学会流体工学部門 ニューズレター流れ 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

・ JSPS-ASCR国際共同研究を実施、チェコから研究者の受け入れを行った。 

        

＜管理運営＞ 

・ 日本機械学会連絡員，日本機械学会東海支部学生委員 
・ 日本混相流学会編集委員 
・ テクノフェスタ実行委員 

・ 女子中高生進路選択支援事業 実習担当代表，企画評価委員，運営委員会委員 

 

＜その他の事項＞ 

【 受賞・表彰 】 

・ 日本混相流学会奨励賞 

・ 日本ウォータージェット学会奨励賞 

 

【 外部資金 】 

・ NEDO産業技術研究助成事業（継続） 

・ 科学技術研究費補助金 若手 B（継続）  

・ 共同研究（企業，新規） 

 

＜今後の展開＞  

 これまで実験を中心に研究を行ってきたが，これからは数値解析も研究に取り入れながら，混相流

の研究を継続する。また、流体力学という連続体レベルだけでなく分子スケールの現象も考慮しなが

ら研究に挑戦したい。 
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機械工学科 

 

 

  

専任・助教  清水 昌幸 （SHIMIZU Masayuki）   

機械工学科  

専門分野： ロボット工学、制御工学  

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tmsimiz/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：清水 昌幸、鳥居 孝夫 教授    

修士課程：２年（3名）、１年（2名） 

学  部：４年（8名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  機械工学実験では、機械力学で学習した基礎理論が現実の機械へどのように応用されているかを

実験を通じて体験的に理解させることを目標としている。設計製図では、材料力学等を基礎とした

実用的な機械設計法と CADによる製図技法の習得を目標としている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

機械工学実験Ⅱ  学部3年 4  ○ 複数担当 

設計製図  学部3年 6  ○ 複数担当 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   巧みな技能を要する作業をロボットで実現するためのロボット技術の研究を行っている。極限条

件下における作業や単純繰り返し作業をロボットが代行または補助することで、人間の作業負荷を

軽減し、少子高齢化が急速に進行している日本の社会発展に寄与することを目標としている。現在

のところ、人間の作業技能の獲得と実環境で再利用可能なロボット技能の実現に向けた研究開発を

行っている。 

 

【 実績 】  

（１）人間の作業技能の獲得 

  人間の作業技能のモデル化とその獲得方法を構築した。 

（２）再利用性の高い作業技能の構築 

  作業環境に依存しない作業技能の作成法を検討した。 

（３）ロボット間で相互利用可能な作業技能実行システムの開発 

 様々なロボットで利用できる汎用的な作業技能実行システムを設計・開発した。 

（４）実機による実証試験 

  実機を用いてプラント保守作業を実現した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

・ M.Shimizu, H.Kakuya, W.K.Yoon, K.Kitagaki, K.Kosuge, “Analytical Inverse Kinematic Computation 

ロボットによる実環境作業の実現 
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機械工学科 

for 7-DOF Redundant Manipulators with Joint Limits and Its Application to Redundancy Resolution,” 

IEEE Trans. Robotics, Vol.24, No.5, pp.1131-1142, 2008.    

国内学会発表  

・ 清水，尹，音田，安藤，神徳，“RTコンポーネントによる再利用可能な作業スキルの実現”，日

本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 2008，長野，2008年 6月． 

・ 安藤，清水，神徳，“RTコンポーネント間のデータ送受信方法に関する考察”，日本機械学会ロ

ボティクス・メカトロニクス講演会 2008，長野，2008年 6月． 

・ 尹，清水，“ARTLinux2.6による PA-10高速制御”，第 26回日本ロボット学会学術講演会，神戸，

2008年 9月． 

・ 尹，清水，“再利用可能なマニピュレータ制御 RT コンポーネント群”，第 9 回計測自動制御学

会システムインテグレーション部門講演会，岐阜，2008年 12月． 

・ 清水，尹，“OpenRTM-aist-0.4.2 に準拠した複合コンポーネントフレームワークの開発”，第 9

回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会，岐阜，2008年 12月． 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

・ 共同研究（民間企業） 1 件 

 

＜今後の展開＞  

 ロボットの実環境作業技能の構築に関する研究を継続する。加えて，作業性能向上のためのロボッ

ト制御技術に関する研究を新たに行う。また，これまでに得られた成果を一般に利用できる形で実用

化し，研究成果の社会還元を進めていきたい。 
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機械工学科 

 

 

  

専任・助教  益子 岳史 （MASHIKO Takashi）   

機械工学科  

専門分野： 非線型物理学、流体物理学 

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：益子 岳史、長谷 隆 教授 

修士課程：２年（4名）、１年（1名） 

学  部：４年（6名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  実用性が重視される工学部においても、基礎をきちんと理解しておくこともやはり重要であると

考え、授業に反映するよう努めている。特に、機械工学実験においては、実験で扱う現象の把握に

必要な物理的概念を丁寧に説明するとともに、その現象が現実の世界でどのような形で現れるのか、

どのように制御すれば良いのかなど具体例を挙げて示し、学生の関心を高めるように心がけている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

基礎製図  学部3年 3 ○  複数担当（3人） 

機械工学実験I  学部3年 4 ○   

 

【 業績・成果 】 

指導学生の受賞  1 件 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  非線型物理学の立場から自己駆動体の研究を行っている。特に、変形可能な自己駆動体の多体系

を新たな研究分野として開拓することを目的として、数値計算を中心にした研究を遂行している。 

 

【 実績 】 

（１）変形可能な自己駆動体の基礎モデルの提案とその基本的性質の解明 

  FCW（Flexible Chainlike Walker）モデルを提案し、FCW多体系に特有の性質を示した。 

（２）FCW モデルの交通流への応用 

  FCW モデルの応用により、一方向交通流では初となる完全渋滞への凍結転移現象を見出した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

(1) T. Saegusa, T. Mashiko

(2) 

, and T. Nagatani, "Flow overshooting in crossing flow of lattice gas", Physica A 

387, 4119-4132 (Jul., 2008) 

T. Mashiko, "Irreversible aggregation of f lexible chainlike walkers without adherence", Phys. Rev. E 78 

自己駆動体の多体系、熱流体 
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機械工学科 

(1), 011106 (Jul., 2008) 

(3) H. Ohira, S. Matsumoto, T. Mashiko

(4) A. Matsui, 

, S. Yoda, and Y. Kamotani, "Numerical analysis of bubble behavior 
with t hermocapillary f lows in an op en c ylindrical c ontainer", J . Jpn. S oc. M icrogravity A ppl. 25 (3), 

201-206 (Jul., 2008) 

T. Mashiko

 

, and T. Nagatani, "Traffic f low of  mobile objects through obstacles: turning and 

translational objects", Physica A 388, 157-173 (Jan., 2009) 

国際会議発表  2件 

国内学会発表  2件 

招待講演  1 件 

 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

・女子中高生の理系進路選択支援事業 夏の実習担当 

・女子中高生の理系進路選択支援事業 冬の実習担当 

        

＜管理運営＞ 

・2008 年度城北地区交通対策委員会委員 

・2008 年度機械工学科実験 WG幹事 

 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

・スズキ財団 平成 20年度研究者海外研修助成金 

・共同研究 2件 

 

＜今後の展開＞  

 FCWモデルの非格子空間や高次元空間への拡張・一般化、既存の粒子多体系モデル系への変形性の

導入、および可変形自己駆動体の種々の輸送系の研究を行い、変形可能な自己駆動体の多体系を新た

な研究分野として確立していく。また、熱流体の実験についても、外部機関との共同研究や外部資金

の獲得に力を入れ、充実させていきたい。 
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機械工学科 

 

 

  

専任・助教  吉田 始 （YOSHIDA Hajime）   

機械工学科  

専門分野： 塑性加工学  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：吉田 始、坂井田 教授    

修士課程：２年（4名）、１年（3名） 

学  部：４年（8名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  機械工学実験 Ⅱや設計製図では座学で学んだことを実際に確認するために実験や設計で使用

する機械や用語の説明だけでなく測定値，計算値などがどの様に導き出されどの様なところに使わ

れている等を説明するようにしている．また専門用語などもこちらから一方的に説明するのではな

く学生に説明してもらうようにしている． 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

機械工学実験 Ⅱ  学部3年 2 ○   

機械設計製図  学部3年 2  ○  

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

自動車やオートバイ等の変速機に使用されている動力伝達用の歯車の多くは現在もホブ盤などの切削除

去加工により成形されその後強度を付与する浸炭焼入れの熱処理が施され歯車となる．この成形方法は長い

成形時間，大量の切削屑の発生している．さらに浸炭焼入れが長時間の処理と炉の容積に見合う量の造り溜

め必要でライン外での作業でコスト削減の妨げになっている．成形方法について生じる課題を克服する方法が

研究され実用化されつつあるが．熱処理も含めライン内で歯車最終製品にする強い要求がある．本研究は成

形方法や熱処理も含めライン内で歯車を成形することを目的としている． 

 

【 実績 】  

（１）円筒試料の据え込み 

  円筒試料を据え込むことにより五つの変形パターンを見出した． 

（２）押出しで歯車を成形 

  押出しにより低い面圧で良好なる歯車を得ることが出来た． 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “Shaping of Helical G ear by Tow-step Cold  E xtrusion” Hajime YOSHIDA, Yozo SAWAKI and 

Yoshihisa SAKAIDA：，Materials Transactions, (2008)，Vol. 49, No.5，1162-1167．  

歯付き部品の押出し成形 
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機械工学科 

2) “二段充てん法による歯車の冷間押出し成形”吉田始，沢木洋三 素形材，Vol.33,pp.1-6(2008).  

国内学会発表  

・日本機械学会、日本塑性加工学会など、計 ５件 

特許出願   

・ 1件 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

・ 1件 

 

＜今後の展開＞  

 低い面圧（荷重）成形が可能であるので高変形抵抗素材（高炭素合金鋼，浸炭試料，層状試料）を

用い冷間押出しで車などに使われている動力伝達用歯車を熱処理も含めライン内で歯車最終製品にする

研究を続けていきたい． 
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電気電子工学科 

電気電子工学科の教育研究活動状況 

 
教育活動 
 ３つのコースに分けて教育することにして 3 年目を迎えたが、コースへの帰属が希薄で

ある学生がいる一方、非常に多くの科目を履修してしまい、3 年次に単位をあまり取得しな

くても卒業研究履修資格がとれる学生がでるなど、いくつかの問題が浮上している。コー

スと教員との関係を明らかにするため、教員のカリキュラムで責任を持つコースを決定し、

学生に公表した。また、来年度からのカリキュラムの一部修正を行った。 
H23 年度からの学科の体制について教室会議などを通して協議を行った。２つのコース

を設け 1 年終了時にコース分けをすることと、教員の所属コースを決定した。この２つの

コースについてカリキュラムを具体的に編成し、おおよその編成を終えた。 
 
 
研究活動 
 個々に行うことにしているが、ヒューマンエレクトロニクスを目指して、生体、画像、

音声、音響、電磁波による画像診断などの研究を行っている。また、社会基盤を支える電

気エネルギーの効率的な利用を行うための、電力、プラズマ、自然エネルギーの利用、新

素材の開発、計測・制御技術、通信技術などの研究に関しての研究も行っている。主な研

究成果は下記の通りである。 
・無線アドホックネットワークにおける OSI モデル第 2 層の特性改善のため、新しい再送

制御や誤り訂正方式を提案し、その性能評価を行った。 
・ディジタル信号処理技術を応用したディジタル計測器の研究開発を行った。又、超並列

計算機を用いた大規模シミュレーション技法についても研究をおこなった。 
・低消費電力・高信頼性を実現する次世代無線通信ネットワークの実 現のための基礎理論

構築および、その理論をもとにした新たな無線 通信ネットワークを提案した。また近代農

業の実現に向けた環境観 測無線センサネットワークを開発し、実環境における測定実験を

行った。 
・がいし外被用ポリマー材料の撥水性能の評価技術、撥水性能と放電との相互作用、およ

び、ポリマーがいしに生じる放電形態別の放電電流波形の特徴と放電電気量について研究

を行った。 
・ハイブリッドソーラーシステム連携エコキュートによる給湯・暖房実験を行い、基礎特

性を把握した。メロン温室に EHP 除湿暖房を導入し、一次エネルギー換算で 4 割以上削減

できることを実証した。 
・雷のエネルギーによる被害を評価するために落雷に伴う電荷量変化に関する研究を行っ

た。 
・CVD などの電気電子材料製造プロセスの開発、改善速度向上を目指し、情報理論を応用
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電気電子工学科 

したプロセスの最適化、解析を自律的、自動的に行うシステムの研究を行った。 
・中温領域における高効率熱電発電素子の開発を目的として、新しいシリサイド系材料を

提案し、その成長技術を開発した。また b-Ga2O3, ZnO ナノワイヤーの成長を行い、その

微細構造、発光特性を明らかにした。 
・酸化物高温超伝導薄膜線材の実用化を目指して、MOD 法による低コストプロセスの検討

を行い、塗布原料としてオクチル酸金属塩が高品質の薄膜形成に有効であることを明らか

にした。 
・地域エネルギー供給システムにおいて廃棄物系エネルギーを用いた場合の特性，並びに

その孤立利用について，望ましい利用形態を明らかにした。 
・広帯域光ファイバ通信、光ファイバセンジングシステムの構築を支える様々なファイバ

デバイスの研究を行った。 
・離散時間近似モデルに基づく非線形サンプル値制御系の設計理論とその船舶用制御系の

設計への応用のための研究を行った。 
・磁気併用四電極法による頭部インピーダンス脈波や尿失禁・成分のモニタリングに関す

る研究を行った。 
・相対的方向別頻度特徴量と高次局所自己相関特徴量を用いたスケッチ画像検索やスケッ

チの部分的な書き順に着目した適合性フィードバック画像検索の研究を行った。 
・Ga2O3薄膜の生成と酸素センサへの応用と RF マグネトロンスパッタ法による TiO2薄膜

の生成と光触媒特性についての研究を行った。 
・零位相化信号の２乗を用いた雑音混入音声の基本周波数推定やコムフィルタによる推定

雑音を用いた雑音混入音声の線形予測分析の精度向上の研究をおこなった。 
・GaN 系粉末作製とその光触媒効果の評価や N2O と DMZｎを用いた ZnO 薄膜 MOCVD
成長に関する研究をおこなった。 
・バッファーリングを有するナノ微小球配列ジッターフリー光記録システムや偏光干渉非

線形レーザ顕微鏡による断層影像に関する研究を行った。 
・ISDB 受信用アナログ位相制御型スマートアンテナのアルゴリズムに関する研究を行った。 
・マイクロホンの前に遮蔽物がある場合の音声強調や残響存在下におけるブラインド音源

分離の精度向上に関する研究を行った。 
・皮膚と筋肉の酸素濃度の分離計測や空間分解法による血管内の酸素濃度計測の研究を行

った。 
・光再構成型ゲートアレイの高速再構成とマルチコンテキスト化の研究を行った。 
・ディジタル補聴器のための雑音軽減や有声子音発声時の軟口蓋近傍の観測の研究を行った。 
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電気電子工学科 

 

 

  

専任・教授  以西 雅章 （ISAI Masaaki）   

電気電子工学科  

専門分野： 薄膜工学、酸化物薄膜の素子応用  

 
homepage:  
 

【 研究室構成 】  

教    員：以西 雅章    

修士課程：２年（４名）、１年（３名） 

学  部：４年（５名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  専門科目では、電気回路Ⅰや電気電子素子入門などを担当している。これらの科目の目標は、高校

教育から大学教育への滑らかな導入である。また、社会の動向にも興味を持たせるよう工夫し、以後

の専門教育への期待がわくように、授業構成を考慮している。また、社会に出た時の準備として、演習時

間にはプレゼンテーションを取り入れている。褒められる喜びを体験させるよう配慮している。 

教養基礎科目では、「失敗に学ぶものづくり」と題して、工学部および情報学部 2 年生を対象にして授

業を行っている。この授業の目標は、土木、建築分野を含んだ、様々な分野の失敗例を紹介し、エンジニ

アの失敗に対する認識と心構えを習得させることである。 

大学院では、薄膜工学の講義を行っている。この講義の目標は、様々な薄膜技術を紹介し、修士研究

を進めるに当たり、知識を深め研究促進の一助とすることである。薄膜技術は、半導体技術の進展と共

に発展している日進月歩の世界であり、この授業を通して、様々な技術革新に感銘させることを配慮して

いる。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気回路Ⅰ  学部1年 2 ○   

電気電子素子入門  学部2年 2 ○   

電気電子工学演習  学部2年 1 ○   

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

教養基礎科目   工学部、情報学部２年 1  ○  

薄膜工学   大学院１,２年 1  ○ 複数担当（２人） 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

   研究の目的は、酸化物薄膜の電子素子への応用である。最近は、酸化物エレクトロニクスと呼ば

れており、学部横断的な学際領域の代表例である。 

半導体研究は、元素半導体（Se,Ge,Si）から始まり、化合物半導体（Ⅲ-Ⅴ、Ⅱ-Ⅵ族、多元系）

へと花が開いてきている。最近は、酸化物エレクトロニクスが注目を浴びている。酸化物は、無限

にあるため、まだ知られていない鉱脈が潜んでいる可能性が高い。そのため、新しい学際研究領域

への展開が期待されている。また、酸化物の工学的応用も日進月歩で拡大しているので、それに伴

って研究者人口も増大し、各種学会でも活況を呈している。 

 

酸化物薄膜の作製と素子応用 
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電気電子工学科 

【 実績 】  

（１）リチウム二次電池用正極材料の作製と評価 

  RF マグネトロンスパッタリング法により LiMn2O4薄膜を生成し、結晶特性を評価した。 

蒸着速度の低下を防ぐために、ターゲットの酸化防止法を考案し評価した。 

具体的には、石英管とドーナツ型円板の結晶特性への効果を調査した。 

石英管を使用することにより、蒸着速度が増加することが分かった。 

（２）青色 EL 素子用 SrS:Cu 薄膜の作製と評価 

  電子線蒸着法で、青色 EL素子用 SrS:Cu薄膜を生成し、EL素子を作製した。 

EL素子作製と熱処理条件を最適化した。熱処理には、ステップアニールを採用した。 

これらの条件と PLと EL発光特性との相関を評価した。また、PLと EL発光特性の発光層膜厚依

存性を評価した。 

（３）光触媒用 TiO2薄膜の作製と評価 

  RF マグネトロンスパッタリング法により TiO2薄膜を生成し、光触媒特性を評価した。 

  その結果、基板加熱なしで、優れた結晶特性をもつ TiO2薄膜が生成できた。 

（４）酸素センサ用 Ga2O3薄膜の作製と評価 

  RF マグネトロンスパッタリング法により Ga2O3薄膜を生成した。 

酸素センサを作製し、酸素検出特性の膜厚依存性を評価した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “Evaluation of crystallinity of SrS:Cu films for blue EL elements” M. Isai, T. Horino, and Y. Kurachi 

    Trans.Mater.Res.Soc. Jpn.Vol.33,pp.1309-1312(2009).   

2) “Evaluation of photoluminescence property of SrS:Cu films for blue EL elements” M. Isai, Y. Kurachi,  

and T. Horino Trans.Mater.Res.Soc. Jpn.Vol.33,pp.1313-1316(2009).  

3) “Preparation of LiMn2O4 films by sputtering method” M. Isai, K. Nakamura, and T. Hosokawa 
   Trans.Mater.Res.Soc. Jpn.Vol.33,pp.1337-1340(2009).  

国際会議発表件数     

・“Preparation of β-Ga2O3 films by RF magnetron sputtering method” T. Horiuchi and M.Isai
7 th  Int.Conf. on Global Research and Education in New Methods in Education 15-18 Sep. 2008 

  

Pecs, Hungary pp.392-397 
他 6 件 

国内学会発表件数  

・ “RFマグネトロンスパッタリング法による LiMn2O4薄膜生成へのドーナツ円板の効果” 
細川貴之、中村功一、細江俊介、酒井里、以西雅章 
他 7件 

 

＜社会貢献・国際交流＞        

国際会議（インターアカデミア他）に参加し国際交流に務めた。 

＜管理運営＞ 

評価実施委員会の委員（1年目）を務めた。 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

 各種の技術相談を受け入れ、共同研究を開始することにより外部資金を獲得している。 

 

＜今後の展開＞  

 酸化物エレクトロニクスの研究を継続する。また、新しい研究テーマにも挑戦する。企業との共同

研究にも力を入れたい。電気電子関係の応用だけでなく、学際領域的な研究にも積極的に挑戦したい。 

797979797979
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専任・教授  石田 明広（ISHIDA Akihiro）   

電気電子工学科  

専門分野： 半導体工学、量子井戸物性  

 
homepage: http://hwe.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：石田 明広    

博士課程：３年（１名）、２年（１名） 

修士課程：２年（６名）、１年（０名） 

学  部：４年（２名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  ２年前期の電磁気学 IV や３年前期の応用物性では、物理的イメージを重視して講義することを

心がけている。電磁気学の物理は単純であるが、学生にとってベクトル解析などの数学的な取り扱

いに不慣れで苦戦することが多い。そうした計算を物理的に捉えることが重要である。応用物性で

は、比較的難解な半導体物理の基礎について、私自身の研究・勉学経験も交えて講義し、様々な半

導体デバイスへの応用にどのように結びついているか理解を深める。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電磁気学IV  学部2年 2 ○   

応用英語C  学部3年 3 ○  複数担当（７人） 

応用物性  学部3年 1 ○   

電気電子工学ガイド  学部1年 1  ○ 複数担当(６人) 

半導体光物性   大学院１,２年 1  ○ 複数担当（２人） 

科学と技術  全学部 1 ○  複数担当（２人） 

ナノエレクトロニクス  創造科学技術大学院 1  ○ 複数担当（３人） 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

   IV-VI族半導体や窒化物半導体薄膜・超格子の作製、物性評価とデバイス応用に関する研究を行

なってきた。バンド間遷移及びサブバンド間遷移を利用した赤外線発光デバイス開発、半導体・量

子井戸の熱電理論とその実験的検証をテーマに研究を行なっている。 

  

【 実績 】  

（１）半導体物理とボルツマン方程式に基づく、半導体及び超格子の熱電理論を提案し、実験的な検

証を行なった。 

 

 

 

半導体量子構造の物性とデバイス応用 

808080808080



電気電子工学科 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等  

(1) “Seebeck Effect in IV–VI Semiconductor Films and Quantum Wells” Akihiro Ishida, Daoshe 
Cao, Sinsuke Morioka, Yoku Inoue and Takuji Kita, Published online in Journal of Electronic 
Materials (March 2009). 
(2) “Morphology control of GaN nanowires by Vapour-liquid-solid growth” Y.Inoue, A.Tajima, 
A.Ishida, and H.Mimura, Phys. Stat. Sol. (c) Vol.5, pp.3001-3003 (2008). 
(3) “Growth and density control of GaN nanodots and nanopillars”, S.Takeda, Y.Inoue, A.Ishida, 
and H.Mimura, Phys. Stat. Sol. (c), 5, No.9, 3008-3010 (2008). 
(4) “Size control of Fe nanoparticles for carbon nanotube growth using carbonyl iron vapour” 
K.Ohara, Y.Neo, H.Mimura, Y.Inoue, and A.Ishida, Phys. Stat. Sol. (c), 5, No.9, 3169-3171 
(2008).  
(5) “One-step growth aligned bulk carbon nanotubes by chloride mediated chemical vapor 
deposition”, Y. Inoue, K. Kakihata, Y. Hirono, T. Horie, A. Ishida, and H. Mimura, Appl. Phys. 
Lett. Vol.92, 213113 (2008).  
(6) “Enhanced Seebeck coefficient in EuTe/PbTe [100] short-period superlattices”, A. Ishida, D. 
Cao, S. Morioka, M. Martin, Y. Inoue, and Y. Kita, Appl. Phys. Lett. Vol.92, 182105 (2008).   
(7)  “AlN/GaN superlattice quality improvement by using multiple superlattice structure”, M. 
Veis, K. Hagihara, S. Nakagawa, Y. Inoue and A. Ishida, Physica status solidi (c), Vol 5, pp. 
1547-1549 (2008). 
 

＜社会貢献・国際交流＞ 

【 学会活動 】 

 日本赤外線学会理事・総務委員長 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

 共同研究 1件 

 

＜今後の展開＞  

 熱電研究においては、熱電変換に重要なゼーベック係数を定量的に容易に計算できる手法を開発す

るとともに、理論の普及に努める。IV-VI族半導体では、量子井戸サブバンド間遷移を利用した量子

カスケードレーザの開発、希薄気体の分光分析に応用できる波長チューナビリティの高い面発光レー

ザの開発に努める。また、高品質窒化物超格子の作製と光デバイス応用にも取り組んでいく。 

818181818181
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専任・教授  犬塚 博 （INUZUKA Hiroshi）   

電気電子工学科  

専門分野： 計測工学、ディジタル信号処理  

 
homepage: http://teils.eng.shizuoka.ac.jp 

 

【 研究室構成 】  

教    員：犬塚 博 

技術職員：水野保則    

修士課程：２年（3名）、１年（3名） 

学  部：４年（5名） 

研 究 生： 1名 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

 全ての授業において、最初の 10～15 分間で前の時間に行った内容に関する小テスト形式の演習を

行い、必ず次の時間までに採点し返却することで、受講学生に日頃から自分の理解の度合いを把握さ

せると共に毎回復習を行う習慣をつけさせている。また、可能な限り授業に実物を持って行き、学生

に触れさせることで学生の実際の物に関する感覚を養っている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気電子計測I  学部2年 2 ○   

電気電子計測II  学部2年 2 ○  複数担当（２人） 

ディジタル信号処理  学部4年 1 ○   

電気電子工学セミナー  学部2年 1 ○   

ディジタル計測   大学院１,２年 1 ○   

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

 ディジタル信号処理技術を応用した新しい次世代ディジタル計測器の開発を行なう。現在、取り組

んでいるのは、無線通信の変調方式までわかるスペクトラムアナライザ、超高分解能スペクトラムア

ナライザ、産業用ロボットの音による故障診断、果実の硬さの測定器等であり、それぞれの計測器で

企業との共同研究等を通じて実用化・製品化を目指している。また、それらの基礎技術として、非定

常スペクトル解析法の一つであるウィグナー解析の実用化にも取り組んでいる。 

 もう一つの柱である超並列計算機による大規模シミュレーションを実現させる研究では、安価で超

高速なシミュレーションを実現させる為に、専用計算機による超並列演算でシミュレーションに必要

な演算を実現する手法を開発している。重力多体問題に限定された専用計算機である GRAPEシステム

や、画像処理に特化した GPU（Graphic Processing Unit）を用いて、CPU よりも 2桁～3桁速いシミ

ュレーション演算が可能なことを確認し、さらに応用範囲を拡大する研究に取り組んでいる。 

 

【 実績 】  

（１） 無線通信の変調方式までわかるスペクトラムアナライザの開発 

ディジタル計測器の開発 

828282828282



電気電子工学科 

プロトタイプのハードウェアとソフトウェアを完成させて、そのソフトウェアの改良に取り

組んでいる。 

（２）超高分解能スペクトラムアナライザの開発 

   アルゴリズム等を確認する目的の DSP を用いた低サンプリング速度のリアルタイムスペクト

ラムアナライザを完成させて、専門の学会である DSPS教育者会議でデモ発表を行った。 

（３）産業用ロボットの音による故障診断 

産業用ロボットの重要な構成部品であるボールねじの動作時に発生する音のボールねじの種

類の違いによる差異を明らかにすると共に、異常時に発生する異常音の特徴を調べた。 

（４）果実の硬さの測定器の開発 

   圧縮空気を使った測定法を提案し、既存の測定器での測定結果との相関まで調べられた。 

（５）超並列計算機による大規模計算機シミュレーションの実現 

   専用計算機である GPUと GRAPE システムと通常の CPUの速度の違いを明らかにした。 

 

【 業績・成果 】 

国際会議発表     

・ Kenji Muto, Yasunori Mizuno, Hiroshi Inuzuka, Cao Yonggao, Liu Yan:  
"Method of Calculations PIC Simulations by Special Purpose Computer System for Gravitational N-body 

Problems" , International Congress on Plasma Physics 2008 (Fukuoka) 2008.9.11 

国内学会発表  

・松阪良亮、犬塚博:「Wigner分布を用いたリアルタイムスペクトルアナライザの開発」  

第 10回 DSPS 教育者会議（東工大、東京）2008.9.12 

・久保広祐、長野桂佑、水野保則、犬塚博、田内正治：「GHz帯無線信号変調方式識別装置の開発」、

電子情報通信学会 2008ソサエティ大会（明治大、川崎）2008.9.18 

・松原祐一、水野保則、 夢藤健二、 犬塚博、 曹永鎬、 劉岩 ：「GPU によるプラズマの渦運動のシ

ミュレーション」、第 25回プラズマ・核融合学会年会（宇都宮）2008.12.4 

他 電気学会 3件、照明学会 5件、プラズマ・核融合学会 2件、その他 2件 計 15件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 
  出張講義９回 
  
＜管理運営＞ 
  電気電子工学科就職担当 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】共同研究 １件 

 

＜今後の展開＞  

 研究に取り組んでいるそれぞれのディジタル計測器の開発を進める。超並列計算機による計算機シ

ミュレーションの適用範囲を拡げる研究を行い、一般的に利用可能な技術にすることに取り組む。 
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専任・教授  江上 力 （EGAMI Chikara）   

電気電子工学科  

専門分野： 光工学  

 
homepage: http://egami01.eng.shizuoka.ac.jp 

 

【 研究室構成 】  

教    員：江上 力    

修士課程：２年（4名）、１年（3名） 

学  部：４年（4名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  高校教育から大学教育への滑らかな導入を目指している。光工学や光エレクトロニクスなどの専門

科目では、社会の動向にも興味を持たせるよう工夫し、以後の専門教育への期待がわくように、授業構

成を考慮している。また、社会に出た時の準備として、演習時間にはより実用的な例題を取り入れてい

る。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

電気電子工学演習  学部2年 1 ○   

光工学  学部2年 1  ○  

光エレクトロニクス  学部3年 1  ○  

安全工学  工学部４年 2 ○  複数担当（6人） 

電子機器  工学部４年 1  ○ 複数担当（2人） 

先端光科学 大学院１,２年 1  ○  

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

・超高密度微小球光メモリの開発 

B-LD-DVDの数十倍の容量を持つ光メモリを既に開発．現在，その容量をさらに上回るテラバイト容量

の光メモリの開発に取り組む． 

・非線形レーザ顕微鏡の開発 

３次の非線形光学効果を利用することにより，ナノの空間分解能を持つ３次元レーザ顕微鏡を開発．

この技術のナノ生体計測への応用に取り組む． 

【 実績 】  

（１）超高密度ナノ微小球光メモリシステムの作製と評価 

  光メディアから記録再生システムまでの開発を行った． 

（２）非線形レーザ顕微鏡の作製と評価 

微小光学技術の記録・計測システムへの応用 
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電気電子工学科 

  ナノの分解能を有する非線形レーザ顕微鏡を開発しその評価を行った． 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1)  “Three-dimensional opt ical s torage medium us ing a rranged na no-spheres” Atsuo I to, T akamitsu Itoh, 

Hironori Tanaka, and Chikara Egami Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 47 (8) pp. 6797-6799 (2008). 

2) “Nonlinear Confocal M icroscopy f or H igh-Resolution M easurement” C hikara E gami, A tsuo Ito, a nd 

Yingzhi Liu  Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 47 (8) pp. 6826-6829  (2008). 
 

国際会議発表     

1)  “Jitter-free Nano-spheres Data Storage System” Naoto Nishimura, Satoshi Ota, and Chikara Egami 20th 

Korea-Japan Joint Forum, Chitose, P23-092 (Oct.23-25, 2008). 

2) “High-Resolution Measurement of Absorptive Object by Confocal Nonlinear Optical Microscopy” Atsuo 

Ito, Satoshi Ota, Chikara Egami  Frontiers in Optics 2008, Rochester, NY, JWA11 (Oct. 19-23, 2008). 

国内学会発表  

・応用物理学会 計 1件 

解説・特集等  

・     計 1編 

 

＜管理運営＞ 

・   全学学生相談室副委員長 

・   ハラスメント相談員 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

・ 文部科学省科学研究費補助金 

基盤研究（B）代表１件，分担１件 

萌芽研究 代表１件 

企業からの奨学寄付金 

 

＜今後の展開＞  

超高密度光メモリ及び非線形顕微鏡の研究を継続する。また、新しい研究テーマにも挑戦する。企業

との共同研究にも力を入れたい。電気電子関係の応用だけでなく、学際領域的な研究にも積極的に挑

戦したい。 
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専任・教授  江間 義則 （EMA Yoshinori）       

電気電子工学科  

専門分野： 電気電子材料、薄膜工学、電子デバイス、電子回路  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：江間 義則 、高橋 崇宏 助教   

修士課程：２年（3名）、１年（3名） 

学  部：４年（5名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  学部電気電子系の基本である「アナログ電子回路」の基礎を「わかりやすく」をモットーに教え

ている。配布している要点プリントは好評である。ほぼ毎週、演習レポートを提出させ知識の定着

をはかっている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

基礎電子回路  学部２年 ２ ○  複数担当（２人） 

電子回路Ⅰ  学部2年 ２  ○ 複数担当（２人） 

電子回路Ⅲ  学部３年 ２ ○  複数担当（２人） 

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

応用英語Ｃ   学部３年 ３ ○  複数担当（７人） 

薄膜工学  大学院１,２年 1  ○ 複数担当（２人） 

 

 

【 業績・成果 】 

著書・教科書  

３年前に著した教科書「わかるアナログ電子回路」（共著：日新出版）の増補と誤植訂正の作業

を行った。    
 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  太陽電池、光センサ、光触媒などに応用できる高品位の光電変換材料（光吸収体、窓材料、電極

など）を、安価な真空蒸着装置、スパッタ装置等により作製し、それらの物性を評価し、新規デバ

イスを試作することを目指している。 

  

【 実績 】  

（１）可視光応答型光触媒の作製と評価 

窒素を添加した酸化チタン薄膜を作製し、作成条件と結晶性等の物性を調べ、可視光での光

光電変換材料およびデバイス応用 
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触媒特性を評価した。 

（２）カルコパイライト型ＣｕＩｎＳ２薄膜のエピタキシャル成長の評価 

フラッシュ蒸着法を用いてシリコン基板上にＣｕＩｎＳ２がエピタキシャル成長する条件を

明らかにした。 

（３）酸化チタンを用いた薄膜太陽電池の試作 

色素増感型太陽電池では従来一般に液体の電解質が用いられていたが、固体電解質を用いて、

全固体型の酸化チタン太陽電池を試作した。 

（４）セレン化銅薄膜の物性評価 

真空蒸着による粒子の堆積速度により、形成されるセレン化銅薄膜の結晶構造や電気特性が

変化することを評価した。 

 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

 出張講義・学部説明   ２件（沼津工業高校、時習館高校） 

 

 

        

＜管理運営＞ 

（１） 電気電子棟の第２期改修工事について、学科内のとりまとめを行い、関係部署との交渉に

当たった。関係教職員の移転後の部屋割り、引っ越し先交渉をはじめ、移動物品リスト、

新規購入希望物品のリストの作成、会議室・セミナー室等の共通部の仕様案作成などを行

った。  

（２） （全学）Ｘ線障害防止委員会委員長 

（３） （全学）防災対策委員会副委員長（兼：浜松地区防災安全委員会委員長） 

 

 

＜今後の展開＞  

 今後も、わかりやすい授業、オリジナルの研究を目指して行きたい。 
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兼担・教授  小楠 和彦 （Ogusu Kazuhiko）   

電気電子工学科 （専任：創造科学技術大学院）  

専門分野：光デバイス  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：1名  

博士課程：1名 

修士課程：2年（3名） 

学  部：4年（2名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  電磁気学Ⅱや電磁波工学Ⅰでは、目に見えない電界や磁界が見えるようになることを究極の目標

に教育する。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電磁気学Ⅱ  学部1年 2 ○   

電磁波工学Ⅰ  学部2年 １ ○   

実用英語C  学部3年 1 ○   

先端光技術特論Ⅱ  大学院１,２年 1  ○ 複数担当（２人） 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  電気信号を使わないで「光信号を光で直接制御できる全光学的デバイス」の実現を目指す。   

【 実績 】  

（１）入射パルス幅を変化させた非線形光学定数の測定法を提案し、２、３の物質ついて評価を行っ

た。又その基礎理論を構築した。 

（２）ホトニック結晶マイクロリング共振器の光双安定性を明らかにした。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) K. Shinkawa and K. Ogusu, “Pulse-width dependence of optical nonlinearities in As2Se3 chalcogenide 

glass in the picosecond-to-nanosecond region,” Opt. Express, Vol.16, No.22, pp.18230-18240, 2008. 

2) K . Ogusu and K . S hinkawa, “ Optical nonl inearities i n s ilicon f or pul se dur ations of  t he or der of  

nanoseconds at 1.06 µm,” Opt. Express, Vol.16, No.19, pp.14780- 14791, 2008. 

3) K. O gusu a nd K . T akayama, “Optical bistability in photonic crystal microrings with nonlinear 

dielectric materials," Opt. Express, Vol.16, No.10, pp.7525-7539, 2008.  

4) M. L i, T. Takahagi, K . Ogusu, H. L i, and Y. P ainchaud “A c omprehensive s tudy of  t he c hromatic 

非線形光デバイス 
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dispersion measurement of  the multi-channel fiber Bragg grating based on a n asymmetrical Sagnac 

loop interferometer,” Opt. Commun., Vol.281, No.20, pp.5165-5172, 2008. 

国際会議発表     

・  他 件 

国内学会発表  

・応用物理学会、電子情報通信学会など、計 件 

招待講演   

・   計 件 

解説・特集等  

・    他 編 

特許出願・取得、  
 

＜社会貢献・国際交流＞ 

        

＜管理運営＞ 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】 

【 受賞・表彰 】 

【 外部資金 】 

 

＜今後の展開＞  
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兼担・教授  喜多 隆介 （KITA Ryusuke） 

電気電子工学科 （専任：創造科学技術大学院） 

専門分野： 酸化物超伝導材料、薄膜作製プロセス  

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/%7Eterkita/ 
 

【 研究室組織 】  

教    員：喜多 隆介 

博士課程：２年（１名） 

修士課程：２年（４名）、１年（３名） 

学  部：４年（４名） 

 

【 教育目標 】 

充実した大学生活や、意欲的に大学での学習に取り組めるような指導を心がけている。企業や公的研究機

関での経験を生かし、実社会に出る上で大切なことは何かについての教育も授業の中に取り入れている。

専門の授業では、材料やデバイスに対する基本的な考え方を重視している。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 研究目標 】 

  我々は、電力輸送、エネルギー利用、医療分野、環境分野等への酸化物高温超伝導材料の応用を目

的として、ナノ構造を制御することにより高品質の超伝導薄膜を形成するプロセスの研究を行ってい

る。高機能化・低コスト化を目的とした薄膜作製プロセスの研究以外にも、新規人工ピニングセンタ

ー材料の探索などの研究を展開している。当面の研究目標を以下に列記する。 

（１）ナノ構造を導入した高機能高温超伝導薄膜材料の開発 

（２）化学溶液塗布法を用いた低コスト超伝導薄膜作製プロセスの開発 

（３）ナノ構造形成に適した新規人工ピニングセンター材料の探索 

（４）超伝導薄膜形成プロセスの高速化 
 

【 主な研究成果 】  

（１）ナノ構造を導入した高機能高温超伝導薄膜材料の開発 

レーザ蒸着法を用いて、薄膜中に BSO ナノロッドを導入することにより、臨界電流密度の上昇

や不可逆磁場の向上などの超伝導特性を飛躍的に改善できることを明らかにし、世界最高の磁

束ピニング特性を得た。(Supercond. Sci. Technol. 21 (2008) 032002-032006) 
（２）化学溶液塗布法を用いた低コスト超伝導薄膜作製プロセスの開発 

有機金属原料としてオクチル酸塩とナフテン酸塩を混合した複合原料を用いたプロセスによ

り、薄膜表面性や臨界電流密度を向上できることを明らかにした。 (Physica C 468 ( 2008) 
1542-1545) 

（３）新規人工ピニングセンター材料の探索 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気電子素子入門  学部2年 2 ○   

電気電子材料  学部4年 1 ○   

キャリアデザイン  学部3年 1  ○  

固体物性特論   大学院１,２年 1  ○  

ナノ構造制御による高品質超伝導薄膜の作製 
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非超伝導材料の超伝導相中におけるバルクと薄膜との相関を見出し、ペロブスカイト構造を持

つ Ba 酸化物が超伝導相中で安定に存在し、その中でも BaSnO3材料が人工ピニングセンター材

料として最も安定であることを明らかにした。（Physica C468 (2008) 1391-1394） 

（４）人工ピニングセンター材料のナノ組織観察 

BaSnO3 材料が超伝導相中にナノロッドとして安定に存在することを高分解能電子顕微鏡観察

によりを明らかにした。（Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 47, No. 2 (2008) 899–903） 

 

【 学術論文・著書等 】  

(1) Transmission electron microscopy analysis of nanorods in BaSnO3-Doped ErBa2Cu3O7-δ films, K. Yamada 
A. Ichinose, S . Yanagisawa, R. T eranishi, M. Mukaida, S. H orii, R . Kita, S . Kato, Y. Yoshida, K . 
Matsumoto, S. Toh, Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 47, No. 2 (2008) 899–903. 

(2) Transmission electron microscopy characterization of nanorods in BaNb2O6-doped ErBa2Cu3O7-δ films, K. 
Yamada, M. Mukaida, H . Kai, R. T eranishi, A. I chinose, R. Kita, S. Kato, S. H orii, Y. Yoshida, K. 
Matsumoto, S. Toh, Appl. Phys. Lett.Vol. 92(2008)112503-112505. 

(3) Ultra-high f lux pi nning pr operties of  BaMO3-doped Y Ba2Cu3O7−x thin films (M =  Z r, S n), P. Mele, K. 
Matsumoto, T. Horide, A. Ichinose, M. Mukaida, Y. Yoshida, S. Horii, R. Kita, Supercond. Sci. Technol. 21 
(2008) 032002-032006. 

(4) Two-dimensional vortex-pinning phenomena in YBa2Cu3Oy films, S. Horii, Ｍ. Takamura, M. Mukaida, A. 
Ichinose, K. Yamada, R. Teranishi, K. Matsumoto, R. Kita, Y. Yoshida, J. Shimoyama, K. Kishio, Appl. 
Phys. Lett.92(2008)132502-132504. 

(5) The crossover from the vortex glass to the Bose glass in nanostructured YBa2Cu3O7−x films, T. Horide, K. 
Matsumoto, P . Mele, A. Ichinose, R . Kita, M. Mukaida, Y . Yoshida, a nd S . Horii, Appl. P hys. 
Lett.92(2008)182511-182513. 

(6) Incorporation of double artificial pinning centers in YBa2Cu3O7−δ films, PMele, K Matsumoto1, T Horide, 
A I chinose, M M ukaida, Y  Yoshida, S H orii and R  Kita, Supercond. Sci. Technol. 21 ( 2008) 
015019-015025. 

(7) Stability of barium oxides in REBa2Cu3Oy superconductors, R. Kita, S. Kato, T. Nakamura, O. Miura, R. 
Teranishi, S. Yasunaga, H. Kai, M. Mukaida, A. Ichinose, K. Matsumoto, M.S. Horii, Y. Yoshida, Physica 
C468 (2008) 1391-1394. 

(8) Superconducting pr operties of  G dBa2Cu3Oy films b y metal–organic de position us ing ne w f luorine-free 
complex solutions, T. Nakamura, R. Kita, O. Miura, A. Ichinose, K. Matsumoto, Y. Yoshida, M. Mukaida, 
S. Horii, Physica C468 (2008) 1542-1545. 

(9) A research for controlling nanorod diameter in BaNb2O6 doped REBa2Cu3O7−δ films, K. Yuki, H. Kai, M. 
Mukaida, S. Horii, R . Kita, A. Ichinose, Y. Yoshida, K. Matsumoto, R . Teranishi, K. Yamada, N . Mori, 
Physica C468(2008) 1861-1863. 

(10) Vortex Bose glass in ErBa2Cu3Oy films with size-controlled nanorods, S. Horii, H. Kai, M. Mukaida,K. 
Yamada, R. Teranishi, A. Ichinose, K. Matsumoto, Y. Yoshida, R. Kita, J. Shimoyama, K. Kishio, Appl. 
Phys. Lett. 93 (2008)152506-152508. 
他 9 篇 

【 国際会議発表件数 】   
・ 21ｓｔ International Symposium on Superconductivity, Tsukuba (2008.10.27-29) 他 23 件 
 

【 国内学会発表件数 】 応用物理学会、低温工学・超電導学会,など 30 件  

【 招待講演件数 】  国際超電導シンポジウム 2 件 

 

＜今後の展開＞ 

 高温超伝導材料の電力輸送用線材・強磁場発生材料への応用を目指し、ナノ構造を制御することに

より高品質の超伝導薄膜を開発すること、およびＭＯＤ法を用い、低コストで高品質の超伝導薄膜の

量産化技術開発に注力する。また、超伝導材料に限らず、幅広く酸化物材料のナノ構造制御に本技術

を適用して、高機能酸化物デバイスの創出にも繋げていきたいと考えている。 
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専任・教授  桑原 義彦 （KUWAHARA Yoshihiko） 

電気電子工学科 

専門分野： アンテナ・伝播、無線通信  

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tykuwab/welcome.htm 
    

 

【 研究室構成 】  

教    員：桑原 義彦 

博士課程：2年（1名） 

修士課程：2年（4名）、1年（3名） 

学  部：4年（5名） 

 

【 教育 】 
＜ 目標 ＞ 

  学生の実践を通じ理解を深める教育を行う。演習にはパソコンを活用している。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電磁波工学Ⅰ・Ⅱ  学部3年 1 ○  

通信工学Ⅰ・Ⅱ  学部3年 1  ○ 

デジタル通信理論   大学院１,２年 1 ○   

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

  我々は、アンテナ・電波伝搬とデジタル信号処理技術を融合させ、技術革新の急速な移動通信シス

テム、ITS、医用工学への展開を目的として研究を行っている。当面の研究目標を以下に列記する。 
（１）アナログ位相制御型アダプティブアンテナの開発 

：自動車エレクトロニクス，携帯電話への適用 
（２）UWB レーダの開発：医用レーダ，衝突防止レーダへの適用 
（３）超分解技術による電波到来方向推定 
（４）自動車 FM ダイバーシチアンテナの小型化 
 

＜業績・成果＞ 

（１）アナログ位相制御型アダプティブアンテナの開発 
移動通信環境を模擬するフェージングエミュレータを使って昨年試作した受信器が 1 系統で構

成される地上デジタル放送受信アダプティブアンテナの評価を行い，フェージング環境での平均

利得向上を確認した。JST の産学協同シーズイノベーション化事業顕在化ステージに本研究が採

択され，実用化を目指し研究中である。携帯電話のプラットホームでも干渉性マルチパスの除去

を確認した。さらに位相器の IC 化を図るための回路を考案して試作評価を行い，無損失で，

300MHz で 140 度の移相を実現した。 
（２）誘電体レンズを使った UWB マルチビームレーダアンテナの開発 
  昨年開発した遺伝的アルゴリズムを使ったレンズ設計法により車両の実装を考慮した垂直面で

電波工学 
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セクタービームを持つ 24GHz 帯 UWB レーダのマルチビームアンテナを設計した。利得を向上

させるため，指向性の対称性がよくバックローブの小さいコルゲート付きフェルミアンテナを 1
次放射器に適用し，3dB の利得向上を確認した。 

（３）RFID リーダライタ用スマートアンテナの開発 
  遠距離にある複数のパッシブ RFID タグの位置の到来方向を推定する装置を開発した。アンテナ

から 60cm 離れた位置にある 2 タグを 16 度の分離角で識別することに成功した。さらに時分割

受信により多チャネル受信機を使うことなくタグの到来方向を推定することに成功した。 
（４） マイクロ波マンモグラフィの開発 

モノスタティク UWB レーダシステムを構築し，層ファントムにある直径 6mm の腫瘍の検出に

成功した。さらにこのシステムをマルチスタティックレーダに拡張し，実形状に近いファントム

にある直径 1cm の腫瘍の検出に成功した。 
（５） 地上デジタル放送の電波伝搬解析装置の開発 

フィールドでの地上デジタル放送の電波伝搬状況を把握するための到来方向推定装置を開発し

た。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) T. Maruyama, K. Yamamori, and Y. Kuwahara, “Design of Multibeam Dielectric Lens Antennas by 
Multi-objective Optimization,” IEEE Trans. Antennas and Propagat (2008). 

国際会議発表     

・4 件 

国内学会発表  

・8 件 
招待講演 

・1 件 
特許出願・取得 

 桑原義彦： 「スマートアンテナ受信装置」, 特願 2008-221703 
 

【 今後の展開 】  

（１） 地上デジタル放送受信用アダプティブアンテナの開発 
高速 DSP 制御のアナログ位相制御型アダプティブアンテナを開発し，走行実験を行う。 

(２) ＵＷＢレーダの開発 
高低面セクタービームを持つマルチビームレンズアンテナの試作評価を行い，問題点を抽出する。 

(３) RFID リーダライタ用スマートアンテナの開発 
リアルタイム処理を実現し実用化を図る。 

(４)自動車用地上デジタル放送ダイバーシチアンテナの設計法の確立 
開発した地上波デジタル放送の到来方向推定装置をつかってフィールド測定を行い，データを蓄

積する。ダイバーシチアンテナの設計には対象とする入射波の到来波分布を知ることが必要であ

る。 
(５)マイクロ波イメージング 

人体の非対称性を克服するアーチファクト除去法を開発したのち，臨床実験に入る。本技術をセ

キュリティ，EMI 対策に応用していく 
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兼担・教授  下平 美文 （SHIMODAIRA Yoshifumi）   

電気電子工学科 （専任：創造科学技術大学院）  

専門分野：画像工学、視覚情報処理 

 
Home page: http://vrl.eng.shizuoka.ac.jp/jp 

 

【 研究室構成 】  

教    員：下平 美文    

研 究 員：鈴木 均（学術研究員） 

博士課程： 2名 

修士課程：２年（1名）、１年（5名） 

学  部：４年（5名） 

連携教員：橋本岳准教授、大橋剛介准教授 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  学生個人の持つ能力を引き出し、伸ばすこと。そのために、具体的なことから始め、抽象化され

た学問に対する興味が湧くように指導する。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

情報処理  学部1年 1 ○   

応用英語Ｃ  学部3年 1 ○  複数担当 （7名） 

画像情報処理  大学院1年 1 ○  複数担当（3人） 

電子回路Ⅰ  学部2年 2  ○  

電子回路Ⅱ  学部2年 1  ○  

論理回路Ⅱ 学部2年 1  ○  

電気電子工学ガイド  共通 学部1年 1  ○ 複数担当（6人） 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

１．本人が提案する「忠実色再現画像システム」の実現のために、超高解像度静止画カメラおよび

これに対応する表示装置の試作と画像データベースの構築と特長を生かした検索技術の開発  

２．低照度環境下での色知覚についてその特徴を調べる 

【 実績 】  

１．経済産業省の「地域イノベーション創出研究開発事業」に申請し、「忠実な色再現手法に基づ

くカメラおよび画像データシステムの研究開発」が採択された。本年度の目標を全て達成した。 

２．度環境下の色知覚において、明視環境下の特性と異なる現象を見つけ、公表した。 

【 業績・成果 】 

学術論文 

  1) 徳田 裕一郎、大橋 剛介、塚田 正人、小林 玲一、下平 美文，“トーンカーブ補正によ

る感性に基づく対話的高画質化支援システム” 電気学会論文誌，Vol.129, No.6, Sec.D 

 

忠実色再現画像システムおよび色知覚特性 
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(2009.3) 

国際会議発表     

1) M. K retkowski, Y . S himodaira, R . Jablonski,“Development of  W ide G amut C olor R eference 
Introducing Multi-Primary Color Generator w ith R egulated S pectral D istribution Based on L ED 
Diodes”7th I nternational Conference on Global R esearch a nd Education i n New M ethods i n 
Education, Electronics I, pp336-344, Pecs, Hungary (2008.9.15-18). 

2) M. Kretkowski, Y. Shimodaira, R. Jablonski,“New approach to color calibration of high fidelity color 
digital camera by using unique wide gamut color generator based on LED diodes”Optomechatronic 
Technologies 2008, Vol.7266, 72661E-1-72661E-9, San Diego, California, USA (2008.11.17-19). 

3) N. Ishikawa, G. Ohashi, Y. Shimodaira, Y. Shibata*, M. Kitagawa*, H. Serizawa, “A Study of 'Quasi' 
Purity Discrimination Threshold in Mesopic Condition” The 15th International Display Workshops, 
pp.1191-1194, Niigata, Japan (2008.12.3-5). 
他 2 件 

国内学会発表  

カラーフォーラム JAPAN2008など、 

他 4件 

招待講演   

 ・ Y. Shimodaira, ” Some Issues on Imaging and Display Technologies and a Proposal of an Image System 
for Colorimetric R eproduction” T he 1 5th I nternational D isplay W orkshops, pp. 1413-1416, Niigata, 

Japan(2008.12)   
・ 下平美文，“視覚色域の画像と比較して画質差が許容される色域に関する研究” JEITA の FPD

の人間工学シンポジウム 2009，成蹊大学（2009.3.6） 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

  外国人留学生： 1名 

  国際会議主催：International Display Workshops‘08 組織委員長 

  技術指導：1件 

    評価委員：（財）中部電力基礎技術研究所 助成選考委員 

  学会役員：Society for Information Display: Japan Chapter Director 

  同窓会：浜松工業会 副理事長 

  解説：下平美文， “画像機器発展の針路” 三菱電機技法，Vol.83, No.2. pp.1 (2009.2) 
 

＜管理運営＞ 

 創造科学大学院ナノビジョン工学専攻：副専攻長、教務委員 

 
＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】 

・産官学で新産業創出，中日新聞（2008.6.20） 

・色を忠実再現カメラ事業化へ，日本経済新聞（2009.2.21） 

・静大と浜松の中小、色を忠実再現カメラ事業化へ，日経ネット（2009.2.21） 

・広色域ディスプレイはどこまで必要か？，日経 Tech ON（2009.3.12） 

【 外部資金 】 

経済産業省：地域イノベーション創出研究開発事業“忠実な色再現に基づくカメラおよび画像デ

ータベースの研究開発” 

  共同研究：5件  

 

＜今後の展開＞  

 忠実色再現画像システムの実現および実用化に向けて、地域企業の支援を行う。さらに、本技術の

国際的普及を促進するための方策を検討する。 

959595959595



電気電子工学科 

 

 

   

専任・教授  竹前 忠 （TAKEMAE Tadashi）   

電気電子工学科  

専門分野： 循環器系と呼吸器系の計測  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：竹前 忠    

博士課程：３年(1名)  

修士課程：２年（3名）、１年（3名） 

学  部：４年（5名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  電気・電子回路の基礎を習得し、信号増幅、発信、変調・復調等の基本原理を理解することを目

標にしている。また、各種産業界で使われている電気・電子装置の基本動作の理解を通して、自ら

新しい装置の開発に興味が持てるように、授業構成を考慮している。 

 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

基礎電子回路  学部２年 2 ○  複数担当（２人） 

電気電子計測Ⅱ  学部３年 2 ○  複数担当（２人） 

電気電子工学演習  学部2年 1 ○   

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

生体計測   大学院１,２年 1  ○ 複数担当（２人） 

電子機器  学部4年 1  ○ 複数担当（２人） 

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   電子工学技術を中心にした工学技術の医療への応用を目的にしている。具体的には生体内の電気

抵抗分布の画像化。非侵襲的脳動脈血管の計測、在宅介護支援機器の開発である。 

 

【 実績 】  

（１）脳血流動態計測 

  前・後頭部あるいは左右側頭部の脈波を検出した。 

（２）呼吸器系の計測 

胸部、腹部での独立した測定から、奇異呼吸のモニタリングを可能にした。 

（３）尿失禁・敷居酸素センサ用 Ga2O3薄膜の作製と評価 

  酸素検出特性の膜厚依存性を評価した。 

（４）生体電気インピーダンスＣＴ 

医用電子と生体工学 

969696969696



電気電子工学科 

体内の電気抵抗分布の画像化を行うための磁気併用電気インピーダンス法を提案した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “A New Method for Electric Impedance Imaging Using an Eddy Current With a Tetrapolar 
Circuit” A. Ambia, S.Toda, T. Takemae, Y Kosugi,and M. Hongo, IEEE Trans., BME, Vol.56, 
2009 

    

国際会議発表  

1) A A mbia, T . T akemae, Y . K osugi, a nd M . H ongo, “ Electrical Impedance Imaging U sing 
Eddy Current” World Congress on S cience, Engineering and T echnology, July 04-06 2008, 
Paris, France.  

2) A Ambia, T. Takemae, Y. Kosugi, M. Hongo, and S Yamamoto, “Three Dimensional Implementation of a 

New M ethod of Electric I mpedance I maging U sing Eddy C urrent”, EIT C onference-2008, J une 16-18, 

Dartmouth College, NH, USA. 

 

国内学会発表  

・応用物理学会、電子情報通信学会など、計５件 

 

＜今後の展開＞  

 電気インピーダンス CT, 非観血的脳循環動体計測、呼吸モニタリング、介護支援機器の開発研究

を継続し、企業との共同研究などをとうして、実際の医療現場での応用を目指す。 
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電気電子工学科 

 

 

  

専任・教授  立岡 浩一 （TATSUOKA Hirokazu）   

電気電子工学科  

専門分野： 半導体工学、電気電子材料  

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tehtats/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：立岡 浩一    

博士課程：３年（1名）、２年（1名）、１年（1名） 

修士課程：２年（3名）、１年（2名） 

学  部：４年（2名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  新入生セミナーでは高校教育から大学教育への滑らかな移行を、電気回路Ⅱではきっちりと基礎を

理解できる着実な授業を、また固体物理では物性分野の基礎となる新しい概念をより理解しやすく工夫し、

光半導体工学では社会の動向、トピックスにも興味を持つよう、さらに卒業研究、大学院での専門教育へ

の期待がわくように授業内容を考慮している。 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気回路Ⅱ  学部1年 2 ｘ 2  ○ 複数担当（２人） 

固体物理Ⅰ  学部2年 1  ○  

固体物理Ⅱ  学部2年 1  ○  

光半導体工学   学部3年 1  ○  

半導体光物性 大学院１,２年 1  ○ 複数担当（２人） 

 

【 業績・成果 】 

解説・特集等 

"平成２０年度第１１回リフレッシュ理科教室―東海支部浜松会場―開催報告" 池田浩也，立岡浩

一，早川泰弘, 応用物理教育シンポジウム報告論文, 32(2), 123-160(2008). 
 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  シリサイド半導体の探索的研究を行い、それらの熱電素子、熱光電池などエネルギー素子への応用

を行っている。また簡便な方法を用いてナノワイヤーをはじめとするナノ構造体を作製し、電気電子

素子の他、安全安心社会の為の環境、医療への応用を目指している。 

【 実績 】  

（１）シリサイド半導体の作製と高効率熱電発電素子の開発 

中温領域における高効率熱電発電素子の開発を目的として、新しいカルシウム系シリサイド

材料を提案し、半導体カルシウムシリサイドの成長技術を開発した。 

（２）ナノ物質の生成と形状制御 

シリサイドをはじめとする半導体或いは金属を Ga とともに熱処理する事により様々な形状

シリサイド半導体・ナノ構造の作製と応用 

989898989898



電気電子工学科 

のナノワイヤーの成長を行った。特にβ-Ga2O3, ZnO ナノワイヤーの成長を中心に行い、その

微細構造、発光特性を明らかにした。 

（３）シリサイド系半導体薄膜の成長 

赤外線吸収タイプの大型発電素子開発を目的として MnCl2をソースとする MnSi1.7薄膜の成長

技術を確立した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “Growth of manganese silicide layers on S i substrates using MnCl2 source” Hu Junhua, T. Kurokawa, T. 

Suemasu, S. Takahara, M. Itakura and H. Tatsuoka, physica status solidi (a), Vol.206(2), 233-237(2009).   

2) “Growth of  Ca-Germanide and Ca-Silicide Crystals” Y. Warashina, Y. Ito, T. Nakamura, H. Tatsuoka, J. 

Snyder, M . T anaka, T. S uemasu, Y. A nma, M . Shimomura, Y. H ayakawa, e -J. S urf. S ci. Nanotech. 7, 

129-133(2009). 

  他 2件 

国際会議発表     
・T. Yasuda, S. Honda, K. Ogino, Q. Yang, H. Tatsuoka, M. Tanaka and P.D. Brown“Morphological and 

Structural Properties of  β-Ga2O3 Nanostructures”214th Meeting of ECS, 2008 Fall M eeting of  T he 
Electrochemical Society of Japan, Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii, 2008,10,13. 
他 4 件 

国内学会発表  

・ 応用物理学会など、計 4 件 

招待講演   

・ 立岡浩一、熱反応堆積法によるシリサイド系半導体材料の成長、第 69 回応用物理学会学術講

演会、 結晶工学分科会・シリサイド系半導体と関連物質研究会共同企画「シリサイド系材料

が開く新しい応用技術−結晶工学から斬るシリサイド系材料の可能性−」、中部大学、2008,9,4. 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

 第 11回リフレッシュ理科教室（応用物理学会）、どきどき科学探究教室（山崎財団）、静岡かが

く特捜隊夏まつり 08inエコパ,チキュウハッケン、外国人留学生 3名 

        

＜管理運営＞ 

  学生委員長 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】 

  NASA News Releases, NASA Finds New Type of Comet Dust Mineral, June 12, 2008 (彗星のち

りから新種の鉱物発見に関する共同研究について)   

  静岡新聞(2008.5.31)第 11回応用物理学会東海支部「リフレッシュ理科教室」浜松科学館 

  他 5件 

【 外部資金 】 

 平成 20 年度科学研究費補助金基板研究 C 新しいシリサイド半導体の結晶成長とエネルギーデバ

イスへの応用 

 

＜今後の展開＞  

 エネルギーデバイスへの応用を急ぐとともに、新規材料の探索を行いシリサイド半導体を中心とす

る新しい機能性材料群を構築したい。また作製したナノ構造の環境、医療分野への応用を展開したい。 
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電気電子工学科 

 

 

 

 

専任・教授  中井 孝芳 （NAKAI Takayoshi）   

電気電子工学科  

専門分野： 音声情報処理、音響工学 

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：中井 孝芳 

修士課程：２年（３名）、１年（４名） 

学  部：４年（５名） 

学術研究員：１名 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  １，２年生の科目では、基礎であるので、多くの学生が身につけられるように、毎回小テストな

どを取り入れて、理解状況を把握しながら講義を行っている。３年生以上では、できるだけ新しい

技術動向などを含めて講義をしている。芸術論では、音楽を取り上げ、クラシック音楽を聴いても

らうとともに、西洋と日本の考え方の違いなどを紹介している。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電子計算機工学  学部4年（夜間主） 2 ○   

電気電子工学演習  学部2年 1 ○   

論理回路I  学部1年 2  ○ 複数担当（2人） 

論理回路II  学部2年 2  ○ 複数担当（2人） 

電子計算機工学 学部3年 1  ○  

ディジタル信号処理  大学院１,２年 1  ○  

芸術論 工学部、情報学部２年 1 ○   

 

【 業績・成果 】 

教科書 1 件   

              

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  MR 画像に基づく実声道形と声道断面積の関係を解明すること。音声生成のメカニズム、とくに有

声子音について鼻孔から放射されることを、MR 画像データと音響測定から解明すること。音声の発

声者自身の聞こえと、子音の生成過程を検証するための、境界要素法を用いての解析。ディジタル補

聴器のためのアルゴリズムの開発。新しい音響材料の開発など。 

  

音声生成、ディジタル信号処理及び音響に関

する研究 
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電気電子工学科 

【 実績 】  

（１）新しい音響材料の測定と理論的考察 

多孔板について測定し、音響管等価回路モデルで開孔率と厚さの関係について考察した。 

（２）MR画像に基づく実声道形と声道断面積の関係の解明 

有限要素法による解析結果から等音圧面状に基づく声道面積関数を推定した。 

（３）境界要素法による音声の発声者自身の聞こえのシミュレーション 

母音については、実測値とよい対応関係が得られた。 

（４）有声子音について鼻孔から放射されることの MR画像データからの実証 

   語頭子音については、軟口蓋が閉じて行く（鼻腔につながっている）過程を明らかにした。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) 望月圭太、中井孝芳 「等音圧面状に基づく声道面積関数の推定」、日本音響 学会 64 巻 5 号、

pp.290-297 (2008） 

2) Akira Suzuki and Takayoshi Nakai et al, ”A visual stethoscope for pediatric patient,” Pediatric Anesthesia 

18/4,339 （2008） 

国内学会発表  

・音響学会、計 4件 

1)中井孝芳、川上福司ほか「多孔板の音響特性」、建築音響研究会資料、AA2009-18（2009） 

特許出願  2件 

        

＜管理運営＞ 

学科長、大学教育センター・情報科目部代表 

 

＜今後の展開＞  

 ５つの事柄について、継続して研究し、新しい知見を得たい。 
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電気電子工学科 

 

 

  

兼担・教授  永津 雅章 （NAGATSU Masaaki）   

電気電子工学科 （専任：創造科学技術大学院） 

専門分野： プラズマ生成、プラズマ応用  

 
homepage: http://www.eng.shizuoka.ac.jp/plasma/nagatsu_lab.html 

         http://www.eng.shizuoka.ac.jp/plasma/japan/index.html 
 

【 研究室構成 】  

教    員：永津 雅章、 荻野 明久（創造科学技術大学院助教） 

研 究 員：徐 蕾（JST研究員、H20.9まで）、区 瓊栄（IJRC研究員）、陳 長倫（学術研究員） 

博士課程：３年（４名）、２年（３名）、１年（３名） 

修士課程：２年（４名）、１年（５名） 

学  部：４年（５名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  電気工学における必須の専門基礎科目である電磁気学では、物理的な諸現象について分かりやすく

講義することに努め、特に理解を深めるため演習を取り入れるなどの工夫を行っている。また、専門科目

のプラズマ工学では、現在の幅広い産業分野において広く利用されている先端技術であることの認識に

立って、学生に興味を持たせつつ講義を理解できるように努めている。さらに大学院科目のプラズマエレ

クトロニクスでは、学部科目であるプラズマ工学の内容からさらに専門化した講義を通して、この分野に

関心を持つ学生の専門性を高める。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電磁気学V  学部2年 2 ○   

応用英語C  学部3年 2 ○   

プラズマ工学  学部3年 2  ○  

プラズマエレクトロ

ニクス  
 大学院１,２年 2  ○ 複数担当（２人） 

 

【 業績・成果 】 

・指導学生の受賞 

・野口 卓（Ｍ１）、平成 20 年電気関係学会東海支部連合大会優秀論文発表賞 受賞（2009.1.26） 

・進士晃輔（M２）、平成 20 年電気関係学会東海支部連合大会「IEEE 学生奨励賞」受賞（2009.1.26） 
 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  我々は、プラズマ科学を基盤とするプラズマプロセス技術の産業応用を目的として、研究を行って

いる。様々な社会的ニーズに応えるプラズマの生成から、バイオ・医療などの様々な分野へのプラズ

マ応用技術の開発など、新しい学際研究領域の創成およびイノベーション創出を目指している。 

【 実績 】  

（１）プラズマ技術を駆使したナノチューブ電子源、ナノ蛍光体などのナノ構造材料の開発 

（２）プラズマを用いた医療滅菌技術の開発 

プラズマの生成と応用 
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電気電子工学科 

（３）プラズマを用いたバイオポリマー材料の低温プロセス技術の開発 

（４）マイクロからナノスケールの放電反応場の創製と材料プロセスへの応用技術の開発 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) C.L. Chen , X.K. Wang, M. Nagatsu, "Europium Adsorption on Novel Multiwall Carbon Nanotube / Iron 
Oxide Magnetic Composites in t he Presence of Polyacrylic Acid", Environ. Sci. Technol. 43 (2009) 
pp.2362-2367. 

2) T. M atsuda, J . S ato, T . Ishikawa, A. O gino, a nd M . Nagatsu, " Field E mission C haracteristics o f 
Nano-sized Dot Array Carbon Nanotube Emitters Fabricated by Direct-current Plasma Chemical Vapor 
Deposition", Diam. Relat. Mater. 18 (2009) pp.548-552 

3) H. Eto, Y. Ono, A. Ogino and M. Nagatsu, "Low-Temperature Sterilization of Wrapped Materials Using 
Flexible Sheet-Type Dielectric Barrier Discharge", Appl. Phys. Lett. 93 (2008) 221502 (3pp). 

4) M. Kral, A. Ogino, M. Nagatsu, "Effect of Hydrogen on Amino-group Introduction onto the Polyethylene 
Surface by Surface-wave Plasma Chemical Modification", J. Phys. D: Appl. Phys. 41 (2008) 10521. 

 他１８編 

国際会議発表     

・L. Xu, Y. Fujioka, A .Ogino, M  . Nagatsu, " Generation Technique and S terilization A pplication of  
Microwave-excited Plasma Inside a M edical Container", International Congress on P lasma Physics 
2008 (ICPP 2008), Fukuoka, Japan (2008.9.8-12) FH1-P1-123, p.125. 
他３１件 

国内学会発表  

・応用物理学会、プラズマ・核融合学会、電気関係学会東海支部連合講演会など、計５８件 

招待講演   

・“プラズマを用いるバイオ高分子処理技術”プラズマ・核融合学会年会（2008.12）など、計３件 

解説・特集 
・永津雅章、プラズマ・核融合学会第 21 回専門講習会テキスト、（2008.12.18）、「プラズマを用い

た低温殺菌・滅菌技術」 
 

＜社会貢献・国際交流＞ 

・外国人研究者受入れ: 孟月東、陳長倫（中国科学院）以上 2名 

・外国人留学生受入れ：７名（中国４名、インド 1名、ルーマニア 1名、スロバキア 1名） 

          

＜管理運営＞ 

・創造科学技術大学院大学院長、電子科学研究科長、各種全学委員 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】 

・浜松商工会議所報ニューイング Vol. 161(2008.7.1)、 “プラズマで未来を切り開け” 

【 外部資金 】 

・科研費基盤研究 B（平成 20～22 年度）、“バイオポリマー材料の低温プラズマプロセス技術の開発”  

・科学技術振興機構（平成 19～20 年度）、地域イノベーション創出支援事業育成試験、“簡易型プ

ラズマ低温滅菌機の開発” 

 

＜今後の展開＞  

 プラズマ科学を駆使した新しいTrue Nanoサイエンスの創出を目指したナノスケール放電およびそ

れらを駆使した超微細加工技術の開発および産業応用などに力を注いでいきたいと考えている。また、

プラズマプロセスの特長を生かした医学、理学、農学との連携を視野に入れたプラズマとバイオテク

ノロジーを融合した学際領域的な研究にもチャレンジしていきたい。 
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専任・教授  深林 太計志 （FUKABAYASHI Takeshi）    

電気電子工学科  

専門分野： 信号処理 

 
 

【 研究室構成 】  

教    員：深林 太計志    

博士課程：３年（1名） 

修士課程：２年（2名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  きちんと理解し、応用できることを目指している。そのため科目によっては章ごとに小試験を行

ったり、こまめに演習を取り入れている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気電子工学演習  学部2年 1 ○   

信号処理Ⅰ  学部3年 1 ○   

信号処理Ⅱ  学部3年 1 ○   

音響工学  学部4年（夜間主コース） 1 ○   

音響工学   学部4年 1  ○  

情報システム工学  学部4年（夜間主コース） 1  ○  

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   雑音混入音声からの音声の特徴抽出 

 

【 実績 】  

（１）雑音混音声からの有声音声の基本周波数推定 

  アルゴリズムを構築し、他のアルゴリズムの推定結果と比較検討して、優れていることを実証し

た。 

（２）雑音混入音声の線形予測分析の精度向上 

  コムフィルタを用いて雑音を推定して、利用することを検討して、分析精度を向上させた。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1)  “Fundamental frequency Estimation of single-channel Noisy speech using autocorrelation subtraction and 

cosine modulation,” Keita Ogawa and Takeshi Fukabayashi, Journal of Signal Processing, Vol.12, No.5, 

pp.387-398, September 2008. 

音声信号の分析と特徴抽出，ディジタル信号処理 
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2) “スペクトルのある帯域に大きなパワーをもつ雑音混入音声の基本周波数推定,” 小川啓太, 深

林太計志,電子情報通信学会, 技術研究報告, EA2008-88, pp.23-28, November 2008. 

        

＜管理運営＞ 

 大学院電子科学研究科教務委員長、工学部ＦＤ委員会委員長、全学ＦＤ委員会委員、大学教育セン

ター会議委員  

 

＜今後の展開＞  

 音声信号の特徴と雑音の特徴をうまく取り入れた雑音推定法を検討し、その雑音推定法を利用して

雑音混入音声から精度の良い特徴を抽出する方法を構築する。 
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専任・教授  福家 俊郎 （FUKE Shunro）   

電気電子工学科  

専門分野： 結晶工学、電子デバイス応用  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：福家 俊郎、 中野貴之 助教    

修士課程：２年（4名） 

学  部：４年（3名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  基礎的な専門科目では、高校において学んだ事柄を考慮しながら演習などを多用し、実際に問題

を解くことによって理解を深められるよう努力・工夫する。また、実験や演習では、自発的な勉強・

経験が出来るよう課題を与える工夫をすることを目指している。より専門的科目では現実社会での

産業活動に興味が持てるよう配慮する。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気電子工学実験Ⅱ  学部3年 1 ○  複数担当（２人） 

電気電子工学演習  学部2年 1 ○   

安全工学  学部3、4年 2 ○  複数担当（１０人） 

センサ工学  学部4年 1 ○   

電気回路Ⅱ   学部１年 1  ○ 複数担当（２人） 

集積回路プロセス工学 大学院1,２年 1 ○   

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

   窒化物半導体および酸化物半導体の結晶成長とその応用についての研究を行っている。 

窒化物半導体は青色発光ダイオードに代表されるように、非常に進歩の激しい分野である。その中

で、安価な基板上成長層の高品位化、(0001)両極性面同時成長、成長途中での極性反転成長など多

くの課題を見出し、紫外線検出器、光触媒材料、非線形光学材料などへ応用することを目標とする。 

ＺｎＯの結晶成長では、将来性は非常に高いものを持っているが結晶成長技術がＧａＮと比べる

とまだ未発達であり、結晶成長技術の開発と、伝導型制御が最優先課題となっており、これらの問

題に取り組むことを目標とする。  

 

【 実績 】  

（１）プラズマ援用有機金属気相成長法によるＺｎＯ薄膜の作製と評価 

  酸化剤にＮ２Ｏガスを用いることにより、二次元成長（鏡面成長）する成長温度、ガス流量、真

空度などの条件を明確にした。また、低温バッファ層の挿入効果を明らかにした。 

（２）ゾルゲル法によるＩｎＧａＮ粉末の作製と光触媒材料としての評価 

半導体結晶成長と電子デバイスへの応用 

106106106106106106
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  ＧａＮ粉末結晶の光触媒効果を評価し、その効果の大きさは粉末の結晶性に依存することを示し

た。また、Ｉｎ組成５％程度のＩｎＧａＮ粉末を作製できたが、結晶品質が悪く触媒効果は発現し

なかった。 

（３）ＧａＮの両極性面同時成長 

  成長条件の異なる(0001)Ga面 GaNと(0001)N面 GaNを同一サファイア基板上に同時に成長させる

条件を明らかにした。非線形光学材料として、利用できる可能性が出てきた。 

（４）ＧａＮ成長極性の反転現象について 

  有機金属気相成長法によるＧａＮ成長中に高濃度のＭｇ不純物を添加することにより、Ｇａ面成

長層の上に、Ｎ面ＧａＮ層を堆積させる条件について検討し、その実現性を示した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “Selective gr owth of G aN o n sapphire s ubstrates t reated with focused femtosecond laser p ulses”  

H.Matsumura, S .Fuke, T .Tamaki, Y.Ozeki, K .Itoh, Y.Kanematsu, J ournal of  Crystal G rowth Vol.310, 

pp.5278-5281(2008)  

     

国際会議発表     

・S.Fuke, M.Sumiya, T.Nihashi, M.Hagino, M.Matsumoto, Y.Kamo, M.Sato, K.Ohtsuka, “Development of 

UV-photocathodes using GaN film on Si substrate” 
Proc. of SPIE, San Jose, USA, Vol.6894, paperNo.68941F, (2008) 

国内学会発表  

・応用物理学会、計５件 

特許出願・取得、  
・「集光照射基板を用いた半導体薄膜の製造方法、半導体薄膜の選択成長方法、半導体薄膜の製造

装置及び光デバイス」特願２００９－０５２５７４ 

         

＜管理運営＞ 

 ・広報委員会委員 

 ・入試企画広報部門会議委員 

 ・工学部企画室広報室委員 

 

＜今後の展開＞  

 平成２１年３月末で退職するので、残された課題は関係教員に引き継いでもらえることを期待する。 
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専任・教授  道下 幸志 （MICHISHITA Koji）   

電気電子工学科  

専門分野： 雷放電、高電圧工学  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：道下 幸志    

修士課程：２年（3名）、１年（２名） 

学  部：４年（5名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  高校教育から大学教育への滑らかな導入を目指している。電磁気学Ⅰでは、学生の理解を容易に

するためにパワーポイントで作成したスライドを用いている。また、ノートをとる手間を省くために、ホーム

ページ上で講義で使用したファイルのダウンロードも可能にしている。また、大学院の学生には、出来る

だけ学会発表をさせるように心掛けている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電磁気学Ⅰ  学部1年 2 ○   

過渡現象論Ⅱ  学部3年 1 ○   

高電圧工学  学部4年 1 ○   

高電圧パルス電磁工学  大学院１,２年 1  ○ 複数担当（２人） 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  落雷時に電力系統や情報通信系統に生じる雷害の減少を目的として研究を行っている。発生源であ

る雷の性状の研究や、電力線・情報通信線の雷害対策などの研究を展開している。当面の研究目標を

以下に列記する。 
（１）電磁界測定による帰還雷撃電流の季節特性及び地域特性の検討 
（２）配電線スパークオーバ率予測精度の向上 
 
【 実績 】  

（１）雷に伴う電磁界波形の検討 
界雷に伴って九州南東海上に発生した雷の波高値は、海上と陸上では殆ど相違が無いことを明

らかにした。これは、熱雷によって発生する雷との大きな相違である。界雷によって発生した電

界波形の微細構造を検討した結果、陸上と海上ではパルスの発生頻度に大きな相違は見られず、

この点においても熱雷とは大きく異なることを明らかにした。（電気学会論文誌Ｂ、7 号、976-977、
2008） 

（２）配電線スパークオーバ率予測精度の向上 
直撃雷に伴って発生するスパークオーバ率を検討した。（電気学会論文誌Ｂ，12 号、1535-1542、
2008） 

雷に伴う環境電磁工学 
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【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1)「数値過渡電磁界解析手法 ―サージ現象への適用」、サージ現象に関する数値電磁界解析手法調 

査専門委員会：2008 年、電気学会（ISBN978-4-88686-263-1）  

2)「垂直電界測定に基づく雷撃点推定」、道下、西平、本郷、横山：電気学会論文誌Ｂ、128，5 号, pp.  

714-720（2008, 5）  

3)「観測された雷電流統計データに基づく配電線直撃雷スパークオーバ率評価」、 本郷、道下、電気学 

会論文誌Ｂ、128，12 号, pp. 1535-1542（2008, 12）  

4) “Flashover Rate of Distribution Line Due to Indirect Negative Lightning Return Strokes”, K. Michishita,  

M. Ishii, Y. Hongo, IEEE Trans. on Power Delivery, 24, 1, 472-479 (2009) 

5)「熱雷と界雷により九州に発生した負極性第一雷撃電流波高値」、道下、長綱、生田、電気学会論文誌 

Ｂ、128，7 号, pp. 976-977（2008, 7） 

国際会議発表     

・ “Development of Equivalent circuit of Pole-Type Distribution Transformer for Analysis of Lightning 
Overvoltage”, K. Michishita, H. Hiraiwa, Y. Hongo, 29th International conference on lightning 
protection, 6c-4, Uppsala (2008.6.26) 

他２件 

国内学会発表  

・電気学会など、計５件 

特許出願・取得、  
   計 ２件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

        

＜管理運営＞ 

電気電子工学科電気電子システムコース就職当番 

 

＜今後の展開＞  

 雷の性状把握や配電機材や情報通信機器のモデリングの高精度化を通じて、落雷時に電力系統や情

報通信系統に生じる雷害の減少を目的として研究を行っている。当面の今後の研究展開としては、電

磁界波形測定による帰還雷撃電流波形の推定精度の把握とその向上を目指している。 
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専任・教授  井上 翼 （INOUE Yoku）   

電気電子工学科  

専門分野： 半導体工学、結晶成長、ナノ材料工学 

 
homepage: http://hwe.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

 半導体やカーボンなどのナノ材料を作製し新規応用開発に関する研究を実施しています。 

 半導体は LSIや照明装置などに利用されている身近な材料ですが、それを非常に小さいナノサイズ

に加工するとさまざまな新しい機能を発します。私のグループでは、窒化ガリウムなどの光半導体材

料でナノサイズの構造を作製し、ナノワイヤレーザなどのナノデバイス開発を目指しています。 

 カーボンナノチューブとは、炭素原子のみで構成された直径数十ナノメートルで長さは数マイクロ

メートル以上に達する中空のチューブ状ナノ材料です。ナノ構造でありながら、機械的強度が強く電

気伝導特性、熱伝導特性ともに非常に優れたナノ材料です。私のグループでは独自の手法により、手

軽にハンドリング可能な非常に長い多層カーボンナノチューブを作製する技術を開発しました。現在

はこの技術を発展させ、量産化技術開発を進めています。また同時にナノチューブの紡糸によるナノ

チューブ・ファイバー開発を目的として研究を進めています。非常に軽い高強度ナノファイバーを目

指しています。 

 

【 実績 】  

（１）配向した長尺多層カーボンナノチューブの新規合成方法開発 

  塩化鉄を触媒材料として用いることにより、長さ 2mm以上に達する多層ナノチューブの合成方法

を確立した 

（２）カーボンナノチューブファイバーの開発 

  配向多層カーボンナノチューブを紡いで長さ 1m以上のナノチューブファイバーを作製した 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1. “One-step gr own a ligned b ulk c arbon nanotubes by  c hloride m ediated c hemical vapor de position”, Y. 
Inoue, K. Kakihata, Y. Hirono, T. Horie, A. Ishida and H. Mimura, Appl. Phys. Lett.92,.213113 (2008). 

2. “Enhanced Seebeck c oefficient i n E uTe/PbTe [ 100] s hort-period superlattices”, A . I shida, D . C ao, S . 
Morioka, M. Veis and Y. Inoue, Appl. Phys. Lett. 92, 182105 (2008). 

3. “Morphology control of  GaN nanowires by vapor-liquid-solid growth”, Y. Inoue, A. Tajima, A . Ishida, 
and H. Mimura, Phys. Stat. Sol. (c) 5, pp.3001-3003 (2008). 

4. “Growth and density control of  GaN nanodots and nanopillars”, S. Takeda, Y. Inoue, A. Ishida, and H. 
Mimura, Phys. Stat. Sol. (c) 5, pp.3008-3010 (2008). 

5. “AlN/GaN s uperlattice qua lity improvement b y us ing multiple s uperlattice s tructure”, M . Veis, K . 
Hagihara, S. Nakagawa, Y. Inoue, and A. Ishida, Phys. Stat. Sol. (c) 5,pp.1547-1549 (2008). 

6. “Size control of  Fe nanoparticles for carbon nanotube growth using carbonyl i ron vapor”, K. Ohara, Y. 
Neo, H. Mimura, Y. Inoue, and A. Ishida, Phys. Stat. Sol. (c) 5, pp.3169-3171 (2008). 

ナノワイヤ、ナノチューブの応用研究 
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電気電子工学科 

 

国際会議発表     

1. “Study of  C hloride M ediated C hemical V apor D eposition f or U ltra-long M ulti-walled C arbon 
Nanotube”, Y. Inoue

2. “Chloride mediated CVD growth of aligned bulk ultra-long multi-walled carbon nanotube”, 

, A. Ishida and H. Mimura, MRS 2008 fall meeting (2008), Boston, USA. 

Y. Inoue

特許出願・取得 

, A. 
Ishida and H. Mimura, MRS 2008 fall meeting (2008), Boston, USA. 

1. “カーボンナノチューブおよびカーボンナノチューブファイバー等の製造方法及び製造装置”, 

発明者：井上翼・岡田守弘, 出願人：国立大学法人静岡大学, 出願日：2009/2/24, 出願番号

PCT/JP2009/053265. 

 

＜国際交流＞ 

 平成２０年４月から平成２１年３月までの１年間、アメリカ合衆国カリフォルニア州のカリフォル

ニア工科大学（以下、カルテック）にナノサイエンスに関する研究のため長期滞在をしました。そこ

では、半導体ナノワイヤのナノキャビティとフォトニック結晶を組み合わせたナノワイヤ発振器の研

究および、電場中の表面プラズモンの挙動に着目した散乱光波長変調に関する研究を実施しました。

研究以外にも、カルテックの他研究室を訪問見学したり、他分野の著名な方のセミナー講演を聴講し

たりして他分野の情報収集を行いました。また、大学内外で世界各地から来ている方々と交流し、文

化的な違いや共通点を感じとることができました。 

 

＜今後の展開＞  

 カーボンナノチューブは素材レベルでの特性は優れているけれども、広く実用化されていない素材

であるので、私たちのグループから実用的なナノチューブファイバーを成功させたい。また、ナノチ

ューブを用いた２次電池や電子放出素子の開発も実施していく予定である。一方で、半導体ナノワイ

ヤをフォトニック結晶と組み合わせたナノワイヤレーザの開発も行っていく。 
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専任・准教授  大内 浩司 （OHUCHI Kouji）   

電気電子工学科  

専門分野： 情報通信工学 通信方式 

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~dkoouti/index.html 

 

【 研究室構成 】  

教    員：大内 浩司    

修士課程：１年（2名） 

学  部：４年（4名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  担当科目と他の科目との関連性を学生に説明し、電気電子分野における当該科目の位置づけを意

識できるよう心がけている。授業では、扱う内容を厳選し、限られた時間の中で学習効果が上がる

ように工夫する。応用的な学生実験などでは、なるべく自由度の高いテーマを考慮し、学生個々の

能力を発揮できるように心がけている。専門科目の知識以外にも、学生が社会に出た時の準備とし

て、技術的な文章の書き方、レポートのまとめ方、プレゼンテーションの仕方などが身につくよう、学生の

指導に力を注ぎたいと考えている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

確率統計  学部1年 1 ○   

数値シミュレーションⅠ  学部2年 1 ○   

数値シミュレーションⅡ  学部2年 1 ○   

電気電子工学セミナー  学部2年 1 ○   

電気電子工学実験Ⅰ   学部2年 1  ○  

電気電子工学実験Ⅱ 学部3年 1  ○ 複数担当（3人） 

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   情報通信技術は現代社会を支える基幹技術の一つにとなっている。本研究室では主に次世代を担

う通信方式の要素技術について研究している。 

【 実績 】  

（１）マルチホップネットワーク関連 

  複数経路を利用するマルチホップネットワークの経路ダイバーシティ効果の検証を行っている。

特に、誤り訂正符号としてターボ符号を活用し、それを活用する経路情報推定法を検討している。 

（２）光無線通信関連 

  赤外線を想定した光無線通信における多値振幅変調の誤り率特性の理論解析を行った。また、コ

ードシフトキーイングとの組合せによる伝送速度向上の研究も行っている。 

（３）直交周波数分割多重（OFDM）方式関連 

 

次世代無線通信のための下位レイヤー技術 
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  OFDM 方式において、サブキャリアを選択的に用いて伝送することにより、ピーク対平均電力比

（PAPR）の低減を実現する方式について検討行っている。 

 

【 業績・成果 】  

国際会議発表     

・ K.Ohuchi, T.Wada, H .Okada and M.Saito, “BER Performance of  Turbo Coded M ulti-Hop N etworks 
using I terative C hannel I nformation E stimation S cheme”, 2008 International Symposium on 
Information Theory and its Applications (ISITA2008), Auckland, 2008-12. 

・ Y.Oka, H .Habuchi, a nd K .Ohuchi, “Hierarchical i nformation acquisition scheme on the l ocal 
broadcasting system”, The 23rd International Technical Conference on Circuits /  Systems, Computers 
and Communications (ITC-CSCC2008), Shimonoseki, 2008-7. 

国内学会発表  

・ 小池, 大内, 羽渕, “光無線通信における多値 ASKの誤り率特性の理論解析”, 電子情報通信

学会ソサイエティ大会, A-5-5, 明治大学, 2008-9.  

・ 岡, 羽渕, 大内, 橋浦, “階層型変調法を用いる放送型路者間通信における通信距離性能につ

いて", ITS シンポジウム, 日本大学, 2008-12. 

・ 岡, 羽渕, 大内, 橋浦, “路車間通信における APSK を用いた階層型変調法の一検討”, 情報

通信基礎サブソサイエティ合同研究会, はこだて未来大学, 2009-3.  

・ 森田, 大内, 齋藤, “サブキャリア選択法を用いた OFDM方式における PAPR特性の一検討”, 

電子情報通信学会総合大会, A-5-19, 愛媛大学, 2009-3. 

 

＜管理運営＞ 

・ 工学部：教務委員会委員, 代議員 

・ 浜松キャンパス：防災・安全委員会委員, 支線管理委員 

 

＜今後の展開＞  

 研究面では今後も引き続き、マルチホップネットワーク、光無線通信、OFDM 方式、およびその周

辺・関連通信技術とその解析について継続的な研究を行う。 
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専任・准教授  大橋 剛介 （OHASHI Gousuke）   

電気電子工学科  

専門分野： 画像工学  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：大橋 剛介    

修士課程：２年（3名）、１年（3名） 

学  部：４年（5名） 

 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  高校教育から大学教育への滑らかな導入を目指している。情報理論などの専門科目では、社会の

動向にも興味を持たせるよう工夫し、以後の専門教育への期待がわくように、授業構成を考慮している。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

情報理論  学部2年 1     ○  

電気電子工学セミナー  学部2年 1   ○  複数担当 

電気電子工学実験2  学部3年 1   ○  複数担当 

画像情報処理   大学院１,２年 1   ○  複数担当（3人） 

総合科目   工学部、情報学部3年 1   ○   複数担当 

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   画像処理応用として画像内容検索、高画質化、画像センシングの研究を行っている。画像検索の

研究は、特徴量（相対的方向別頻度特徴量）抽出から始まり、エッジ検出、適合性フィードバック

とシステム全体へ発展させている。高画質化の研究は、対話型進化計算を用いた高画質化支援シス

テムの構築、さらに、画像品質評価の研究へ発展させている。画像処理による外観検査アルゴリズ

ムの開発にも力を入れている。最近は、画像情報処理、視覚情報処理、感性情報処理を融合させた、

新しい学際研究領域への展開に力を入れている。  

 

 

【 実績 】  

（１）スケッチ画像内容検索システムの開発と評価 

（２）高画質化支援システムの開発と評価 

（３）外観検査アルゴリズムの開発 

 

 

 

画像工学 
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【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “大局的および局所的特徴量を用いたスケッチ画像検索”，多々良友英，大橋剛介，映像情報メディア

学会誌，Vol.62，No.12, pp.2059-2062(2008).   

国際会議発表     

・S.Ozaki, Y.Tokuda, G.Ohashi, Y.Shimodaira, “Proposal of Correction Method of Color-Matching  
Functions Using Genetic Algorithm”, The 15th International Display Workshops, pp.1187-1190, Dec.  
2008, Niigata, Japan. 

 

国内学会発表  

・電子情報通信学会、映像情報メディア学会など、計 9 件 

 

特許出願・取得、  
1件 

 

＜その他の事項＞ 

 

【 受賞・表彰 】 

(1) 猪瀬学術奨励賞 

(2) 高柳研究奨励賞 

(3) 船井情報科学奨励賞 

(4) The 15th International Display Workshops Outstanding Poster Paper Award 
 

【 外部資金 】 

科学研究費など 

 

＜今後の展開＞  

 画像工学の研究を継続する。また、新しい研究テーマにも挑戦する。企業との共同研究にも力を入

れたい。電気電子関係の応用だけでなく、学際領域的な研究にも積極的に挑戦したい。 
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専任・准教授  片山 仁志 （KATAYAMA Hitoshi）   

電気電子工学科  

専門分野： 制御工学  

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~thkatay/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：片山 仁志    

研 究 員：Andras Zentai 
修士課程：１年（1名） 

学  部：４年（2名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  制御工学に関する専門科目では、パワーポイントによるできる限り詳細なプレゼンテーションと

実例を紹介し、制御工学に興味を持たせると共に、基礎にも注意が向くような授業構成としている。

また、毎回必ずレポート課題を与え、講義内容の復習を行わせている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

制御工学Ⅰ  学部3年 1 ○   

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

制御工学II  学部3年 1  ○  

制御工学  学部4年(夜間) 1  ○  

システム制御工学   大学院１,２年 1  ○  

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  制御理論面での研究目標は、時不変(オートノーマス)非線形サンプル値系に関し構成された制御

理論(主に安定化制御系設計法)の時変(非オートノーマス)非線形サンプル値系への拡張である。ま

た、拡張した理論の応用研究としては、船舶のサンプル値追従制御系設計を考えている。 

【 実績 】  

(1) 船舶のサンプル値定点保持安定化制御 

非線形サンプル値制御理論を用いて、船舶の安定化制御系の設計を行った。設計した制御系の有

効性を企業との共同研究を通して実証した。 

(2) 線形サンプル値系の有限時間安定化制御 

ロケット、人工衛星の制御などで有効となる有限時間安定化制御をサンプル値系に拡張した。ま

た、入力の大きさに制限が加えられるシステムの場合にも理論を拡張した。 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) H. Ichihara and H. Katayama, Finite time c ontrol w ith observer-based out put f eedback f or l inear 

discrete-time systems, SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration, Vol. 2, No. 2, pp. 

 

非線形サンプル値制御理論と船舶制御への応用 
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65-71 (2009). 

2)  Y. Satoh, H. Nakamura, H. Katayama and H. Nishitani, Adaptive Inverse Optimal Control of a Magnetic 

Levitation System, In Adaptive Control Edited by Kwanho You, IN-TECH, Austria, pp. 307-322 (2009). 

国際会議発表     

・ H. Katayama, Nonlinear s ampled-data s tabilization control f or ships, 2008 A merican Control 
Conference, pp. 550-555, Seattle, USA 平成 20 年 6 月 

他 4 件 

国内学会発表  

・計測自動制御学会 計 7 件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

外国人研究者：スズキ財団の奨学金によりブタペスト工科経済大学の研究者を 1名受け入れ 

 

＜管理運営＞ 

工学部研究企画室委員 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】  

・科学研究費 基盤研究 C,  

非線形予見 H無限大制御理論による障害物回避を目的とする自動操船システムの開発 

 ・共同研究 1 件 

 

＜今後の展開＞  

非線形サンプル値制御系設計法を理論的に拡張すると共に、ボートの運動制御の共同研究を通

して、既存理論の拡張と構築した新しい理論を用いた、ボートの安定化制御系と追従制御系の実

用化を行う。 
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専任・准教授  河本 映 （KAWAMOTO, Teru）   

電気電子工学科  

専門分野： 電力工学，分散電源，自然エネルギー 

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tetkawa/plab/pel.html 

 

【 研究室構成 】  

教    員：河本 映    

修士課程：２年（3名）、１年（3名） 

学  部：４年（5名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  基礎科目の分野では，演習を通じて電気回路の基礎をレビューした上で一層高度な応用が可能な

ように配慮し，かつ実例を示すことで興味をそがないように留意している。電力工学の分野では，

現実の電力システムがどのように構成されているかを踏まえ，特に基礎科目との関連を重点的に講

義し，卒業後電力工学に携わらない学生に対しても工学的取扱の重要性が理解できるように配慮し

ている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気回路Ⅴ  学部2年 1  ○  

電気電子工学セミ

ナー 

 学部2年 1 ○  少人数 

電力工学Ⅰ  学部3年 1 ○   

電力工学Ⅱ  学部3年 1  ○  

電力工学Ⅱ  学部4年 1 ○  旧カリ 

送配電工学  学部4年 1  ○ 夜間主 

発電工学  学部4年 1  ○ 夜間主 

電力システム工学 大学院１・２年 1 ○ ○  

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  温暖化対策や燃料価格高騰に対応するため，各種分散電源が注目を集めている。コージェネレー

ションや各種自然エネルギーはその代表格であり，その有効利用が望まれる。地域エネルギー供給

システムにコージェネレーションを導入した場合のシステム構成・得られる利点の検討，風力発電

の出力変動と，それが小規模電力系統に及ぼす影響などを明らかにすることを目指して，研究を行

っている。 

  

 

【 実績 】  

 

分散電源の小規模電力系統への影響 
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（１）風の空間構造・風車後流の影響を考慮した風車群出力解析 

  ウインドファームのような風車群の出力とその変動を解析した 

（２）廃棄物系エネルギーの利用 

  廃棄物系のバイオマスの利用可能性について評価した 

（３）独立型コージェネレーションシステム 

  独立型コージェネレーションシステムに太陽エネルギーを併用した場合の特性を解析した。 

 

【 業績・成果 】 

国内学会発表  

・電気関係学会連合大会，電気学会電力・エネルギー部門大会など，計３件 

 

＜管理運営＞ 

工学部教務委員 

 

＜今後の展開＞  

 今年度は建物改修に伴う仮移転で十分な実験ができなかったが，今後は太陽・風力発電の小規模電

力系統に及ぼす影響及びその軽減策について，実験的側面からの発展を目指したい。 
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専任・准教授  坂田 肇 （SAKATA Hajime）   
電気電子工学科  
専門分野：光波電子工学  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】 
教    員：坂田 肇    
修士課程：２年（1 名），１年（2 名） 
学  部：４年（5 名） 
 
＜教育＞ 
【 目標 】 
  学部 1 年の授業においては，高校レベルから大学で必要なレベルへのつながりを心がけている．

レーザ工学や光波電子工学など専門科目では，身近な製品や科学技術ニュースと関連付けて興味を

持たせるよう工夫している．授業では演習を数多く行い，まずは今持っている知識で手を動かし，

何が足りないのか身をもって知ることで，必要な知識や能力を自ら気づかせることを行っている． 
 
【 授業担当科目および取り組み 】 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

電気電子工学セミナー  学部2年 1 ○   

レーザ工学  学部4年 1 ○   

電磁気学Ⅱ  学部1年 4  ○ 複数担当（2人） 

光波電子工学   大学院1,2年 1  ○ 複数担当（2人） 

科学と技術   全学部2年 2  ○ 複数担当（2人），1クラス遠隔授業 

 
【 業績・成果 】 

指導学生の受賞・表彰 

福田将海（4 年），学生奨励賞，IEEE 名古屋支部，2009 年 3 月． 
 
＜研究＞ 
【 目標 】 

 可視中域および近－中赤外境界領域は，計測や医療分野などにおいて重要な波長域であり，現在

は大型の波長変換レーザや液体色素レーザ等が使用されている．当研究室では，上記波長域におい

て波長選択の自由な小型レーザの実現を目指している．また，通信，センシング，レーザ応用を目

的として，光ファイバを応用した波長フィルタ，レーザ，センサ等の研究を進めている． 
【 実績 】 
（１）LD 直接励起による面発光固体色素レーザ 
   色素含有ポリマ活性層と多層膜ミラーにより微小共振器を形成しレーザ発振を得た． 
（２）活性層内ナノ微粒子の導入 
 100 nm サイズの微粒子を活性層にドープすることで，レーザの低閾値化，長寿命化を得た． 
（３）エネルギ移動による発振波長域の拡大 

小型固体レーザならびに光機能デバイスの研究 
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 色素混合により 405 nm-LD 励起で緑～橙色の発振波長域を得た． 
（４）周期性マイクロベンドによるファイバレーザの波長制御 
 ファイバリング共振器内で周期的圧力印加を行い，その周期制御による発振波長制御を行った． 
（５）カスケード長周期ファイバグレーティングによる強度検出型ファイバ温度センサ 
 異次数クラッドモード結合を利用して，帯域幅と損失が温度依存する原理を利用した． 
【 業績・成果 】 

学術論文・著書 

(1) “ Wavelength t unability of L -band f iber r ing l asers us ing mechanically i nduced l ong-period f iber 

gratings”, H. Sakata, H. Yoshimi, and Y. Otake, Opt. Commun., Vol. 282, pp. 1179-1182 (2009). 

(2) “Threshold r eduction i nduced by  s ilica na noparticle-dispersed active l ayer i n diode-pumped 

microcavity d ye l aser,” H . Matsuura, M . F ukuda, a nd H. Sakata, L aser P hys. Lett., Vol. 6, pp. 

194-197 (2009). 

(3) “ Diode-pumped s olid-state dy e l aser w ith an organic–inorganic microcavity”, H. Sakata, K. 

Yamashita, H. Takeuchi, and M. Tomiki, Appl. Phys. B Vol. 92, pp. 243-246 (2008). 

(4) “吸収性コアモードブロッカによる長周期ファイバグレーティングの帯域フィルタ化及び

その温度特性,” 鈴木俊平, 伊藤 恒, 坂田 肇, 信学論(C), Vol. J91-C, pp. 325-331 (2008). 

(5) “Diode-pumped polymeric dye lasers operating at a pump power level of 10 mW”, H. Sakata and H. 

Takeuchi, Appl. Phys. Lett. Vol. 92, Art. No. 113310 (2008). 

(6) “Long-period fiber-grating-based bandpass filter using self-aligned absorptive core mode blocker”, 

H. Sakata, S. Suzuki, H. Ito, and Y. Takata, Opt. Fiber Technol., Vol. 14, pp. 93-96 (2008). 

国内学会発表 

(1) “ マイクロベンドによる長周期ファイバグレーティングの圧力・歪みセンサへの応用,” 岩

崎哲也，坂田 肇，電子情報通信学会総合大会，愛媛大学，2009 年 3 月． 

(2) “混合色素間エネルギ移動に基づく青紫色 LD 励起固体色素レーザの発振,” 福田将海，松浦

秀高，坂田 肇，Optics & Photonics Japan 2008，つくば国際会議場，2008 年 11 月． 

(3) “カスケード長周期グレーティングを用いた強度検出型ファイバ温度センシング,” 坂田 

肇，本田康太郎，Optics & Photonics Japan 2008，つくば国際会議場，2008 年 11 月． 

 他５件 
 
＜社会貢献・国際交流＞ 
  講演 

“ダイオード光を用いた小型色素レーザ及び光ファイバセンシング”，浜松光技術活用研究会主

催セミナー，浜松商工会議所，2008 年 7 月． 
 

＜管理運営＞ 
  工学部入試委員会委員 
 
＜その他の事項＞ 

 【 外部資金獲得 】 
村田基金研究助成，“フッ化物ファイバリング共振器を用いた中赤外ファイバレーザの研究” 

 
＜今後の展開＞  

 今後も学生を育て，共に研究を進めていく．さまざまな形態の新規レーザの研究ならびに光機能素

子・システムの研究に今後も取り組んでいく． 
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専任・准教授  高野 泰 （TAKANO Yasushi）   

電気電子工学科  

専門分野：半導体工学、電子デバイス、発光受光デバイス  

  
homepage: http://www2u.biglobe.ne.jp/~yasusi/ztaka/ 

 

 

【 研究室構成 】  

教    員：高野 泰    

修士課程：２年（1名）、１年（1名） 

学  部：４年（2名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  過程（ストーリー）を重視して教えるよう努めている。演習を多く行い、何を学べばいいかを明

示しながら講義を進めている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

統計物理  学部2年 2  ○  

電子デバイスI  学部3年 2 ○   

電子デバイスII  学部3年 2  ○  

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

半導体電子物性  大学院１,２年 2  ○  

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

   Si 基板上化合物半導体結晶成長が注目を集めている。光電子集積回路、超高効率タンデム型

(多接合)太陽電池等への応用が急務になってきているからであろう。N を微量添加した Si 基板上

GaP で光電子集積回路が実証されている。本研究は、そのプロセスの一部にあたる。現在、Si基板

上に無転位 GaPを成長させることに成功している。これからは、この成長法をベースとして周辺の

成長法を探索すると共に各々の成長機構について明らかにする。また、GaPをベースとした発光デ

バイス及び太陽電池について調べる。 

【 実績 】  

（１）有機金属気相成長法で GaP/Siにおいて無転位 GaPを成長させることに成功した。 

  有機金属気相成長法でこの材料系でデバイスグレードの結晶を作製できることを実証した。 

（２）GaP/Si の成長初期における成長機構と逆位相領域(欠陥として働く)の研究 

  成長条件と逆位相領域の自己消滅の様子を詳細に調べている。 

（３）InP/GaAsヘテロエピタキシャル成長において、その高品質化に貢献した。 

  二段階成長を採用した。TCA という手法を、この材料系に初めて適用した。 

Si 基板上無転位 GaP 結晶成長と 

多接合太陽電池への応用 
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【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) Y. Takano, K . M orizumi, S . Watanabe, H . M asuda, T. Okamoto, K . N oda, S . F ukuda, T. Ozeki, K . 

Kuwahara, S. Fuke, Y. Furukawa, and H. Yonezu, “High-temperature growth of GaP on Si substrates by 

metalorganic vapor phase epitaxy”, Jpn. J. Appl. Phys. 48, 011102(7 pages) (2009). 
 

国内学会発表  

・応用物理学会、計 1件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

電子情報通信学会電子部品・材料研究会専門委員会専門委員 

電子情報通信学会「ナノ科学技術を支えるナノ材料とナノデバイス」英文論文小特集編集委員会編集

委員 

 

 

＜今後の展開＞  

 現在の研究を継続する。一つの成長条件を確立したが、この結晶成長が難しいことに変わりない。

結晶成長の様子を明らかにし、多くの人に興味を持ってもらえるように研究を育てていきたい。 
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専任・准教授  庭山 雅嗣 （NIWAYAMA Masatsugu） 

電気電子工学科  

専門分野： 生体計測工学、医用工学 

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tmniway/ 

 

【 研究室組織 】  

教    員：庭山 雅嗣 

修士課程：2年（1名）、1年（3名） 

学  部：4年（5名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  過渡現象論 Iでは、物理的イメージを持ってもらうために電気回路上の実際の過渡現象をプロジ

ェクター等で見せるようにし、考え方や解法を定着させるため毎回小テストを実施するようにして

いる。大学院の生体計測工学では、いくつかの機器の実物を見せ、原理解説とともに測定器が具現

化されるまでの工夫の紹介等もまじえるよう努めている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

過渡現象論Ⅰ  学部3年 1 ○   

電気電子工学実験Ⅱ  学部3年 1 ○ ○  

電気電子工学セミナー  学部2年 1 ○   

生体計測  大学院１,２年 1  ○ 複数担当（2人） 

 

【 業績・成果 】 

・電気電子工学実験Ⅱ指導書（光学・光エレクトロニクス及びコース別実験応用光学担当） 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  近赤外・可視光を用いて、生体組織中のヘモグロビン濃度を測定する手法の研究を行っており、皮

膚、筋肉、脳等の測定を高精度化する手法の開発を目指している。また、基礎研究に重要な光学定数

計測システム開発、実用化研究に関連性の高い光電脈波、脂肪厚計測の高度化も目標とする。 
 

【 実績 】  

（１）皮膚内血液の酸素濃度計側 

皮膚と筋肉を分離して同時に酸素濃度計側できる手法を開発し、生体模擬試料を用いた試験で、

測定精度の評価を行った。 

（２）脳組織酸素濃度計測における形状の影響の検証 

  脳に対する光計測における、頭部の形状の影響をシミュレーションとファントムで検証した。 

（３）手首を対象とした光電脈波計測と静脈内酸素濃度計側 

実用上有用な手首での光電脈波検出条件と、静脈血管内の酸素濃度算出手法を検討した。 

（４）微量ヘモグロビンの濃度測定法 

酸素化及び脱酸素化ヘモグロビン以外のヘモグロビンの濃度計側の測定のための、多波長計測

光を用いた非侵襲生体計測 
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システムを開発し、システムの基本性能を評価した。 

（５）簡便な光学定数測定システム 

距離計測と多点計測法を組み合わせた簡便な光学定数（散乱係数、吸収係数）測定システムの

試作を行った。 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等  
1) K. J. Kek, R. Kibe, M. Niwayama, N. Kudo, and K. Yamamoto: Optical imaging instrument for muscle 

oxygenation ba sed on s patially r esolved s pectroscopy, O ptics E xpress, Vol. 1 6, I ssue 22,  pp . 
18173-18187 (2008) 

2) N . S tuban a nd M. Niwayama: N on-invasive c alibration m ethod f or pul se oxi meters, P eriodica 
Polytechnica, 52, 1 (2008）  

3) M. Ohkubo, T. Hamaoka, M. Niwayama, N. Murase, T. Osada, R. Kime, Y. Kurosawa, A. Sakamoto, and 
T. Katsumura:"Local increase in trapezius muscle oxygenation during and after acupuncture," Dynamic 
Medicine Vol. 8, No. 2, pp. 1-13 (2009) 

特許等 

庭山雅嗣，“光学的測定装置、光学的測定方法、及び光学的測定プログラムを格納した記憶媒体”，国

際公開番号 WO 2007／139192 A1 関して、5 カ国 PCT 移行 

国際会議発表 

R. Kime, M. Niwayama, K. Shiroishi, M. Fujioka, T. Osawa, K. Shimomura, T. Osada, N. Murase, and T. 
Katsumura:"Higher m uscle desaturation heterogeneity during bicycle exe rcise at  heavy w ork rates," 
(Proceedings: EST-2696) 13th Annual Congress of the ECSS(European College of Sport Science), Estoril, 
Portugal (July 2008) 

国内学会発表 

 日本生体医工学会にて 2件 

＜社会貢献・国際交流＞ 

・技術コンサルタント 1 件 

・技術指導 2件 

＜管理運営＞ 

評価実施委員、高大連携 WG 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】 

平成２０年４月８日掲載、日経産業新聞（１８面）、 

平成２０年４月１８日掲載、日本経済新聞 神奈川版（２６面） 

平成２０年５月２５日発刊、月刊スポーツメディスン誌 6月号 通巻 101号、p.4 

【 外部資金 】 

科学技術振興機構 シーズ発掘試験、 

科学技術振興機構 特許出願支援制度（外国出願分） 

共同研究 1 件 

 

＜今後の展開＞  

 脳、皮膚、筋肉を対象とした生体組織中ヘモグロビン濃度計測の高精度化、血中の微量な成分に着

目した研究、生体組織の光学特性測定装置に関する基礎研究を軸として、光電脈波、筋肉酸素濃度計、

脂肪燃焼計などに関する応用研究も企業と連携して推進したい。 
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専任・准教授  橋本 岳 （HASHIMOTO Takeshi）   

電気電子工学科  

専門分野： 画像処理，画像計測  

 
  

 

【 研究室構成 】  

教    員：橋本 岳    

修士課程：２年（3名）、１年（3名） 

学  部：４年（5名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  卒業・修了時に，問題解決能力・発想能力を有する技術者・研究者となることを目指して鋭意指

導を行っている。 

 入学時には，高校教育から大学教育への滑らかな導入を行い，専門科目では十分な基礎学力を身

につけるために実習を奨め，最新技術の紹介も行っている。卒業研究・修士研究では，研究内容の

深い理解とともに，研究方法・作文能力・発表能力等の習得に注力している。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

情報処理  学部1年 1 ○   

電子回路Ⅱ  学部2年 2  ○ 複数担当（2人） 

ロボット工学  学部4年 1 ○   

電気電子工学ガイド  学部2年 1 ○   

画像情報処理   大学院1,2年 1 ○  複数担当（3人） 

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

 画像を用いた 3次元計測に関する研究を行っている。特に，受動的ステレオ計測において，従来技

術より 1桁以上高精度計測可能な技術について，理論および実験から検討を行っている。また，この

技術を様々な分野へ応用することに取り組んでいる。 

  

【 実績 】 

・高精度 3次元計測技術を開発し，距離方向の誤差 1/10000を実現した。 

・高精度 3次元計測技術を氷河観測に応用して，詳細な氷河ピークの移動計測に成功した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等              

1) Annamária R. V árkonyi-Kóczy, A ndrás R övid, T akeshi H ashimoto: G radient-Based Synthesized 

Multiple Exposure Time Color HDR Image, IEEE TRANSACTIONS ON INSTRMENTATION AND 

 

高精度 3 次元画像計測技術の開発と応用 
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MEASUREMENT, Vol.57, No.8, pp.1779-1785 (AUGUST 2008) .  

2) 位置情報を付加した要所画像による自律移動ロボットの経路教示とナビゲーション：牧野秀成，

山本茂広，小豆澤照男，橋本 岳：システム制御情報学会論文誌，Vol.21, No.7, pp.226-233，

2008. 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

・科学研究補助金 基盤研究(C) 

・科学技術振興機構 独創的シーズ展開事業 大学発ベンチャー創出推進 

・科学技術振興機構 シーズ発掘試験 

・企業との研究 3件  

 

＜今後の展開＞  

 高精度 3次元計測技術の研究を継続し発展させる。本技術の応用研究テーマ・実用化研究にも積極

的に取り組む。 

また，企業との共同研究にも力を入れる。さらに，電気電子関係の応用だけでなく、学際領域的な

研究にも挑戦していきたい。 
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専任・准教授  松島 由太郎 （MATSUSHIMA Yoshitarou）   

電気電子工学科  

専門分野： 電気機器  

 
   
 

【 研究室構成 】  

教    員：松島 由太郎 

学  部：４年（4名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  新入生セミナーでは，大学で豊かな人間形成をはかるために，自ら学ぶ姿勢が必要であることを

学生に伝える。専門科目では，基礎科目が重要であることを強調し，専門基礎科目（電気回路，電

気磁気学，電子回路など）の復習などを取り入れ，各種電気機器の原理が理解できるように工夫す

る。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気機器Ⅰ 学部 3年 1 ○    

電気機器Ⅱ 学部 3年 1  ○   

パワーエレクト

ロニクス 
学部 4年 1 ○    

新入生セミナー 学部 1年 1 ○    

電気電子工学セ

ミナー 
学部 2年 1 ○    

  

＜研究＞ 

【 目標 】 

1)  低速大トルクモータ（各種バーニアモータ）の理論の確立 

 

【 実績 】  

（１）新ハイブリッド形バーニアモータの解析 

  固定子インダクタンスに新しい三相-二相変換行列を導入し，静止軸上の電圧方程式・トルクの 

  式を導出。 

 

【 業績・成果 】 

国内学会発表  

・「回転子位置を考慮した新ＨＢ形バーニアモータの解析」，平成 21年電気学会全国大会， 

5-001，（平 21-3）                          

計 1件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

低速大トルク電動機の開発 
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＜管理運営＞ 

工学部 学生委員 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

共同研究 １件 

 

＜今後の展開＞  

  低速大トルクモータ（各種バーニアモータ）の理論と実験との比較をする。また，電気自動車・ 

 エアコンプレッサなどの駆動用電動機として用いられている埋込磁石同期電動機の解析方法を確 

立する。 
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電気電子工学科 

 

 

  

専任・准教授  松本 隆宇 （MATSUMOTO Takaie）   

電気電子工学科  

専門分野： 各種高電圧現象の計測、系統の外部絶縁、放電応用  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：松本 隆宇  

修士課程：２年（3名）、１年（3名） 

学  部：４年（2名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  自立して考えることの出来るエンジニアを育成すべく心がけている。特に、一年生対象の授業で

は、自分の学力の得意分野・不足している所を自覚させて、「教えられるのを待つ」姿勢から、自

分で取り組む姿勢への意識の変革をもたらすことを教育上の目標としている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気回路Ⅰ  学部1年 2 ○   

電気電子総合演習  学部3年 1  ○  

高電圧工学  学部4年 1 ○  複数担当（２人） 

安全工学  学部3,4年 2 ○  複数担当（6人） 

電気電子工学実験  学部3年 1  ○ 分担 

高電圧パルス電磁工学  大学院１,２年 1  ○ 複数担当（２人） 

 

【 業績・成果 】 
・指導学生の受賞・表彰 

電気学会Ｈ２１Ｂ部門優秀論文発表賞受賞 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

 シリコンゴムを外被材料とした有機がいし（ポリマーがいし）の素材に要求される各種電気特性

について研究し、それらの評価手法・試験方法の開発を目指している。また、、ポリマーがいしと

して製品化された場合の汚損状況下における放電現象と材料との相互作用の解明に取り組み、送電

線外部絶縁設計において、新たに問題となってきている寿命確保の観点からアプローチして新しい

絶縁設計手法を確立するための基礎研究を行っている。 

  

【 実績 】  

（１）撥水性保持性能を評価する Dynamic Drop Test（DDT）における撥水性低下プロセスの解明 

（２）CIGRE WG D1.14 で計画された、DDT試験への国際ラウンドロビンテストへの参加・結果報告 

高電圧・系統絶縁工学 
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電気電子工学科 

（３）汚損沿面コロナ放電による、シリコーンゴム表面の撥水性喪失・回復特性の調査 

（４）汚損ポリマーがいしの霧中試験における放電形態別の放電電気量と電流特性の研究 

（５）汚損ポリマーがいしの加速劣化試験中の各種放電状況の調査 

（６）ポリマーがいしに関わる電気学会シンポジウムを主催し、世界の普及の現状、技術の現状と問

題点、今後の課題をとりまとて報告した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “Sound W ave Propagation A nalysis U sing FDTD for C ontaminated I nsulator D ischarge N oise” T. 

Matsumoto, Takeshi Shimoda, IEEJ Vol.128-B, Number 4, pp 628-633 (2008)  

 

国際会議発表     

・Ryo Kizaki, Takaie Matsumoto: “Discharge activity of polluted polymeric insulators under high ambient 
humidity”, Proc. of IWHV 2008, Vol. 2, Oct. 24-25, 2008, Kyoto 

 他１件 

国内学会発表  

・電気学会全国大会、電気学会研究会など、計 ３件 

招待講演   

・   計 ２ 件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

 電気学会Ａ部門役員（監事） 

 電気学会Ａ部門大会委員 

 電気学会Ａ部門大会実行委員長（12月より） 

 電気学会放電技術委員会委員（１号） 

 電気学会高電圧技術委員会委員（２号） 

 電気学会ポリマーがいし・がい管の汚損環境への適用課題調査専門委員会委員長 

 電気学会屋外ポリマー絶縁材料調査専門委員会委員 

 ＣＩＧＲＥ WG D1.14 国内委員会委員 

 電線総合技術センター（電気用品安全法試験にかかる）諮問委員会副委員長（兼務） 

 電線総合技術センター（難燃性試験にかかる）諮問委員会副委員長（兼務） 

 留学生フェア参加：インドネシア（９月）、タイ（１１月） 

 出張授業：西遠女子学園（７月） 

 

＜管理運営＞ 

 学部長補佐（教育担当）、教育企画室委員、NIFEEプログラム責任者 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】  共同研究１件 

 

＜今後の展開＞  

 シリコーンゴム素材の電気特性に関する研究を継続し、材料としての要求すべき項目の整理、評

価手法、最低要求基準について、将来の規格化を見据えた研究をおこなう。また、ポリマーがいし

実体における、汚損状況と気象条件の関係、汚損状況と湿潤状況の組み合わせによって生じる放電

現象の調査研究などを継続して、汚損状況下でのがいし寿命確保技術確立のための基礎データ取得

に努める。 
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電気電子工学科 

 

 

 

 

専任・准教授  李 洪譜 （Hongpu Li） 

電気電子工学科  

専門分野：光ファイバデバイス、非線形光学、光情報処理、 

 
Homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~dhli/index.html 
 

【 研究室構成 】  

教    員：李 洪譜 

博士課程：３年（１名）、１年（１名） 

修士課程：２年（４名）、１年（１名） 

学  部：４年（５名） 

研 究 生：１名 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

 学部では、プログラミング、数値計算などの数学に関する専門科目を担当している。これからも電

磁気・波動などの本専門科目の講義を通して、電子工学全般にわたる専門技術に関する知識と繋ぐ、

学生の興味を引き出すように努力する。大学院の教育では，先端光技術特論ＩＩを担当している、 

光ファイバ通信、フィアバデバイスに関する最新の技術動向を紹介できるように努めている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】  

 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

プログラミング  学部1年 2 ○   

数値計算  学部2年 2  ○  

先端光技術特論ＩＩ  大学院１,２年 1  ○ 複数担当（２人） 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

我々は、広帯域光ファイバ通信、光ファイバセンジングシステムの構築を支える様々なファイバ

デバイスの研究を行っている。詳しい研究目標は以下の通りです。１．波長多重光通信システムの

ための高性能・多チャンネルファイバグレーティングに関する研究。２．多チャンネル・ファイバ

グレーティングによる全光学的信号処理及び高感度センシングデバイスへの応用。３．全光学的多

チャンネル・超広帯域マイクロ・ミリ波信号発生及び波形制御。４．多波長ファイバレーザに関す

る研究。 

 
【 実績 】 

１） Ｓ、Ｃ、Ｌバンドを覆う超高チャンネル数の位相のみのサンプルトファイバグレーティングを始
めて提案した。（参考：論文１） 

２） 51 チャンネルまでの位相のみサンプリング FBG に熱誘起位相シフトを 1つだけ挿入することに
より、多チャンネルノッチフィルターを実現するための新しい方法を提案した。参考：論文５、
国際会議１） 

【 業績・成果 】 

多チャンネルＦＢＧによる全光学的信号処理
及び超高感度センシングデバイスへの応用 
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電気電子工学科 

学術論文・著書等 (* Corresponding author) 
1) “Ultrahigh c hannel-count pha se-only s ampled f iber B ragg gr ating c overing t he S -, C - and L -band,”  

*H. Li, M. Li, and J. Hayashi, Opt. Lett. Vol. 3 4, No. 7, pp. 938-940 (2009).  
2) “Proposal and realization for a broadband all-fiber non-uniformly spaced multi-channel optical filter,” 

M. Li, T. Fujii, H. Li*, and Y. Painchaud, Optics Commun. Vol. 282, pp. 879-882 (2009).  
3) “Advanced design of complex fiber Bragg grating for multi-channel triangular filter,” M. Li, J. Hayashi, 

and H. Li*, J. Opt. Soc. Am. B  Vol . 26, No. 2, pp. 228-234 (2009).  
4) “Influences of  w riting-beam s ize on t he pe rformances of  di spersion-free m ulti-channel f iber B ragg 

grating,” M. Li and H. Li*, Optical Fiber Technology Vol. 15, No. 1, pp. 33-38 (2009).  
5) “Multi-channel notch filter based on a phase-shifted phase-only-sampled fiber Bragg grating,” M. Li, H. 

Li*, and Y.  Painchaud, Optics Express Vol. 16, No. 23, pp. 19388-19394 (2008). 
6) “A comprehensive study of the chromatic dispersion measurement of the multi-channel fiber Bragg 

grating based on an asymmetrical Sagnac loop interferometer,” M. Li, T. Takahagi, K. Ogusu, H. Li*, 
and Y. Painchaud, Optics Commun. Vol. 281, pp. 5165-5172 (2008).  

7) “Reflection equalization of  the s imultaneous di spersion and di spersion-slope compensator ba sed on a  
phase-only s ampled f iber B ragg gr ating,” M . L i a nd H . L i*, Optics Express Vol. 16, No. 1 3, pp.  
9821-9828 (2008).  

国際会議発表  

・ “Tunable high channel-count notch filter based on a phase-shift phase-only sampled F BG a nd its 
application to multi-wavelength fiber laser,” M. Li, H. Li

他２件 

, and Y. Painchaud, OFC/NFOEC 2009, U.S.A, 
SanDiego, Paper. WT5.  

国内学会発表 

・ 電子情報通信学会など、計６件 

招待講演件数 

・ “Recent advances in the design and fabrication of high channel-count fiber Bragg gratings,” H. Li,

 

 SPIE 
APOC2008, Hangzhou(China), 2008. Proc. SPIE vol. 7134, pp. 71340L1-L13.  ( Invited report) 

＜社会貢献・国際交流＞ 

・ 国際交流１件 

 

＜管理運営＞ 

   評価実施委員会委員  

 

＜その他の事項＞ 

【 受賞・表彰 】 

学生 Ming Li (D2), H20年６月、電子情報通信学会東海支部「学生研究奨励賞」。 

【 外部資金 】 

・ 財団法人浜松科学技術研究振興会 H２０年度村田基金研究助成金（２００８）            

「位相シフト多チャンネルＦＢＧによる全光学信号処理への応用」   

・ 倉田記念日立科学技術財団奨励金（２００８） 

「多チャンネル・ファイバグレーティングによる高繰り返し超短光パルス列の発生 

＜今後の展開＞  

優れた多チャンネル FBGの開発を続けると供に、全光学的超高速光信号処理及び全ファイバ形 FBG

センシングデバイスの超高速化、超高感度化を図る。具体的に高性能 FBGを利用して、高繰り返し超

短光（ピコ秒及びフェムト秒）パルス列の発生と波形制御、及び超高感度 FBG センシングデバイスの

実現を目指す。 
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電気電子工学科 

 

 

  

准教授  渡邊 実 （WATANABE Minoru）   

電気電子工学科  

専門分野：光情報処理、集積回路工学、宇宙デバイス 

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tmwatan/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：渡邊 実    

修士課程：1年（2名） 

学  部：4年（5名） 

 

＜教育＞ 

  学生が自主的に取り組む教育を目指している。配布資料とプロジェクターを併用した授業で、板

書時間のロスの少ない教育に努めている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気電子工学セミナー  学部2年 1 ○  複数担当 

プログラミング  学部1年 2  ○ 複数担当(２人) 

電気電子工学ガイド  学部1年 1  ○ 複数担当(６人) 

電気電子工学実験II  学部3年 1  ○ 複数担当 

電気電子工学実験II   夜間主コース 1 ○  複数担当 

光波電子工学  大学院１,２年 1  ○ 複数担当（２人） 

 
＜研究＞ 

 光情報処理と集積回路工学の境界領域を埋める光電子融合デバイスの研究開発を進めている。 

（１） リコンフィギャラブルデバイスの研究。 

（２） 次世代の光電子融合デバイス・光再構成型ゲートアレイの研究開発 

 （２）高速動的光再構成型プロセッサの研究開発 

 （３）宇宙空間用・光デバイスの研究開発 

 

【 業績・成果 】 

【 学術論文 】               

[1] "Programmable O ptically Reconfigurable Gate Array A rchitecture and its w riter," S . Kubota, M. 
Watanabe, Applied Optics, Vol. 48, Iss. 2, pp. 302–308, 2009.  

[2] "An i nversion/non-inversion dynamic opt ically r econfigurable ga te array V LSI," M . Watanabe, M. 

Nakajima, S. Kato, World Scientific and Engineering Academy and Society Transactions on Circuits and 

Systems,    I ssue 1, Vol. 8, pp. 11- 20, 2009. 

[3] "Liquid c rystal holographic configurations for ORGAs," N . Yamaguchi, M. Watanabe, Applied Optics, 

Vol. 47, No. 28, pp. 4692-4700, 2008. 

光再構成デバイス, リコンフィギャラブルデバイス 
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電気電子工学科 

[4] "Scaling prospect of  opt ically di fferential r econfigurable ga te ar ray V LSIs," M . Watanabe, T. S hiki, F. 

Kobayashi, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, 2008. 

[5] "A dynamic optically reconfigurable gate array - perfect emulation," D. Seto, M. Watanabe, IEEE Journal 

of Quantum Electronics, Vol. 44, Issue 5, pp. 493-500, 2008. 

 

【 国際会議発表 】     

[1] "An 11,424 gate dynamic optically reconfigurable gate array VLSI," M. Nakajima, M. Watanabe, IEEE 

International Conference on Field Programmable Technology, pp. 293-296, 2008. 

[2] "Inversion/non-inversion zero-overhead dynamic optically reconfigurable gate array VLSI," S. Kato, M. 

Watanabe, IEEE International Conference on Field Programmable Technology, pp. 377-380, 2008.  

[3] "An a nalogue r econfiguration pe riod a djustment t echnique f or opt ically r econfigurable ga te a rrays," T. 

Mabuchi, M. Watanabe, IEEE I nternational C onference o n F ield Programmable T echnology, pp.  

289-292,  20 08. 

[4] "An Optical Configuration of an 11,424 Gate-count Dynamic Optically Reconfigurable Gate Array using 

a VCSEL," D. Seto, M. Watanabe, IEEE International Symposium on System Integration, pp. 95-99, 

2008. 

他 19 件 

 
【 国内学会発表 】 

・応用物理学会 8件，宇宙科学技術連合講演会 2件，電子情報通信学会技術研究報告 24件， 

 計 34件 

 

【 招待講演 】   

[1] 「高速動的再構成が可能な光再構成型ゲートアレイ」，渡邊，レーザー学会学術講演会第 29回年次大

会 

[2] "An inversion/non-inversion dynamic optically reconfigurable gate array," M. Watanabe, M. Nakajima, 

World Scientific and Engineering Academy and Society International Conference on CIRCUITS, pp. 

249-254, 2008.  

 【 特許出願・取得 】 出願１件 

 

【 受賞・表彰 】 

[1] “Best System Integration Award”, M. Watanabe, D. Seto, S. Kubota, IEEE International Symposium on 

System Integration, 2008. 
  他５件 

 

【 外部資金 】 

[1] 「MEMS・レーザーアレイによる高速動的光再構成型ゲートアレイの研究開発」，渡邊（研究代表

者）、小林、荻原，科学研究費・新学術領域研究（20200027）  

[2] 「高速動的光再構成型プロセッサの研究開発」，渡邊（研究代表者），戦略的情報通信研究開発推

進制度(SCOPE) 若手ＩＣＴ研究者育成型研究開発（B） 

[3] 「プログラマブル・光再構成型ゲートアレイとライターの研究開発」，渡邊（研究代表者），科学

研究費・基盤研究（C）（20560322） 

他３件 
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電気電子工学科 

 

 

  

専任・助教  石橋 功至 （ISHIBASHI Koji）   

電気電子工学科  

専門分野： 通信工学、符号理論、情報理論  

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tkisiba/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：石橋功至、和田忠浩講師 

修士課程：２年（3名）、１年（3名） 

学  部：４年（7名） 

研 究 生： 1名 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  最先端の研究を通して、世界で通用する学生を育成することを目標としている。特に基礎理論の

重要性を学生に認識させ、基礎に強く、応用力のある学生を育成することを心がけている。また、

電気電子工学実験では、なぜ実験をするのか？なぜレポートを書くのか？ということを学生に考え

させ、学生の意欲を引き出すことを心がけている。また、実験レポート提出時には全ての学生に口

頭で試問を行い、学生一人一人の理解度にあわせた指導を心がけている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気電子工学実験 I  学部2年 2 ○ ○  

電気電子工学セミナー  学部2年 2 ○  複数担当（2人） 

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

低消費電力・高信頼性を実現する次世代無線通信ネットワークの実現のための基礎理論構築およ

び、その理論をもとにした新たな通信システムの考案 

 

【 実績 】  

（１）巡回遅延ダイバーシティ技術の理論解析および設計法 

標準化においても活発に検討されている巡回遅延ダイバーシティ技術を理論的に解析し、その設

計法を与えた。 

（２）低速無線センサネットワークのための適応符号化協力通信の提案 

近年注目を集めている協力通信において、適応的に協力通信を開始する手法を提案し、その符号

設計について理論的に解析した。 

（３）近代農業向け無線センサネットワークを開発 

  農林研究所の協力により実際のメロン温室環境にて測定・実測実験を行った。 

  既存の無線通信システムの問題点を洗い出し、長寿命無線通信ネットワーク実現のための基礎検

討を行った 

（４）協力マルチホップ通信の理論解析および新たな ARQ方式の提案 

 

次世代無線通信ネットワークの研究 
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近年注目を集めている協力マルチホップ通信における誤り率特性について理論的に解析を行い、

協力マルチホップ通信が有効な領域について議論した。またこれらの議論にもとづいて新たな

ARQ 方式の提案も行った。 

（５）集約型ネットワーク(I2N)の提案および解析 

符号理論の概念をネットワーク層に適用することにより、優れたスループット特性を達成する符

号化法を提案した。 

 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               
1) K . Ishibashi, H . O chiai, a nd R . K ohno, " Embedded f orward e rror c ontrol t echnique ( EFECT) f or 
low-rate but low latency communications," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 7, pp. 
1456-1460, May 2008. 
2) K . I shii, a nd K . I shibashi, “ Dirty P aper C oded C ooperation Utilizing S uperposition M odulation,” 
IEICE Trans. Commun., Vol.E91-B, No.5, pp. 1540-1547, May 2008. 

国際会議発表     

・K. Ishibashi, K. Ishii, and H. Ochiai "Diversity Order Analysis of Bit-Interleaved Coded DPSK with 
Cyclic Delay Diversity," in Proc. of IEEE Globecom 2008, New Orleans, LA, USA, Nov. 2008.  
・K. Ishibashi, K. Ishii, and H. Ochiai "Collaborative Diversity Enhancements using Rate-Compatible 
Turbo Codes," in Proc. of  2008 International Symposium on I nformation Theory and i ts Applications 
(ISITA2008), Auckland, New Zealand, Dec. 2008.   
他 5 件 

国内学会発表  

・電子情報通信学会、情報理論とその応用学会など、計 14件 

招待講演   

・ 「次世代無線通信ネットワーク技術とその可能性」、香川大学 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

 IEEE 静岡大学学生ブランチカウンセラ 

 

＜管理運営＞ 

 テクノフェスタ委員 

 

＜その他の事項＞ 

【 受賞・表彰 】 IEEE ICOIN 2009 BEST PAPER AWARD 

【 外部資金 】  戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE) 若手先端 ICT研究者育成型研究開発 

 

＜今後の展開＞  

 低消費電力・高信頼性を実現するための次世代無線ネットワークのための研究を続行する。また、

平成 20 年度に開発した長寿命環境観測システムを利用して近代農業分野における省エネルギーの実

現など、境界領域、応用領域研究を推し進めていきたい。 
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専任・助教  関川 純哉 （SEKIKAWA Junya）   

電気電子工学科  

専門分野： 電気接点、機構デバイス、放電・プラズマ  

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tjsekik/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：関川 純哉    

学  部：４年（2名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  自ら考えて課題を解決する喜びを体験させ、意欲的に学習に取り組ませることを目標としている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

工学基礎実習  学部1年 4 ○  複数担当（１０人） 

創造教育実習  学部1年 4  ○ 複数担当（１０人） 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  電気接点の接触現象と、その間で発生するアーク放電の研究を行っている。先端的な分野ではない

が、高信頼性・長寿命の電気接点を作ろうとすると、まだまだ多くの工学的・物理的な課題に直面す

ることが多い。共同研究などを通して最新の製品開発に関わることで新たな課題を見出し、その課題

解決に応用可能な基礎的な研究を並行して継続する。 

【 実績 】  

（１）新たな構造を持つ電気接点による接点消耗の均一化 

  考案した構造を用いて実験し、目的とする効果が得られることを確認した。 

（２）直流高電圧回路内で発生するアーク放電の基礎特性 

  アーク継続時間やアーク長さなどの基礎的なデータを取得し解析した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) Junya SEKIKAWA and Takayoshi KUBONO, “Motion of Break Arcs Driven by External Magnetic Field 

in a DC42V Resistive Circuit,” IEICE Trans. Electron., Vol. E91-C, No. 8, pp. 1255-1260 (2008) 

2) Junya SEKIKAWA, Takumi SUGIO and Takayoshi KUBONO, “Relationship between Arc Duration and 

Motion of Arc Spots for Break Arcs of Ag and Ag/ZnO Electrical Contacts,” IEICE Trans. Electron., Vol . 

E91-C, No. 8, pp. 1249-1254 (2008) 

3) Junya S EKIKAWA, N aoki M ORIYAMA a nd Takayoshi KUBONO, “Time-resolved S pectroscopic 

Temperature Measurement of Break Arcs in a D.C.42V Resistive Circuit,” IEICE Trans. Electron., Vol . 

E91-C, No. 8, pp. 1268-1272 (2008) 

電気接点間で発生するアーク放電と接点消耗 
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国際会議発表     

1) Junya S ekikawa a nd Takayoshi Kubono, “Characteristics of  B reak Arcs Driven by E xternal M agnetic 

Field in a D C42V Resistive C ircuit,” Proceedings of  The 5 4th IEEE H olm C onference on Electrical 

Contacts, pp. 21-26, Orlando, USA, (2008 年 10 月). 

国内学会発表  

1) 関川純哉、窪野隆能、「直流 42V/7-21A 回路内の電気接点対間で発生する開離時アークの小形

磁石による磁界駆動」、電子情報通信学会技術報告， Vol.108, N o.144,145、pp. 49 -54、東京都港

区 (2008 年 7 月) 

2) 関川純哉、窪野隆能、「直流高電圧 10A 回路でのアーチ状開離時アークの諸特性」、電子情報通

信学会エレクトロニクスソサイエティ大会、C-5-4、川崎市 （2008 年 9 月). 

3) Junya Sekikawa and Takayoshi Kubono, “Rotational motion of Break Arcs Driven by Radial Magnetic 

Field in a DC Resistive Circuit,” IEICE Technical Report, Vol.108, No.296, pp. 145-148, 仙台市 (2008

年 11 月). 

4) 関川純哉、窪野隆能、「直流抵抗性負荷回路内で永久磁石によって回転駆動される開離時アーク

の諸特性」、電子情報通信学会 2009 総合大会 講演論文集、CS-7-4、松山市 （2009 年 3 月） 

招待講演   

1) 関川純哉、「アーク放電の導電性と遮断技術への応用」、平成 20 年度電気関係学会東海支部連合大

会、チュートリアル講演「多彩な魅力を持つ熱プラズマ・アーク放電」、T1-2、瀬戸市 (2008 年 9 月) 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

1) 第 45 回「産学官交流」講演会・交流会、「アーク放電に起因する電気接点の消耗現象」、清水商工会

議所（産業情報プラザ）、(2008 年 6 月) 
 

＜管理運営＞ 

  ・創造教育支援センター併任 

 ・情報ネットワーク支線管理者 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

1)平成 20 年度科学研究費補助金 若手研究(B) 代表，「アーク放電に起因する接点消耗の低減を目的

とした永久磁石埋め込み型電気接点の研究」 

2) 財団法人中部電力基礎技術研究所 出版助成金 

3) 共同研究 代表３件 分担１件 

 

＜今後の展開＞  

 電気接点に関する研究を継続する。接触現象の基礎的な研究を新たに始める。太陽光発電や電気自

動車などの新エネルギー分野での応用が期待される、直流回路用の電気接点についての研究を中心に

展開していく。 
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専任・助教  高橋 崇宏 （TAKAHASHI Takahiro） 

電気電子工学科 

専門分野： 薄膜工学、情報工学、反応工学 

 
homepage: 

 

【 研究室構成 】 

教    員：高橋 崇宏、江間 義則教授 

修士課程：２年（3名）、１年（3名） 

学  部：４年（5名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  担当する実験、演習科目では、基礎力を重視し、重要事項の反復練習によって理解の確実な向上

を目指している。また、マルチメディアを取り入れた実験教材作りを試みることで、学生の理解を

助けるとともに、興味を持たせるように工夫している。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】 

 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気電子工学実験1  学部2年 8 ○ ○  

電気電子工学実験2  学部3年 1  ○  

電気電子工学実験Ⅱ  学部4年（夜間主） 1 ○   

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

ULSI などの半導体デバイスの製造に用いられる CVD（Chemical Vapor Deposition）の開発、最適

化に関する研究を行っている。CVD プロセスでは、原料ガスを反応装置に導入し、熱、プラズマなど

で原料ガスを分解し、化学反応を介することで薄膜が形成される。 

近年のデバイスの高速化、高性能化に伴い、CVDプロセスの絶え間ない改善、開発が求められてい

るが、装置内で生じている原料から薄膜に至る反応経路（反応機構）を明らかにすることは、プロセ

スの開発上、非常な重要かつ普遍的な情報となりうる。当研究室では、研究開発速度の効率化、高速

化には研究開発の自動化が必須であると考え、情報工学の知見を利用して研究者の代わりに、自動的

に実験データを分析して、反応機構を同定するシステムの開発を行っている。 

 

【 実績 】  

（１）反応モデル自動解析システムの開発と評価 

  実験データを自動的に解析し、反応モデルを推定するシステムを開発し、評価した。 

（２）実数値遺伝的アルゴリズムを用いた CVDプロセスシミュレータの開発 

  実数値遺伝的アルゴリズムを利用した反応装置内の成膜速度分布を高速かつ高精度に計算する

アルゴリズムを開発し、評価した。 

 

CVD プロセスの反応機構自動解析システム 
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【 業績・成果 】 

学術論文・著書等 

国際会議発表 

国内学会発表 

招待講演 

解説・特集等 

特許出願・取得 

 

＜管理運営＞ 

城北地区交通対策委員会委員 

 

＜今後の展開＞  

 反応機構自動解析システムの開発を継続するため、システムの汎用化、高度化を目指す。そのため

に、流体力学や反応工学の知見を取り入れ、システムの新しい機能を開発し、評価していく。 
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専任・助教  立蔵 洋介 （TATEKURA Yosuke）   

電気電子工学科  

専門分野： 音情報処理  

 
homepage:  http://spalab.eng.shizuoka.ac.jp 

 

【 研究室構成 】  

教    員：立蔵 洋介 

修士課程：２年（1名）、１年（2名） 

学  部：４年（2名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  今年度は学部 1，2 年生を担当したことから，自分で物事を考える姿勢を植え付けることに注力

している．例えば質問するときにおいても，単に分からないとだけ言うのではなく，何がどこまで

分かっていて何のどこからが分からないか，を述べた上で質問するよう指導を心掛けている． 

  研究室の学生に対しては，平時は週 2回のゼミを行い，どちらかの回に担当が回るようにするこ

とで各学生のモチベーション向上と責任感を植え付けることを目指した．さらに今年度から年 2

回のペースで他分野の研究室との合同中間発表会を独自に行うことで，わかりやすい説明・プレゼ

ンテーションの方法や質問をするスキルの向上に努めた． 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気電子工学セミナー   学部2年 1 ○   

工学基礎実習  学部1年 2 ○   

創造教育実習  学部1年 2  ○  

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  当研究室では「聴空間の合成」たる音場再現システムの研究に一貫して取り組んでいる．これま

では実験室レベルでの規模の大きなシステムでのみ検討を行っていたが，今年度より日常的空間で

取り回し可能なレベルのシステムの実現を目標として，各構成要素の研究に着手した．また，「聴

空間の知覚」たる音声強調の研究を本格化させ，独立成分分析に基づくセミブラインド音源分離を

ツールとしての展開を開始した． 

 

【 実績 】  

（１）マイクロホン前に障害物がある場合の音声強調 

  音声の混合仮定を考慮したアレーシステムによって，障害物の有無にかかわらず高い品質で目的

音声を抽出できた． 

（２）高残響下におけるブラインドな音声抽出 

  分析フレーム長と分離精度の関係を評価した． 

（３）残響構造を考慮した逆フィルタ設計 

後部残響の影響を除去した室内伝達関数のインパルス応答によって逆フィルタを設計すること

聴空間の知覚と合成 
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を試みた． 

（４）一般的な楽音を用いたインパルス応答測定 

  専門的な測定信号ではなく，一般的な楽音によっても十分な精度でインパルス応答を測定できる

ことを見出した． 

（５）適応的音場再現システムにおける外部雑音の影響の除去 

モニタリングマイクロホンで観測される信号に対してセミブラインド音源分離を導入すること

によって，不要な雑音を高精度で除去できた． 

 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) Yosuke Tatekura

2) Yuki Y ai, S higeki M iyabe, H iroshi S aruwatari, K iyohiro S hikano, a nd 

 and Takeshi Watanabe, ` `Sound r eproduction s ystem r obust a gainst e nvironmental 

variation b y s witching c ontrol ba nd r ange,'' IEICE T rans. F undamentals, vol.E91-A, no.6,  

pp.1362-1366, 2008. 

Yosuke T atekura

国内学会発表  

, ` `Rapid 

Compensation of  T emperature F luctuation E ffect f or M ultichannel Sound Field Reproduction 

System,'' IEICE Trans. Fundamentals, vol.E91-A, no.6, pp.1329-1336, 2008. 

・日本音響学会、電子情報通信学会など、計 2件 

 

招待講演 

 ・立蔵洋介，「聴空間の知覚と合成」，講義「音情報処理論 II」の一環として，奈良先端科学技術大

学院大学，2009 年 2月 
 

＜その他の事項＞ 

【 受賞・表彰 】高柳研究奨励賞 （財）浜松電子工学奨励会（2008年 11月） 

 

＜今後の展開＞  

音場再現システムの研究を発展拡張させ，同じ空間内で多言語・多情報の音を個々に再生する「音

空間セグメンテーション」の実現を目指したい．そのために，小規模であるが取り回しの楽な音場再

現システムのプロトタイプ開発に注力したい．音源分離をはじめとした音声強調に関する研究も軌道

に乗りつつあることから，これを利用した新しいアプリケーションの実現を目指したい． 

今後大きく研究を展開していくためには産業界との共同研究が不可欠である．単に浜松の中だけで

なく，広くこれらの実現を共に夢見る企業を募り，世界に配信できる実績をつくりあげていきたい． 
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助教  冨木 政宏 （TOMIKI Masahiro）   

電気電子工学科  

専門分野: 光波工学、光エレクトロニクス  

 
homepage: http://lc630n.eng.shizuoka.ac.jp 

 

【 研究室構成 】  

教    員：冨木 政宏、坂田 肇准教授 

研 究 員：２名 

修士課程：２年（1名）、１年（1名） 

学  部：４年（2名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  主に電気電子工学実験を担当しているが、最近の学生は以前に比べ、電子回路作製の経験が少な

く、興味もあまり持っていない。そこで、２年の実験ではなるべく手を動かし、回路やグラフを作

ることから、報告書の書き方や考察の仕方など、基礎的な研究能力を身につけることを目的とする

一方で、実験自体を楽しみ、興味を持ってもらうことを目指している。また３年の実験ではより専

門的な内容となり、卒業研究や社会に出てから必要となる、高度な知識や難題への取り組み方、文

献の探し方等を身につけ、電気電子工学の幅広い知識や技術を習得することを目標としている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気電子工学演習  学部2年 1 ○   

電気電子工学実験I  学部2年 2 ○   

電気電子工学実験II  学部3年 3 ○ ○  

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

（１）自己形成導波路作製 

 自己形成導波路は、光ファイバからの出射光により感光樹脂を硬化させ光回路を形成する技術で、

簡便・低コストかつ高効率な光通信用コンポーネントの作製することが可能となる。電気のはんだ

技術のように光デバイス間を容易に接続する技術として注目を集めている。また近年、分岐や曲線

構造も構成可能となったため、デバイス自体の作製技術としても期待されている。 

（２）熱光学係数測定 

 熱光学係数とは温度により屈折率が変化する度合いのことで、実際の光デバイスの実用化には考

慮しなければならない重要なパラメータである。本研究では独自に考案した手法を用いて、簡便か

つ高精度に測定することを目的としている。またさらなる発展として、省電力・高速応答の光スイ

ッチへの応用も視野に入れている。 

（３）微細加工技術 

 光リソグラフィやナノインプリントを活用した、微細加工技術に取り組んでいる。微細な構造で

現れる様々な現象を応用した新しい機能をもった製品の開発を目指している。 

 

光導波型素子の作製と応用 
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【 実績 】  

（１）曲線自己形成光導波路 

  これまで直線のみだった自己形成導波路を曲げることに成功した。 

（２）自己形成導波路への回折格子付与 

  自己形成光導波路にフィルタや合分波器として働く回折格子の付与に成功した。 

（３）熱光学係数測定装置の改善 

  独自に設計した回路により、大幅に測定感度の向上に成功した。 

（４）回折格子の作製と評価 

  ナノインプリント技術により回折格子を作製し、その性能を評価した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

(1)“Diode-pumped distributed-feedback dye laser with an organic–inorganic microcavity”, H. 
Sakata, K. Yamashita, H. Takeuchi, M. Tomiki

国内学会発表  

, Applied Physics B, 92, pp.243-246(2008). 

・ 応用物理学会 ２件 

・ 電子情報通信学会 ２件 

・ その他研究報告会 ２件 

特許出願・取得、  

  冨木政宏, 岡本尚道，他３名 “光学素子及びその製造方法” 特願 2008-169836 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

 地元企業２社と共同研究を継続して行っている。 

 

＜今後の展開＞  

 光波動エレクトロニクスの研究を継続する。また、新しい研究テーマにも挑戦する。企業との共同

研究にも力を入れたい。研究開発した発明・技術を製品に応用し、社会に貢献できるよう努める。 
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電気電子工学科 

 

 

  

専任・助教  中野 貴之 （NAKANO Takayuki）   

電気電子工学科  

専門分野： 結晶工学、薄膜工学、デバイスプロセス工学 

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：中野 貴之、福家 俊郎教授   

修士課程：２年（4名） 

学  部：４年（3名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  将来エンジニアとして活躍できる人材の指導を目指している。電気電子工学実験において、知識

よりも考える事の重要性を体験してもらうように工夫し、更にはこれまでに身につけてきた知識を

どのように使うかを実践してもらい、エンジニアの橋渡し的な役割を担えるようにしている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気電子工学実験Ⅱ 学部3年 1 ○ ○ 複数担当 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  GaN などに代表されるⅢ族窒化物半導体の結晶成長技術およびその応用について研究を行って

いる。青色発光ダイオード（LED）などに用いられるⅢ族窒化物は材料特性から様々な分野での応

用が期待されている。結晶成長技術の開発により新しい光機能デバイスへの展開を研究しており、

多次元量子取り込み効果の実現を目指したナノコラム構造の作製や、可視光光触媒を目指した

InGaN粉末の作製などを研究している。 

 ナノコラム構造の作製においては両極性同時成長といった GaN の持つ極性構造を利用した新規

手法に取り組んでおり、可視光光触媒に関しては紫外光であるが GaN 粉末の光触媒効果の発現を

初めて実現した。 

 

【 実績 】  

（１）GaN 両極性同時成長手法の開発 

  GaN 両極性同時成長プロセスのメカニズムを解明した。 

（２）高品質 ZnO薄膜の開発 

  PA-MOVPE装置を用いた結晶成長により、高品質 ZnO薄膜の作製プロセスを開発した。 

（３）光触媒用 InGaN薄膜の作製と評価 

  高In組成のInGaN薄膜の作製および光触媒効果の評価を行い、光触媒効果に関する知見を得た。 

（４）光触媒用Ⅲ族窒化物粉末の形成 

  光触媒機能を持つ粉末 GaNの作製を成功。粉末 InGaNの作製も実現した。 

 

 

Ⅲ族窒化物半導体結晶成長と応用 
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電気電子工学科 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “Competitive Kinetics M odel t o E xplain S urface S egregation of  I ndium dur ing I nGaP G rowth b y 

Using Metal Organic Vapor Phase Epitaxy” Takayuki Nakano, Tomonari Shioda, Masakazu Sugiyama, 

Yoshiaki Nakano, and Yukihiro Shimogaki, Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 48 (2009) 0111012 

2) “Abrupt InGaP/GaAs heterointerface grown by optimized gas-switching sequence in metal organic 

vapor phase epitaxy”, T. Nakano, T. Shioda, E. Abe, M. Sugiyama, N . Enomoto, Y. Nakano and Y. 

Shimogaki  A ppl. Phys. Lett., Vol.92, 112106-8 (2008) 

3) “Kinetics of Subsurface Formation during Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy Growth of InP and 

InGaP”, Takayuki Nakano, Masakazu Sugiyama, Yoshiaki Nakano, and Yukihiro Shimogaki  Jpn. J. 

Appl. Phys, Vol.47, pp1473-1478 (2008) 

国内学会発表  

・応用物理学会など、計 2件 

 

＜管理運営＞ 

 ・国際会議運営 1 件 

  2nd International Symposium on Growth of III-Nitrides (ISGN-2), July 6-9, 2008, Laforet Shuzenji, Izu, 

Japan, Local Arrangement Committee member 
 

 

＜その他の事項＞ 

【 受賞・表彰 】第 22回高柳研究奨励賞、2008年 11月 
 

【 外部資金 】NIMS 特別ファンドによる学独連携研究 「極性構造を有する窒化物薄膜の結晶成長

制御と紫外線センサーへの応用」  

 

＜今後の展開＞  

 Ⅲ族窒化物に関する研究開発を進めていく。両極性同時成長による多次元閉じ込め効果を用いた量

子デバイスの作製と、可視光光触媒を目指したⅢ族窒化物粉末の作製および解析を柱にして研究を進

めていく。また、他大学や他の研究機関との連携を取り共同研究などを行っていく予定である。 
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電気電子工学科 

 

 

  

専任・助教  羽多野 裕之 （HATANO Hiroyuki）   

電気電子工学科  

専門分野： 無線応用技術（レーダ・通信・アンテナ応用）  

 
Homepage: http://kuwalab.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：羽多野裕之，桑原義彦教授    

博士課程：3年生（1名） 

修士課程：2年生（4名），1 年生（3名） 

学  部：4年生（4名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  基礎専門知識の習得はもちろんのこと，技術者としての物事を考える総合的な能力を育成させる

ことを目指している．学生実験や研究指導などでは，単に結論を与えるのではなく，結論を導くプ

ロセスを重要視できるように取り組んでいる．そのために，学生にとって曖昧模糊な専門的な“壁”

に対し拒絶反応を起こさないように学生の興味を引き立て，持続的な取り組みが行えるようにサポ

ートを意識している．また，技術者としての表現能力を育むために，発表や報告，論文などの文章

力，プレゼンテーション能力の育成にも注力している． 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気電子工学セミナー 学部2年 1 ○   

電気電子工学実験Ⅱ 学部3年 6  ○  

 

【 業績・成果 】 

招待講演 

・ 羽多野裕之，“大学院生の研究生活と博士課程への進学，そして現在”，名大・豊橋技科大・名

城大合同修論発表会，豊橋技術科学大学，2009 年 2 月． 
 

＜研究＞ 

【 目標 】 

   無線技術の各種応用を考えている．ひとつは，近年安全な交通社会の実現が望まれている自動車

に搭載する障害物検出システムについて考えている．高級車のみでなく一般に広く普及するために，

簡易でかつ確実な検出を行う工夫としてネットワーク化したレーダシステムに取り組んでいる．次

に，罹患率の高い乳がんを早期発見するためにマイクロ波を用いたイメージングについて検討を行

っている．現在の X線マンモグラフィや超音波検診よりも容易で安全であり，早期発見のためのス

クリーニング検診には適している．皮膚や体内成分などを除去し，癌腫瘍のみを映し出すための信

号処理について取り組んでいる．また，地上デジタル放送の受信のためのアダプティブアンテナの

検討をしている．現在，アナログ放送から地上デジタル放送へと移行が行われているが，難試聴エ

リア下や移動体環境下での受信が問題視されている．そこで，受信強度の増強や安定受信のための

アダプティブアンテナについて取り組んでいる． 

無線技術の各種応用（レーダ・通信・アンテナ） 
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電気電子工学科 

  

【 実績 】  

（１）車載用レーダネットワークのための基礎検討と研究環境の構築 

・ 超音波レーダでネットワークを構築することを目標とし，その送信機の出力不足を改善する

ための手法を検討し，評価した． 

・ 電磁波レーダを用いたレーダネットワークに取り組むために，電気通信普及財団研究助成に

応募し，来年度分として採択された． 

（２）初期乳癌検出のためのマイクロ波イメージングのための研究基盤の構築 

・ NEC C&C財団の研究助成に応募し採択された． 

・ 癌腫瘍以外からの散乱波ノイズを除去する手法について検討した． 

（３）地上デジタル放送受信用アダプティブアンテナについての基礎検討 

・ 簡易なシステム構成で十分な受信強度と安定した受信が期待できる方式を検討し，シミュレ

ーションにて評価を行った． 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等 

・ 羽多野裕之，山里敬也，片山正昭，“自動車用近距離レーダネットワークのための超音波アレ

イエミッタ”，自動車技術会誌「自動車技術」招待論文，vol.62，no.7, pp.29-34, July 2008. 

国内学会発表  

・ 水谷友治，羽多野裕之，桑原義彦，“駐車支援における広域放射のための超音波アレイエミッ

タの一検討”，電子情報通信学会総合大会，A-17-15, pp. 307, 愛媛, March 2009. 

招待講演   

・ 羽多野裕之，“駐車支援用障害物検出システムのための超音波レーダネットワーク”，電子情

報通信学会 WBS/SIP研究会，Vol.WBS2008-20/SIP2008-82, pp.31-36, July 2008, 広島 

 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

・ 電子情報通信学会 ITS専門委員 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

・ NEC C&C財団平成 20年度若手研究員助成，“マイクロ波イメージングによる初期乳癌検出法” 

 

＜今後の展開＞  

 現在の研究内容を継続する．特に，基礎検討段階から試作を含めた次の評価ステップへと繋げてい

きたい．また，現在取り組んでいる超音波レーダネットワークは簡易であるがゆえ，身近なセンシン

グデバイスとして多岐に応用が期待できる．来る高齢者社会のために，シニアカーの高度化や介護用

途などに応用を展開していきたい． 
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電気電子工学科 

 

 

  

専任・助教  松尾 廣伸 （MATSUO Hironobu）   

電気電子工学科  

専門分野： 再生可能エネルギー利用システム、放電・プラズマ工学  

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tehmats/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：松尾 廣伸    

学  部：４年（2名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  大学に入るまでに“ものづくり”を経験することなく、また、身の回りの物事に対する興味をあ

まりに持たない学生が増加している。そこで、頭だけで考えず、手を使い、体を使い、フィールド

ワークをし、失敗と成功を経験させることを心がけている。そして、様々な事柄に興味を持ち、自

ら考え行動し、自分の行ったことを文章・言葉で他人に説明できるように教育することを目標とし

ている。その過程において、電気、特に電気エネルギーに関する知識を身につけ、安易に結果に走

らず、着実に歩むことができるように教育を行う。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気電子工学実験Ⅱ  学部3年 3 ○ ○  

電気電子工学セミナー  学部2年 1 ○   

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

 地球温暖化の問題・エネルギー自給・セキュリティの問題、食糧自給率・セキュリティの問題を

解決するために、住宅・建築物および温室を対象として、省エネルギー化のための小規模エネルギ

ーシステムの検討、構築および検証をし、それぞれに最適な省・創エネルギーシステムを構築する

ことを目的としている。住宅は標準的な規模の戸建て住宅の空調・給湯、建築物は大学のキャンパ

ス全体、温室はエネルギー消費量が非常に多く、静岡県の特産品であるメロン温室を対象としてい

る。 

  

【 実績 】  

（１）ハイブリッドソーラーシステム連携エコキュートによる給湯・暖房システムの開発 

ハイブリッドソーラーコレクタの集熱実験とエコキュートとの組合せによる集熱実験を行

い、基礎特性を把握した。 

（２）スリークォータ型メロン温室の小型 EHPを用いた除湿暖房による省エネルギー化 

実証試験を行い、重油の 7割削減と電気への転換により、一次エネルギー量換算で 4割、ラ

ンニングコストで 4割、CO2排出量削減では 5割以上の削減できることを実証した。 

（３）大学の省エネ・省コスト 

デマンドコントローラを開発・設置し、実際に稼働させた。 

 

再生可能エネルギーによる省エネ・創エネ 
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電気電子工学科 

【 業績・成果 】 

国内学会発表  

1) 高柳記念未来技術創造館のリノベーションにおける環境性能、(松尾)、日本建築学会東海支

部研究報告集第 47号、pp.345-348, (2009) 

2) ソーラーコレクタの改良による安価な空気集熱器の開発、(松尾、鎌倉)、太陽／風力エネル

ギー講演論文集 2008、pp. 357-360, (2008) 

3) HIT太陽電池モジュールを用いた PVシステム発電量への日射量および外気温の影響、(松尾)、

平成 20 年度電気関連学会東海支部連合大会、O-021(2008)  

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

・ 特定非営利活動法人太陽光発電所ネットワーク会員・静岡県世話人 

・ IJRC 協力会ミニセミナー講師(2009.2.26) 

・ 浜松工業会湘南支部総会講師(2008.11.1) 

・ 静岡県農業経営士会研修会講師(2008.10.30) 

・ 第 3 回静岡県温室メロン省エネ検討会講師(2008.9.2) 

・ 2008 年度環境省ソーラーマイレージクラブ相談員研修会講師(2008.8.25) 

 

＜管理運営＞ 

・ 大学の省エネルギー・省コスト化 
・ 情報基盤設備仕様策定委員会 
・ 光熱水料チーム 
・ 静岡大学の環境を考える会 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

受託研究費 

1) 小型園芸施設における総合的な省エネシステムの確立および断熱強化及び除湿暖房のシステ

ム化による生産性の総合評価、静岡県*、2008 年度、2,580 千円 

＊小型園芸施設における除湿制御による省エネ暖房技術の開発、平成 20 年度「新たな農林

水産政策を推進する実用技術開発事業（第3回緊急対応型調査研究）」、農林水産省、2008年

度、10,000 千円（静岡県農林技術研究所、静岡県温室協同組合との共同研究）の再委託 

 

共同研究費 ３件 

奨学寄付金 １件 
 

＜今後の展開＞  

 ハイブリッドソーラーシステムおよび除湿暖房では、その制御システムを検討構築し、効率を向上

させ、大学の省エネにおいてはデマンドコントロールシステムを進化させる。 
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電気電子工学科 

 

 

  

専任・助教  山川 俊貴 （YAMAKAWA Toshitaka）   

電気電子工学科  

専門分野： アナログ信号処理 LSI、生体信号計測・処理 

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：山川 俊貴    

 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  実践的な電子工学の教育に力を入れている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気電子工学実験II 学部3年 2 ○ ○ 複数担当 

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  低侵襲もしくは非侵襲で生体信号の計測、信号処理するシステムの開発を行っている。微細加工、

集積回路、センサ工学などの分野の先端技術を融合することで、低コストで信頼性が高く臨床応用

に適した医療機器の開発を目指している。 

 

  

【 実績 】  

（１）心電 R-R 間隔を遠隔計測する機能をもった心電 R波テレメータ 

 胸部の直径 10cm 程度の範囲で心電を測定し、心電 R 波のみを抽出し無線送信する機能をもった

低コストのテレメータ(遠隔計測器)を開発した。実際に人体に装着し、10 時間以上にわたって R

波を無線送信することができることを確認した。 

（２）頭蓋内脳波計測用微小電極センサ 

 直径1mm以下のプローブに装着可能な、頭蓋内脳波を計測する直径約50umの微小電極センサ(対)

を開発した。ラットの海馬スライス上にてんかんを形成し、そこから発生する異常脳波を計測する

ことに成功した。さらに、海馬スライスに対してパルス電流刺激を引加可能であることも確認した。 

（３）微小電極センサ用脳波増幅・電流刺激 CMOS集積回路 

 微小電極によって得られる微弱な頭蓋内脳波を増幅する高入力インピーダンス CMOS 差動計装ア

ンプを設計した。また、微小センサを介して脳細胞に電流刺激を行うパルス電流源回路を設計した。

HSPICE 回路シミュレーションにより各回路の動作を確認し、所望の機能を達成していることを確

認した。 

 

 

【 業績・成果 】 

低侵襲・非侵襲な生体信号計測システムの開発 
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電気電子工学科 

国際会議発表     

 Toshitaka Yamakawa

 

, Takeshi Yamakawa, Michiyasu Suzuki, Masami Fujii,「Epileptogenic 
ECoG M onitoring a nd B rain Stimulation U sing A  M ultifunctional M icroprobe for 
Minimally Invasive Brain M icrosurgery」 , 『 15th International C onference on Neural 
Information P rocessing of  t he A sia-Pacific Neural N etwork Assembly 』 , 8 pa ges, 
Auckland(ニュージーランド), 2008 年 11 月 

Toshitaka Y amakawa

        

, Takeshi Y amakawa, Michiyasu S uzuki, M asami F ujii,「Design and 
development of microelectrodes and dedicated circuits for IC-EEG measurement and electric stimulation 
Design and development of microelectrodes and dedicated circuits for IC-EEG measurement and electric 
stimulation」, 『International W orkshop on A dvanced Epilepsy Treatment CADET2009』, 4 
pages, 北九州市, 2009 年 3 月 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

 英文論文誌 Analog Integrated Circuits and Signal Processing 査読員 

 

 国際ワークショップ International Workshop on Advanced Epilepsy Treatment 
- Consortium of Advanced Epilepsy Treatment 2009 (CADET2009)- 

Social Program Chair 
 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

平成 20年度 科研費特別推進研究(課題番号 20001008) 研究分担者 平成 23年度まで継続 

 

＜今後の展開＞  

 現在の研究を継続し、学会発表、論文投稿を通じて積極的に成果を公表する。また競争的外部資金

獲得にも積極的に挑戦する。 
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物質工学科 

物質工学科の教育研究活動状況 

 
物質工学科は、これまで材料科学コース、化学システム工学コースの 2 コース制を採用し、主として

物質に関する諸現象の解明から新技術の開発・応用を目指して教育・研究を行なってきている。平成 15
年度に、社会に対して果たすべき役割である教育、研究、社会貢献等について学科会議を含めた様々な

議論を行い、独自の 5 ヵ年計画・目標を掲げてその達成に邁進してきた。昨年度でこの計画の最終年に

当たる 5 年目が終了し、本年度はその総括を行なう年度にあたっている。また、この総括を経て次年度

からの学科としての新たな目標に向けた行動をとる必要がある。本紙面では、これまで物質工学科がど

のような目標の下に、学科一丸となって協力し 5年間を歩んできたかを含めて 20年度の総評としたい。 
まず学科としての課題把握と基本スタンスの構築を手がけた。その際には、次の 3 点が重要な事項と

して共通認識された。すなわち、 
（１）学科の役割（教育、研究、社会貢献等）の再確認 
（２）各コース（材料科学、化学システム工学）の基本スタンス確認 
（２）物質工学科基本理念の構築 

である。これらのうち、特に教員間でバラバラであった学科に対する価値観の意思統一をすべく、キャ

ッチフレーズの立案と実行を最重要項目とした。種々議論の後、法人化を控えた大学としての社会情勢

を踏まえて、「生きぬく力」をキャッチフレーズとし、教職員、学生を問わずこの言葉の意義を踏まえ

て、その力を養うことを最大の努力目標とした。この旗の下で、次の８項目をリストアップするととも

に、phase １～３のクリア基準を設け達成できるように自助努力した。それらを教育等活動と研究活動

に分類し、今後の展望とともに記載した。 
（１）【教育等活動：目標、実績、今後の展望】 

１）組織・体制・管理運営等について 
  ①JABEE ベースの教育 ②安全衛生 ③２コース制への準備 ④学科長選挙、選挙規約など

の整備 
   学科２コース制を堅持しつつ学科内に各種委員会を設け、各コースより委員を選出することで

公平性を保ち、それぞれの委員の任期を基本的には 2 年とすることで交代制とした。また、安

全衛生委員会も学科内に設置し、毒劇物の秤量による使用・残存量の徹底管理、および薬品庫

への保管を徹底した。さらに、学科長を選挙選出するとともに学科規約を整備して文章化した。 
２）教育について 

   ①JABEE 対応用カリキュラム完成と JABEE 審査合格 ②教育面での課題抽出 ③連携大学

院準備（産総研、県工技センター等） 
    2 コースとも JABEE 対応用カリキュラムを整備し、化学システム工学コースは 20 年度 2 期

目の審査を合格した。大学院についても全国初の JABEE 認証を得ている。ただし、材料科学

コースは、コースの学生教育範疇が JABEE 認証の枠外にあり、認証の取得を困難にしている。

連携大学院は、研究科と歩調を合わせて実施している。 
３）就職について 

①各教官が個別に情報収集 ②１１月に就職説明会を開催 
学部、大学院とも 11 月と 1 月（あるいは 2 月）に学生への進路ガイダンスを実施し、その都

度時流に乗った行動が取れるように社会情勢をガイダンスするとともに、就職担当のみならず

個々の教員が就職指導を行なっている。 
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物質工学科 

４）広報・入試について 
   ①web 改訂 ②静岡及び愛知県内の高校訪問 ③新聞紙上での連載 ④オープンキャンパス 
   20 年度にホームページを刷新するとともに、コンテンツを分かりやすくした。また、オープン

キャンパス等の来学時に限らず、良質の受験生の確保に向けて、学科として県内外、私立公立

を問わず、重点的に学科紹介と入試方法を説明するために高校訪問及び学科説明を実施してい

る。一方、目標とした入試倍率・３倍の達成は、社会情勢と連動して非常に厳しく、平成２１

年度前期日程の入試については、倍率１．７倍であった。学科として今後の対応を早急に協議

し、立案・実行すべきであろう。 
（２）【研究活動：目標、実績、今後の展望】 

１）研究について 
   ①研究面での特徴の意思決定 ②プロジェクト提案のための中核グループ育成 ③企業への

PR 
    他大学の化学・材料系分野と競争できる力を養うため、それぞれコース内で専門分野ごとによ

る４グループ制（材料科学コース：オプトエレクトロニックマテリアル分野、ナノマテリアル

分野、ポリマーマテリアル分野、バイオマテリアル分野； 化学システム工学コース：エネル

ギー･電池分野、バイオ･遺伝子分野、環境・超臨界流体分野、ファンダメンタル分野）を取り、

教員相互の協力体制を確立した。それぞれのグループがプロジェクトの立案をする母体となる

とともに、大学（浜松医大等）や企業との共同研究も実施している。この協力体制による今後

の発展が期待される。 
２）地域連携・地域貢献等について 

①他大学との共同研究 ②研究会 ③高校との連携 ④インターンシップの充実 ⑤佐鳴湖

浄化など具体的提案（学生フィールドワークも含む） 
前述の教員グループが協力して他大学との共同研究や研究会の開催を行なっている。また、（物

質工学専攻を含めて）他学科に先駆けてインターンシップの単位化を実施し、担当教員を置い

て企業との連携を密にしている。高等学校との連携では、他学科と協力してサマースクール等

で生徒を受け入れ、化学や材料の面白さの普及に努めるとともに、学部の佐鳴湖浄化プロジェ

クトに関しても多くの教員・学生で支えている。今後は連携を基盤とした実績を残す必要があ

ろう。 
３）人材育成について 

①(若手教員への）傾斜配分  
当初、運営費交付金の若手教員への傾斜配分について議論したが、学部への交付金配分額が極

端に削減されたため立案を断念した。また、教員数の削減を余儀なくされた事により、今後の

学科の将来を担うべき若手教員への教育負担が増加したことについては多くの懸念が残る。こ

の点をカバーする意味でも、物質工学科ではグループ制での教育・研究体制を整えた。今後は

グループ内あるいはグループ間での連携を強化し、人材育成に実質的に資するよう努力する。 
これまでの経緯を踏まえて平成 20 年度の学科の活動を省みた。大学法人としての教員のさらなる意

識改革の必要性や（大学院を含めた）学科独自の入試制度改善の取組と問題点の再確認、あるいは学力

不足の学生への対応や任期付若手教員の人材育成・再任方法等、教育・研究の両面で多くの改善と努力

を重ねてきたが、未だ解決すべき課題を残している。組織的には、創造科学技術大学院（博士課程）と

の連携方法を検討する必要がある。 
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物質工学科 

 

 

  

兼担・教授  岡野 泰則 （OKANO Yasunori）   

物質工学科（専任：創造科学技術大学院）  

専門分野： 移動速度論、化学工学、数値計算  

 
homepage: http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~okano-lab/index.html  

 

【 研究室構成 】  

教    員：岡野 泰則、高木 洋平（助教：H21.1.1着任） 

博士課程：２年（1名） 

修士課程：２年（1名）、１年（3名） 

学  部：４年（6名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  物質工学科キャッチフレーズ「生きぬく力」を身につけさせるため、自主的に学び、問題発見・

解決しうる力を身につけさせることを目指している。またグローバル化に対応した国際感覚、英語

でのプレゼンテーション、質疑応答が可能な語学力、聴衆を引き付ける発表技術などを習得させる。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

移動現象論Ⅰ  学部3年 1 ○  週2コマ授業、複数担当（２人） 

移動現象論Ⅱ  学部3年 1  ○  

工業数学  学部3年 1 ○   

化学システム演習  学部3年 1 ○  複数担当（２人） 

輸送現象特論  大学院１,２年 1 ○  複数担当（２人） 

環境適合ﾌﾟﾛｾｽ論  博士課程1,２,３年 1 ○  複数担当（２人） 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

実装置内で生じる流動、熱・物質移動現象をコンピューターシミュレーションを用い明らかにし、

さらには効率的な装置設計、最適な操作条件を提案することを目的として研究を行なっている。極

めて基礎的な現象解明から実際の現場に直結した問題まで様々な社会的ニーズに対し、幅広く研究

を展開している。当面の研究目標を以下に列記する。 

（１）電子材料用バルク単結晶育成時の融液内対流現象の解明 

（２）湿式ペーパー摩擦材係合特性評価用シミュレーションコードの解明 

（３）燃料電池内流動、熱・物質移動現象の解明 

（４）高分子材しゅう動温度予想のためのシミュレーションコードの開発 

 

【 主な研究成果 】  

（１）Si/Ge単結晶育成時の不安定成長要因の解明 

シリコン基板の溶融界面と融液内で発生する対流との関連を実験的、解析的に明らかにした。重

力方向、即ち自然対流の大きさが極めて重要であることに加え、溶融界面より遠く離れている自

数値計算を用いた移動現象の解明 
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物質工学科 

由界面上に存在するマランゴニ対流の効果が重要であることが判った。（26 th ISTS(2008)、化

学工学会年会(2009)） 

（２）湿式クラッチ最適化構造の探索 

  湿式クラッチに用いられているセグメント構造の影響に関し数値解析を用い検討を行った。おけ

る最適な摩擦特性を決定するために、ペーパー摩擦材の係合過程の摩擦特性解析コードを開発し

た。温度による油の粘性変化を考慮することにより実験結果を良好に説明しうることを示した。

これにより高性能クラッチに必要な最適摩擦材、およびその形状設計を極めて効率的行うことが

可能となる。（化学工学会秋季大会(2008)、IA2008(2008)） 

（３）直接メタノール形燃料電池における限界電流値計算の確立 

  昨年開発した直接メタノール形燃料電池内の流動、熱・物質移動現象をシミュレートしうる数値

計算コードを気液二相流の解析が可能なように改良した。このコードにより限界電流密度予測が

可能となった。（計算力学講演会(2008)） 

  

【 業績・成果 】 

国際会議発表           
   9th International Symposium on Transport Phenomena, 17-21 August, 2008, Reykjavik, Iceland 

他 8 件 

国内学会発表            

 化学工学会、日本機械学会計算力学講演会など 4件同上       

招待講演             

 静岡化学工学懇話会、第 37回静岡コロキウム、”コンピュータシミュレーションを用いた効率 

 的設計手法･最適操作条件設定支援－湿式クラッチへの適用－” 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

・ Victoria大学（カナダ）、上海大学（中国）客員教授 

・ 上海大学との学部間協定締結世話人        

 

＜管理運営＞ 

・ ハラスメント防止対策委員 

・ 物質工学科助教選考委員長、留学生担当講師選考委員長 

 

＜その他の事項＞ 

 外部資金：民間との共同研究 2件、JST シーズ発掘試験研究、奨学寄附金 1件 

 

＜今後の展開＞  

 今後ともコンピューターシミュレーションを駆使した各種プロセスにおける移動現象の解明と制

御に関する研究を行っていく。当面の今後の研究展開としては、プラスティック成型時の流動、伝熱

現象の解明、酸化物バルク単結晶作製プロセスの最適化、断熱炉の効率的設計などに取り組むととも

に、宇宙ステーション利用を視野に入れた半導体単結晶作製に関する基礎研究を行っていく。 
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専任・教授  木村 元彦 （KIMURA Motohiko）   

物質工学科  

専門分野：化学工学、医用工学、福祉工学 

 
homepage: http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~kimuralab 

 

【 研究室構成 】  

教    員：木村 元彦    

修士課程：2年（3名）、１年（2名） 

学  部：4年（3名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  学部レベル JABEE および大学院レベル JABEEの基準にしたがって、学生の視点に立った教育を実

施する。全ての学生が、社会が求める技術者としての能力を修得して卒業・修了できるようにする。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

情報処理 学部1年 1 ○   

基礎電気電子工学 学部2年 1 ○   

基本技術実習 学部2年 4 ○   

生体化学工学 学部3年 1  ○  

医療福祉工学 学部4年 1 ○   

化学工学実験法特論 大学院1・2年 １  ○ 担当教員2名 

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   医用工学の研究を実施している。従来は、循環器外科領域、整形外科領域などの臨床外科関連の

医用工学技術の開発を実施してきたが、今後は、細胞工学技術を応用した再生医療工学において使

用されるスキャホールドなどの医療技術を開発する。 

 

【 実績 】  

（１）人工肺用熱交換器への加振および二相流の効果 

人工肺熱交換器に振動および二相流を適用することによって、熱交換能を 2～3倍になること

を明らかにした。 

（２）気液二相流による骨切削時の冷却効果 

整形外科領域で使用する骨切削ドリルを噴霧冷却することの有効性を明らかにした。 

 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等 

医用化学工学 
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物質工学科 

国際会議発表 

 

国内学会発表 

・  pH調節能を有する創傷被覆材の開発,化学工学会第 40回秋季大会,Z135(2008) 

その他 2件 

招待講演 

・  静岡県鍼灸マッサージ師会（富士市） 1件 

解説・特集等  

    

 

＜管理運営＞ 

工学部入試委員長 2008年度 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】 

【 受賞・表彰 】 

 

＜今後の展開＞  

 学内外における工学教育・理科教育の振興と発展に尽力したいと考えている。日本経済を支える有

能な技術者を本学から多く輩出することができるよう、大学の教育体制や教育技術の向上に努めたい。 
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物質工学科 

 

 

  

専任・教授  小林 健吉郎 （KOBAYASHI Kenkichiro）   

物質工学科 

専門分野： 無機発光材料、薄膜工学  

 
homepage:  http://kobaken.eng.shizuoka.ac.jp/kobayashi_hp/  
 
 

【 研究室構成 】  

教    員：小林 健吉郎    

修士課程：２年（4名）、１年（2名） 

学  部：４年（6名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  材料開発の基本となる物質工学総論 I,無機化学 I, III、量子化学を主に担当している。物質光

学総論では身近なテーマを取り上げて、化学や材料に興味がもてるように話を行なっている。無機

化学 III,量子化学では現象の羅列あるいは数式の丸暗記ではなく、現象の背後にある原理を論理

的に理解できるよう心がけている。基本的な概念の理解のために、原理の発見の歴史的経緯を説明

すると同時に、現在における問題点、将来への応用展開についても解説し、なるべく興味が持てる

ように工夫している。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

物質工学総論I  学部1年 2 ○  複数担当（３人） 

新入生セミナー  学部１年 １ ○   

研究体験実習  学部１年 1 ○   

無機化学I  学部２年 ２ ○  複数担当（２人） 

量子化学  学部３年 １ ○  複数担当（２人） 

無機化学３ 学部３年 １ ○   

無機化学特論 大学院１,２年 1  ○  

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  光機能性無機薄膜の作成と工学的応用を目指している。第１には、酸化亜鉛をベースにした発光

デバイスの作成を行っており、特にクラスタードーピング法という特殊なドーピング方法の確立を

理論ならびに実験の両側面からアプローチを進めている。このドーピング手法を用いて、酸化亜鉛

のｐｎ制御を実現し、大面積発光デバイスの実現を目的としている。第２には、光触媒機能を持つ

酸化チタン薄膜を用いて、ナノスケールのリソグラフの実現を目指している。30nm の線幅を持つ

微細加工が TiO2 光触媒薄膜と原子間力顕微鏡の併用により実現しており、今後、高速で大量に転

写を行う手法の開発を進めている。当面の研究目標を以下に列記する。  

 

【 実績 】  

（１）ZnO 量子ドットの作成 

酸化亜鉛のｐｎ制御と発光デバイスの開発 
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物質工学科 

酢酸亜鉛と H2Oとの MOCVD法により ZnOナノクリスタルを含む薄膜を作製し評価した。 

（２）クラスタードーピングの解明 

MgN クラスターを ZnO に添加してｐ型 ZnO を実現した。 

（３）酸化亜鉛を用いる大面積ディスプレイの開発 

  ZnO 量子ドットを包むマトリックス薄膜として、In-Ga-Zn-Oを検討した。 

（４）原子間力顕微鏡を用いるナノリソグラフの開発 

  有機薄膜の分解機構を検討した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “Low wet etching rates of ZnO films prepared by sputtering of mixed ZnO and AlN powder targets, K. 

Kobayashi, Y. Kondo, Y. Tomita, Y. Maeda, and S. Matsushima, Thin Solid Films 516, 4894-4898 (2008). 

2) “Electronic s tructure of  Bi2CuO4 with antiferromagnetic spin ordering, S . Matushima, K. Yamada, H. 

Nakamura, M. Arai, K. Kobayashi, J. Ceram. Soc. Jan, 116, 4 589-592 (2008).  

3) “Fabrication and characterization of I n-Ga-Zn-O/NiO s tructures, K . K obayashi, M . Y amaguchi, Y. 
Tomita, and Y. Maeda, Thin Solid Films 516,5903-5906 (2008).  

他 7 件 

国際会議発表     

・Nanolithography using photocatalytic decomposition of organic films, K. Kobayashi, Y. Tomita,Y. Maeda and Y. 
Khono,  International Conference on Nanoimprint and Nanoprint Technology, pp136-137, Kyoto (2008). 

他１件 

国内学会発表  

・電気化学会など、計８件 

特許出願・取得 
(1)半導体結晶微粒子薄膜 

特許出願 2008-218654 
松山博圭、林由紀子、小林健吉郎 

(2)スパッタリング用ターゲット、それを用いた透明導電膜及びその製造方法 
特許出願 2008-243468 
竹地佑介、茂木克己、小林健吉郎、井上善雄 

(3)ｐ型酸化物半導体およびその製造方法、小林健吉郎

 

、特許 4146062 (2008)． 

＜今後の展開＞  

 ZnO量子ドットを用いる新しい無機 LED ディスプレイを開発した。 
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物質工学科 

 

 

  

兼担・教授  佐古猛 （SAKO Takeshi）   

物質工学科 （専任：創造科学技術大学院）  

専門分野： 超臨界流体工学、化学工学  

 
homepage: http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~sakolab/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：佐古 猛、岡島いづみ助教  

研 究 員：関 将朗  

博士課程：３年（1名）、２年（1名）、１年（1名）  

修士課程：２年（4名）、１年（4名） 

学  部：４年（6名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  1年生の地球環境科学・環境技術では環境問題の解決への化学技術の役割を理解し、専門分野と

社会との接点を自覚するように授業を行っている。2、3 年生の専門科目では、単なる数式や手法

の暗記にならないように、数式や手法の背景、大まかな意味を理解するように授業を進めている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

  

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

地球環境科学・環

境技術 

 学部1年 2  ○ 複数担当（2人） 

分離工学  学部2年 1  ○ 複数担当（2人） 

反応工学  学部3年 1 ○  複数担当（2人） 

化学物質と人間  学部3年 1  ○ 複数担当（8人） 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

超臨界・亜臨界水、超臨界メタノール、超臨界二酸化炭素を取り上げて、それらの物性の迅速測

定技術、有害物質の完全分解や廃棄物のリサイクル等の環境保全技術、廃棄物からの燃料ガスや固

体燃料等の新エネルギー生産開発、有機溶媒を用いない重合・新材料創製技術等、超臨界・亜臨界

流体の基盤技術の確立と産業への応用技術の開発を行う。 

【 実績 】  

１．亜臨界水中燃焼法によるバイオマス廃棄物処理・熱利用技術の開発（経済産業省・地域イノベー

ション創出研究開発事業） 

世界初の大型パイロットプラントを建設して、多種類の難処理バイオマス廃棄物の迅速・完全

処理の実証試験を実施し、その一部は実用化に向けて検討中である。 

 

２．水熱処理によるバイオマス＋プラスチック混合廃棄物の燃料化技術（農林水産省・新たな農林水

産政策を推進する実用技術開発事業） 

   200℃、2MPa の亜臨界水中で食品＋プラスチック混合廃棄物を 30 分間水熱処理し、高品位・

クリーンな粉末燃料を製造する技術を開発した。 

超臨界流体を用いる環境保全技術の研究開発 
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物質工学科 

 

３．ペーパースラッジを原料とする高速・高収率バイオエタノール生産技術の開発（科学技術振興機

構・育成研究） 

   製紙工場から多量に排出されるペーパースラッジを原料にして、亜臨界水加水分解＋酵素糖化

により高収率でエタノール原料のグルコースを生産する技術を開発した。 

 

４．超臨界二酸化炭素中でのポリマー微粒子の合成 

超臨界二酸化炭素中の重合により、有機溶媒を一切使用せず、粒径のそろった機能性ポリマー

微粒子を合成する技術を開発した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等 
1) T .Goto, T.Yamazaki, T .Sugeta, I .Okajima, T .Sako, S elective de composition of t he s iloxane bond  
constituting the crosslinking element of silane-crosslinked polyethylene by supercritical alcohol, Journal of 
Applied Polymer Science, vol.109, p.144-151 (2008) 
2) D .S.Bulgarevich, Y .Horikawa, T.Sako, A TR F T-IR s tudies of  s upercritical m ethanol, J ournal of  
Supercritical Fluids, vol.46, pp.206-210 (2008) 
3) 佐古猛（監修・著者）、超臨界流体技術の開発と応用、シーエムシー出版（2008） 

国際会議発表   

・なし 

国内学会発表   

・化学工学会、分離技術会、日本エネルギー学会など、計 20件 

招待講演  

・ 日本機能水学会、日本化学会先端化学セミナー、化学工学会合同セミナーなど、計 9件 

解説・特集等 

 ・21 世紀の環境とエネルギーを考える（時事通信社）など、計 11件 

特許取得 

 ・7件  

 

＜社会貢献・国際交流＞ 
・共同授業の講師 1 件  

 

＜管理運営＞ 

・工学部 評議員（副工学部長） 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】 

・ 日刊工業新聞 （2008.4.7） 

・ 毎日新聞、中日新聞、静岡新聞、日経新聞、日刊工業新聞（2008.4.9） 

・ 静岡新聞 (2008.9.3) 

・ 読売新聞、中日新聞、静岡新聞、日経新聞、日刊工業新聞 (2008.12.3) 

・ 読売新聞 (2009.2.16) 

【 受賞・表彰 】 

・化学工学会研究賞「超臨界メタノールのミクロ溶媒特性の解明と特異的反応制御に関する研究」 

【 外部資金 】 

 ・3つの国家プロジェクト、10件の企業との共同研究等 

 

＜今後の展開＞ 

  超臨界流体利用技術の基礎・基盤研究の推進と共に、産学官による応用・実用化技術開発も促進

し、本技術の早期実用化を目指したい。 
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物質工学科 

 

 

  

兼任・教授  鈴木 久男 （Suzuki Hisao） 

物質工学科 （専任：創造科学技術大学院） 

専門分野： 無機材料科学（薄膜及びナノ粒子の合成と物性評価） 

 
homepage:  

 

【 研究室組織 】  

教    員：鈴木 久男（教授；兼任）、坂元 助教 

研 究 員：1名 

博士課程：3年（2名）、2年（2名）、1年（1名） 

修士課程：2年（3名）、1年（5名） 

学  部：4年（6名） 

連携教員：脇谷尚樹 教授 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  実践的工学教育を目指している。無機材料化学をベースとして、物理的あるいは化学的な材料の

合成方法と物性との関係が理解ができるように工夫している。そして、来るべき高度福祉・ユビキ

タス社会の動向にも柔軟に対応できる実践的工学教育を行い、社会の益々のグローバル化に対応で

きる実践的技術者を育成することを目標としている。 

【 実績 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
学生の受賞 

１）Andrie Yusahrizal（M1）、日本セラミックス協会東海若手セラミスト懇話会 

運営委員代表特別賞(2008.7)  

２）岩崎 大（M1）、日本セラミックス協会第 24回関東支部研究発表会優秀賞(2008.7) 

３）堀 雅仁（M1）、日本セラミックス協会第 24回関東支部研究発表会奨励賞(2008.7)  

４）松林洋平（M2）、日本セラミックス協会第 21回秋季シンポジウム・ 

シンポジウムポスター優秀賞(2008.9) 

５）坂牧美宏（M2）、日本セラミックス協会第 21回秋季シンポジウム・ 

シンポジウムポスター奨励賞(2008.9)  

外国人研究者・留学生受入 

１）ハナ・ウルシッチ（Hana Uršič） 外国人研究者（ヨセフシュテファン研究所 PhDコース学生） 

２）Andrie Yusahrizal 学生 修士課程 1年(出身 インドネシア) 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

材料科学基礎 学部 1 年 2 ○  複数担当（３人） 

研究体験実習 学部 1 年 1 ○  複数担当 

物質合成工学Ⅰ 学部 2 年 1 ○  複数担当（２人） 

安全工学 学部 2,3 年 1 ○  複数担当 

無機化学Ⅱ 学部 3 年 1  ○ 複数担当（２人） 

セラミックス工学  学部 4 年 1  ○  

科学と技術 学部 3,4 年 １  ○ 複数担当（４人） 

無機材料科学特論 大学院 1,2 年 1 ○   

ナノマテリアル 大学院博士 1 年 1 ○  複数担当（３人） 

ナノマテリアルのケミカルプロセシング 
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物質工学科 

＜研究＞ 

【 目標 】 

   セラミック薄膜やナノ粒子の物性は、そのナノ構造や残留応力あるいは電子状態などに大きな

影響を受ける。そこで、CSD（化学溶液）法により薄膜やナノ粒子のナノ構造や応力状態を制御し、

新規物性を発現できるナノハイブリッドマテリアルの開発を目指している。すなわち、新学際研究

領域への展開が望める新規ナノマテリアルの開発を目標としている。  

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等  

１） “Spray P yrolysis of  Fe3O4-BaTiO3 Composite P articles”, T. A dachi, N . W akiya, N. Sakamoto, O. 
Sakurai, K. Shinozaki, and H. Suzuki, J.Am.Ceram.Soc.,92[S1]S177–S180(2009) 

２） “Oxygen E nhanced Crystallization of  S olution Derived 12CaO•7Al2O3”, N . Sakamoto, M. H ori, Y. 
Matsuyama, N. Wakiya, and H. Suzuki, J.Am.Ceram.Soc.,92[S1]S189–S191(2009) 

３） ”Modification of F erroelectric P roperties of  B aTiO3–CoFe2O4 Multiferroic C omposite T hin Film b y 
Application of Magnetic Field”, S. Sawamura, N. Wakiya, N. Sakamoto, K. Shinozaki, and H. Suzuki, 
Jpn. J. Appl. Phys. 47 pp. 7603-7606 (2008) 

他 10件 

国際会議発表  
1)  Spray P yrolysis of  Fe3O4-BaTiO3 Composite P articles, Tomoyuki Adachi, Naoki Wakiya, Naonori 

Sakamoto, Osamu Sakurai, Kazuo Shinozaki, and Hisao Suzuki, International Conference on 
Ceramic Processing, Inuyama, Japan, May (2008) 

2)  Oxygen Enhanced C rystallization of S olution D erived 12C aO•7Al2O3, N aonori S akamoto, Masahito 
Hori,Yuki Matsuyama, Naoki Wakiya, and Hisao Suzuki, International Conference on  
Ceramic Processing, Inuyama, Japan,May (2008) 

3) Effect of annealing conditions on crystallization of LaNiO3 thin films by chemical solution deposition, 
N. Sakamoto, T. Nukina, N. Wakiya, H. Miyazaki, and H. Suzuki, International Conference on  
Ceramic Processing, Inuyama, Japan, May (2008)   

            
他 10 件 

国内学会発表  

日本セラミックス協会、MRS-J、粉体工学会など、計 50件 

招待講演   

国内会議：日本セラミックス協会など  計 2件 

国際会議：計 2件 

１）“Chemical Processing of Lead-Free Piezoelectric Potasium Sodium Niobate Thin Films”, H. Suzuki, 
et. a l., The 2nd International C onference on the Science and Technology for Advanced Ceramics, 
Makuhari, Japan, May 30-June 1 (2008) 

２）“Chemical P rocessing of D ielectric T hin Films in  B arium T itanate S ystem b y C SD”,    H. 
Suzuki, Fifth International Conference on M icrowave Materials and Their Applications, Hangzhou, 
China, November 1-4 (2008) 

特許等  

1)特許：特開２００８－２５１９１６（公開日；平成２０年１０月１６日）「圧電体素子及びその製造方法」出願

人；松下電器産業㈱、静岡大学、発明者；野田俊成（松下電器産業、静岡大学）、鈴木久男、脇谷尚樹

（静岡大学） 
＜特記事項＞ 

・ IUMRS-ICA2008(2008, 12, 9-13：Symposium A と Symposium I のチェアー) 

・ 粉体工学会理事 

・ 日本ゾルゲル学会評議員 

・ 坂元助教及び外国人研究者 Hana Uršič 氏が IUMRS-ICA2008にて奨励賞を受賞 
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物質工学科 

 

 

  

専任・教授  須藤 雅夫 （SUDOH Masao）   

物質工学科                             

専門分野： エネルギー化学工学  

 
homepage: cheme.eng.shizuoka.ac.jp/sudohalab/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：須藤 雅夫  

秘  書：伊藤 雅美  

研 究 員： 渡邊 真志 

博士課程：１年（１名） 

修士課程：２年（３名）、１年（４名） 

学  部：４年（５名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

 電気化学システムを対象として、その材料機能と構造制御、デバイス及び化学装置としての性能向

上策、また長期使用での安定性に与える要因、劣化因子の探索などを課題とする。特に、イオン輸送

の解析、エネルギー変換に関する解析能力と、エネルギー全般に関する知見を養う。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

エネルギー化学工学  学部2年 1 ○   

反応工学  学部3年 1 ○  2人分担                     

反応装置工学  学部3年 1  ○  

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

研究体験実習  学部1年 1 ○  複数担当                     

反応工学特論 大学院１，２年 1 ○   

環境適合プロセス論   大学院博士課程 1 ○  2人分担 

 

＜研究＞ 

【 主な研究成果 】 

１．直接メタノール形燃料電池の膜電極接合体の設計  

   メタノールを燃料とする燃料電池は、小型電源として注目されている。そのための電極触媒とガス拡散

電極とを組み合わせて製作する膜電極接合体の巧妙な設計法を実験的に検討する。 

２．バイオマス由来のバイオガスを用いる燃料電池の開発  

給食残飯をメタン発酵したバイオガスを燃料とする燃料電池では、共存するＣＯ２を含むガス成分が燃

料電池に影響を与える。その影響を低減するための方法と安定運転のための周期操作を検討する。 

３．スーパーキャパシタのための活性炭の細孔構造制御  

   急速な電力が極めて短時間必要な場合に使用する電気二重層キャパシタをさらに発展させたスーパ

エネルギー化学工学 
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ーキャパシタの開発を実施している。メソ孔の制御方法を議論し、新規な材料を探索する。 

４．燃料電池伝導膜の開発と評価 

  フッ素系伝導膜であるナフィオン膜の高密度光処理による表面改質による方法、新規な伝導膜のプラズ

マ重合による設計などを実験し、その膜特性を評価する。 

 

【 学術論文・著書等 】  

1) 化学工学―解説と演習―（改定第３版）分担執筆 （朝倉書店）(2008) 

2) A nalysis of  P hoto-induced H ydration of  a  P hotochromic Poly(N-isopropyl acrylamide) - Spiropyran 

Copolymer Thin Layer by Quartz Crystal Microbalance, (J. Edahiro, K. Sumaru, T.Takagi, T. Shinbo, T. 

Kanamori and M.Sudoh),  European Polymer Journal, vol.44, pp.300-307 (2008)  

3) New Catalysts for a  Zero-gap Type Gas-diffusion Electrode i n C hlor-alkaline Membrane Process ( M. 

Sudoh, Y. Izawa, T. Suzuki, M. Tanaka and Y. Nishiki) Transaction of ECS, in print (2009) 
 

【 特許等 】  

1) 須藤雅夫他：「活性炭、その製造方法,および電気二重層キャパシタ」出願中 (2008) 

2) 須藤雅夫他：「炭素繊維織布を用いた固体高分子形燃料電池用膜電極接合体」申請中(2008)  

【 国際会議発表 】  

1) New catalysts for a zero-gap type gas-diffusion electrode in chlor-alkaline membrane process (M. Sudoh, Y. 
Izawa, T. Suzuki, M. Tanaka and Y. Nishiki),ECS-PRiME2008 (Hawaii)(2008) 

2) Surface modification of sheet electrodes by CO2 gas cold plasma treatment for high power capacitor (  Y. 
Serizawa, M. Watanabe, T. Takikawa and M. Sudoh), ECS-PRiME2008 (Hawaii)(2008) 

3) Effect of surface characteristics of carbon electrode on oxygen reduction process of fuel cell cathode ( T. 
Ono, A. Yamamoto, A. Iwashige and M. Sudoh), ECS-PRiME2008 (Hawaii)(2008) 

4) Development of anion exchange membranes for direct methanol fuel cells ( N. Takaoka, S. Niimi, H. Tsuji 
and M. Sudoh), ECS-PRiME2008 (Hawaii)(2008) 

5) S urface m odification of s heet el ectrodes by  pl asma t reatment f or hi gh power capa citor(M.Watanabe, 
Y.Serizawa, T. Takikawa, K. Konishi, Y. Suzuki and M. Sudoh), ACEPS-3 (Seoul)(2008) 

6) The effect of carbon dioxide in reformed gas on PEMFC performance(A. Yamamoto, K. Arai, M. Sudoh, S. 
Sakai and Y. Matsumoto) ), ACEPS-3 (Seoul)(2008) 

他、１１件 

【 国内学会発表 】  

・化学工学会、電気化学会他 １５件 

【 招待講演 】 

1） 秋田大学資源工学部 ＦＤシンポジウム 特別講演 

 「大学院ＪＡＢＥＥによる授業改善」 （須藤） (2008) 
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専任・教授  髙部 圀彦 （TAKABE Kunihiko）   

物質工学科  

専門分野： 不斉有機合成、生体触媒化学、香料化学 

 
homepage:                                                      

 

【 研究室構成 】  

教    員：高部 圀彦    

修士課程：２年（5名）、１年（4名） 

学  部：４年（9名） 

連携教員 間瀬暢之 准教授 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  学生が興味を持ち、学生自身が自ら勉学する意欲を向上させることを目的として教育を行ってい

る。有機化学、生物化学、物質合成工学などの専門科目では、現在の科学技術の動向にもふれ、興味

を持たせるよう工夫している。卒業研究、修士研究は大学での教育効果がもっとも期待できる科目であり、

実社会でも活躍できるように様々な取り組みを行っている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

有機化学Ⅱ  学部2年 1  ○ 複数担当（２人） 

有機化学Ⅲ  学部3年 1 ○  複数担当（２人） 

生物化学Ⅰ  学部3年 1 ○  複数担当（２人） 

物質合成工学Ⅱ  学部2年 1 ○ ○ 複数担当（２人） 

有機化学特論   大学院１,２年 1 ○  複数担当（２人） 

総合科目 工学部、情報学部3年 1 ○  複数担当（4人） 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   全般的には、キラルテクノロジーとしての不斉有機合成に関する研究を行っている。その中で医

薬、香料、農薬などのバイオファインケミカルズの合成を行うとともに、生体触媒、有機分子触媒

などを利用した不斉有機合成の新手法の開発に特に力を入れて取り組んでいる。この分野はグリー

ンケミストリーとして、有機合成の新しい分野として産業界からも注目されている 

  

【 実績 】  

（１）シクロペンタノンの有機分子触媒的ヒドロキシメチル化触媒を見出し、天然物合成上重要なキ

ラルラクトン類を合成した。また、香料として有用なジャスミンラクトンへの変換を行った。 

（２）有機分子触媒と生体触媒の連結反応による有機合成について検討した。有機合成上有用な化合

物の光学純度の向上を行った。 

（３）保護基を使用しない天然物合成について検討し、ショーガオールの短段階合成について成功し

た。 

有機合成化学・生体触媒化学・香料化学 
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【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) "Chemoenzymatic total s ynthesis and de termination of  the absolute configuration of  (S)-nebracetam" 

Yamashita, S.; Mase, N.; Takabe, K. Tetrahedron: Asymmetry 2008, 19 (18), 2115-2118. 

 

2)  "Cyclization of N ,N-diethylgeranylamine N -oxide i n one -pot ope ration: pr eparation of  c yclic 

terpenoid-aroma chemicals" Takabe, K.; Yamada, T.; Miyamoto, T.; Mase, N. Tetrahedron Letters 2008, 

49 (41), 6016-6018. 

 

3) "A pr actical sy nthesis of  ( E)-2-cyclopentadecen-1-one: A n i mportant pr ecursor of  m acrocyclic 

muscone" H isanaga, Y.; Asumi, Y .; T akahashi, M .; S himizu, Y .; M ase, N.; Y oda, H .; Takabe, K . 

Tetrahedron Letters 2008, 49 (3), 548-551 

 

国内学会発表  

1) 柴垣文哉・間瀬暢之・高部圀彦・田中富士枝「イミン型 OFF－ON 蛍光物質の合成と触媒探索へ

の利用」日本化学会第 89春季年会、1G1-17、日本大学、2009/3/27 

 

2) 北川徳彦・間瀬暢之・高部圀彦「ジメチルアミンカルバミン酸塩 (DIMCARB)を用いたショウガ

オールの合成」日本化学会第 89 春季年会、2PC-008、日本大学、2009/3/28 

 

3) 河野靖弘・井上 梓・間瀬暢之・高部圀彦「有機分子触媒的不斉ヒドロキシメチル化を鍵反応

とした光学活性ラクトン類の合成」日本化学会第 89春季年会、2PC-007、日本大学、2009/3/28 

 

4) 柴垣文哉・安藤太志・小山直城・間瀬暢之・高部圀彦・田中富士枝「OFF-ON型蛍光物質のデザ

インと合成：触媒探索への利用」第 39回中部化学関係学協会支部連合秋季大会、名古屋大学、1N31、

2008/11/8 

 

5) 宮本武典・久永祐介・高橋正樹・間瀬暢之・高部圀彦・近藤健・植松烈平・金辺民朗・難波三

男「燃料ガス用の環境調和型非硫黄系着臭剤の開発」第 39 回中部化学関係学協会支部連合秋季大

会、名古屋大学、1W10、2008/11/8 

 

6) 井上梓・西尾真輝・間瀬暢之・高部圀彦「シクロアルカノンの不斉ヒドロキシメチル化を鍵反

応とする光学活性ラクトン類の合成」第 52 回香料・テルペンおよび精油化学に関する討論会、東

洋大学、2PIV-6、2008/10/26 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

 科学研究費補助金 基盤研究（C）「異種触媒のタンデム的利用による環境調和型不斉合成」 

 

＜今後の展開＞  

 地球環境向上のために、グリーンケミストリーの観点からのキラルテクノロジーの開発は時代の要

請と考えている。 
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 専任・教授  田坂 茂（TASAKA Shigeru） 

物質工学科 

専門分野： 高分子材料物性  

 

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tymatud/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：田坂 茂  松田靖弘（助教） 

博士課程： 1年（2名） 3年（1名） 

修士課程： 2年（4名）、1年（3名） 

学  部： 4年（6名） 

 

【 教育 】 
＜ 目標 ＞ 

  できるだけ基礎的な事項から、実践まで幅広く知識がつくことを目標としている。 

 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

高分子材料化学  学部3年 1  ○  

材料実装工学  学部4年 1 ○   

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

高分子材料特論  大学院1,2年 1 ○   

学際科目（健康の科学）  工学部、情報学部２年 1  ○  

 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

   我々は、高分子の一次構造と高次構造の情報をもとに、高分子材料が表面・界面で１）どのよう

な状態で、２）配列し、３）機能を発揮しているのか研究している。当面の研究目標を以下に列

記する。 

 

（１）高分子強誘電体の界面で自己配向制御とその応用 

（２）シリコーン系およびアクリレート系粘着剤の粘着挙動の解明 

（３）高分子表面界面での熱測定から衝撃破壊特性を予測 

（４）ブロック共重合体ゲルの構造の解明と応用 

プラスチックの油脂添加熱分解で所望の構造を構築酸化物薄膜の電子素子への応用を行っている。一

般的には、酸化物エレクトロニクスである。 

 

＜実績＞  

（１）新しい強誘電高分子材料の開発 

    極性高分子であるポリ尿素・ポリウレタンを分極処理なしで圧電体とすることが出来た。こ

高分子材料の表面・界面でのナノ構造発現 



物質工学科 

れは基板との相互作用により高度な双極子配列が実現できたと考えられる。 

（２）高分子の絡みありによるガラス転移温度の可逆的変化 

    ポリカーボネートにおいて高分子の絡みあいによるガラス転移温度の可逆的変化を観測し

た。この現象は、耐衝撃性の発現に関係している。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               
1) Aggregation Bhavior of the Styrene Units in Oil Gel of Styrene-Bitadiene-Styrene Troblock Copolymer 

Shigeru Machida, Naomi Takahashi, Yasuhiro Matsuda and Shigeru Tasaka, Journal of the Society of Rheology, 

Japan, Vol 37, No.1, 25-29(2009) 

 

2) ‘‘Thermal Properties of Polyacrylates at Metal Interfaces’’ Kazutaka Fukui, Shinjiro Honmura, Kazuhiro 

Iida, Yasuhiro Matsuda, Atsushi Sugita and Shigeru Tasaka Polymer Bulletin, Vol. 61, No. 5, pp. 655-661, 

2008  

 

3) ‘Electrical properties of trihexyl benzene tricarboxiamides.’’ Sugita, Atsushi; Suzuki, Kyoko; Kubono, 

Atsushi; Tasaka, Shigeru. Japanese Journal of Applied Physics  (2008),  47 (2, Pt. 2),  1355-1358. 

 

4) セルロース誘導体を配向膜に用いた液晶素子の電気光学効果, 笠島康史、加藤隆史、久保野敦史、
田坂 茂、秋山隆一, 繊維学会誌、６４、7 巻 178－180（2008） 

 

5) Highly Pezolelctric Activity in Nonpoled Thin FilmsPrepared by Vapor Deposition Polymerization,  

Atsushi Kubono, Masashi Murai and Shigeru Tasaka,  Jpn. J.Appl.Phys., 47, No.7, 5553-5557(2008). 

 

6) 付加型シリコーン粘着剤の界面熱分析, 西川裕治、福井和啓、松田靖弘、田坂 茂, 高分子論文集 
65 巻、No.７、458-464（2008） 

.               

国際会議発表     

・13th International Symposium on Electrets in Tokyo, Japan （2008.9.15-17）3 件 

国内学会発表  

・高分子学会 繊維学会など、計 20 件 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

浜松キャンパス 安全衛生グループ長 
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専任・教授  中崎 清彦 （NAKASAKI Kiyohiko）   

物質工学科  

専門分野： 生物化学工学、環境化学工学  

 
homepage: http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~nakasakilab/index.html 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：中崎清彦、 安部道玄教務員 

研 究 員：Krisna Septiningrum、Hul Seingheng、Maria Seila Ramos 

博士課程：２年（2名）、１年（1名）  

修士課程：２年（3名）、１年（2名） 

学  部：４年（6名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

 物質循環化学では、物質・エネルギー循環の駆動力としての生物の代謝反応の重要性を理解し、反応の

メカニズムに関する基本的な知識を身につけるとともに、それらを利用する環境関連技術の基本の理解

を促す。生物化学工学では、化学装置の中でも、バイオを触媒として作用させる生化学反応を利用した

装置（バイオリアクター）設計につながる生物反応に関して、その基礎知識および定式化と解析手法を習

得せしめる。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナー  学部1年  ○  少人数クラス（6名） 

物質循環化学  学部2年 1  ○  

生物化学工学  学部3年 1 ○   

化学工学特論  学部3年 1  ○ 複数担当（16人） 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

   有機質廃棄物の微生物処理・資源化に関する研究を行っている。コンポスト化では、植物病害を

防除する機能性コンポストの創製、低臭気コンポスト化を可能にする操作条件の解明、高速コンポ

スト化を妨げる含有油脂の分解促進により、コンポスト化の高度制御を目標としている。一方、バ

イオマスリファイナリーでは、バイオマスから生分解性プラスチック原料である乳酸の生成や、バ

イオエタノールの製造を目標としている。 

 

【 実績 】  

（１）植物病害を防除する機能性コンポストの創製 

  肥料と同時に病害防除が可能なあたかもバイオ農薬として作用するコンポストを開発した。 

（２）低臭気コンポスト化操作条件の解明 

  アンモニア臭を指標として低臭気化のための操作条件を見出した。 

（３）油脂含有原料の高速コンポスト化 

有機質廃棄物の微生物処理・資源化 
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物質工学科 

  油脂分解に係わる微生物を分子生物学の適用により明らかにし、微生物を接種して利用する新し

いコンポスト化の可能性を明らかにした。 

（４）バイオマスリファイナリーによる基幹ケミカルの生産 

  バイオマスを原料として乳酸やバイオエタノールを効率良く生成する手法を見出した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “Microbiological Quality of Fermented Milk Produced by Repeated-batch Operation”  K. Nakasaki

2) “Characteristic Fungi O bserved in the Fermentation Process f or P uer Tea” M. A be, N. Takaoka, Y. 

Idemoto, T. Takagi, T. Imai, 

, M. 

Yanagisawa, K. Kobayashi J. Biosci. Bioeng., Vol.105, pp.73-76 (2008). 

K. Nakasaki

国内学会発表  

 Int. J. Food Microbiol., Vol.124, pp.199-203 (2008). 

・化学工学会、廃棄物学会、生物工学会など、計 20件 

解説・特集等  

・  金子栄廣, 中崎清彦 “バイオマス系廃棄物のコンポスト化技術”、廃棄物学会誌、Vol. 19、

No.6、pp.264-270(2008). 

特許出願・取得 
 ・ 特許出願 3 件 

 

＜管理運営＞ 

・ 工学部評価実施委員 

 

＜その他の事項＞ 
【 新聞報道等 】 
・「バイオ燃料：食糧難にはなりません 静大チーム、竹から」毎日新聞（2008 年 12 月 21 日） 

他 新聞 3 件、科学系ウェブサイト 1 件、テレビ放映 1 件 
【 外部資金 】 
・受託研究 農林水産省“バイオマスマテリアル製造技術の開発”（研究代表者） 他 2件 

・共同研究 5件 

 

＜今後の展開＞  
 有機質廃棄物の微生物処理・資源化に向けて、実用化に向けた応用研究に注力したい。また新しい

研究テーマとして食品生物工学にも挑戦し、企業との共同研究にも力を入れたい。 
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専任・教授  福 原 長 寿 （FUKUHARA Choji）   

物質工学科  

専門分野： 触媒工学、反応工学、触媒化学 

 
homepage: http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/chemsys/fukuharalab.html 

 

【 研究室構成 】  

教    員：福 原 長 寿 

研 究 員：大 倉 広 宙 

修士課程：２年生（１名）、１年生（４名） 

学  部：４年生（７名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  講義などの学生教育においては、つねに単なる“教え”にとどまらないようにし、教授した内容

を学生自ら“育む”ことができるような工夫を心掛けている。具体的には、講義内容の精選と時間

の有効利用（パソコン活用とエッセンスをまとめた自作プリント配布）を図り、また講義の予習や

復習の時間を充実させた内容としている。また、学生からの質問や疑問に答える時間（コンタクト

タイム）を大切にしている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

物理化学Ⅰ  学部２年 ２ ○   

表面･界面化学  学部２年 １  ○  

輸送現象特論  大学院１年 1 ○  複数担当（２人） 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   豊かな未来社会の持続的発展へ貢献するために、新エネルギー源としての水素製造反応などを

例に取り上げ、環境との調和をはかる構造体型触媒材料の開発とそれを用いた新規な構造体型化

学反応システムの設計・開発を行なっている。また、従来の触媒化学にはなかった新しい触媒調

製法を開発・展開することで、高次機能性化学反応場の構造設計や触媒機能性のナノ・ミクロレ

ベルの制御に関する研究を行なっている。 

【 実績 】  

（１）メタルハニカム型ニッケル系構造体触媒によるメタンの水蒸気改質特性 

  ステンレスハニカム材を担体とする構造体触媒を作製し、そのメタン改質特性を評価した。 

（２）エタノール改質用 Co 系構造体触媒の調製条件が改質特性に及ぼす影響 

  調製条件を変化した Co系構造体触媒を調製し、その改質特性に及ぼす影響を評価した。 

（３）一酸化炭素の選択酸化のためのプレート型 Ru系触媒の調製と特性評価 

  選択酸化反応用の Ru系構造体触媒を創製し、その特性を評価した。 

（４）エタノール改質と Prox反応用のマイクロチューブ状構造体触媒の創製 

  マイクロオーダーの構造体触媒を創製し、その改質特性や Prox特性を評価した。 

 

 

環境協奏(harmony)型化学･触媒のデザイン 
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物質工学科 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) C. Fukuhara and H.Ohkura, “Physicochemical properties of a plate-type copper-based catalyst, prepared 
on an a luminum plate by e lectroless plating, for s team reforming of  methanol and CO shift reaction”, 
Applied Catalysis A:General, vol.334, pp.158-164 (2008). 

2) E. Kamio, S. Takahashi, H. Noda, C.Fukuhara and T. Okamura, “Effect of heating rate on liquefaction of 
cellulose by hot compressed water”, Chemical Engineering Journal, vol.137, pp.328-338 (2008).  

3) 福原, 触媒学会編 “触媒便覧 －16 章資源・エネルギー変換 16.4.1 改質反応－”, 講談社 

  pp.577-580 (2008).  

国際会議発表  

1) C. Fukuhara, Y. Kamata and R. Takahashi, “A microtube-type Pd/ZnO reformer for methanol reforming, 
combined with a combustion system for generating a reaction heat”, 

14th International Congress on Catalysis, July 13-18, 2008, Seoul, Korea, p.394. 
2) C. Fukuhara and Y. Kamata, “Microtube-type reformer combined with a combustion system, for steam 

reforming of methanol”, 

20th International Symposium on Chemical Reaction Engineering, Sep. 7-10, 2008, Kyoto, Japan,  
pp.600-601. 
 

国内学会発表  

1) 福原，平岩，港，“アルミ製ハニカムを担体とするアルコール改質型構造体触媒の創製”，化学

工学会第 40 回秋季大会，東北大学，2008.9.24. 
2) 福原，川守田，“陽極酸化法で調製したプレート型ジルコニア担持貴金属触媒によるメタンの水

蒸気改質反応”，石油学会第 38 回石油・石油化学討論会，東京，2008.11.6. 
3) 安田，大倉，松本，笠原，福原，“ステンレス製メタルハニカムを担体とする Ni 系構造体触媒

のメタンの水蒸気改質特性”，化学工学会第 74 年会，横浜国立大学，2009.3.18. 
他１件 

招待講演  

1) 福原，“構造体触媒(Structured catalyst)の創製と多機能性触媒反応システムの開拓”，触媒学会 

夏の研修会 2008，愛知県伊良湖，2008.8.22. 

2) 福原，“構造体触媒(Structured catalyst)を利用した多機能性触媒反応システムの開拓”，触媒学会

つくば地区講演会，茨城県つくば，2008.12.4. 
        

＜管理運営＞ 

  物質工学科副学科長，大学院物質工学専攻長，就職担当教員 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】企業との共同研究３件 

 

＜今後の展開＞  

 新規な触媒調製法による多機能型構造体触媒を開発しつつ、環境調和型化学反応システムの構築を

目指した研究を今後も展開する。そして、地元企業との共同研究を図りつつ、この研究活動を通して

触媒工学・反応工学の分野における新しい学際領域の開拓を目指していく。 
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物質工学科 

 

 

  

専任・教授  藤波 達雄 （FUJINAMI Tatsuo）   

物質工学科  

専門分野： 電解質、リチウム二次電池、燃料電池 

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：藤波 達雄    

修士課程：２年（6名） 

学  部：４年（4名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  有機化学の基礎および高分子科学の基礎について、反応、構造と性質、現象、物性等について、

基本的考え方を理解することに重点を置き、わかりやすい説明をするように心掛けている。また、

知識の活用をする力をつけるような演習問題を出す工夫をしている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

有機化学I  学部2年 1 ○  複数担当（２人） 

基礎有機材料  学部2年 1  ○  

新入生セミナー  学部1年 1 ○  複数担当 

研究体験実習  学部1年 1 ○  複数担当 

有機材料化学  学部4年（夜間主） 1  ○  

有機材料工学  大学院１,２年 1 ○   

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   環境・エネルギー問題に対応した次世代の車に搭載するリチウムイオン電池および燃料電池用の

新規な高性能電解質の開発を行っている。電解質の形状は、高分子膜および電解液である。 

【 実績 】  

（１） リチウム二次電池用新規電解液用溶媒の開発と評価 

  高電位電池に使用可能な新規電解液溶媒を開発した。 

（２） リチウム二次電池用電解液に用いる新規リチウム塩の開発 

  ホウ素系新規リチウム塩を開発した。 

（３） リチウム二次電池用新規ポリマー電解質と評価   

イオン導電率の高いポリマー電解質を開発した。 

（４） 燃料電池用ポリマー電解質膜の開発 

  高性能な電解質膜を開発した。 

次世代電池用電解質の開発 
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物質工学科 

【 業績・成果 】               

国内学会発表  

（１） ポリマ－電解質へのクラウンエーテルとホウ素化合物の添加効果、青木浩太、尾田憲俊、 
津坂友香、藤波達雄、第 34回固体イオニクス討論会（2008.12） 

（２）無加湿下でプロトン伝導性を示す有機‐無機ハイブリッド電解質、豊島一平、平井賢治、 

藤波達雄、第 34 回固体イオニクス討論会（2008.12） 

（３） 混合ホウ酸エステル電解液の電気化学的性質、電気化学会第 76回大会(2009.3) 

他 2件 

 

特許出願・取得 

出願 5 件 

特許公開 

（１） BF3 錯体およびその製造方法、特許公開 2008-94825 

（２） リチウム塩、特許公開 2008-69102 

（３） 高分子電解質材料及びこれを用いた燃料電池用膜・電極接合体、特許公開 2008-269900 

 他４件 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】8件 

 

【 外部資金 】 NEDOプロジェクト研究、共同研究 

 

＜今後の展開＞  

 平成 21年 3月で定年であるが、4月から NEDOプロジェクトおよび共同研究を推進するため、特任

教授として研究を継続する。それぞれの研究における目標達成を目指し、2 名の准教授と連携して、

新規電解質開発を推進する。 
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物質工学科 

 

 

  

専任・教授 松島 良華 （MATSUSHIMA Ryoka）   

物質工学科  

専門分野：色素センサ、フォトクロミック材料  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：松島 良華，河野 芳海    

学  部：４年（６名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  物質の本質を理解し素材を自在に使いこなすためには，少しでも多くの物質に触れ，実験を重ね

ることが先決である。限られた僅かな実験しかできないが，それを通して知識を最大限に広げて欲

しい。知識を丸暗記するのでなく，原理を理解し底辺を広げながら身につけて欲しい。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

量子化学  学部3年 １ ○   

エネルギーおよび資源  学部3年 １  ○  

研究体験実習  学部1年 1 ○   

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

物理化学特論  大学院１,２年 1  ○ 複数担当（２人） 

総合科目   工学部、情報学部3年 1 ○ ○ 複数担当(4名) 

 

【 業績・成果 】 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  環境空気中の極低濃度のＶＯＣ（揮発性有機化合物）を高感度に検出する色素センサを開発し，

悪臭モニター，魚肉類の腐敗検知，医療検査薬などへの利用を目指している。他方，フォトクロミ

ック材料の研究では，光で何度も書換できるフルカラー表示膜を試作し改良を目指している。 

 

【 実績 】  

（１）アニリン系ガスのセンサ薄膜および検知管を開発し，0.5 ppb程度の低濃度ガスを目視で簡単

に検知することが可能となった。 

（２）アミン系ガスの検知管を試作し，魚肉類の腐敗を人の嗅覚よりも高感度に検知することが可能

となった。 

（３）インドール系ガスのセンサ薄膜および検知管の特性をさらに改良した。 

（４）水性媒質中でフォトクロミック機能を示すカルコンーフラビリウム系の反応条件等を再検討

して，フォトクロミック特性を改善した。 

   

光機能性物質の開発 
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物質工学科 

【 業績・成果 】 

 

学術論文・著書等 

原著論文               

1) “Simple full-color rewritable film with photochromic fulgide derivatives” Y. Kohno, Y. Tamura,  

R. Matsushima 

     Photochem. Photobiol. A: Chemistry, Vol.201, pp.98-101 (2009). 

2) “Color Sensor for Indole Vapors Based on Ehrlich-type Reactions” Y. Kohno, J. Kamiya, T. Okubo,   

     R. Matsushima 

   Analytical Sciences, Vol.25, pp.129-132 (2009).  

3) “Stabilization of flavylium dye dy incorporation  into the pore of protonated zeolites” Y. Kohno, Y.   

   Shibata, N. Oyaizu, K. Yoda, N. Shibata, R. Matsushima 

     Microporous and Mesoporous Materials, Vol.114, pp.373-379 (2008). 

4) “Enhancement of the photostability of flavylium dye adsorbed on mesoporous silicate” Y. Kohno, S.   

   Tsubota, Y. Shibata, K. Nozawa, K. Yoda, M. Shibata, R. Matsushima 

     Microporous and Mesoporous Materials, Vol.116, pp.70-76 (2008). 

国内学会発表  

・日本化学会他、計 2件 

        

  

＜今後の展開＞  

 患者の呼気や汗，排泄物に含まれる特定物質（バイオマーカ）を，色素センサにより簡単に検知す

ることで，初期癌や疾病の早期発見に役立てたい。また、フォトクロミック材料による，「光書き換

え型フルカラー表示膜」のより美しい試作品を作りたい。さらに，酵素反応などの光スイッチングを

目指して，水性媒質や生体組織中で機能するフォトクロミック誘導体を開発中である。 

179179179179179179



物質工学科 

 

 

      

兼担・教授  山下 光司 （YAMASHITA, Mitsuji）   

物質工学科 材料科学コース 

専門分野： 医用材料、高分子化学、バイオメディカルマテリアル  

 
home page: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tcmyama/index.html 

 

【 研究室構成 】  
教    員：山下光司 

研 究 員：3 名  技術補佐員：3 名 
博士課程：7 名  修士課程：2 年（4 名）、1 年（2 名） 
外国人招聘研究者： 2 名（Robert N. Muller 教授（ベルギー）、David F. Wiemer 教授（U.S.A. ）） 

【 教育 】 
＜ 目標 ＞ 

  教養と人格、仁徳を備えた専門家育成を目標としている。教養をにつけた後、基礎科目から専門

科目へのステップアップを支援する。有機、無機、ハイブリッド材料開発の基礎学力を養成し、専

門科目を修める。化学を基盤として、その材料の構造と機能との関連を重視したパターンによる思

考を重視する。新聞等に報道された新材料・医用材料の例、安全工学に関連する事故例、高分子の

実例等を引用して、学生に興味を持たせつつ、効果的な教育をする。卒業研究・修士研究による実

験に基づく実質的な教育や人間関係の構築は大切であるので、それらの教育も重視する。 
 
＜授業担当科目および取り組み＞     （大学院理工研、創造科学技術大学院は別途） 

 

 授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナー 学部1年 1 〇  複数担当 

物質合成工学Ⅱ 学部2年 1  ○ 複数担当（2人） 

総合科目 学部3年 1 〇  複数担当（5人） 

安全工学  学部3年 2 ○  複数担当 

有機材料化学   学部3年 1  ○ 複数担当（2人） 

高分子材料科学  学部3年 1  ○ 複数担当（2人） 

インターンシップ  学部3年 1 ○   

高分子合成化学  学部4年 1 ○   

安全工学  学部4年 １ ○  複数担当 

機能材料特論  大学院（工学研） 1  ○ 複数担当（2人） 

 
【 研究 】 

＜目標＞ 

 様々な角度・視点から「がんの撲滅」を目指し、バイオ・メディカル・マテリアルを基盤とした医

用への応用を目指した研究をしている。当研究室の研究シーズに基づいた医用材料の開発、患者の

QOL を改善する医療現場のニーズに応える医療技術の為に次の医療器具・高分子材料、医用材料の

研究開発を行う。 
（1）リン糖抗がん剤の研究開発(高機能化、精製、in vitro 評価、in vivo 評価、作用機序） 
がんを超早期発見する高機能性新規 MRI 造影剤の開発研究(加水・非加水分解、in vitro 及び in vivo
評価） 
（2）新規超親水性・超撥水性医用材料の開発(ナノマテリアル、in vitro 評価、内視鏡実装） 
（3）生体適合性（湿潤時潤滑性、抗血栓性、抗菌性、超親水性、塞栓材料）医用材料の開発 
（4）プラズマを利用した医用材料の開発（高分子材料） 

がん撲滅を目指したナノバイオ・医用材料



物質工学科 

＜実績＞  

（１）リン糖抗がん剤の研究開発：擬似糖の一種であるリン糖誘導体および複素環化合物であるホス

ホレン・ホスホラン誘導体を様々な化学反応（熱・光・触媒）を駆使して化学合成し、MTT 法

や固定がん細胞を用いた in vitro 評価を行った。その結果、健常細胞には無害で、がん細胞のみ

を特異的・選択的にアポトーシスに導く新しい(多分子標的）型の分子標的療法抗がん剤を発見し

た。（「含リン化合物及び抗腫瘍剤」特許出願 2007.2.15；「白血病培養がん細胞に特異的な新規な

分子標的療法薬剤」、論文、国際会議、イノベーションジャパン 2008（2008.9）、等） 
（２）がんを超早期発見する高機能性新規 MRI 造影剤の開発研究：現在使用されている MRI 造影剤

の Gd-DTPA は血管外漏出型の造影剤であり、生体分子認識機能を持っていない為に、血管造影

や特定臓器造影、がん組織造影等の機能を備えていない。そこで、外殻に分子認識機能を有する

シュガーボールデンドリマー型の血管貯留性機能を備えた MRI 造影剤を開発した。特筆すべき

研究費：厚生労働科研費（平成 19～21 年度）；文部科学科研費（平成 19～20 年度）、開発のコン

セプト：加水分解・非加水分解ルートの開発、MOE による分子設計、等；in vitro 評価、in vivo
評価、等（「ジエチレントリアミン五酢酸誘導体、ガドリニウム-ジエンチレントリアミン五酢酸

誘導体の錯体及び MRI 造影剤並びに富血性腫瘍特異性造影剤」PCT 国際特許出願（2007）；その

他、2008 年度特許出願「ｶﾞﾄﾞﾘﾆｳﾑ錯体の製造方法」等 4 件、イノベーションジャパン 2008（2008．
9）、論文、国際会議、等） 

（３）新規超親水性・超撥水性医用材料の開発：患者の QOL 改善の為に、内視鏡や腹腔鏡等の光学

系を持った医療器具・治療器具等が使われるが、それらの光学系が曇ることがしばしば発生し、

その為に、医療現場では、医療従事者が「医療器具の曇り止め」に多くの労力を割いている。医

療器具の光学系が曇ることが原因の医療ミス等が生じかねない不都合が生じている。この光学系

の画像をクリアに保つために、超親水性医用材料の開発を行なった。材料の基材をナノマテリア

ルあるいは天然の鉱物へ転換して安全性と透過性を改善する研究を行い、実際の医療現場で in 
vitro 評価と技術・意見交換を行った。（「癌（がん）の早期発見・早期治療のための医用材料のイ

ノベーション」イノベーションジャパン 2008（2008．9）、論文、国際会議、等） 
（４）生体適合性（湿潤時潤滑性、抗血栓性、抗菌性、超親水性、塞栓材料）医用材料の開発：生体

適合性の中でも湿潤時潤滑性はカテーテル等の体内・血管内留置医療器具に必須の機能である。

本研究では、PVP 潤滑性材料を光処理によりポリウレタンやポリアミド等の医用高分子材料に固

定化することに成功した。また、GANTREZ を潤滑性材料とする機能性と持続性コートに成功。

(特許出願；論文投稿、等)「がんの早期発見・早期治療のための医用材料のイノベーション」イ

ノベーションジャパン 2008(2008．9）、等 
（５）プラズマを利用した医用材料の開発：塞栓材料や超親水性材料開発にプラズマの応用を試みた。

PTFE 等の高分子材を酸素プラズマ等で処理する親水性表面処理方法を検討。（イノベーションジ

ャパン、学会、等） 
（６） 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

 (1) Takahashi, Masaki; Ichihashi, Yasunori; Nishizawa, Natsuko; Ohno, Shuhei; Fujit, Norifumi; Yamashita, 
Mitsuji; Sengoku, Tetsuya; Yoda, Hidemi, J. Photochem. Photobiology, A: Chemistry (2009), 203(1）, 
56-63. 

(2) Takahashi, Masaki; Nishizawa, Natsuko; Ohno, Shuhei; Kakita, Masahiro; Fujita, Norifumi; Yamashita, 
Mitsuji; Sengoku, Tetsuya; Yoda, Hidemi., Tetrahedron （2009）, 65（13）, 2669-2677. 

 他  2件 

国際会議発表 10 件    

国内学会発表 16 件 

 

招待講演:「がん撲滅を目指した医用材料の開発-糖デンドリマー型 MRI 造影剤及びリン糖抗がん
剤の開発研究」日本薬学会東海支部特別講演会 （2008 年 12 月 18 日）、 他  4 件. 

特許出願・取得: 「親水性多孔質粒状基材およびその製造方法、該親水性多孔質粒状基材を有す

る親水性コート剤」、特願 2008-235423、2008,9,12. 他 7 件. 



物質工学科 

 

 

  

専任・教授  依田 秀実 （YODA Hidemi）   

物質工学科  

専門分野：有機化学，天然物合成化学  

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tchyoda 

 

【 研究室構成 】  

教    員：依田 秀実、高橋 雅樹 助教、仙石 哲也 助教  

博士課程：３年生（１名）、２年生（１名） 

修士課程：２年（２名）、１年（４名） 

学  部：４年（７名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  講義が単調にならないように、大学における有機化学の教育内容を可能な限り分かりやすく説明

すると同時に、パワーポイントを用いて「目で見る有機化学」を目標に、内容に興味が持てるよう

努力している。また、毎時間ごとに演習を取り入れることで講義内容を補足している。さらに中間

試験を実施することで、講義に対して適度の緊張感を維持するように試みている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

有機化学I  学部2年 1 ○   

有機化学II  学部2年 1  ○ 複数担当（２人） 

有機化学III  学部3年 1 ○  複数担当（２人） 

分子機能解析  学部4年 1 ○   

有機分子設計   学部4年 1  ○  

有機化学特論  大学院１，２年 1 ○  複数担当（２人） 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

（１）未知で精密な生体系の営みをモデル化して解明（Research）するとともに、 

（２）生命活動に欠かせないバイオファインケミカルズ（抗生物質、抗 HIV作用物質、ビタミン類  

など）やバイオメディカル（フェロモン類など）の設計（Design）、 

（３）さらにはそれらの全合成と機能化を目指した応用（Produce）、を目標にしている（RDP）。 

すなわち、未知な【生命・生体】反応の探求と解明を目指しつつ、優れたバイオマテリアルズの設

計・構築を行い、それらを利用した新しい機能性物質の開発を行っている。  

 

 

【 実績 】  

（１）細胞性粘菌 Dyctyostelium di scoideum の二次性代謝産物である furanodictine A，B は、ラッ

ト副腎骨髄質褐色細胞腫 (PC-12) の神経突起形成促進作用を示す。本研究では、これらの初の全合

成を達成した。 

（２）新規なピロリジジンアルカロイドである Hyacinthacine B1，B2は、糖尿病治療薬の有用なヒッ

 

有機化学，生命機能物質合成 
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物質工学科 

ト化合物となる可能性がある。本研究ではこれらの初の全合成を達成した。 

（３）不斉金属錯体触媒を用いた新規エナンチオ選択的α-メチレンカルボニル化反応の開発を達成

し、触媒的なメチレンラクトン化に成功した。 

（４）ピロリジジン系アルカロイドである(+)-Alexine は強いβ-グルコシターゼ阻害作用を有してい

る。以前に初の全合成を報告しているが有用な合成方法ではない。本研究では L-キシロースより出

発し、最も簡便かつ実践的な方法で全合成を可能とした。 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “ Stereodivergent Synthesis of  New Amino Sugars, Furanodictine A  a nd B , Starting from 

D-glucuronolactone” Daisuke M atsuura, T akeshi M itsui, T etsuya S engoku, M asaki T akahashi a nd 

Hidemi Yoda, Tetrahedron, 2008, 64, 11686-11696.   

2)  “First Asymmetric Synthesis of Pyrrolizidine Alkaloids, (+)-Hyacinthacine B1 and (+)-B2” Tetsuya 

Sengoku, Yasutaka Satoh, Manami Oshima, Masaki Takahashi and Hidemi Yoda, Tetrahedron, 2008, 

64, 8052-8058. 

3)  “Catalytic Enantioselective Allylation of Aldehydes Using β-Amido Functionalized Allylstannanes with 

Chiral I n(OTf)3/i-Pr-pybox Complexes” Takamasa S uzuki, Tetsuya S engoku, M asaki Takahashi a nd 

Hidemi Yoda, Tetrahedron Letters, 2008, 49, 4701-4703. 
4) “ New A symmetric S trategy f or the  T otal S ynthesis of  N aturally O ccurring (+)-Alexine a nd 

(-)-7-Epi-alexine” Masaki Takahashi, Tetsuya Maehara, Tetsuya Sengoku, Norifumi Fujita, Kunihiko 
Takabe and Hidemi Yoda, Tetrahedron, 2008, 64, 5254-5261. 

他５件 

国際会議発表     

1)  Takamasa Suzuki, Tetsuya Sengoku, Masaki Takahashi and Hidemi Yoda,“Enantioselective Allylation 
of Aldehydes Employing beta-Amido Allylstannanes C atalyzed by C hiral In(OTf)3/i-Pr-pybox 
Complexes”9th Tetrahedron Symposium, Berkeley, CA, USA, 1 page, July 22-25, 2008. 

国内学会発表  

1)  日本化学会第 89春季年会 ５件 

2)  第 38回複素環化学討論会 ２件 

3)  第 39回中部化学関係学協会支部連合秋季大会 ４件 

4)  第 57回高分子討論会 ３件 

5)  光化学討論会 ３件 

6)  第 57回高分子学会年次大会 ２件 

 

＜管理運営＞ 

 平成２０年度学科長 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

 科学研究費補助金基盤研究(C)(一般)“弱い相互作用に基づく相関不斉ヒドロキシル化反応の開発

と生理活性物質合成への応用”，奨学寄附金 

 

＜今後の展開＞  

 これまでのアルカロイド系生理活性天然物の化学合成を継続する。これとともに化学酵素触媒反応

の開発を目指すつとに、新しい取り組みとして、テトラミン酸系の有用物質の化学を探求したい。 
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物質工学科 

 

 

  

教授  脇谷 尚樹 （WAKIYA Naoki）   

物質工学科  

専門分野： 無機材料科学、結晶化学 

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tnsakam/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：脇谷 尚樹    

修士課程：２年（2名）、１年（4名） 

学  部：４年（5名） 

連携教員：鈴木久男 教授、坂元 助教 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  新しい無機材料を生み出すことのできる材料科学者の育成。そのためには３つのステップが重要

であると考えている。第１のステップは材料科学に関する基礎学力、第２のステップは習得した個

別の基礎知識を横断的に結びつけて考えられる統合力、第３は自由な発想力と斬新なアイディアで

ある。学部では第１と第２のステップを習得した人材の養成を目指しており、大学院では第２と第

３のステップを習得した人材の育成を目指している。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

物質工学総論Ⅰ  学部1年 2 ○  複数担当（３人） 

分子ナノ材料工学  学部2年 1 ○  複数担当（２人） 

金属基礎工学  学部3年 1 ○   

無機電子材料化学  学部3年 1 ○   

無機材料化学   学部3年 1  ○ 複数担当（２人） 

電子材料  学部4年 1 ○  複数担当（２人） 

電子材料特論 大学院1,2年 1  ○ 複数担当（２人） 

 

【 学生の受賞 】 

１）Andrie Yusahrizal（M1）、日本セラミックス協会東海若手セラミスト懇話会 

運営委員代表特別賞(2008.7)  

２）岩崎 大（M1）、日本セラミックス協会第 24回関東支部研究発表会優秀賞(2008.7) 

３）堀 雅仁（M1）、日本セラミックス協会第 24回関東支部研究発表会奨励賞(2008.7)  

４）松林洋平（M2）、日本セラミックス協会第 21回秋季シンポジウム・ 

シンポジウムポスター優秀賞(2008.9) 

５）坂牧美宏（M2）、日本セラミックス協会第 21回秋季シンポジウム・ 

シンポジウムポスター奨励賞(2008.9)  

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

 電気的機能、磁気的機能、光学的機能、化学的機能など複数の機能の複合により新しい機能の創製

機能融合型新規ナノセラミックスの創成 
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物質工学科 

が可能である。また、機能は複合の様式（形態や微構造等）によっても大きく変化する。気相法を中

心としたプロセッシングを大切にして機能融合型のナノセラミックスの創製を目指している。 

  

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等  

1) “Modification of Ferroelectric Properties of BaTiO3-CoFe2O4 Multiferroic Composite Thin Film by Application 
of Magnetic Field”, Shigeki Sawamura, Naoki Wakiya, Naonori Sakamoto, Kazuo Shinozaki and Hisao Suzuki, Jpn. 
J. Appl. Phys., 47, 7603-7606 (2008) 

2） “Spray Pyrolysis of Fe3O4-BaTiO3 Composite Particles”, T. Adachi, N. Wakiya, N. Sakamoto, O. Sakurai, K. 
Shinozaki, and H. Suzuki, J.Am.Ceram.Soc.,92[S1]S177–S180(2009) 
3) “Preparation of  E pitaxial P t B ottom E lectrode a nd T unability o f ( Ba,Sr)TiO3 Thin Film D eposited o n S i 
Substrate”, N aoki W akiya, Akinori H iguchi, N aonori S akamoto, N obuyasu M izutani, T akanori K iguchi, H isao 
Suzuki and Kazuo Shinozaki, Ferroelectrics, 370 (2008) 132-139. 

他 11 件 

特許等  

1)特許：特開２００８－２５１９１６（公開日；平成２０年１０月１６日）「圧電体素子及びその製造方法」出願人；松下

電器産業㈱、静岡大学、発明者；野田俊成（松下電器産業、静岡大学）、鈴木久男、脇谷尚樹（静岡大学） 

国際会議発表  

1) S pray P yrolysis of  Fe3O4-BaTiO3 Composite P articles, T omoyuki A dachi, N aoki W akiya, N aonori 
Sakamoto, Osamu Sakurai, K azuo Shinozaki, and Hisao Suzuki, International Conference on  C eramic 
Processing, Inuyama, Japan, May (2008) 

1) “ Modification of Ferroelectric P roperties of  B aTiO3-CoFe2O4 Multiferroic C omposite T hin Film b y 
Application of Magnetic Field”, Shigeki Sawamura, Naoki Wakiya, Naonori Sakamoto, Kazuo Shinozaki and 
Hisao Suzuki, The Meeting on Ferroelectric Materials and. Their Applications, Kyoto, May (2008) 

3) “ Control of P oly-type and Mechanical Properties of  Al2O3 Film P repared by  P ulsed Laser D eposition”, 
Naoki W akiya, Takeshi K itayama, N aonori S akamoto, H isao S uzuki, Teiko K adowaki, K eisuke Fujito, 
Hidemitsu Takaoka, Akira Osada, Takanori Kiguchi, Kazuo Shinozaki, IUMRS-ICA2008, Nagoya (2008) 

他 12件 

国内学会発表  

・日本セラミックス協会、MRS-J など、計 50件 

招待講演   

国際会議：計 1件 

1) “ Synthesis of  C ore-shell T ype or  N ano-composite T ype  Ferrite H ybrid P articles f or E lectric, 
Bio-compatible and Environmental Applications”, IUMRS-ICA2008, Nagoya (2008) 
 

＜特記事項＞ 

・ IUMRS-ICA2008 Symposium I の連絡チェアー 

・ 日本セラミックス協会秋季シンポジウム 誘電体セッションオーガナイザー 

・ 日本セラミックス協会行事企画委員 

・ 応用物理学科プログラム委員 

・ 東京工業大学準連携教授 
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専任・准教授  入山 恭寿（IRIYAMA Yasutoshi）   

物質工学科  

専門分野： 電気化学、固体イオニクス  

 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：入山 恭寿    

学  部：４年（5名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  いずれの授業においても、基礎をできるだけ“かみ砕いて”説明し、そこから発展した考え方が

できるよう、「考えさせる教育」を心がけている。授業内容の理解度の確認のため、授業後に演習

を取り上げている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

化学工学基礎演習  学部1年（２人） 2 ○   

電気化学  学部3年（２人） 2  ○  

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  電気自動車などの次世代移動体用電源として、エネルギーを高密度で貯蔵できるリチウム二次電

池が着目されている。本研究室ではその究極的性能向上が期待できる“全固体リチウム二次電池”

に関する研究を行っている。このデバイスの高性能化への鍵は、電池内部での反応をスムーズに進

行させるための基礎的指針の解明と、その手法の開発が必要である。電極と電解質がともに固体で

あるため、その界面での抵抗を低減し、安定化するための研究開発が必要である。そこで、薄膜合

成法を用いて界面を模擬した電池系を自作して、上記課題を解決するための研究を行っている。  

【 実績 】  

（１）リチウム二次電池用酸化物電極の薄膜合成と界面反応評価 

  電池材料の界面を模擬するために、厚さ 100nm程度の高結晶性薄膜電極を作製した。 

（２）全固体薄膜リチウム電池の作製と評価 

  厚さ 5μm程度の薄膜電池を作製し、その電池評価と抵抗解析を行った 

（３）複合固体電解質シートの作製とその Li金属析出溶解特性の評価 

  二種類の固体電解質を積層した機能分散型固体電解質を作製し、その内部の抵抗解析と Li 金属

負極の析出溶解特性を評価した。 

 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等 （計４件）               

1. C. Yada, Y. Iriyama, T. Abe, and Z. Ogumi, “A novel all-solid-state thin-film-type lithium-ion battery with in 

全固体リチウム二次電池の界面制御 
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situ prepared positive and negative electrode materials,” Electrochemistry Communications, 11 (2009) 

413-416. 

2. N. Nakayama, I. Yamada, Y. Huang, T. Nozawa, Y. Iriyama, T. Abe, and Z. Ogumi, “Effects of specific 

adsorption of copper (II) ion on charge transfer reaction at the thin film LiMn2O4 electrode/aqueous electrolyte 

interface”, Electorochimica Acta, 54 (2009) 3428-3432. 

3. K. Goto, K. Kishida, Y. Yamaguchi, N. L. Okamoto, K. Tanaka, H. Inui1, S. Takekawa, Y. Iriyama 

and Z. Ogumi, “Orientation Dependence of Microstructure and Electrochemical Properties of 
LiCoO2 Cathode Films Deposited on Single-Crystalline La2/3-xLi3xTiO3”, ”, Mater. Res. Soc. 
Symp. Proc. Vol. 1126, 1126-S03-22. 
4. 入山 恭寿，「電気化学測定/解析 テックニック＆事例集」，情報機構，(2008)，317-328. 

 

国際会議発表  （計２件）  

1) Y. Iriyama, D. Shimizu, T. Abe, M. Sudoh, and Z. Ogumi, “Fast and Stable Charge Transfer Reaction at the 

Li4/3Ti5/3O4/Lithium Phosphorus Oxynitride (LIPON) Interface and its A pplication to All-Solid-State Thin 

Film Batteries”, Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid-State Science, 2008/10, Honolulu (USA) 

2) Y. Iriyama, K. Nishimoto, K. Kishida, T. Abe, M. Sudoh, H. Inui, and Z. Ogumi, “Design of electrode/solid 

electrolyte interface for high power all-solid-state rechargeable lithium batteries”, Pacific Rim Meeting on 

Electrochemical and Solid-State Science, 2008/10, Honolulu (USA) 

 

国内学会発表 （計３件） 

・入山 恭寿、“全固体リチウム二次電池の高性能化に向けた基盤技術開発”,  電気化学会東海支

部ヤングエレクトロケミスト研究会､2008年9月30日、浜松. 

・堀野友博、玉田晴輝、入山恭寿、田中康隆、藤波達雄、” ホウ素化合物液体電解質と電極活物質

の界面反応”, 電気化学会第 76 回大会、2009年 3月 29日、京都 

・嶋田裕也、奥野雄紀、入山恭寿、“異種固体電解質を積層した複合固体電解質シートの作製とその

Li金属析出溶解反応”、電気化学会第 76回大会、2009年 3月 29日、京都 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】１件（静岡新聞） 

【 受賞・表彰 】電気化学会進歩賞 

【 外部資金 】 

CREST（共同研究者）、NEDO（共同研究者）、科学研究費特定領域研究（公募班：研究代表者） 

企業との共同研究（２件） 

 

＜今後の展開＞  

 研究室として大切にする部分をポリッシュアップするとともに、学内外を問わず多くの研究者の

方々と共同研究を行い、学術の発展 及び 社会への成果の還元を目指す。 
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物質工学科 

 

 

  

専任・准教授  奥谷 昌之 （OKUYA Masayuki）   

物質工学科  

専門分野： 無機材料、薄膜形成、透明導電膜、太陽電池  

 
homepage: http://www.h4.dion.ne.jp/~okuya/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：奥谷 昌之    

修士課程：２年（4名）、１年（5名） 

学  部：４年（6名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  データ処理およびシミュレーションなどの専門基礎科目において、高校数学、物理、化学をベー

スに専門性を持たせたコンピュータシミュレーションにより、大学での授業に興味を持たせる。ま

た、専門科目である物質合成工学 Iや無機材料化学では、身近な題材を元にスムーズに専門知識を

得られるように講義内容を構成している。あわせて、材料科学演習 II において、１つの問題を多

角的に考察し、専門知識を深めるように配慮している。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電子材料  学部4年 1 ○  複数担当（2人） 

データ処理およびシミュレーション  学部1年 2 ○  複数担当（2人） 

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

物質合成工学 I  学部2年 1 ○  複数担当（2人） 

研究体験実習  学部1年 1 ○  複数担当（10人） 

天然資源工学特論  大学院１,２年 1  ○ 複数担当（2人） 

無機材料化学  学部3年 1  ○ 複数担当（2人） 

無機化学 II  学部2年 1  ○ 複数担当（2人） 

総合科目   工学部、情報学部3年 1  ○ 複数担当（5人） 

材料科学演習 II  学部3年 1  ○ 複数担当（2人） 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  透明導電膜をはじめとする機能性薄膜は、近年のエレクトロニクス産業の発展にともない需要が

増えており、その大量生産システムが不可欠である。本研究室では大気中での酸化物薄膜の形成法

の確立およびその光学素子への応用を行っている。 

【 実績 】  

(1) 大面積(30cm×30cm)透明導電膜の形成 

  地元企業と共同でスプレー熱分解法により大面積基板上への製膜および評価を行った 

(2) 新規透明導電膜の開発 

 

光機能性薄膜の形成と応用 
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物質工学科 

  SnO2や ZnO等の酸化物を中心に ITO代替新規透明導電膜の開発およびその応用に関する研究を行

った。  

(3) 色素増感太陽電池の開発 

  次世代太陽電池として期待される色素増感太陽電池の高効率化に関する研究を行った。  

(4)光応答センサーの開発 

  これまで蓄積されたスプレー熱分解法による薄膜積層技術を基に各波長に応答する光学センサ

ーの開発に関する研究を行った。 

(5) 電磁波による液相からの新規製膜法の開発 

  電磁波を利用して、従来と異なる液相からの新規製膜法の開発に関する研究を行った。 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “Preparation of SnO2 Transparent Conducting Films for Dye-Sensitized Solar Cells by SPD Technique” M. 

Okuya, K. Ohashi, T. Yamamoto and J. Madarász, Electrochemistry, Vol.76, pp.132-135 (2008). 

2)“Photocatalytic Ability of TiO2 Porous Film Prepared by Modified Spray Pyrolysis Deposition Technique” 

O. Sugiyama, M. Okuya and S. Kaneko, J. Ceram. Soc. Jpn., Vol.117, pp.203-207 (2009). 
他 2 件 

国際会議発表     

・S. Takahashi, K. Shinohara, K. Shiozaki and M. Okuya “ZnO thin film prepared by a microwave heating” 
IUMRS-ICA 2008, 9th-13th December, 2008, Nagoya, Japan. 

他 6 件 

国内学会発表  

・森長、山本、大橋、奥谷 「ヘイズ率の制御による色素増感太陽電池の高効率化」電気化学会第

76 回大会、京都大、2009.3.29-31. 

・高橋、奥谷 「マイクロ波加熱による透明導電性薄膜の作製」第 47回セラミックス基礎科学討論

会、大阪国際会議場、2009.1.8-9. 

・鹿谷、園原、柴山、奥谷 「沿面放電による常温大気圧下での酸化物薄膜のダイレクトパターン

ニング」2008年秋季第 69 回応用物理学会学術講演会、中部大、2008.9.2-5. 

他 13 件        

 

＜管理運営＞ 

・２０年度工学部入試委員会委員 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

・１９・２０年度科学研究費基盤研究Ｃ（代表） 

「沿面放電法による薄膜のダイレクトパターニング」 

・共同研究 １件 

 

＜今後の展開＞  

 薄膜形成とその光学素子への応用の研究を継続する。特に、電磁波を利用した製膜では従来にない

興味深い結果が得られており、企業との共同研究も含め、実用を念頭に置いた研究を推進していきた

い。 
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物質工学科 

 
 
  

准教授   久保野 敦史 （KUBONO Atsushi）   
物質工学科  
専門分野： 有機材料物性（有機薄膜、液晶）  

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~takubon/ 

 

【 研究室構成 】  
教    員：久保野 敦史    
博士課程：３年（１名）  
修士課程：２年（４名）、１年（４名） 
学  部：４年（６名） 
 
＜教育＞ 
【 目標 】 
  低学年時の教育では、学生の好奇心を刺激し、知への欲求が高まるような講義を目指している。

一方、高学年時（卒業研究を含む）においては、専門的な内容を通じて科学技術に普遍的な概念や

方法論を身につけられるように配慮している。すなわち、単に知識を与えるのではなく、教わって

いないことに対しても自分で考えたり調べたりできるような能力を身につけさせる教育を目標と

している。 

【 授業担当科目および取り組み 】      
   

授業科目 学 年 コマ数 前期 後期 備  考 

材料科学基礎  学部１年 ２ ○  複数担当（３人） 

新入生セミナー  学部１年 １ ○   

分子ナノ材料工学  学部２年 １ ○  複数担当（２人） 

材料科学実験法  学部２年 １  ○ 複数担当（３人） 

移動現象論  学部３年 １ ○   

研究体験実習  学部１年 １ ○  複数担当 

材料科学演習Ⅰ  学部３年 １ ○  複数担当（２人） 

電子材料特論   大学院１,２年 １  ○ 複数担当（２人） 

 

【 業績・成果 】 
指導学生の受賞・表彰 

1) 森本勝大（Ｍ２）, 最優秀発表賞, 応用物理学会分子工学若手夏の学校, 2009. 

 
＜研究＞ 
【 目標 】 

有機低分子および高分子凝集体（液体、固体）の高次構造（凝集構造）制御ならびにその形成

過程解析、および得られた凝集体の物性（粘弾性、電気物性、光学物性等）に関する研究を行っ

ている。具体的には、真空蒸着有機薄膜における分子配向機構、蒸着重合法による高分子薄膜の

作製と特性評価（防食性、圧電性、電気特性など）、ならびに液晶表示素子の新規動作モードの

開発と界面物性評価について、実験と理論の両面から検討を行っている。 

有機低分子・高分子凝集体の構造と物性 
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物質工学科 

有機・高分子材料は分子構造の多様性や分子配向制御による物性向上・新物性の発現などによ

る新たな応用展開が期待されているが、再現性や耐久性などの点で高いハードルが存在しており、

物性発現の基礎的なメカニズムの解明が無機材料等に比べて遅れている。したがって、大学にお

いては企業とは異なる観点で基礎的な研究を行う必要があることを鑑み、理論と実験を両輪とし

た研究を遂行し、有機・高分子材料における新たな展開のための基礎作りを目標としている。  

【 実績 】  
（１）真空蒸着を用いた分子配向・積層構造制御（分子の積木細工） 

長鎖分子の垂直配向した連続膜がLayer-by-Layer成長する様子を in-situ観察することに成功した。

また、ポリ尿素の双極子が自発的に配向し、未分極処理で圧電性が発現することを明らかにした。 
（２）蒸着重合ポリ尿素薄膜による金属表面の防食 

蒸着重合によりマグネシウム合金上に様々なポリ尿素薄膜を作製したところ、水に対する優れた

防食特性を示すことを明らかにした。（NEDO プロジェクト） 
（３）液晶－高分子界面の粘弾性評価 

粘性流体である液晶が特定の高分子配向膜上で弾性体的にふるまう現象を発見した。 

【 業績・成果 】 
学術論文・著書等               

1) A. K ubono, Y. M inagawa a nd T. I TO, “ In S itu O bservation of  L ayer-by-Layer G rowth i n Vapor 
Deposition of Organic Thin Films”, Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 48, No. 3, pp. 020211(1–3), 2009. 

2) A. Kubono, M. Murai and S. Tasaka, “High Piezoelectric Activity in Nonpoled Thin Films Prepared by 
Vapor Deposition Polymerization”, Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 47, No. 7, pp. 5553–5557, 2008. 

他 3 件 

国際会議発表     
1) A. Kubono, M. Murai and S. Tasaka, “High Piezoelectric Activities of Nonpoled Thin Films Prepared by 

Vapor Deposition Polymerization”, The 12th International Symposium on Electrets, Tokyo, Sep. 2008. 
2) J. Gonda, K. Inaishi, A . Kusakabe, M. Morimoto and A . Kubono, “ Formation of t he Interfacial Layer 

between Polymer and Liquid Crystal”, The 5th International Symposium on Molecular E lectronics and 
Bioelectronics, Miyazaki, Mar. 2009. 

他 2 件 

国内学会発表  
・応用物理学会、高分子学会、日本液晶学会など、計 11 件 

招待講演   
・久保野敦史, “ 真空蒸着を利用した有機・高分子薄膜の作製と高次構造制御”, 電気学会フィルム

ベースデバイスのための界面制御とプロセス技術に関する調査専門委員会, Mar. 2009. 

解説・特集等  
1) 久保野敦史, “液晶の粘弾性 １ ― ネマチック液晶の配向弾性とレスリー粘性 ―”, 液晶, Vol. 

12, No. 2, pp. 60-68, 2008. 

他 2 件 
 

＜その他の事項＞ 
【 外部資金 】 
 ・ 共同研究 1 件 
 
＜今後の展開＞  
 有機・高分子材料の物性に関するこれまでの研究を継続するとともに、新しい研究テーマに対して

も積極的に取り組む。学内外の研究者（企業を含む）との共同研究にも力を入れたい。 
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物質工学科 

 

 

  

専任・准教授  孔 昌一 （KONG Chang Yi）   

物質工学科  

専門分野： 超臨界流体工学  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：孔 昌一    

学  部：４年（4名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  高校教育から大学教育への滑らかな導入を目指している。有機化学Ⅰなどの共通科目では、社会

の動向にも興味を持たせるよう工夫し、以後の専門教育への期待がわくように、授業構成を考慮している。

また、社会に出た時の準備として、演習時間にはプレゼンテーションも取り入れている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

PC数学活用法  学部1年 2  ○ 複数担当（２人） 

物質工学総論 II  学部1年 2  ○ 複数担当（２人） 

有機化学 I  学部2年 1 ○  複数担当（２人） 

分離工学  学部2年 1  ○ 複数担当（２人） 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

拡散などの超臨界流体中の物性値を実測するとともに、環境にやさしい超臨界流体技術を用いた

機能性複合微粒子の創製を行っている。 

超臨界流体を利用した環境負荷低減技術の開発が盛んに行われ、地球環境問題の解決に大いに期

待されている。超臨界流体を利用する装置の設計、スケールアップ、最適化、理論計算などには、

物性値が不可欠である。しかし、超臨界流体は気体や液体と比べ、物性値の測定が難しいため、実

測データが少ないのが現状である。一方、物質をナノレベルで制御することにより、物質の機能・

特性を飛躍的に向上させることが知られている。そこで、超臨界流体急速膨張法による薬物の微粒

子の創製に関する研究も取り組んでいる。 

【 実績 】  

（１）超臨界二酸化炭素中におけるフェロセンの無限希釈相互拡散係数の測定 

   超臨界二酸化炭素中における有機金属化合物の拡散係数の測定を行い、実験を行わなくても、

推算可能な相関式を開発した。 

（２）超臨界流体クロマトグラフィーを用いた無限希釈部分モル体積 

   超臨界二酸化炭素中における無限希釈部分モル体積の測定法を開発した。 

（３）RESS法による微粒子創製に及ぼす溶質溶解部および晶析部条件の影響 

   超臨界二酸化炭素を溶媒として用いた RESS 法による、鎮痛剤であるイブプロフェンの微粒子

の創製を行い、その溶解部および晶析部条件が微粒子生成に及ぼす影響について検討した。 

 

拡散機構の解明と環境負荷低減技術への応用 
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物質工学科 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “Reliability of  B inary D iffusion C oefficients D etermined f rom Tailing R esponse C urves Measured by  

the Taylor Dispersion Method in the Near Critical Region” C. Y. Kong, T. Funazukuri and S. Kagei 

     J. Supercrit. Fluids.Vol.44, pp.294-300, 2008.  

2) “Predictive C orrelation of  B inary D iffusion a nd S elf-Diffusion C oefficients u nder S upercritical a nd 

Liquid Conditions” T. Funazukuri, C. Y. Kong and S. Kagei 
   J. Supercrit. Fluids.Vol.46, pp.280-284, 2008.  

 
著書 

化学工学会超臨界流体部会編, 超臨界流体入門, 丸善株式会社,  pp.38-49, 2008 

国内学会発表  

1. 鳥海秀, 由井和子, 船造俊孝, 孔 昌一, 影井清一郎, 船造俊孝: “ 超臨界二酸化炭素中における

相互拡散係数に及ぼす溶質分子形状の影響”, 化学工学会第 40 回秋季会, 東北大学, 9 月 24-26
日 2008 年 (G105, 2008). 

2. 孔 昌一: 依頼講演“超臨界流体中の拡散係数”, 化学工学会第 40 回秋季会, 東北大学, 9 月 24-26
日 2008 年 (G113, 2008). 

3. 中村雅人, 孔 昌一, 影井清一郎, 船造俊孝: “超臨界二酸化炭素中におけるフェロセンの相互拡

散係数の測定”, 化学工学会第 74 年会, 横浜国立大学, 3 月 18-20 日 2009 年(J305, 2009). 
 
解説・特集等  

1. 船造俊孝, 孔 昌一, 影井清一郎: “ 超臨界クロマトグラフィーを用いた極性溶質の相互拡散係数

の測定―Langmuir 吸着等温式を用いた解析―”, ジャスコレポート社, Jasco Report -超臨界流体ク

ロマトグラフィー特集号-, 5-8, 2008. 
 

＜今後の展開＞  

 超臨界流体中の物性値の測定と微粒子の創製にかんする研究を継続する。また、新しい研究テーマ

にも挑戦する（例えば超臨界流体中における溶質の溶解度の測定）。外部資金の獲得や企業との共同

研究にも力を入れたい。 
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物質工学科 

 

 

  

専任・准教授  昆野 昭則 （KONNO Akinori）   

物質工学科  

専門分野： 光電気化学・有機電気化学  

 
homepage: cheme.eng.shizuoka.ac.jp/chemsys/f-klab.html 

 

【 研究室構成 】  

教    員：昆野 昭則    

博士課程：１年（1名）  

修士課程：２年（3名）、１年（3名） 

学  部：４年（5名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  有機化学・無機化学・物理化学等はば広い基礎教育で学んだ知識を基に、具体的な材料の物性値

の扱いをはじめ、電気化学応用分野（材料評価システムや電池材料の開発）における実践的な問題

を解決する能力の開発に努めている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

基礎電気電子工学  学部2年 2 ○   

物質工学総論Ⅱ  学部1年 1  ○  

電気化学  学部3年 2  ○  

研究体験実習  学部1年 1 ○  複数担当 

化学工学特論   学部3年 1  ○ 複数担当 

化学工学実験法特論   大学院１,２年 1  ○  

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  色素増感型太陽電池は、シリコン太陽電池に比べて低コスト、低環境負荷等の観点から新世代の太

陽電池として期待されている。この電池に用いられる光電極として、酸化亜鉛／酸化スズ複合電極を

始めとする新しい材料の開発やヨウ化銅を用いる固体型色素増感太陽電池の高効率化に取り組んで

おり、実用化レベルの変換効率（約 10％）の実現を目指している。 

 

【 実績 】  

（１）固体型色素増感太陽電池における変換効率向上 

 ポリエチレングリコール(PEG) を添加したスクリーンペーストを導入し、多孔質 TiO2 層表面

の開孔径及び多孔度を増加することができた。さらに、Jsc を向上させるために、膜厚を 2 µm
から 4 µmに変更して固体型色素増感太陽電池の検討を行った。膜厚を増加させると CuI の充填

が不十分になって FF の低下を引き起こしてしまう可能性が考えられる。そのため、CuI が充填

しやすいような２層構造を考えた。その結果、色素吸着量の増加と CuIの充填が改善されたため

に Jscが 9.49 mA/cm2から 10.7 mA/cm2に増加した。そして、FFは、十分な CuI充填により 0.51

色素増感型太陽電池の高性能化 
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から 0.56に増加した。以上より２層構造によって、CuIの充填を改善させることができた。 

（２）多孔質酸化亜鉛薄膜の低温作製と色素増感太陽電池への応用 

  有機バインダの導入による低温焼成条件での密着性の高い酸化亜鉛薄膜の作成と、色素増感

型太陽電池への応用及びさらなる低コスト化を目指した先染め法の導入を検討した。有機バイン

ダをカルボキシルメチルセルロース(CMC)からスチレンブタジエンゴム(SBR)エマルションに変

えることで、より密着性の高い酸化亜鉛薄膜を得ることができた。SBRエマルションより少量で

バインダとして強く働くといわれるビニルナフタレンブタジエン(NBR)エマルションをバインダ

として用いることで Jsc 4.50 mA/cm2、変換効率 2.08 %まで向上した。またより広い波長域に吸

収を持つ D149 色素を吸着させることで Jsc 5.69 mA/cm2、変換効率 3.07 %を達成した。さらに

酸化亜鉛ペースト溶媒をエタノールに変えることで凝集が防げることを確認した。またこれによ

り二次粒子の発生を抑制できるため粒子同士の接触が改善し、Jsc 11.23 mA/cm2、変換効率 4.24 %

を達成した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “CuIによる全固体化”，昆野昭則, G.R. アソカ クマラ，「FPD・DSSC・光メモリーと機能性色

素の最新技術と材料開発」中澄博行編集, 技術教育出版社, 第２編第８章, pp.114-123 (2008).   

2) “太陽電池の種類別の性能および特徴”，昆野昭則，「最新太陽電池技術の徹底検証・今後の展

開」情報機構，第２章，pp.19-26 (2008).  

国際会議発表     

・17th International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy (IPS-17), Sydney, 
Australia,（2008.7.27-8.1） 

他 5件 

国内学会発表  

・電気化学会、有機電子移動化学討論会など 8件 

解説・特集等  

・ なし 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

国費留学生受入れ 

エディリシンハゲ・ヴィクム・アヌラ・プレマラル（創造科学技術大学院博士課程） 

 

＜今後の展開＞  

 電極表面処理および新規色素の開発により多孔質電極―色素界面を最適化するとともに電荷再結

合の抑制により光電変換効率の向上を目指す。また、新規固体型正孔輸送材料の開発を行う。 
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専任・教授  杉田 篤史 （SUGITA Atsushi）   

物質工学科  

専門分野： 高分子物理、レーザー分光  

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tasugit/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：杉田 篤史    

修士課程：１年（1名） 

学  部：４年（5名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  講義と実験･演習の一体化を充実させた教育体系を目指す。基礎科目を中心に講義内容と実験･

演習内容の関連について常に見直しを図り、多角的な視野から学問を学べるようなシステムを維持

できるよう努力したい。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

物質工学実験I  学部2年 2  ○  

物質工学実験II  学部3年 2 ○   

物質工学実験III  学部3年 1  ○  

物性化学  学部3年 1  ○  

高分子機能材料  学部4年 1 ○   

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  極性高分子の表面配向挙動について分光学的手法を用いた調査を行っている。高分子が異種物質

と接触する界面付近ではバルク状態とは異なった運動性が期待され、それが高分子材料の重要な機

能性を生み出す起源となっている。私たちは、ラマン散乱分光や短パルスレーザーを利用した時間

分解分光等の測定手法を用いて高分子鎖の表面･界面運動性を結合レベルで調査している。また、

光源となるレーザーの開発にも着手している。開発されたレーザーは、単に光物性調査を目的とし

て利用するのみならず、材料の光加工を始めとする工業応用や多光子蛍光顕微鏡の励起源等のバイ

オメディカル応用への展開が期待される。 

【 実績 】  

（１）アクリレート系高分子の表面増強ラマン散乱分光 

  色素ドープされたアクリレート系高分子の表面運動性について表面増強ラマン散乱分光法によ

り配向挙動等についての調査をおこなった。 

（２）ポリフェニレンシアノスルフィド類の合成と非線形光学応用 

  ポリフェニレンシアノスルフィド系高分子が、非線形光学活性であることを見出した。 

（３）ポリエステル類の電場応答性 

分光学的手法による高分子表面の運動性の調査 
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  生分解ポリエステルであるポリ乳酸についてその電場中での結晶化挙動について調査した。 

（４）高出力高繰返しパルスレーザー源の開発 

  発振波長 1030nm、パルス幅 700fs、パルスエネルギー3µJ、繰返し周波数 12MHzの光パルス光源

の開発を実現した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) ‘‘Thermal Properties of Polyacrylates at Metal Interfaces’’, K. Fukui, S. Honmura, K. Iida, Y. Matsuda, 

A.Sugita, S. Tasaka, , Polymer Bulletin Vol.61(8), pp655-661 (2008). 

2) “Electrical properties of disk-shaped molecules embedded with three dipoles 

N,N',N''-tri-n-heptyl-1,3,5-benzenetricarboxamide”, A. Sugita, K. Suzuki, and S. Tasaka, Japanese Journal of 

Applied Physics Vol.48 (10), pp8043-8048 (2008). 

3) “High-dispersive m irrors for fe mtosecond lasers”, V. Pervak,  C. Teisset, A. Sugita, S.Naumov, F. 

Krausz, A. Apolonski, Optics Express, Vol 16 (14) pp10220-10233(2008). 

4) “Electrical Properties of  tr i-hexyl be nzene t ri-carboxiamides”, A. Sugita, K. Suzuki, A . Kubono, S. 

Tasaka., Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 47 (2), pp1355-1358 (2008).  

 

国際会議発表     

・V. P ervak, C. Teisset, A. S ugita, F. Krausz, and A. Apolonski, “All di spersive mirrors c ompressor for 
femtosecond l asers”, 14t h Conference o n Ultrafast Phenomena 20 08, June 9 -13, 2008 , S tresa ( Lago 
Maggiore), Italy, MONId. 

国内学会発表  

・高分子学会、分子科学討論会など、計 3件 

 

＜今後の展開＞  

 光源開発と光物性評価の二本柱で高分子を始めとする材料研究を展開していきたい。現在は可視か

ら近赤外領域の光物性現象の調査を中心として行っているが、今後は調査範囲を中赤外や近紫外領域

へと拡張していく予定である。 
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専任・准教授  武田 和宏 （TAKEDA Kazuhiro）   

物質工学科  

専門分野： プロセスシステム工学  

 
homepage: cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~takedalab/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：武田 和宏    

修士課程：２年（3名）、１年（2名） 

学  部：４年（5名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  基礎教育、専門教育において個別に学んできた要素技術をインテグレーションさせ、プロセスシ

ステムとして全体を考えるチカラが養えるように心がけている。また、基本となる理論を習得した

上で IT技術を駆使して問題を解決する能力の開発にも努めている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

プロセス制御  学部3年 1 ○   

プロセス制御  夜間主学部4年 1  ○  

プロセスシステム

工学 

 学部3年 1  ○  

化学工程設計  学部4年 1 ○   

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

研究体験実習  学部1年 1 ○  複数担当 

化学工学特論   学部3年 1  ○ 複数担当 

プロセス工学特論   大学院１,２年 1 ○   

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書・教科書  「化学プロセスの安全性評価と安全設計」 
 

＜研究＞ 

【 目標 】 

   設備のライフサイクルと製品のライフサイクルの各段階において、合理的に意志決定するための

方法論がプロセスシステム工学である。プロセスシステム工学を駆使して安全・エネルギー・環境に

貢献するため、設計、運転、保全の各段階に着目した研究と、ライフサイクル全体を見渡した研究を

行っている。  

【 実績 】  

（１）直接メタノール形燃料電池の設計、評価 

  直接メタノール形燃料電池を移動体に搭載した動的シミュレーションによる設計およびライフ

プロセスシステム工学 
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サイクルにわたる環境影響評価を行った。 

（２）アラームマネジメントシステムの設計 

  プラントにおけるアラームシステムの最適設計手順を提案した。 

（３）運転員の技術伝承支援 

  運転員の技術を明文化し、伝承するための支援システムを提案した。 

（４）配管管理システムの設計 

  配管の腐食モデルを作成し、管理するためのシステムを提案した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) " グラフ理論と線形計画法を利用した保温保冷配管の外面腐食検査箇所の選択支援", 松山久義・立

野繁之・武田和宏・大島榮次 , 設備管理学会誌, Vol.19, No.4, pp.228-233 (2008).   

2) "LCA of  the Various Vehicles i n E nvironment and Safety A spect", Kazuhiro Takeda, Shingo S ugioka, 

Yukiyasu S himada, T akashi H amaguchi, Teiji K itajima, a nd T etsuo F uchio, L ecture N otes i n Computer 

Science, Vol.5179, pp.9-16 (2008).  

3) "Plant M odel G eneration f or C ountermeasures Planning", T akashi Hamaguchi, K azuhiro T akeda, 

Yukiyasu Shimada, and Yoshihiro Hashimoto, Lecture Notes in Computer Science, Vol.5179, pp.17-24 (2008).  

国際会議発表     

・Hideyuki Nagaya, Kazuhiro Takeda, Masao Sudoh, Yasunori Okano and Choji Fukuhara, "Mathematical 
Model of  the  D irect M ethanol Fuel C ells on Vehicle f or M inimization of S tart- Up Time", Inter-Academia 
2008, Sep. 2008, Pecs, Hungary 

・Hitoshi Hamanaka a nd Kazuhiro T akeda, Yasunori O kano, M asao S udoh, C hoji Fukuhara, " Interface 
Module Design of Hybrid Simulation for a DMFC System", , Inter-Academia 2008, Sep. 2008, Pecs, Hungary 

国内学会発表  

・化学工学会、計２件 

解説・特集等  

・ 化学工学会誌、他 ２ 編 

 

＜今後の展開＞  

 ライフサイクルにわたって情報の整合性、透明性をもって共有するための解析およびシステム作り

を目指す。 
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専任・准教授  立元 雄治 （TATEMOTO Yuji） 

物質工学科  

専門分野： 化学工学、乾燥工学、粉体工学（流動層） 

 
homepage: http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~tatemotolab/ 

 

【 研究室構成 】 

教    員：立元 雄治 

修士課程：２年（１名）、１年（２名） 

学  部：４年（５名）（夜間主１名を含む） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  化学工学の基本事項が身につけることを目標とする。講義では演習を多く取り入れることで実際

に計算などができるようになることに重点を置く。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】 

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

化学工学基礎  学部1年 2 ○  ７回分。複数担当（2人） 

研究体験実習  学部1年 1 ○  8回分＋研究紹介1/2回、複数担当 

新入生セミナー  学部1年 1 ○  1/4期。複数担当 

数値計算法Ⅰ  学部2年 2 ○   

学際科目  工学部、情報学部2年 1  ○ 佐鳴湖から考える。1/3回分のみ担当。 

複数担当（数名） 

機械的単位操作 学部3年 1  ○  

学際科目 工学部、情報学部3年 1 ○  化学物質と人間。3回分。複数担当（4名） 

化工特論  学部3年 1  ○ 1/4期、2回分＋研究紹介1/3回分。 

複数担当（化学システムコース全教員） 

物質工学実験Ⅲ 学部3年 1  ○ 複数担当（10名程度） 

分離・粉体工学特論  大学院 1  ○ 7回分。複数担当（2名） 

 

 その他  
  化学システム工学コース JABEE WG3（評価・点検）主査 
【 業績・成果 】 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

 低温度・高速度で乾燥を行う方法として、減圧流動層乾燥方式の乾燥特性を調べるとともに食品原

料や液状材料などの各種原料への適用を目指す。流動層関係の研究では、凝集性粒子を流動化するた

めの振動流動層について最適な振動条件の決定を行う。固液流動層では、密度差によってプラスチッ

ク類を分離することを目的とし、どの程度の投入量まで安定して分離可能かを明らかにする。 

環境分離工学への流動層技術の応用 
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【 実績 】 

（１）減圧流動層乾燥方式に及ぼす湿度の影響 

  乾燥特性に及ぼす湿度の影響を明らかにした。 

（２）振動流動層内粒子挙動の数値解析 

  振動流動層内の粒子挙動に及ぼす振動パラメータ（方向）の影響を明らかにした。 

（３）固液流動層による密度差分離に及ぼす投入量の影響 

  投入量を増加させたときの分離特性の変化を確認し、その原因を明確にした。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書 

1. Tatemoto, Y., Y. Niwa and T. Takeshita; “Circulation of Particles in a Vibrated Bed with an Inner Tube,” 

Powder Technology, 192(3), 279-286 (2009) 

2. Tatemoto, Y., R. Kimura, H. Iyota and J.Yamagata; “Effect of Humidity on Drying of Porous Materials in 

Fluidized Bed under Reduced Pressure,” Drying Technology, 27(3) 437-444 (2009)  

3. 立元雄治「最近の化学工学 59－流動層技術の最近の進展（分担執筆），減圧流動層内における

乾燥特性」, 化学工学会編, pp.61-68 (2008) 

4. 立元雄治「スラリーの安定化技術と調製事例（分担執筆）－第 6 章 4 節 スラリーの乾燥工程」, 

情報機構, pp.295-302 (2008) 

国際会議発表 

・Tatemoto, Y., R. Kimura, H. Iyota and J. Yamagata; “Effect of Gas Humidity on Drying Characteristics of 
Porous M aterials I mmersed i n F luidized B ed und er R educed Pressure,” 16th International D rying 
Symposium, Hyderabad, India, 2008 (Nov. 9-12) 
他 5 件 

国内学会発表 

・計２件 

招待講演 

・計２件 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金獲得 】 

・浜松科学技術研究振興会，天野工業技術研究所基金研究助成 

・共同研究 計４件 

 

＜今後の展開＞  

 流動層、乾燥に関する研究を継続する。乾燥の研究では、より具体的なターゲットを選択し、乾燥

試験を実施する。流動層では、シミュレーションに重点を置く。 
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専任・准教授  田中 康隆 （TANAKA Yasutaka）   

物質工学科  

専門分野： 有機合成化学、有機物理化学  

 
homepage: http://www.eng.shizuoka.ac.jp/tanaka/tanaka.html 

 

【 研究室構成 】  

教    員：田中 康隆    

修士課程：2年（3名） 

 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  技術者や研究者に求められる、専門分野におけるお互いのコミュニケーションの方法をプレゼン

テーションのスキルを伝える事で習得させる。自然界に見られる光合成などのエネルギー変換の仕

組みを理解させ、それらの働きを人工系に応用するための手がかりを講義する。電磁波と物質の関係を、

核磁気共鳴分光法を例にとって解説を行う。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

コミュニケーション技法  学部2年 2  ○  

生体機能材料化学  学部4年 1  ○  

情報化学特論  大学院１,２年 1  ○  

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  新規な蓄電池、特にリチウムイオン２次電池の有機電解液の合成を行う。従来までの同電池の充放

電特性、エネルギー密度を大きく上回る電池創成のための新規な電解質の設計・合成・物性評価を行

う。  

 

【 実績 】  

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

国際会議発表     

国内学会発表  

招待講演   

解説・特集等  

特許出願・取得、  

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

 

Li イオン２次電池の有機電解質合成 
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＜管理運営＞ 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】 

【 受賞・表彰 】 

【 外部資金 】 

 

＜今後の展開＞  

 今年度より専門の有機化学の方向を今までとは異なり、次世代蓄電池の電解液合成に向ける。 
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専任・准教授  戸田 三津夫 （TODA Mitsuo）   

物質工学科  

専門分野： 超分子化学、固体反応、高圧反応、環境科学  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：戸田 三津夫    

修士課程：２年（3名）、１年（1名） 

学  部：４年（5名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  学生が自ら興味を持って、考え、調べ、また考える習慣をつけさせることが第一であると考えて

いる。しかしながら、その実現にはほど遠いのが現状であって、口元あるいはのどまで押し込んで

も取り入れようとしない学生が数分の一存在することが最大の課題である。ただわかりやすい講義

というのもよく無い。荷重が大きすぎるのもよくない。こういう状況下でも、成績評価は公正にか

つ厳格に行わなければならない。工学部にあっては、まず、体を動かせる、だんだん頭を使わせる、

それが成果をあげていくのを体験させることしか解決策はないのではないかと考えている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナー  学部1年 1 ○  複数担当（5回担当） 

研究体験実習  学部1年 1 ○  複数担当（8回担当） 

地球環境科学・環

境技術 

 学部1年 2  ○ 複数担当（２人、28/14） 

環境負荷低減技術  学部2年 1 ○   

基本技術実習  学部2年 1 ○  複数担当（14回担当） 

材料科学実験法  学部2年 1  ○ 複数担当（7/14） 

天然資源工学特論   大学院１,２年 1  ○ 複数担当（7/14） 

総合科目  工学部夜間主 1  ○  

個別分野科目  工学部、情報学部２年 1  ○ 複数担当（6/14） 

 

【 業績・成果 】 

教科書 「情報処理」テキスト”Let’s enjoy computing”, 2 章執筆. 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   目下の最大のターゲットは佐鳴湖の研究である。小さいように見えて佐鳴湖については、どこか

らどれだけ水が入っているかさえ明らかでない、その他の物質収支に至ってはなおさら不明な点が多

い。これを、化学分析的方法により明らかにしていくことが今の研究の主眼となっている。また、本

佐鳴湖研究、有機合成 
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業の有機化学についても、志のある学生については、超高圧条件や固相での有機合成、超分子化合物

の合成などのテーマを与えている。 

 

【 実績 】  

（１）混合包接錯体の合成と評価 

  従来知られていなかった結晶構造の作成が実現し、新たな系の模索と評価法を考案する 

（２）ナノポーラス固相触媒を使った高圧ポリフィリン合成 

  ナノポーラスの中で基質がどう振る舞うのかこれから明らかにしていく。 

（３）佐鳴湖における食物連鎖解析 

  C, N 安定同位体分析により、SS-Neomysis japonica-その他ネクトンという食物連鎖を解明した。 

（４）佐鳴湖の水収支解析 

  H, O安定同位体分析により、未知の水流入の可能性を示した。 

 

【 業績・成果 】 

国内学会発表  

・戸田三津夫、上原和也、阿部将浩、秋田進哉、”Research on Biological and Physical Cycles 

of Matter in Lake Sanaru”、日本水環境学会、山口大、2009年 3月など、計 13件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

 静岡大学アメニティ佐鳴湖プロジェクトの世話人代表および参加研究グループとして、行政その他

の各種行事や研究会、イベントに参加協力を行った。また、3月にはプロジェクト主催のシンポジウ

ムを開催した。 

        

＜管理運営＞ 

 工学部 FD委員として、FD活動（学外 1回含む）に 3回出席した。 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 静岡県戦略課題研究「快適空間『佐鳴湖』の創造」フォローアップ研究 

 

＜今後の展開＞  

 佐鳴湖の物質収支の、より客観的で定量的な解析を進めたい。 
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専任・准教授  冨田 靖正 （TOMITA Yasumasa）   

物質工学科  

専門分野： 固体イオニクス材料、二次電池 

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/^tytomit/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：冨田 靖正    

修士課程：2年（4名）、1年（4名） 

学  部：4年（6名） 

連携教員 小林 健吉郎 教授 
 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  学生にとって分りやすく，親しみやすく感じてくれるように，また，内容がどのように社会に役

立つことになるのかが理解できるような講義を行うように心がけている。基礎的事項に関しては，

小テストなどを取り入れ，重要点がより分りやすくなるように，専門的な事項に関しては，学生が

細かなところにも興味を持って取り組めるように，PC を多く使用するなどの工夫をしている。講

義も含めて，学生が将来的な目標や夢を持ち，それに向かって邁進するという意識を持たせたいと

思っている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

情報処理  学部1年 1 ○   

技術英語数学演習  学部2年 1 ○  複数担当（3人） 

材料実装工学  学部4年 1 ○   

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

研究体験実習  学部1年 1 ○   

材料科学実験法  学部2年 1/3  ○ 複数担当（3人） 

無機化学特論   大学院１,２年 1  ○ 複数担当（２人） 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

新しい無機イオニクス材料の開発および評価をおこない，それら化合物の二次電池などへの応

用を目指している。主に，固体電解質を中心とし，リチウムイオン二次電池の大型化・安全化を

実現する全固体リチウムイオン二次電池の開発を行っている。また，鉄を中心金属とした正極材

料を開発することによって，より高性能・低コストな二次電池の作製を目標としている。 

 

【 実績 】  

（１）リチウムイオン二次電池用固体電解質の合成と評価 

  Li3InBr6-xFxを合成・評価し，二次電池の電解質として用いた。F置換により耐電圧性向上。 

（２）リチウムイオン二次電池用正極材料の合成と評価 

固体イオニクス材料の開発と評価 



物質工学科 

  試料を合成・評価し，高放電容量の二次電池を作製した。 

（３）正極材料の微粒子化と二次電池特性の評価 

  LiCoO2正極材料を粉砕し，熱処理することで，高出力化できた。 

（４）CuI ナノドット作製と評価 

  2つの方法を用いて CuI ナノドットを作成し，電気的特性を評価した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “Substitution Effect of Ionic Conductivity in Lithium-ion Conductor, Li3InBr6-xClx”, Y. Tomita, H. 
Matsushita, Y. Maeda, K. Kobayashi, and K. Yamada, Solid State Ionics (2008) 179(21-26) 867-870  

2) “Shallow Li-acceptor levels in ZnO films codoped with Li and F atoms”, K. Kobayashi, Y. Tomita, Y. 
Maeda, and H. Haneda, Physica Status Solidi C, 5(9), (2008) 3122- 3124  

3) “Synthesis of Li3+xIn1-xMxBr6(M=Zn, Co, Fe) by Nano-grinding and their Ionic Conductivity”, Y. Tomita, 
H. Matsushita, Y. Maeda, K. Kobayashi, and K. Yamada, Transactions of the Materials Research Society 
of Japan, 33(4), (2008) 973-976 

4) “Synthesis and ion conductive characteristics of inorganic-organic hybrid polymers bearing a 
tetraarylpentaborate unit”, Y. Nishihara, M. Miyazaki, Y. Tomita, Y. Kadono, and K. Takagi, J. Poly. Sci. 
Part A, 46(23), (2008) 7913-7918  

他 3 件 

国際会議発表     

1) Y. Tomita, H. Nishiyama, K, Kobayashi, Y. Kohno, Y. Maeda and K. Yamada,“Substitution Effect for Br 
on the Lithium Ion Conductivity of Lithium Indium Bromide” Pacific Rim Meeting on Electrochemical 
and Solid-state Science 2008, 12-17 Oct. 2008, in Honolulu, Hawaii 

国内学会発表  

・第 39回中化連秋季大会など、計 5件 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

1) 地域イノベーション創出総合支援事業(シーズ発掘試験)，大型リチウムイオン二次電池に向け

たリチウムイオン伝導体の開発，研究代表者 

 

＜今後の展開＞  

 固体イオニクス材料の研究を継続し，高性能・低コストな二次電池材料を開発し，大型・安全なリ

チウムイオン二次電池の実現を目指す。これまでは固体電解質が中心であったが，正極や負極材料も

広く合成・評価していきたい。また，企業との共同研究にも力を入れたいと考えている。 
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専任・准教授  二又 裕之 （FUTAMATA Hiroyuki）   

物質工学科  

専門分野： 環境微生物生態工学  

 
homepage: cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~futamatalab/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：二又 裕之    

修士課程：２年（１名） 

学  部：４年（３名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  大きな目標に対して、解決すべき課題を自ら見出し、どのように課題解決を図っていくのかにつ

いて、様々な技法を習得しつつ、全体を考えるチカラが養えるように心がけている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナー  学部1年 1 ○  複数担当 

研究体験実習  学部1年 1 ○  複数担当 

化学工学基礎  学部1年 2 ○  複数担当 

PC数学活用法  学部1年 2  ○ 複数担当 

化学工学実験法  学部２年 1  ○ 複数担当 

化学工学特論  学部3年 1  ○ 複数担当 

 環境・生物工学特論  大学院１,２年 1  ○ 複数担当 

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   微生物生態系の制御を図るため、好気条件下および嫌気条件下における微生物間の相互作用の解

析を実施している。また研究室のみではなく、佐鳴湖をフィールドとした研究を実施し、基礎研究

と応用研究の両面から環境浄化・保全に関わる研究を推進する。 

  

【 実績 】  

（１）脱窒細菌を用いた佐鳴湖の潜在的浄化能力の評価 

  佐鳴湖の水質向上を目的に、窒素循環の解明を図るため脱窒細菌に着目し、それら菌数の垂直分

布および潜在的脱窒能力を動力学的に解析した。その結果、佐鳴湖における窒素循環において、微

生物による脱窒はほとんど寄与していないことが示唆された。 

 

（２）水素分圧の違いが集積培養物 TUT2264の塩素化エテン類脱塩素化に及ぼす影響 

  効率的な塩素化エテン類の分解を図るため、水素分圧が分解に関わる微生物群にどのような影響

を及ぼすのかを調べた。その結果、高濃度（80% v/v）よりも低濃度（培養初期では未添加）の方

環境微生物生態工学 
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が、分解速度が速く、これは水素を巡る競合阻害を回避しているためと推察された。 

 

（３）連続集積培養系における Variovorax属細菌の優占化と細菌間相互作用 

  トリクロロエテン高分解細菌 Variovorax 属細菌の優占化機構を探るため、分離菌株による混合

バイオリアクターを構築した。本リアクターにおいて Variovorax属細菌の優占化を再現でき、か

つ増殖に及ぼす細菌間の相互作用から、その優占化の概略を説明することができた。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等   

国際会議発表    

国内学会発表 

 微生物生態学会 他８件 

解説・特集等    

 

受賞  日本土壌微生物学会 平成２０年度大会 優秀ポスター賞（二又裕之、提髪啓太、平石明「フ

ェノールを用いた連続集積培養系における微生物間相互作用の解析」） 
 

＜今後の展開＞  

 微生物による環境浄化・保全に関する知見の集積と応用を目指し、より研究を深化させていく。研

究費の獲得と学術論文での発表を実施する。 
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専任・准教授  前田 康久 （MAEDA Yasuhisa）   

物質工学科  

専門分野： 光電気化学、工業物理化学、材料化学  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：前田 康久    

研 究 員：大学院研究生 1名 

博士課程：１年 (2名) 

修士課程：２年（4名）、１年（2名） 

学  部：４年（6名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  科学を支える学問の一つである熱力学・統計力学のエッセンスを学生が容易に理解できるように、

理論が発展していく過程を詳しく述べつつ、わかりやすい講義をめざしている。エントロピーの概

念と身近な事象との係わり、エントロピーと量子論、エントロピーと環境等、科学の本質となる概

念を学生が強く興味を持てるように、様々な例を挙げて解説し、効果的な演習問題により理解が深

まる工夫をしている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

研究体験実習  学部1年 1 ○   

創造教育実習  学部1年 3 ○ ○  

無機化学Ⅰ  学部2年 1 ○  複数担当（2人） 

物理化学Ⅱ   学部2年 1  ○  

移動現象論  学部3年 1 ○  複数担当（2人） 

総合科目   工学部、情報学部3年 1  ○ 複数担当（5人) 

機能材料特論  大学院1，2年 1  ○ 複数担当（2人） 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  二酸化チタン、酸化亜鉛、酸化鉄等の光機能材料の電気化学特性と応用に関する研究を行ってい

る。二酸化チタン光電極プロセスによる水の浄化では、現在 20ℓの浄化を行っているが、今後 100

ℓを超える大型装置の開発をめざしている。また、酸化鉄と導電性高分子との接合による可視光応

答型の光機能素子の開発や光電極上での光電流応答に基づく化学物質検出センサーの開発をめざ

している。 

 

【 実績 】  

（１）チタンの電解酸化による高活性な二酸化チタン電極の調製と光電気化学特性の評価 

光機能材料の電気化学特性と応用 
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  調製した二酸化チタン電極に対して、電極の構造と光反応の量子効率および有機物の光反応性と

の関係を評価した。 

（２）酸化鉄電極の光電気化学特性と応用 

  酸化鉄電極の水溶液中でのフラットバンド電位、可視光照射による光電流応答特性を評価し、本

電極による水溶液中の鉛イオンの光酸化除去特性を明らかにした。 

（３）酸化亜鉛電極の光電気化学特性 

  酸化亜鉛焼結体電極の光電気化学特性を評価し、本電極による水溶液中の色素の光酸化退色挙動

を明らかにした。   

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “Photoanodic response of iron oxide electrode in aqueouos solution and its application to Pb2+ removal 

under visible light irradiation” Y. Maeda, Y. Morinaga, Y. Tomita and K. Kobayashi Electrochim. Acta, 

Vol. 54, pp.1757-1761(2009). 

2) “Photoelectrochemical Behavior of Zinc Oxide Sintered Electrode in Aqueous Solution” Y. Maeda, T. 

Kitagawa, K. Gotoh, Y. Tomita and K. Kobayashi Trans. MRSJ, Vol. 33, pp.997-1000 (2008).  

3) “Photocatalytic decomposition of organic thin films in a nanometer-scale by an atomic for microscope” 

K. Kobayashi, Y. Tomita and Y. Maeda J. Nanosci. Nanotech. Vol. 8, pp.1-5 (2008). 

他６件     

国内学会発表  

・表面技術協会、中部化学関係学協会支部連合秋季大会など、計７件 

特許出願・取得、  
酸化チタン膜成形部材の製造方法、光触媒、光電極、および水処理装置（特開 2008-302328） 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

 浜松市公共用水域等色汚染対策協議会委員（平成 20年度～）  

      

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 共同研究 ３件 

 

＜今後の展開＞  

 光機能電極を用いた水の浄化システムの構築をめざす。さらに、光電極とバイオケミストリーとの

融合から、新しい領域の科学・技術へと発展させたい。 
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准教授 間瀬 暢之 （MASE Nobuyuki） 

物質工学科 

専門分野： 有機化学、グリーンケミストリー、有機分子触媒 

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tnmase/ 
 

 

【 研究室構成 】 

教    員：間瀬 暢之 

修士課程：1年（4名） 

学  部：4年（5名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

日本が実現を目指している「科学技術創造立国」では、科学を通じて人々が豊かになる国、そし

て、科学を通じて世界に貢献する国になることを掲げています。また、「科学技術基本計画」では、

3 つの基本理念 (①知の創造と活用により世界に貢献できる国 ②国際競争力があり持続的発展

ができる国 ③安心・安全で質の高い生活のできる国)が示されております。基礎から目に見える

応用まで実行することができる工学部は、この基本計画の中心となる存在であり、率先して推進し

ていく必要があると考えております。また、とくに重点的に取り組むべき分野として ①ライフサ

イエンス ②情報通信 ③環境 ④ナノテクノロジー・材料 の 4 つの分野が定められています。

これらの分野はすべて物質の上に成り立っており、物質を扱う物質工学科はすべての分野に貢献で

きると考えられます。さらに、物質を自由に扱い・創り出すことができる人材は新しい重点分野を

切り開くことに対しても貢献でき、物質工学科の未来への責務は大きいと考えております。そして、

この期待に応対できる学生を輩出することが私の使命であると考えております。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】 

 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナー 学部1年 １ ○  複数担当 

研究体験実習 学部1年 1 ○  複数担当 

物質工学総論Ⅰ 学部1年 2 ○  複数担当 (3人) 

PC技術作文活用法 学部1年 2  ○  

応用英語C 学部3年 1 ○   

生物化学Ⅰ 学部3年 1 ○  複数担当 (2人) 

生物化学II 学部3年 1  ○  

物理化学特論 大学院1, 2年 1  ○ 複数担当 (2人) 

 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

研究の全体構想は「グリーンケミストリーに基づいた新しい完全不斉合成」を確立することであり

 

グリーンケミストリーに基づいた 

環境調和型有機合成 
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物質工学科 

ます。「新しい完全不斉合成」では 

(a) 100%収率・化学選択性・立体選択性    

(b) 常温、常圧、空気雰囲気下での反応 

(c) 高アトムエコノミーの反応       (d) 廃棄物ゼロ (ゼロエミッション) 

を達成することであり、過剰な基質、溶媒、分離剤、保護基などを使用しない理想的な不斉合成であ

ります。 

また、真に効率的な触媒を開発・探索することは、生産性・安全性を向上し、消費エネルギーの削

減につながることから持続可能な社会を構築する上で重要であります。従来のマンパワーに依存した

触媒探索法は、膨大な労力・時間・コストが必要でありました。本研究では新規 OFF-ON 型蛍光基質

を合成し、化学結合形成反応ライブラリーをマイクロスケールで直接モニタリングする技術を開発し

ます。これにより、超効率的に最適触媒・反応条件を評価する手法の確立を目指します。 

 

【 実績 】 

(1) 有機溶媒が必要としない有機合成 

(2) 水溶性ホルムアルデヒドとシクロアルカノンの有機分子触媒的不斉アルドール反応 

(3) 香料や医薬中間体となる光学活性ラクトンの合成 

(4) 生体触媒リパーゼを用いた生理活性物質の合成 

(5) 反応追跡用蛍光センサーの開発 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等 

(1) 創薬支援研究の展望 シーエムシー出版 2008年 第 2編 プロセス化学系研究 第 1章 水

系反応の新展開 

(2) "Chemoenzymatic total synthesis and determination of the absolute configuration of (S)-nebracetam" 

Yamashita, S.; Mase, N.; Takabe, K. Tetrahedron: Asymmetry 2008, 19 (18), 2115-2118. 

(3) "Cyclization of  N,N-diethylgeranylamine N-oxide i n one -pot ope ration: pr eparation of  c yclic 

terpenoid-aroma che micals" Takabe, K .; Yamada, T.; Miyamoto, T.; M ase, N. Tetrahedron L etters 

2008, 49 (41), 6016-6018. 

(4) "A pr actical s ynthesis of  (E)-2-cyclopentadecen-1-one: A n i mportant pr ecursor of  m acrocyclic 

muscone" H isanaga, Y.; Asumi, Y.; Takahashi, M.; S himizu, Y.; Mase, N.; Yoda, H .; Takabe, K. 

Tetrahedron Letters 2008, 49 (3), 548-551  

 

国内学会発表  

・日本化学会など、計 6件 

 

＜今後の展開＞ 

有機分子触媒、反応追跡蛍光センサー、超臨界二酸化炭素中の有機合成の研究を継続する。また、

現在進めている企業との共同研究を発展させる。物質工学関係の応用だけでなく、学際領域的な研究

にも積極的に挑戦したい。 
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専任・准教授  松田 智 （MATSUDA Satoshi）  

学科等 物質工学科  

専門分野： 化学環境工学、環境浄化、廃棄物処理、リサイクル、LCA 

 
   homepage: http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~matsuda lab/index. html 
 

【 研究室構成 】  

教    員：松田 智 

修士課程：２年（２名）、１年（3名） 

学部：4名 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  新入生に対しては、高校と大学での知的生活の違いを意識させることに留意している。学年進行

とともに、工学部で学ぶ意味(理学と工学の違い、技術者として生きて行くためのスキルと意識づ

け)を実感できることを目標に授業を進めている。２年・３年次の専門科目では、熱・物質の収支

計算や基本的な熱力学的原理の応用力などをしっかり身に付けさせる。また教養系の学際科目では

広い視野と現代社会に対する鋭い問題意識を養えるような授業展開を心がけている。研究室のゼミ

では報告書の作成や研究発表プレゼンなどを通して、自己表現力(的確に話す・書く能力)と英語力

のスキルアップが図れることを目標に指導を行っている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

リサイクル量論  学部２年 １ ○   

移動現象論Ⅰ  学部３年 1 ○  複数担当（２人）、後半のみ週２回 

応用英語C  学部３年 1 ○   

環境化学工学  学部３年 1  ○  

環境・生物工学特論  大学院１,２年 0.3  ○ 複数担当（３人） 

学際科目(３科目) 工学部、情報学部２年 0.3〜１ ○ ○ 複数担当（科目により異なる）夜間は１人 

 

【 業績・成果 】 
解説・特集等  静岡大学 FD シンポジウム「大学英語教育の未来」にパネリストとして参加 
        工学部物質工学科における「応用英語Ｃ」の授業実践について報告(09.12.19)。 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  大別して５分野の研究テーマを展開しており、それぞれ目標は異なる。１）生ゴミ処理技術：一般

廃棄物から厨芥類(生ゴミ)を隔離する社会的意義は大きい。本当に使い物になる生ゴミ処理機の開発

をめざす。２）開放系での組換え微生物利用の手法開発：環境試料(土壌・生ゴミ処理残渣など)は、

成分的にも微生物生態学的にも複雑な構成を有している。その中で機能している特定の微生物あるい

は遺伝子の動態解析を可能とする手法の開発を目的とする。３）水質汚濁湖沼の原因解明と浄化対策

の提案：佐鳴湖を例にとり、水質汚濁原因の定量的な解明と、その結果に基づく具体的な浄化対策お

よびその効果の見積もり結果を社会に示す。４）バイオマスのエネルギー利用に関する工学的評価：

温暖化対策としてのバイオ燃料の有効性を定量的に評価する。また国内バイオマス資源の現実的な利

化学環境工学—廃棄物処理とリサイクル 

物質工学科   
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用可能量の推算を行う。５）廃棄物処理・リサイクルへの LCA(Life Cycle Assessment)手法の適用：

ペットボトル・塩ビなど廃プラスチックの各種リサイクル・オプションの有効性を、定量的に評価す

る。また、同様の手法を余剰汚泥の有効利用方法の探索や各種廃棄物の用途拡大策の評価に用いる。 

 

【 実績 】  

（１） 生ゴミ処理技術 

  処理装置内の微生物の活性を支配する因子の解析を進め、処理槽内温度と、ある種の微生物活性 

  化物質が重要な役割を果たしていることをつきとめた。現在、その物質の同定を進めている。 

（２） 開放系での組換え微生物利用の手法開発 

  機能している遺伝子だけをmRNAから検出するRT-PCRという手法を環境試料に適用するための諸 

  条件の探索を進めた。その結果、試料からの RNA回収段階に工夫をこらすことで効率が高まった。 

（３） 水質汚濁湖沼の原因解明と浄化対策の提案 

  佐鳴湖の水質データの解析を進めた結果、近年の水質改善効果の原因が、上流河川からのリンの 

  流入負荷減少による可能性が高いことを明らかにした。併せて、上流河川水の水質分析および上 

  流域での下水道・浄化槽データの解析により、段子川からの流入リンは大半が浄化槽由来である 

  ことが推定された。 

（４） バイオマスのエネルギー利用に関する工学的評価 

  バイオ燃料の CO2排出削減効果を定量的に評価する指標を提案し、それに基づいて各種原料から 

  のバイオエタノールおよびバイオディーゼル油を評価した。その結果、ブラジルにおけるサトウ 

  キビ原料のバイオエタノール以外は CO2排出削減効果がなく、かえって排出量を増やすケースさ 

  えもあることが明らかになった。また、エネルギー供給・経済性の面からも問題が指摘された。 

（５） 廃棄物処理・リサイクルへの LCA(Life Cycle Assessment)手法の適用 

  廃プラスチックのリサイクルの効用を評価する新しい指標として「社会エネルギー消費量」の  

  概念を提案し、ペットボトルのリサイクル法評価に適用した。その結果、投入エネルギーが大 

  きい化学分解法には大きなメリットはなく、マテリアル利用あるいはフレークからのボトル再 

  生が有利であることを示した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

 1) S. Matsuda：“ Validity of Bio-Ethanol as a Countermeasure against Global Warming”, J. Environ. Inf.  
    Sci. , Vol.37, No.5, pp.1-6 (2009.3) 
 2) 松田 智：“廃棄物とリサイクル”、経済産業省「中小企業産学連携製造中核人材育成事業」「化 

    学関連産業中核ケミカルエンジニア早期育成」環境エンジニアリングコース教材、p.141  (社) 

    化学工学会 (2008.7). 

国際会議発表     

・S. Matsuda and H. Kubota :“The Assessment of Bio-Ethanol for Fuel Oil as a Countermeasure against  
  Global warming”, 7th Int. Conf. on Global Research and Education, 15-18 Sep. 2008, Pecs, Hungary  
  pp.79-86 

国内学会発表  

・日本 LCA 学会、化学工学会など、計６件 

        

＜管理運営＞ 

 大学教育センター学際科目部代表(連続３期目)。08年 9月に「学際科目フォーラム」を開催した。 

 

＜今後の展開＞  

 上記の研究を継続・発展させる。また、新しい研究テーマとして、持続可能な社会作りの基礎技術

(再生可能エネルギー、交通システム等)の評価を取り上げる。企業との共同研究にも力を入れたい。 
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物質工学科 

 

 

  

専任・助教  岡島 いづみ （OKAJIMA Idzumi）   

物質工学科  

専門分野： 超臨界流体工学、廃棄物工学、反応工学  

 
homepage: http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~sakolab/ 

【 研究室構成 】  

教    員：岡島いづみ、佐古 猛教授 

研 究 員：関 将明 

博士課程：３年（1名）、２年（1名）、１年（1名）  

修士課程：２年（4名）、１年（4名） 

学  部：４年（7名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  技術英語数学演習では、微分・積分について簡単な例題から始めることで理解を深めてもらえる

ようにする。化学システム演習では、化学工学に関する数学演習を様々な例題を通して行うことで、

大学数学の必要性を認識してもらえるようにする。応用英語 Cでは、基本的な文法のおさらいを含

め、読む・書く・聞くを興味をもって取り組んでもらえるようにする。物質工学実験Ⅲでは、担当

実験(蒸留)や成分分析等に関する知識を深めてもらえるようにする。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

技術英語数学演習Ⅰ  学部2年 1 ○  複数担当（２人） 

技術英語数学演習Ⅱ  学部2年 1  ○ 複数担当（２人） 

化学システム演習Ⅰ  学部3年 1 ○  複数担当（２人） 

化学システム演習Ⅱ  学部3年 1  ○ 複数担当（２人） 

応用英語C  学部3年 1 ○  複数担当（4人） 

物質工学実験Ⅲ  学部3年 2  ○ 複数担当（8人） 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

   亜臨界・超臨界流体を利用した有機系廃棄物の処理・資源化に関する研究を行っている。有機系

廃棄物にはプラスチック廃棄物、バイオマス廃棄物等が挙げられるが、近年の石油資源枯渇に関す

る問題から、石油製品であるプラスチックのリサイクル、バイオマス廃棄物のエネルギー資源とし

ての有効活用等の開発が望まれている。そのため、身近にある水やアルコールを亜臨界・超臨界状

態にして溶媒として用いる資源化技術の開発を目標としている。 

 

【 実績 】  

（１）超臨界アルコールを用いる炭素繊維強化プラスチックのリサイクル技術の開発 

  炭素繊維と樹脂をそれぞれ分離･回収し、再利用する手法を見出した。 

（２）超臨界アルコールを用いる架橋ポリエチレンのリサイクル技術の開発 

  熱硬化性樹脂である架橋ポリエチレンを熱可塑性ポリエチレンに変換する手法を確立した。 

超臨界流体を利用した有機系廃棄物の処理・資源化 
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物質工学科 

（３）亜臨界水酸化によるバイオマス廃棄物の分解処理・エネルギー回収 

  亜臨界水＋空気混合流体によりバイオマス廃棄物を二酸化炭素と水まで酸化分解し、熱エネルギ

ーを回収する技術を開発した。 

（４）亜臨界水＋酵素糖化によるバイオエタノール原料の生産 

  製紙汚泥を亜臨界水処理＋酵素糖化することでバイオエタノール原料であるグルコースを効率

良く生成する手法を見出した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “Selective Decomposition of the Siloxane Bomd Constituting the Crosslinking Element of 
Silane-Crosslinked Polyethylene by Supercritical Alcohol” Toshiharu Goto，Takanori Yamazaki，
Tsutomu Sugeta，Izumi Okajima，Takeshi Sako Journal of Applied Polymer Science. Vol.103, pp. 
144-151 (2008).   

2) 化学工学会超臨界流体部会 編、“超臨界流体入門”、丸善(2008)、担当：6.7 各種超臨界流体

によるプラスチックの分解・再生、岡島いづみ、pp.118-126. 
3) 佐古 猛 監修、“超臨界流体技術の開発と応用”、シーエムシー出版(2008)、担当：第 5 章 5 
二段式亜臨界水中燃焼法によるバイオマス廃棄物の完全燃焼・エネルギー回収、岡島いづみ、佐

古 猛、渋谷勝利、隅倉光博、pp.248-254. 

国内学会発表  

・化学工学会、プラスチックリサイクル化学研究会など、計 9件 

招待講演   

・ I.Okajima and T.Sako “Treatment and energy recovery from waste biomass using sub- or supercritical 
water”，The 10th W orld M ulti-Conference on Systemics, C ybernetics a nd Informatics，（ Invited 
Lecture）2008.6.30，Orlando，Florida，America. 

・ 岡島いづみ “亜臨界～超臨界流体を用いる廃棄物の再資源化技術”、浜松工業会北九州支部

総会、ウェルシティ小倉、2008.11.16、小倉 等 計 3 件 

解説・特集等  

・  岡島いづみ、佐古 猛“亜臨界～超臨界流体による CFRP のリサイクル”、コンバーテック、

No.431、pp.73-77(2009). 他 6編 

特許出願・取得 

・ 特許出願 ４件 

 

＜管理運営＞ 

・テクノフェスタ委員 

 

＜その他の事項＞ 
【 新聞報道等 】 

・「炭素繊維強化プラスチック 静岡大が再利用技術」日刊工業新聞（2008 年 12 月 3 日） 
他 新聞 9 件、科学系ウェブサイト 1 件 

【 外部資金 】 
・産業技術研究助成事業（NEDO） “亜臨界流体による炭素繊維強化プラスチックのリサイクル

技術の開発”（研究代表者） 他 4 件（分担研究者） 
 ・共同研究 9 件 

  
＜今後の展開＞  
 有機系廃棄物の資源化に関して、反応機構の解析等の基礎的な面から実用化に向けた応用研究まで

一貫した研究を行いたい。また新しい研究テーマにも挑戦し、企業との共同研究にも力を入れたい。 
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物質工学科 

 

 

  

専任・助教  河野 芳海 （KOHNO Yoshiumi）   

物質工学科  

専門分野： 光機能化学、無機多孔質体  

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tykouno/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：河野 芳海，松島 良華教授    

学  部：４年（6名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  主に実験や演習の担当授業を通じ，物質を扱う基本的な操作や心得の伝達を目指している。また，

社会に出た時の準備として，遅刻や無断欠席の撲滅等，基本的なルールの遵守を促している。これ

らを通じ，物質工学科の共通目標「生きぬく力」が身に付くことをねらう。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

技術英語数学演習I 学部２年 1 ○  複数担当（３人） 

技術英語数学演習II 学部２年 1  ○ 複数担当（３人） 

物質工学実験I 学部２年 1  ○ 複数担当 

物質工学実験II 学部３年 1 ○  複数担当 

物質工学実験III 学部３年 1  ○ 複数担当 

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  天然色素または天然物類似構造の有機色素を無機多孔質体ホストと複合化し，色素の安定性向上

や機能発現を狙う。色素としては主としてアントシアニン類を，無機ホストとしては粘土等の層状

化合物やメソポーラスシリカを用いている。 

 

【 実績 】  

（１）メソポーラスシリカと複合化したフラビリウム色素の安定性向上 

  メソポーラスシリカと複合化すると，その酸性点の効果でフラビリウム色素の耐光性が向上した。 

（２）粘土との複合化による天然色素アントシアニンの安定化 

  粘土層間にアントシアニンをインターカレートし，安定性の向上を実現した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “Stabilization of natural anthocyanin by intercalation into montmorillonite” Y. Kohno, R. Kinoshita, S. 

Ikoma, K. Yoda, M. Shibata, R. Matsushima, Y. Tomita, Y. Maeda, K. Kobayashi, Appl. Clay Sci., 42,  

519-523 (2009).  

光機能性材料の開発 
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物質工学科 

2) “Enhancement of  t he ph otostability of  f lavylium d ye a dsorbed o n m esoporous s ilicate” Y. Kohno, S. 

Tsubota, Y. Shibata, K. Nozawa, K. Yoda, M. Shibata, R. Matsushima, Microporous Mesoporous Mater., 

116, 70-76 (2008) 

3) “Stabilization of f lavylium d ye b y inc orporation i nto t he p ore of  pr otonated z eolites” Y. Kohno, Y. 

Shibata, N. Oyaizu, K. Yoda, M. Shibata, R. Matsushima, Microporous Mesoporous Mater., 114, 373-379 

(2008) 

他 2件 

国際会議発表     
計 3 件 

国内学会発表  

・2008 年光化学討論会など、計 2件 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

浜松科学技術研究振興会 科学技術試験研究助成金 

 

＜今後の展開＞  

 有機色素（特に天然色素）と無機多孔質体とのハイブリッド材料の開発を継続する。アントシアニ

ンの発色部位であるフラビリウム塩のフォトクロミック特性を，無機ホストの細孔内で発現させ，固

体マトリクスとして利用する試みを進めている。また，無機多孔質体の細孔内に光反応部位を導入し，

環境浄化用の光触媒としての利用を試みたい。 
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物質工学科 

 

 

  

専任・助教  坂元 尚紀 （SAKAMOTO Naonori） 

物質工学科 

専門分野： 無機材料科学、薄膜工学 

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tnsakam/index.html 

 

【 研究室構成 】  

教    員：坂元 尚紀、鈴木久男 教授 

研 究 員：1名 

博士課程：3年（2名）、2年（2名）、1年（1名） 

修士課程：2年（3名）、1年（5名） 

学  部：4年（6名） 

連携教員：脇谷尚樹 教授 

 

【 教育 】 
＜ 目標 ＞ 

  専門的大学教育習得のために必要な基礎的学力の向上を目指している。演習や実験といった直接

対話する機会を通じ、物理的、化学的な現象の本質に対する理解を促すように工夫している。また、

目まぐるしく変化する社会に対応できる柔軟な発想を持った人材を育てるため、自ら考え、行動す

る力を養うことを目標としている。 

 

＜授業担当科目および取り組み＞      

 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

データ処理及びシミュレーショ

ン  

 学部1年 2 ○  複数担当（2人） 

物質工学実験I  学部2年 1.5  ○ 複数担当(13人) 

技術英語数学演習II  学部2年 1  ○ 複数担当(3人) 

物質工学実験II  学部3年 2 ○  複数担当(13人) 

物質工学実験III  学部3年 2  ○ 複数担当(13人) 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

   近年セラミックス薄膜やナノ粒子に関する研究が盛んに行われているが、それらの物性とナノ構

造との関連については未だ明らかとなっていない部分が多い。そこで、CSD（化学溶液）法、オー

ロラ PLD 法などによって作製された新規ナノハイブリッドマテリアルのナノ構造と物性の関係を

STEM(走査型透過電子顕微鏡)や AFM(原子間力顕微鏡)等、最新の解析技術を用いることによって

解明することを目指している。また、フラワー状構造 InN（窒化インジウム）など、特殊なナノ構

造を持ったナノ材料の開発と新たな応用展開を目指している。 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “Spray Pyrolysis of Fe3O4-BaTiO3 Composite Particles”, T. Adachi, N. Wakiya, N. Sakamoto, O. Sakurai, K. 
Shinozaki, and H. Suzuki, J.Am.Ceram.Soc.,92[S1]S177–S180(2009) 

ナノマテリアル（薄膜及びナノ粒子）の合成と解析 



物質工学科 

2) “Oxygen Enhanced Crystallization of Solution Derived 12CaO•7Al2O3”, N. Sakamoto, M. Hori, Y. 
Matsuyama, N. Wakiya, and H. Suzuki, J.Am.Ceram.Soc.,92[S1]S189–S191(2009) 

3) “Fabrication of nano-composite ceramics by crystallization of rapidly solidified eutectic melts”, N. 
Sakamoto, S. Araki, and M. Yoshimura, J. Am. Ceram. Soc.,92[S1]S157–S161(2009)  

4) “Modification of Ferroelectric Properties of BaTiO3–CoFe2O4 Multiferroic Composite Thin Film by 
Application of Magnetic Field”, S. Sawamura, N. Wakiya, N. Sakamoto, K. Shinozaki, and H. Suzuki, 
Jpn. J. Appl. Phys. 47 (2008) pp. 7603-7606 

他 9 件 

国際会議発表     

 1) Oxygen Enhanced Crystallization of Solution Derived 12CaO•7Al2O3, Naonori Sakamoto, Masahito 
Hori, Yuki Matsuyama, Naoki Wakiya, and Hisao Suzuki, International Conference on Ceramic 
Processing, Inuyama, Japan (2008) 

 2) Effect of annealing conditions on crystallization of LaNiO3 thin films by chemical solution deposition, 
N. Sakamoto, T. Nukina, N. Wakiya, H. Miyazaki, and H. Suzuki, International Conference on Ceramic 
Processing, Inuyama, Japan (2008) 

 3) Spray Pyrolysis of Fe3O4-BaTiO3 Composite Particles, Tomoyuki Adachi, Naoki Wakiya, Naonori 
Sakamoto, Osamu Sakurai, Kazuo Shinozaki, and Hisao Suzuki, International Conference on Ceramic 
Processing, Inuyama, Japan (2008) 

 4) Photoluminescence property of ZnO nanoparticle prepared by microwave irradiation method, Naonori 
Sakamoto, Satoshi Ishizuka, Naoki Wakiya, and Hisao Suzuki, 8th International Meeting on Information 
Display 2008, KINTEX, Seoul (2008) 

 5) Shape controlled ZnO nanoparticle prepared by microwave irradiation method, Naonori Sakamoto, 
Satoshi Ishizuka, Naoki Wakiya, and Hisao Suzuki, International Union of Materials Research Societies, 
International Conference in Asia 2008, Nagoya, Japan (2008) 

 6) Relationship between Nano-structure and Dielectric Properties of CSD-derived BaTiO3 Thin films, 
Naonori Sakamoto, Kazuhisa Uchida, Naoki Wakiya, Toshimasa Suzuki, and Hisao Suzuki, 14th 
International Conference on Thin Films & Reactive Sputter Deposition 2008, Ghent, Belgium (2008) 

 他 4 件 

国内学会発表  

   1) 「マイクロ波加熱法による ZnO 微粒子の合成と酸素分圧の影響」 坂元尚紀、石塚聡、脇

谷尚樹、鈴木久男、第 46 回 粉体に関する討論会、奈良県奈良市 (2008) 

   2) 「APHCVD 法により作製されたフラワー状 InN 結晶の結晶成長」 杉浦永、坂元尚紀、

脇谷尚樹、鈴木久男、第 47 回セラミックス基礎科学討論会、大阪府大阪市、(2009) 

3) 「PLD 法によるエピタキシャル成長マルチフェロイックハイブリッド薄膜の作製」 澤村

茂輝、脇谷尚樹、坂元尚紀、篠崎和夫、鈴木久男、強誘電体応用会議、京都府京都市(2008) 

他 12 件 (日本セラミックス協会、MRS-J、粉体工学会など) 

 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

受賞・表彰： IUMRS-ICA2008 にて奨励賞を受賞 



物質工学科 

 

 

  

専任・助教  仙石 哲也 （SENGOKU Tetsuya）   

物質工学科 

専門分野： 天然物化学、有機合成化学 

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tchyoda/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：仙石 哲也、依田 秀実 教授  

博士課程：３年（１名）、２年（１名） 

修士課程：２年（２名）、１年（４名） 

学  部：４年（６名） 

連携教員：高橋 雅樹 助教 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  技術英語数学演習、物質工学実験ともに、有機化学の講義内容を理論的、実践的に理解を深める

ための講義を目指している。技術英語数学演習ＩＩにおいては、有機化学ＩＩの講義内容を中心に、

有機電子論に基いた演習を行っている。物質工学実験Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩにおいては、講義で修得し

た内容を実践に活かすための考え方、安全に実験を行う際の注意点を重点として取り行っている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

技術英語数学演習II 学部2年 1  ○ 複数担当（３人） 

物質工学実験I 学部2年 1  ○ 複数担当 

物質工学実験II 学部3年 1 ○  複数担当 

物質工学実験III 学部3年 1  ○ 複数担当 

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   天然有機化合物の合成、および新規合成方法論の開拓を目指している。合成ターゲットは強力な

薬理活性をもち、薬剤開発のリードとして活用可能であるが、天然からは極めて微量でしか得られ

ない化合物である。一つの薬剤を開発するために１０年以上もの期間が必要とされる現在において、

新規合成方法論の開拓は、その期間を短縮するための必須かつ急務の課題である。 

【 実績 】  

（１）グリコシダーゼ阻害剤を代表とした有機天然物の合成研究 

  糖尿病治療薬として期待される Hyacinthacine Bやその他有用天然物の効率的合成を達成した。 

（２）ルイス酸を用いた高立体選択的合成手法の開拓 

  医薬開発に頻繁に用いられるラクタム環の立体選択的合成法を開発した。 

（３）光捕集デンドリマーの開発と評価 

  ナノスケール分子内で発現する光捕集機能の機能を解析した。 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

 

生命現象に関わる天然有機化合物の合成研究 
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物質工学科 

1) “A ne w a pproach t oward l ight-harvesting reverse micelles f rom donor -acceptor m iscible bl ends” M. 

Takahashi, N . Nishizawa, S . Ohno, M . K akita, N . Fujita, M. Yamashita, T. Sengoku and H . Yoda 

Tetrahedron Vol. 65, pp.2669-2677 (2009). 

2) “Construction of light-harvesting reverse micelles in nanoscopic dimensions” M. Takahashi, Y. Ichihashi, 

N. Nishizawa, S . Ohno, N. Fujita, M. Yamashita, T. Sengoku and H. Yoda J. Photochem. Photobiol. A: 

Chem. Vol. 203, pp.56-63 (2009). 

3) “Extremely hi gh r egio- and stereoselective C –C bond f ormation of  s ubstituted γ-hydroxylactams: 

synthesis of macronecines based on their structural duality” T. Sengoku, T. Suzuki, T. Kakimoto, M. 

Takahashi and H. Yoda Tetrahedron Vol. 65, pp.2415-2423 (2009). 

4) “Stereodivergent s ynthesis of  ne w a mino s ugars, f uranodictine A a nd B , starting from 

D-glucuronolactone” D. Matsuura, T. Mitsui, T. Sengoku, M. Takahashi and H. Yoda Tetrahedron Vol. 64, 

pp. 11686-11696 (2008). 

5) “First asymmetric synthesis of  pyrrolizidine alkaloids, (+)-hyacinthacine B1 and (+)-B2” T. Sengoku, Y. 

Satoh, M. Oshima, M. Takahashi and H. Yoda Tetrahedron Vol. 64, pp. 8052-8058 (2008). 

6) “Catalytic ena ntioselective al lylation of al dehydes using β-amido f unctionalized a llylstannanes w ith 
chiral I n(OTf)3/i-Pr-pybox c omplexes” T. Suzuki, T. Sengoku, M. Takahashi and H. Yoda Tetrahedron 

Lett. Vol. 49, pp. 4701-4703 (2008). 

7) “New asymmetric strategy for the total synthesis of naturally occurring (+)-alexine and (-)-7-epi-alexine” 

M. Takahashi, T. Maehara, T. Sengoku, N. Fujita, K. Takabe and H. Yoda Tetrahedron Lett. Vol. 64, pp. 

5254-5261 (2008). 

8) “Mechanistic investigation of energy transfer in perylene-cored anthracene dendrimers” M. Takahashi, H. 

Morimoto, K. Miyake, H. Kawai, Y. Sei, K. Yamaguchi, M. Yamashita, T. Sengoku and H. Yoda New J. 

Chem. Vol. 32, pp. 547-553 (2008).  

国際会議発表     

・Takamasa Suzuki, Tetsuya Sengoku, Masaki Takahashi and Hidemi Yoda“Enantioselective Allylation of  
Aldehydes Employing β-Amido Allylstannanes Catalyzed by Chiral In(OTf)3/i-Pr-pybox Complexes” 
Tetrahedron Symposium, Berkeley, CA, USA, 22-25 July. 2008. 

国内学会発表  

・日本化学会、高分子学会など、計１９件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

 ・テクノフェスタ 

 

＜今後の展開＞  

 開発した新規合成手法を基盤とした有用天然物の合成研究を継続する。また、新たな合成手法の開

拓にも挑戦する。より社会に貢献可能な研究を行うために、有機反応を基盤とした新しい薬剤探索法

や疾病検査薬の開発などにも力を入れたい。また、有機合成の応用として新しいタイプの太陽光発電

システムに必要とされる増感色素の開発に着手することで、企業との共同研究にも力を入れたい。 
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物質工学科 

 

 

  

 

専任・助教  高橋 雅樹 （TAKAHASHI Masaki）   

物質工学科  

専門分野： 有機化学、光化学 

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tchyoda/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：高橋 雅樹、依田 秀実 教授 

博士課程：３年（１名）、２年（１名） 

修士課程：２年（２名）、１年（４名） 

学  部：４年（６名） 

連携教員：仙石 哲也 助教 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  技術英語数学演習、物質工学実験ともに、有機化学の講義内容を理論的、実践的に理解を深める

ための講義を目指している。技術英語数学演習Ⅱにおいては、有機化学Ⅱの講義内容を中心に、有

機電子論に基いた演習を行っている。物質工学実験Ⅰ、Ⅱ、Ⅲにおいては、講義で修得した内容を

実践に活かすための考え方、安全に実験を行う際の注意点を重点として取り行っている。応用英語

Ｃにおいては、文法・ヒアリング・長文読解を中心に実践的内容を中心に実施し、詳細な解説を行

うことで理解を高めることを目標としている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

  授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

技術英語数学演習I 学部2年 1 ○   

物質工学実験I 学部2年 1  ○ 後期１５回分の６回を担当 

応用英語Ｃ 学部3年 1 ○   

物質工学実験II 学部3年 1 ○   

物質工学実験III 学部3年 1  ○ 後期１５回分の３回を担当 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

光合成システムの機能を人工的に模倣した光機能性超分子と光との相互作用を研究することで、

光をクリーンなエネルギー資源として有効活用する技術を開発する。生理活性天然物の合成手法を

確立する。 
【 実績 】  

（１）光捕集デンドリマー分子の開発と評価 

  ナノスケール分子内で発現する光捕集機能の機構を解析した。 

（２）光捕集逆ミセル集合体の開発と評価 

  自己組織化機構によるナノスケール光捕集集合体を構築した。 

（３）生理活性天然物の合成研究 

  特異な薬理作用のある数種の天然物化合物の人工合成を行った。 

 

次世代光デバイス創製のためのナノ分子システ

ムの設計と構築，新しい光機能性材料の開発 
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物質工学科 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “A ne w a pproach t oward l ight-harvesting reverse micelles f rom donor -acceptor mis cible blends” M. 

Takahashi, N . Nishizawa, S . Ohno, M . K akita, N . Fujita, M. Yamashita, T. Sengoku and H . Yoda 

Tetrahedron Vol. 65, pp.2669-2677 (2009). 

2) “Construction of light-harvesting reverse micelles in nanoscopic dimensions” M. Takahashi, Y. Ichihashi, 

N. Nishizawa, S . Ohno, N. Fujita, M. Yamashita, T. Sengoku and H. Yoda J. Photochem. Photobiol. A: 

Chem. Vol. 203, pp.56-63 (2009). 

3) “Extremely hi gh r egio- and stereoselective C –C bond f ormation of  s ubstituted γ-hydroxylactams: 

synthesis of macronecines based on their structural duality” T. Sengoku, T. Suzuki, T. Kakimoto, M. 

Takahashi and H. Yoda Tetrahedron Vol. 65, pp.2415-2423 (2009). 

4) “Stereodivergent s ynthesis of  ne w a mino s ugars, f uranodictine A a nd B , starting from 

D-glucuronolactone” D. Matsuura, T. Mitsui, T. Sengoku, M. Takahashi and H. Yoda Tetrahedron Vol. 64, 

pp. 11686-11696 (2008). 

5) “First asymmetric synthesis of  pyrrolizidine alkaloids, (+)-hyacinthacine B1 and (+)-B2” T. Sengoku, Y. 

Satoh, M. Oshima, M. Takahashi and H. Yoda Tetrahedron Vol. 64, pp. 8052-8058 (2008). 

6) “Catalytic ena ntioselective al lylation of al dehydes using β-amido f unctionalized a llylstannanes w ith 
chiral I n(OTf)3/i-Pr-pybox c omplexes” T. Suzuki, T. Sengoku, M. Takahashi and H. Yoda Tetrahedron 

Lett. Vol. 49, pp. 4701-4703 (2008). 

7) “New asymmetric strategy for the total synthesis of naturally occurring (+)-alexine and (-)-7-epi-alexine” 

M. Takahashi, T. Maehara, T. Sengoku, N. Fujita, K. Takabe and H. Yoda Tetrahedron Lett. Vol. 64, pp. 

5254-5261 (2008). 

8) “Mechanistic investigation of energy transfer in perylene-cored anthracene dendrimers” M. Takahashi, H. 

Morimoto, K. Miyake, H. Kawai, Y. Sei, K. Yamaguchi, M. Yamashita, T. Sengoku and H. Yoda New J. 

Chem. Vol. 32, pp. 547-553 (2008). 

国際会議発表     

・Takamasa Suzuki, Tetsuya Sengoku, Masaki Takahashi and Hidemi Yoda “Enantioselective allylation of 
aldehydes employing β-amido allylstannanes cat alyzed by chi ral I n(OTf)3/i-Pr-pybox complexes” 
Tetrahedron Symposium, Berkeley, CA, USA, 22-25 July. 2008. 

国内学会発表  

・ 日本化学会、高分子学会など、計１９件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

 ・テクノフェスタ 

 

＜今後の展開＞  

 光機能性分子の開発と物性評価を継続する。新しいタイプの太陽光発電システムに必要とされる増

感色素の開発に新たに着手することで、企業との共同研究にも力を入れたい。生理活性天然物の合成

研究を継続すると同時に、この分子合成技術を最大限に生かし幅広い連携が模索できる研究内容に積

極的に挑戦したい。 
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物質工学科 

 

 

  

専任・助教  武石 薫 （TAKEISHI Kaoru） 

物質工学科  

専門分野： 触媒化学、新エネルギー 

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員： 教授・佐古 猛、助教・岡島 いづみ、助教・武石 薫 

研 究 員： 1名 

博士課程： ３年（1名）、２年（1名）  

修士課程： ２年（3名）、１年（5名） 

学  部： ４年（7名） 
 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  学生実験、科学英語の演習、夜間部学生の無機合成化学を担当しているが、学生自らが興味を持

ち、自ら学んでいけるよう工夫をして授業を行っているつもりである。特に英語に関しては、苦手

な学生と得意とする学生に差があり、少し易しめの教科書を用い、授業を進めている。英語を得意

とする学生にとっては退屈な授業になってしまっているかもしれないが、復習・練習のつもりで臨

んでもらえればと思っており、実際に声を出して教科書を読んだり、ヒアリングテストなども導入

している。総ての学生が、ある程度の能力に達成してもらえればと思っている。 
 

【 授業担当科目および取り組み 】    
   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

技術英語数学演習 I  学部2年 1 ○  複数担当（２人） 

技術英語数学演習 II  学部2年 1  ○ 複数担当（２人） 

化学システム演習 I  学部3年 1 ○  複数担当（２人） 

化学システム演習 II  学部3年 1  ○ 複数担当（２人） 

物質工学実験 III  学部3年 1  ○ 複数担当（５人） 

化学工学特論  学部3年 1  ○ 複数担当（１６人） 

無機合成化学 学部3年（夜間主） 1 ○   

 
 

＜研究＞ 

【 目標 】 

 ２１世紀のクリーン燃料のひとつであるジメチルエーテル（DME）に関連した触媒開発、さらに

は、DME を媒体としたエネルギー対策に関する研究を行っている。DME は煤などが発生しない、窒

素酸化物が低減できるなど、環境にやさしい燃料であり、水素の貯蔵体・キャリアでもある。DME・

水素が広く有効利用されれば、地球温暖化などの環境問題が低減されるので、触媒開発の観点から、

地球環境保全に寄与できればと思っている。 

 

【 実績 】  

クリーン燃料合成など環境保全に関連した触媒開発 
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物質工学科 

（１）DME 水蒸気改質触媒に関する研究・開発 

DMEから低温高活性に水素を取り出せる触媒を開発した。 

（２）DME 合成触媒に関する研究・開発 

バイオマスガス化ガスなど、不純物である酸素が入った合成ガスから、さらには、低温・低

圧の温和な反応条件下でも DMEを直接合成できる触媒を開発した。 

 

【 業績・成果 】 

国際会議発表（Plenary Lecture 1件、Invited Lecture 2件）     

1) “Dimethyl Ether (DME): A Clean Fuel of the 21st Century and Catalysts for It”, K. Takeishi, The 
4th I ASME /  W SEAS I nternational C onference o n ENERGY &  EN VIRONMENT ( EE'09), 
Proceedings, p p. 20 -21, pp. 449 -454 ( 2009.2).   ( Cambridge, U nited Kingdom)   ( Plenary 
Lecture) 

2) “ Hydrogen pr oduction from di methyl e ther and t he c atalysts de velopment”, K . Takeishi, 18t h 
International Symposium on Fine Chemistry and Functional Polymers & 4th IUPAC International 
Symposium on Novel Materials and their Synthesis (FCFP-XVIII & NMS-IV), Proceedings, FC-25, 
pp. 82-83 (2008.11).  ( Zhenjiang, China)   ( Invited Lecture) 

3)“Development of  S ingle Type C atalysts P repared by t he S ol-gel Met hod for D irect S ynthesis o f 
Dimethyl Ether”, K. Takeishi, 10th International Symposium on B iotechnology, Metal Complexes 
and Catalysis (BMC-X), pp. 52-53 (2008.5).   ( Zhengzhou, China)   ( Invited Lecture) 

他 7 件 
 

国内学会発表（依頼講演 1 件） 

“第 3回国際 DME 会議及び第 5回アジア DME会議報告（その 2）”, 武石 薫,日本 DMEフォーラム

主催公開シンポジウム「実用化段階に入った新環境エネルギー、DME」(2008.12).  （東京） 

他４件 

 

特許取得 

1. “ジメチルエーテル水蒸気改質触媒製造方法とそれによる触媒”，武石 薫，鈴木 啓充，山

本 幸生，小長井 信寿，木俣 文和, 日本国特許第 4106645号 (2008.4).  

2. “ジメチルエーテル合成触媒の製造方法及びジメチルエーテル合成触媒”，武石 薫，鈴木 啓

充，山本 幸生，小長井 信寿，木俣 文和， 日本国特許第 4103069号 (2008.4). 

 

特許出願 ２件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

  (独）科学技術振興機構(JST)-科学技術部国際協力局(MOST) 戦略的国際科学技術協力推進事業  

日本-中国研究交流プロジェクト 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】静岡新聞, 2008.10.9, 21ページ（下記受賞の件） 

【 受賞 】第９回しずおか新エネルギー大賞 審査員特別賞 「ジメチルエーテル（DME）を媒体とし

た自然エネルギーの液化と貯蔵」、田原 義則, 武石 薫  （静岡県主催） (2008.11) 

【 外部資金 】共同研究費 １件、奨学寄附金 １件 

 

＜今後の展開＞  

 DMEを媒体として自然エネルギーの貯蔵、排熱の回収など、エネルギー問題も解決できるかもし

れない。DME・水素が広く有効利用され、環境・エネルギー問題などが低減されればと願っている。 
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物質工学科 

 

 

  

専任・助教  松田 靖弘 （MATSUDA Yasuhiro）   

物質工学科  

専門分野： 高分子物理化学、高分子溶液学  

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tymatud/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：松田 靖弘、田坂 茂 教授 

博士課程：３年生（2名）１年（2名）、 

修士課程：２年（4名）、１年（4名） 

学  部：４年（6名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  単に専門知識を暗記させるのではなく、なぜその物性が現れるのか、その機構を考えさせ、理解

させることで、自然とその知識が身に付くような教育を目指す。実験・演習時においても、安易に

手助けするのではなく、自分の力で問題解決する能力が身に付くような指導を目指す。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

物質工学実験Ⅰ  学部1年 2  ○ 複数担当 

物質工学実験Ⅱ  学部2年 4 ○  複数担当 

物質工学実験Ⅲ  学部2年 4  ○ 複数担当 

材料科学演習Ⅱ  学部1年 1  ○ 複数担当（２人） 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

   高分子鎖は溶液中で比較的自由な分子形態をとり、比較的 1分子本来の性質を表す。一方で、高

分子は他の物質との界面においては、界面からの相互作用を受ける。両者の関連性を理解すること

によって、高分子材料のより一層の機能化を目指す。また、溶液的性質と固体的性質を併せ持つ高

分子ゲルの構造、機能を解明する。 

 

【 実績 】  

（１）金属界面におけるアクリル系高分子の運動性の解明 

  接着剤として使用されているアクリル系高分子が金属との界面において形成する特異なガラス

転移挙動を解明した。 

（２）セラミックス繊維を用いたオイルゲルの作製 

  セラミックス繊維を添加することによって、微量のポリプロピレンでオイルゲルを作製した。 

（３）SBS ゲル中のスチレン部位の凝集構造の解明 

  衝撃吸収材として利用されている SBS ゲル内におけるスチレン部位の構造を解明した。 

（４）1,2-ポリブタジエンとナイロン 11のブレンドの構造解明 

  1,2-ポリブタジエンとナイロン 11のブレンドを作製し、そのラメラ構造を解明した。 

高分子溶液と界面物性 
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物質工学科 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “Aggregation Behavior of  t he S tyrene U nits in  O il Gel of  S tyrene-Butadiene-Styrene T riblock 

Copolymer” S. Machida, Y. Matsuda and S. Tasaka Nihon Reoroji Gakkaishi Vol. 37, pp. 25-29 (2009).  

2) “Gelation of  a  C omposite of  C eramic Fibers a nd P olypropylene M odified w ith M aleic A nhydrate in 

Naphthenic Oil” S. Machida, Y. Matsuda and S. Tasaka Chem. Lett. Vol. 38, pp.70-71 (2009).  

3) “Thermal Properties of Polyacrylates at Metal Interfaces” K. Fukui, S. Honmura, K. Iida, Y. Matsuda, A. 
Sugita and S. Tasaka Polym. Bull. Vol. 61 pp. 655-661 (2008) 

4) “付加型シリコーン粘着剤の界面熱分析” 西川裕治、福井和敬、松田靖弘、田坂茂 高分子論文

集 Vol. 65, pp. 458-464 (2008).  
他３件 

 

国際会議発表     

・G. Nakano, Y. Matsuda and S. Tasaka “Ferroelectric Behavior in Poly(trimethylene terephthalate)” 
13th International Symposium on Electrets 15-17 Sep. 2008, Tokyo 

・S.Kondo, J .Kurasawa,Y.Matsuda, S.Tasaka “Novel Fluoropolymer E lectret, P oly(vinylidenefluoride- 
hexafluoroisobutylene)”13th International Symposium on Electrets 15-17 Sep. 2008, Tokyo 
他２件 

 

国内学会発表  

・松田靖弘、杉田篤史、田坂茂 「金属界面におけるポリアクレート分子の運動性と熱的性質」 第

57回レオロジー討論会 2008年 10月 6-8日、新潟市 

高分子学会、繊維学会など、他１４件 

 

招待講演   

・ 大阪大学理学部教育 GP「知的能動性をはぐくむ理学教育プログラム」未来展望ワークショップ

(2009年 2月 16 日、大阪大学豊中キャンパス)にて講演 

  計１件 

        

＜管理運営＞ 

城北地区交通対策委員 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】財団法人理工学振興会研究助成金 

「金属ガラス界面における高分子鎖の構造制御と機能性の付与」 

 

＜今後の展開＞  

 高分子溶液、界面に関する研究を継続すると共に、高分子ゲル等を始めとして新しい研究テーマに

も果敢に挑戦していきたい。 
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システム工学科 

システム工学科の教育研究活動状況 

 
教育活動 
 本学科は、資源や環境の制約と両立した持続可能な社会における融合型の課題を理解し、

設計に結びつけるための基礎知識の修得と能力の育成を行う。“技術融合型（横断型）の分

野で活躍する技術者育成”を目標として、以下の科目パッケージ（コース）に分けて教育

を行っている。 
（１） System Engineering 系パッケージ：社会や組織の仕組みをモデル化して，コンピ

ュータ上に実現する技術について学ぶ。 
（２） Information Technology 系パッケージ：ソフトウェア技術を主，ハードウェア技術

を従とするシステム設計に必要な技術について学ぶ。 
（３） 光電機械系パッケージ：ハードウェア技術を主，ソフトウェア技術を従とするシス

テム設計に必要な技術について学ぶ。 
本学科は、融合型の課題を理解し、設計に結びつけるための基礎知識の習得と能力の育成

を行っている。また協調性（コミュニケーション能力）、積極性（自発性、プランニング）

の能力の涵養のため、「システム工学実験」（２年前期）、「プログラムコンテスト」（２年後

期）および「システム工学応用実習」（３年前後期）が設けられている。以下に今年度の実

施状況を述べる。 
１． プログラムコンテスト 

与えられた問題の解決や分析のためのプログラムをグループあるいは個人で作り、その

性能を競うことを通じて積極性、自発性、プランニング能力の涵養を図る。2008 年度後期

のうち、10 月 31 日から 2 月 6 日までの 10 回を用いて、授業を行った。この授業の目標は、

それまでに学んだシステム工学的手法を、コンピュータプログラミングという土台の上で

組み合わせることにより、具体的な問題解決に応用できるということを実体験することで

ある。内容としては、与えられたテーマについて、システム工学的手法を組み入れつつ、

その問題を解決するための Web ベースのシステムを設計、プログラミングし、システム作

りを完成させる。 
２．システム工学応用実習 

  技術融合型（横断型）の課題を理解し、設計に結びつける能力の涵養。マニュアル通り

にすれば解決できるというものではなく、自分の頭で考え、試行錯誤し、グループで協力

させて問題解決にあたる。テーマとしては、（１）プログラム実行の図式化：C 言語プログ

ラミングとプログラムの実行過程の習熟、（２）遠隔カメラを使った不審車両検出システ

ム：ロボットカーの動きを複数地点からカメラで撮影して画像処理し，その結果をネット

ワークを通して一台のコンピュータに集約することで，ロボットカーの不審な動きを検出，

何らかのアクションを起こすというシステム設計・構築、（３）フィードバック制御：18 世

紀ワット蒸気機関の遠心調速器を、学生自らが設計・製作し、フィードバック制御の理論

と実践を理解する。 
ＰＢＬ(Problem-Based Learning)により目標を達成するために、1.どういう物をつくる

ことが必要で、2.どういうデータが要求され、3.どういう報告をすべきであるか、を受講生

自らが少人数のグループでディスカッションしながら問題解決にあたることを要求した。 
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システム工学科 

研究活動 
資源や環境の制約と両立した持続可能な社会における融合型の課題を理解し、以下の４

つの分野にわたって研究を行ってきた。 
１．数理情報分野 
近年、環境・経済・産業の様々な問題が地球規模で起こっているが、その多くは再現実

験や実際の観察ができないものである。例えば、環境ホルモンは危険だと断定できたとき

には手遅れと云われている。このような場合は、数理モデリングによる解析が有効である。

本文野では、様々な問題を数学やパソコン等でモデルを構築し、シミュレーションや数値

解析などの分析でモデルを評価する。そのため、研究分野はシステム工学、応用数学、経

済学、物理学、数理生物学、複雑系科学、環境科学、生態学、進化生物学と多岐にわたる。 
２．環境システム分野 
環境に関する諸問題をモデリングとシミュレーションを中心とした方法で研究している。

具体的にはシミュレーションによる生物の進化、生物保全に関する研究、環境流体現象の

シミュレーションによる解明、マイクロバブルおよび電気浸透・泳動を利用した環境浄化

に関する研究、環境情報システムの開発、環境汚染等のリスクコミュニケーションにおけ

る組織の相互信頼の構成要素の解明、グローバルな環境影響を考慮した都市水システムの

研究、地震や津波などの災害に強い都市水システムに関する要素技術の開発、自由表面乱

流の数値流体力学に関する研究、といった幅広い環境問題を扱っている。その成果は国内

外における学会発表や論文としてまとめられており、成果の一部は新聞でも採り上げられ

ている。今後はこれらの学術的色彩の強い研究を更に推進すると共に社会の要請に応える

実践的研究も行う。 
３．生産システム分野 
工業生産システムでは、生産技術と生産管理技術の有機的結合が大切である。具体的に

は以下のような研究を行っている。 
・大規模区間 AHP、新しい SCM ゲームの作成、数理計画用言語開発 
・歩行ロボット、身障者用電動車椅子、ツイン型超音波モータの開発 
・技能習熟支援システムの開発、手動制御系における人間の学習特製 
・多関節指による物体の確認 
・モバイルコンピューティング環境向け通信プロトコルおよびグループウェア 
・ネットワークを用いた教育支援システム、画像処理によるデータ解析。 
４．光電システム分野 
光と電気を用いた生産・情報・通信システムに関し、以下のような研究を行っている。 

・大規模集積回路設計、設計自動化システム 
・超音波センサ、アコースティクエミッション 
・光情報処理システム、光通信システム 
・視覚－眼球運動システム、マンマシンインターフェースディバイス。 
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システム工学科 

 

 

  

専任・教授  相田 一夫（AIDA Kazuo）   

システム工学科  

専門分野：計測工学、通信・ネットワーク工学  

 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：相田 一夫    

修士課程：２年（2名）、１年（1名） 

学  部：４年（3名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

工学教育では、基礎学力として各種物理現象の理解とそのモデル化、応用力としてモデルに基づく

設計能力の育成が求められている。この観点で授業を行うとともに、授業内容の定着と応用力の涵養

を狙いとして、専門科目においては毎回授業の後半 20～30分間の演習を行った。 

また、個別分野科目では工学の基礎となる SI 単位系を題材とし、“永久不変な物理法則に基づく国際単

位の統一化・単位系を支える工学技術”の歴史的な展開、応用技術として“時間単位の高確度化と GPS”、

について授業を行い、広範な受講生（工学部・情報学部）の興味を引くよう工夫をした。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナー 学部1年 1 ○   

光電機械要素 学部2年 2  ○ 複数担当（2人） 

能動回路 学部3年 2  ○  

光通信工学 大学院1年、2年 2  ○  

個別分野科目 

（自然科学分野） 

工学部、情報学部 2  ○ 複数担当（4人） 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

光伝送信号の超高速化やパケット化等に伴い、光線形中継器（光増幅器）の高性能化・高機能化と、

中継伝送系の低雑音化が求められている。本研究は光中継伝送系に発生する多重散乱光干渉量（MPI）

の測定法と、光増幅器の高性能化・高機能化に関するものである。 

また、リアルタイムで時空間情報の特徴抽出が可能な時空間情報受信器・処理装置の研究を光通信

用受光回路設計法・通信方式設計法をベースとして本年から開始した。 

 

【 実績・成果 】  

（１）多重散乱光干渉量（MPI）の測定法の研究 

離散反射光を含む多重散乱光干渉量（MPI）を高精度に評価するため、ディジタル信号処理を用い

て直接変調された半導体レーザ（DFB-LD）から周波数掃引光を発生する方法の検討を進めた。 

科研費によりサブ MHz オーダーで周波数掃引光の光周波数を評価できるファイバループを用いた

自己遅延ヘテロダイン干渉計による高安定な測定系を構成し、DFB-LD の高精度な周波数偏移モデル

光増幅器の高性能化と中継伝送系の特性評価法の研究 
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式を構築した。この結果、2 値の周波数変調光合成では、周波数偏移量 300.6MHz、周波数遷移時間

1.1μs、周波数が一定となる時間帯の制御誤差が±1MHz（従来±4MHz）と、高性能な試験光を実現し

た。また、時間に対して周波数が直線的に変化する掃引光合成方法の検討を進めた。 

 

（２）時空間情報受信器・処理装置 

 提案装置は、人間の視覚神経系の構成を、光通信の受光回路設計法・通信方式設計法を参照して工学

の基本要素に置換えた時空間情報の受信装置である。入力刺激がイメージセンサからの場合、視覚が特

徴的に感じる画像（強調画像）を電圧分布として出力する。 

本装置は時空間情報による制御電流源、抵抗とコンデンサにより構成されるフィルタ回路網と電圧検出

部により構成される。シミュレーション結果に基づき特許出願と国際会議発表を行った。さらに、小規模な回

路網（27 素子）実験により輪郭抽出等がリアルタイムで実現できること、シミュレーションとハードウエア実験

結果が良く一致することがわかったので、研究発展のため補助金申請（JST シーズ発掘試験）を行った。 

 

【 業績・成果 】 

国際会議発表     

・ Y.Katagiri, K.Aida, “Simulated nonl inear dynamics of  l aterally interactive a rrayed neurons”, Proc. of 
SPIE, 7266, 726610-1-9(2008) 

国内学会発表  

・角田正悟、佐藤友理、春田博章、相田一夫、“ディジタル信号処理による多重散乱光干渉量測定用

FM 変調光の発生”、平成 20 年度計測自動制御学会中部支部静岡地区計測制御研究発表会、静岡大

学浜松キャンパス、平成 20年 12 月 20日 

・角田正悟、佐藤友理、春田博章、相田一夫、“ディジタル信号処理による多重散乱光干渉量測定用

FM変調光の発生”、2009年電子情報通信学会総合大会、愛媛大学城北地区、平成 21年 3月 19日 

特許出願  

・相田一夫（国立大学法人静岡大学）、片桐祥雅（独立行政法人情報通信機構）、平成 20 年 11 月 14

日 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

・出張授業・学部説明 伊豆中央高等学校   平成 20年 7月 11日 

 

＜管理運営＞ 

・ 発明審査委員 

・ 浜松国際交流会館館長 

・ 工学部改組検討委員会委員 

・ システム工学科教授選考委員会委員長 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

科学研究費補助金（基盤研究Ｃ）“周波数掃引光を用いた分布増幅光ファイバ伝送路の多重離散散

乱光干渉量測定法の研究” 

 

＜今後の展開＞  

超高速光ファイバ伝送路の高性能化に資するため引き続き“周波数掃引光を用いた分布増幅光ファ

イバ伝送路の多重離散散乱光干渉量測定法の研究”を進めていく。 

画像に代表される時空間情報から特徴を抽出し制御系を構成する方法は既に産業分野で重要な役

割を果たしている。しかし、膨大な計算量がネックとなり適用領域は限定されていた。 

今回提案した時空間情報受信器・処理装置はセンサーアレーと CPU 間に設置され、時空間情報のリ

アルタイム特徴抽出用前処理装置として機能する。これにより、CPUの負荷が軽減されるので、安価

な CPUの適用と低消費電力化が実現される。その結果、高度な情報処理機能を日常の各種機器に実装

することが可能となるなど多方面への応用が期待でき、今後も研究を進めていく考えである。 
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専任・教授  相原 憲一 （AIHARA Ken-ichi）           

システム工学科 

専門分野：経営戦略論、地域産業論、感性工学   

 
 

【 研究室構成 】  

教    員：相原 憲一    

修士課程：２年（4.5名）、１年（3.5 名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

大学院は自ら気がついて、自己のフィロソフィーを確立して行動し達成する能力を養う場所であ

る。決して知識の吸収が目的ではない。講義は自己主張と同時に多くの多様な見解を吸収して自己

の存在意義を確認するために機会を提供するためにある。   

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

プレゼンテーション技法  修士課程1年 １ ○   

地域産業論  修士課程１, 2年 １  ○  

市場戦略論  修士課程１, 2年 1  ○  

ロジカルシンキング  修士課程1年 1 ○   

競争優位論   修士課程１,２年 1 ○   

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  今日は生産側企業と生活購買者とが価値を共有して新たな市場を創出し、また持続していくプロ

シューマ時代である。その市場競争力の源泉は関係者の感性の持ち方にあり、業務プロセスでのバ

リューチェーン創出が競争優位を生み、同時に生活行動プロセスでのバリューチェーンが市場満足

を育む。加えて、価値持続を生み出すイノベーションづくりが大きな課題である。本研究は地域産

業におけるバリューチェーンをプロシューマの観点で一層展開した価値共有の感性イノベーショ

ン経営の仕組みづくりの実現を目指す。 

【 実績 】  

・学術的には経営関連学会と感性学会との融合を得て新たな研究領域を認知しえた。 

・講義においては超ロジカルシンキングなどで人間思考の多様化に大きな関心を勝ち得た。 

・学外での社会貢献の一環でもあるオープン講座で人間力のシリーズを取り上げて好評を得た。 

・大学院学生研究テーマでも感性に関連するいくつかの内容が好評を得て学会発表につながった。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

・相原憲一『プログラムマネジメントにおける複眼力を生む感性バリューチェーン』 国際 P2M学会

地域産業での感性を活かすイノベーション経営
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誌 vol3,no.1 pp93-100 2008.11. 

・相原憲一『プロシューマの感性バリューを活かすプログラムマネジメント』 国際 P2M 学会誌 

vol3.no2  2009.3  

・相原憲一 ほか 4名『感性を活かす』 静岡学術出版 2008 

・相原憲一 ほか 6名『イノベーションを加速するオープンソフトウェア』静岡学術出版 2008    

国内学会発表  

・相原憲一『市場の持続を生むプロシューマ感性バリュー・プロポジション』 経営情報学会大会 仙

台 2008.11 

・杉本等、相原憲一、アンジャンクマール『中小企業における海外雇用促進を図る事業モデルに関す

る考察』同上    

・青山裕紀、相原憲一『小売業における購買意思決定プロセスの多様化への対応』日本感性工学会大

会 2008.9     

・伊藤航 相原憲一『ビジターの感性に合わせ多様化するサービスエリアの機能』同上  

・相原憲一『地域社会イノベーションを生むコンテクスト文化と感性ビジネス』 大阪  2009.3 

・相原憲一『PMにおける複眼視を生む感性能力』  国際 P2M 学会大会 東京      2008.5 

・相原憲一『プロシューマ時代の感性バリュー・プロポジション』   同上      2008.9 

招待講演   

・相原憲一『感性による経営イノベーション』日本感性工学会全国大会 東京      2008.9  

解説・特集等  

・相原憲一ほか『感性を活かす事業価値創出 連載３』 経営情報フォーラム誌 2008年 6月号 

特許出願・取得、  

・相原憲一・杉本等『スキルアップ遠隔トレーニングシステム』（出願）   2008.11  

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

外国人学生受入   

0.5 名（9月修了）＋1名（社会人）＋0.5名（10月） 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

共同研究   2件 

 

＜今後の展開＞  

イノベーション経営を感性の観点でビジネスモデリングして評価・活用してみることは価値ある

テーマである。生産者主導のプロセスと生活者主導のプロセスとがスパイラルとなり、持続的に競

争優位が実現する仕組みを感性の内容で表現している。大きなポイントは生産者主導と生活者主導

の切り替え能力とも言うべき感性そのものであり、ここでは遊び心とも言うべきゆとりから生まれ

る気づきと、生産者の志を実現する物語性とも言うべきこだわりとが、その切り替えの役割を果た

している。それを実現する仕組みがまさしくプロシューマの実現であり、Web2.0 の概念が現実化

されて先進的ないくつかの中小企業のネットワーク活用事例が示している。今後の中小企業の市場

競争力の維持は脅威を機会と見るコンピテンシー次第である。 

235235235235235235



システム工学科 

 

 

  

専任・教授  浅井 秀樹 （ASAI Hideki）   

システム工学科 

専門分野：チップ・パッケージ・ボード間協調設計のための PI/SI/EMI  

 
homepage: http://tzasai7.sys.eng.shizuoka.ac.jp/Asailab/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：浅井 秀樹 

研 究 員： Shahed Hussain（学術研究員）、Chandra Sekhar Paidimarry（学術研究員） 

博士課程：１年（2名） 

修士課程：２年（1名）、１年（2名） 

学  部：４年（4名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  半導体、パッケージ、ボードに関連する回路設計・実装技術の分野において、基礎理論から実践

的研究開発までの一貫教育を目指す。民間企業や公的機関との産学共同研究と教員自身が主宰する

ベンチャ企業を核として実際のテーマを実践的に研究、開発する。学部教育では、そのための基礎

理論を大学院教育では、実践的共同テーマを核として教育活動を推進する。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

論理回路I  学部3年 1 ○  

論理回路II  学部3年 1 ○  

応用英語C  学部3年 0.5 ○  

キャリアデザイン  学部2年 0.2  ○ 

計算機援用工学   大学院１,２年 1 ○   

インフォマティクス  創造科学技術大学院 0.25 ○  複数担当（4人） 

 

【 業績・成果 】 

・指導学生の受賞・表彰 

1)中園雄也（M2 平成 20 年 3 月修了）、エレクトロニクス実装学会講演大会研究奨励賞、エレクト

ロニクス実装学会、2009.3 

2)岡崎勇治（M1）国際ワークショップ NCSP2009 Student Paper Award、信号処理学会、2009.3 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  半導体、パッケージ、ボード間協調の計算機援用設計（CAD）システムとそれらに関連する計算機

援用工学（CAE）の連携のための研究開発を推進している。２００８年度、ASET（超先端電子技術開

発機構）委託の国家プロジェクト「次世代三次元積層技術プロジェクト」へ参画中である。 

 

次世代パワー／シグナル・インテグリティ解析
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【 実績 】  

（１）高速回路シミュレータ及び三次元電磁界シミュレータの開発 

 従来の回路ｼﾐｭﾚｰﾀと比較して、実用ﾚﾍﾞﾙで二桁以上高速なｼﾐｭﾚｰﾀを提案、ほぼ実現している。 

（２）パワー／シグナル・インテグリティ問題へのソルーションの構築、 

 車載用電子機器設計のための進化的ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑによる最適化などを研究開発中である。 

（３）チップ・パッケージ・ボード統合 CAD 環境の構築 

 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｴﾝｼﾞﾝに繋げるための三次元 CAD を構築中である。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1)Tadatoshi Sekine, Yuichi Tanji, Hideki Asai, ”Matrix Order Reduction by Nodal Analysis Formulation and  
Relaxation-Based Fast Simulation for Power/Ground Plane”, IEICE Trans. on Fundamentals, Vol. E91-A No.9, pp.2450-2455, 
2008. 

2)Yuichi Tanji, Hideki Asai, Masayoshi Oda, Yoshifumi Nishio, Akio Ushida, “Fast Simulation Technique of Plane Circuits 
via Two-layer CNN-Based Modeling”, IEICE Trans. on Fundamentals, Vol. E91-A No.12, pp.3757-3762, 2008. 

国際会議発表     

・K.Shinomiya, T.Uno, H.Asai:”An Approach for Reducing Common-Mode Current on Electronic Control 
Units Using Optimization Algorithm”,APEMC2008, Singapore, May 2008. 
・T.Sekine, H.Asai:“Application of Latency Insertion Method to CMOS Circuit Simulation”, NOLTA2008 , 

Budapest, Sept. 2008. 
・N.Oguni, H.Asai:”Implementation and Estimation of FDTD-based Electromagnetic Field Solver on Parallel 

Hardware” EDAPS2008, Seoul, Dec.2008. 
他８件（計１１件） 

国内学会発表  

・エレクトロニクス実装学会、電子情報通信学会など、計 9件 

招待講演   

・ 計 5件 

解説・特集等  

・ 計 1編 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

外国人研究者の受入 

 ・学術研究員として 2名受入 

国際会議の主催 

 ・ASP-DAC2009 Track Chair 

        

＜管理運営＞ 

2008 年度システム工学科就職担当、システム工学科広報協力委員担当 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

・STARC（半導体理工学研究センター）共同研究  

・ASET（超先端電子技術研究機構）（国家プロジェクト）共同研究 など 

 

＜今後の展開＞  

本研究室は、２００７年度より、国家プロジェクト「次世代三次元積層技術プロジェクト」に参し

ており、今後、世界最高速のシミュレータの開発と産業界への貢献を目指す。 
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専任・教授  上田 芳伸 （UETA Yoshinobu）   

システム工学科  

専門分野： 生産技術、生産管理、技術経営、プロジェクトマネジメント 

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：上田 芳伸    

修士課程：２年（４名）、１年（７名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  某楽器メーカでの実務経験２８年を活かし、学部生向けには、実社会に出てから必要とされる考

え方に関して、直近の３０年間の日本を中心とした技術進歩経緯をレビューし、専門分野の重要性

を説いている。また、社会人向けの大学院では、「経営のわかる技術者を育てる」・「技術のわか

る経営者を育てる」・「新しい視点で変革・改革を企画・実行出来る人材を育てる」の狙いから、

自分でテーマを考え、グループ討議（ワープショック）することで、「自分で考えて行動できる人

材の育成」を目指している。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】 

 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

学際科目 

情報ﾈｯﾄﾜｰｸ社会 

 情・工 学部2年 2  ○ 複数担当（3人） 

企業で活躍中の技術者含む 

技術者倫理  学部3年 2 ○  複数担当（3人） 

企業で活躍していた技術者含む 

経営戦略論  大学院1,2年 2 ○  複数担当（2人） 

財務戦略論  大学院1,2年 2  ○ 複数担当（2人） 

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ   大学院１,２年 2  ○ 複数担当（2人） 

最前線の開発責任者含む 

特論Ⅱ 

（ものづくり塾） 

 大学院１,２年 2  ○ 複数担当（４人） 

最前線の企業経営者含む 

ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ  大学院１,２年 2  ○ 複数担当（４人） 

海外在住のﾍﾞﾝﾁｬｰキャピタル含む 

経営のためのイン

テリジェンスづくり 

 大学院１,２年 2  ○ 複数担当（2人） 

ＳＣＭ（演習）  大学院１,２年 2  ○ 複数担当（2人） 

ＳＣＭ専門家含む 

 

 

 

実務経験からのプロジェクトマネジメント 
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システム工学科 

＜研究＞ 

【 目標 】各種改革・改善の実務経験から得たプロジェクトマネジメントの考え方をまとめ、日本の

ものづくり特有のスタイルとして、「按配と頃合いのマネジメント」を現在検討しています。 

平成１８年開設の大学院 事業開発マネジメント専攻の一つの研究分野として今後確立していき

たい。また、社会人が、職場や自宅から講義をオンデマンド受講、リアルタイムでの議論に参加出来

る環境整備を実践する中で、独自の e-learningシステムの開発を目指している。 

【 実績 】 

（１）遠州生産性協議会主催研修会にて、「按配と頃合いのマネジメント」を講演、実務者の賛同を

得た。（2009/03/04） 

（２）遠隔講義システム（VSS）を活用することで、専攻講義集録 55本を達成、留学生及び社会人の

履修と復習とを容易にし、履修達成度を向上させた。 

 

【 業績・成果 】 

招待講演   

・ ユビキタスシティーはままつフォーラム第四回他  計２件 

解説・特集等  

・経営情報学会誌       １編 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

 しずおか産業創造機構 技術評価委員及び審査委員 

 はままつ産業創造センター 産業人財育成コンソーシアム 委員 

 ユビキタスシティーはままつフォーラム 委員 

 社団法人 中部経済連合会 中経連新規事業支援機構 アドバイザリーボード メンバー 

 

＜管理運営＞ 

 工学研究科 事業開発マネジメント専攻 専攻長 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】静岡新聞平成 21年 2月 11日 18面 1件 

 

＜今後の展開＞  

 平成 18 年開設の大学院 事業開発マネジメント専攻の軌道のせと体制作りに注力し、専攻修了生

を中心にした人材が核となって次世代経営人材育成を多く輩出していきたい。 
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システム工学科 

 

 

  

専任・教授  海老澤 嘉伸 （EBISAWA Yoshinobu）   

システム工学科  

専門分野：視覚情報工学，ヒューマンインターフェイスデバイスの開発  

 
homepage: http://www.sys.eng.shizuoka.ac.jp/~ebiken/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：海老澤 嘉伸  

修士課程：２年（4名）、１年（3名） 

学  部：４年（6名） 

研 究 生： 1名 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  線形回路 I,II では数学を多用するが，必要な数学の基礎があまり理解できていない学生でも回

路の理解ができるように，できるだけ必要な数学的知識を単純化して説明し，これからの授業から

得た知識だけでも回路解析ができるようになるように，整理して説明するように努力している．今

後も，内容を整理し，例題演習をうまく組み込み，これまで以上に興味が持てる授業にしたい． 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

線形回路I  学部2年 1 ○   

線形回路II  学部2年 1  ○  

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

信号処理II  学部4年 1  ○  

ｼｽﾃﾑ工学特論IV  学部4年   ○ 複数担当（７人） 

視覚システム計測   大学院１,２年 1 ○  複数担当（２人） 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 
 福祉や安全運転の向上を念頭において、ビデオカメラを用いた瞳孔検出を基本としたヒューマン－

コンピュータ・インタラクション、人間の行動の監視のための方法、システムの構築を行っている。

当面の研究目標を以下に列記する。 
（１）瞳孔検出に基づく頭部の動きに基づくカーソル制御装置の開発 
（２）較正が容易もしくは不要な頭部の動きを許容する高精度視線検出装置の開発 
（３）光学系 1 式で瞳孔と鼻孔検出に基づく顔方向検出と視線検出が同時にできる装置の開発 
（４）瞳孔検出に基づく漫然運転・眠気検出装置の開発 
（５）身体障害者のための注視点検出機能付きヘッドマウントディスプレイの開発 
（６）車載のために，高照度下での瞳孔検出技術の開発 

特に，（２）に関しては，浜松医科大学と企業との共同研究により，乳児の注視点検出を可能にし，

自閉症診断の一助となる注視点検出装置の実用化の検討を進める．（４）に関しては，関連企業と眠

気検知の可能性の検討の後に，早期に実用化および商品化に結び付けたい．（６）に関しては，企業

ビデオカメラによる瞳孔検出技術とその応用 

240240240240240240



システム工学科 

との共同研究により，光源の高輝度化等により実現する方法を確立することを目標とする． 
 

【 実績 】  
（１）やや低精度ではあるが，光学系 1 式で，顔方向と視線を同時計測できることを確かめた． 
（２）注視点検出機能付きヘッドマウントディスプレイにおいて，被験者（健常者）毎に簡単な注視

点較正を行えば，慣れれば，文字盤を見ていくだけで約 2 秒毎に文字が打てることを確かめ

た． 
（３）夜間であれば，ビークル上で瞳孔面積が安定して検出できることを確かめた． 
（４）較正不要な遠隔の注視点検出法の理論を考案し，実験的にできる可能性を確かめた． 
 
【 業績・成果 】 
学術論文・著書等               

1) 海老澤嘉伸，中島彩, “角膜反射を利用した瞳孔位置検出の高精度化”, 映像情報メディア学

会論文誌，62, 7, pp.1122-1126 (2008).   

国際会議発表     
・ M.Iwata and Y.Ebisawa,“PupilMouse s upported by he ad pos e de tection”, VECIMS 20 08, I stanbul, 

Turkey, 14-16 July 2008, pp.178-183 
・ S.Handa and Y.Ebisawa, “Development of head-mounted display with eye-gaze detection function for 

the severely disabled”, Proc VECIMS 2008, Istanbul, Turkey, 14-16 July 2008, pp.140-144 
・ Y.Ebisawa, “Head pose detection with one camera based on pupil and nostril detection technique”, Proc 

VECIMS 2008, Istanbul, Turkey, 14-16 July 2008, pp.172-177 
・ Y.Kondou and Y.Ebisawa, “Easy eye-gaze calibration using a moving visual target in the head-free 

remote eye-gaze detector”, Proc VECIMS 2008, Istanbul, Turkey, 14-16 July 2008, pp.145-150 
   

国内学会発表  
・映像情報メディア学会年次大会、計３件 

招待講演   
・ 海老澤嘉伸，“遠隔瞳孔検出とその応用技術”平成 20 年度 1 回情報処理・産業システム情報化

合同研究会「ビジョンシステムの高度化と展望」静岡大学工学部（浜松市），2008 年 7 月 
・ 海老澤嘉伸“瞳孔検出技術とその応用装置の開発” 2008 年第 9 回情報フォトニクス研究グルー

プ研究会（秋合宿）「情報フォトニクス技術の産業応用」，静岡県寸又峡公民館，2008 年 9 月 

特許出願・取得 
・ 海老澤嘉伸“カーソル移動制御及びカーソル移動制御装置”（出願，国内）特願 2008-181690, 2008

年 7 月 
・ 海老澤嘉伸“特徴点追跡方法及び特徴点追跡装置”（出願，国内）特願 2008-191136, 2008 年 7 月 

        
＜管理運営＞ 
  工学部長補佐 
 
＜その他の事項＞ 
【 外部資金 】共同研究費，運転状態検知技術の研究、など 
 
＜今後の展開＞  
 これまでの改善の努力を行ってきたが，視線を検出するために必要が特徴点である，瞳孔と光源の

角膜反射の検出のロバスト性と精度の向上について，これまで以上に力を注いていきたい．また，較

正不要な遠隔の注視点検出法の理論の改善を行い，検出精度を高める． 
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システム工学科 

 

  
 

専任・教授  大坪 順次 （OHTSUBO Junji） 

システム工学科 

専門分野： フォトニクス  

 
homepage: http://www.sys.eng.shizuoka.ac.jp/ohtsubo1/ 

 

 

【 研究室構成 】  

教    員： 大坪順次、生源寺 類（工学部 助手） 

修士課程：２年（4名）、１年（2名） 

学  部：４年（3名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

 義務教育、高校における修学内容の減少に伴い、学部低学年でのレベルとしてはそれらに合わさざるを

得ない。しかし、大学を卒業するレベルは、インターナショナルに決まっており、国際競争を勝ち抜くために

は、従来にくらべたギャップの大きさをいかに埋めていくかが課題である。学問の内容は以前にも増して多

様化しているが、それに逆比例するかのように大学生の基礎学力が不十分となっている。したがって、授業

では、内容のレベルは落とさずに、必ず修得しておかなければならい課題を厳選し、それらについて集中的

に理解を深める努力が必要である。授業においては、予習に重点を置き、前回分の授業の中から重要な課

題に対する小テストを毎回行い、必要最低限の理解が得られるように工夫をしている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

英語 C 学部 3 年 1 ○  複数担当(5 人) 

光工学 学部 4 年（夜間主） 1 ○   

光波電子工学 学部 4 年（夜間主） 1 ○   

光情報工学 大学院 1、2 年 1 ○   

計測工学 学部 2 年 1  ○  

光工学 学部 3 年 1  ○  

システム工学特論 IV 学部 4 年（夜間主） 1  ○ 複数担当（5 人） 

 

＜研究＞ 

【 研究目標 】 

  オプティクス、フォトニクスにおける非線形現象、とりわけ光システムの持つ本質的な非線形性に

起因する不安定性、カオスなどの非線形フォトニクスに関する研究を行っている。特に、本年度は、

新しい構造の半導体レーザであるブロードエリア半導体レーザ、面発光半導体レーザ、量子ドット半

導体レーザにおいて、レーザの安定性、不安定性に関する研究を推進している。 

 

【 実績 】 

（１）TE-TMモード結合戻り光半導体レーザにおけるカオスダイナミクスについて、新しい現象を実

験的に見出した。さらに、これを応用したカオス同期システムを提案した。 

（２）移動体からの反射による自己混合半導体レーザにおいて、これまでダイナミックな解析が出来

なかった課題について、ダイナミック解析が可能なレート方程式を提案し、自己混合半導体レ

ーザドップラダイナミクス解析を可能にした。これにより、従来実験が主であったこの分野の

非線形フォトニクス、情報フォトニクス 
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システム工学科 

研究に対し、理論的なアプローチを可能にした。 

（３）ブロードエリア半導体レーザにおける不安定高速フィラメンテーションを抑制する方法を提案

し、実際にフィラメントの抑制効果を示し、これによりビームプロファイルの改善ができるこ

とを示した。 

（４）面発光半導体レーザにおける不安定偏光スイッチング現象を軽減、あるは抑制するための提案

を行い、光注入などの方法により特定のパラメータ条件下において偏光スイッチングを抑制で

きることを示した。 

（５）量子ドット半導体レーザのレート方程式の定式化を行い、量子ドット半導体レーザの安定性、

不安定性の解析を可能にした。この結果を用いて、量子ドット半導体レーザの戻り光特性を明

らかにした。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等 

1) “Chaotic Dynamics in Semiconductor Lasers Subjected to Polarization-Rotated Optical Feedback” 

   Y. Takeuchi, R. Shogenji, and J.Ohtsubo, Appl. Phys. Lett. Vol.93, No.18, pp. 181105-1-3 (2008). 

 
国際会議発表 

・“TE-TM Mode Dynamics in Semiconductor Lasers Subjected to Polarization-Rotated Optical Feedback  
  Y. Takeuchi, R. Shogenji, J. Ohtsubo, Dynamic Days Asia Pacific 5 (Nara, Japan, 2008.9). 
計 4件 

 

国内学会発表 

・応用物理学会、レーザー学会など 計 17件 

 

解説・特集等 

 計 1 件 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 科研費基盤(B) 320万円、委任経理金 １件。 

 

＜今後の展望＞ 

 非線形フォトニクスの優れたモデルでもある新しい構造をもつ半導体レーザのダイナミクスにつ

いて、これらの現象の統一的解釈を明らかにする。ナノ構造のレーザ（量子ドットレーザ、ランダム

レーザ）などにおける発光のメカニズムと、デバイス構造としてあるいは外部からの安定化制御を実

現したい。これらを通して、さまざまな半導体レーザダイナミクスを解析できるシュミレータの構築

を目指したい。 

243243243243243243



システム工学科 

 

 

  

専任・教授  末長 修 （SUENAGA Osamu）   

システム工学科  

専門分野：  人間工学，制御工学 

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：末長 修 

修士課程：２年（５名）、１年（４名） 

学  部：４年（６名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  応用例，実用例を示しながら，その「基礎」となる事項の理解に重点をおいた講義内容となるよ

う努めている．演習問題を通して，学生に「考える，考えあう機会」を設け，かつ学生相互の議論

の中で，理解しあえるようにしている． 

問題を発見し，そして自らの力で解決してゆく，そのプロセスを学生自身が実感できるような教

育・研究指導を行いたいと考えている． 

 

【 授業担当科目および取り組み 】 

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

機械力学  学部２年 １ ○   

制御工学  学部３年 １ ○   

コンピュータ制御

技法 

 学部４年 １ ○   

システム制御Ⅰ  夜間主４年 １ ○   

コンピュータ制御

技法 

 夜間主４年 １ ○   

光電機械要素  学部２年 １  ○ 複数担当（２人） 

システム制御Ⅱ 夜間主４年   ○  

現代人間工学  大学院１，２年   ○  

 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

安全で快適な人間-機械系の実現を目標にし，そのための基礎研究として，人間の手動制御特性

の解析を行っている．また，その応用研究として，これらの諸特性を考慮した教育・訓練システム

や人間-機械系の構築に取り組んでいる． 

 

【 実績 】  

（１）個人差による影響を低減する手動制御系の構築 

  個人差を考慮した手動制御系を現代制御理論を適用し，実現した 

（２）力覚教示による技能習熟支援システム 

人間の特性に基づく教育・訓練システム 
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システム工学科 

  人間操作者の操作量と最適な操作量との差に比例した力覚を教示するシステムを提案した． 

（３）応答動作に基づく覚醒レベルの推定方法 

  応答動作の速度波形から，覚醒レベルの推移を推定する手法を提案した 

（４）電動車いすにおける走行情報の自動提示 

  電動車いすのジョイスチックに連動して方向指示器が自動で点滅するシステムを提案した 

 

【 業績・成果 】 

国内学会発表  

・末長 修，桂山博樹，中澤悠太：聴覚刺激による注意喚起が人間操作者の反応時間に与える影響，

2008年度日本人間工学会関東支部第 38回大会，千葉工業大学，2008年 11月 

・松岡慎介，末長 修：人間操作者のリスクテイキング行動に関する実験的考察，平成 20年度計測

自動制御学会中部支部静岡地区計測制御研究発表会，静岡大学工学部，2008年 12月 

・井阪智大，末長 修：力覚教示による運転技能習熟支援システム，平成 20年度計測自動制御学会

中部支部静岡地区計測制御研究発表会，静岡大学工学部，2008年 12月 

・中澤悠太，末長 修：聴覚刺激による注意喚起が人間操作者に与える影響，平成 20年度計測自動

制御学会中部支部静岡地区計測制御研究発表会，静岡大学工学部，2008年 12月 

・谷井洋平，末長 修：電動車いすにおける走行情報の自動提示に関する研究，平成 20年度計測自

動制御学会中部支部静岡地区計測制御研究発表会，静岡大学工学部，2008年 12月 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

・出張授業 １件 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

・共同研究 １件 

 

＜今後の展開＞  

 現在までの研究成果や認知心理学や生理学などの新たな知見も踏まえた，教育・訓練システムの実

用化を目指したいと考えている．また福祉機器操作に対する支援システムの構築にも取り組みたい． 
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兼担・教授  泰中 啓一 （TAINAKA Kei-ichi） 

システム工学科  （専任： 創造科学技術大学院） 

専門分野： 進化とゲーム理論、統計物理学、環境生態学  

 
homepage: // http://kei2.sys.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：泰中 啓一 

博士課程：３年（１名）、２年・社会人（１名） 

修士課程：１年（３名） 

学  部：４年（７名） 

 

＜教育＞ 

【教育の目標 】 

  自分の頭で考え、積極的に取り組むことを目指している。卒業後にも役立つように、授業構成を

考慮している。研究室セミナーでは、プレゼンテーションの訓練を行っている。学生が最新の論文

紹介も行うようにしている。また、積極的に国際・国内学会で発表をするようにしている。 

 

【 教育実績 】 

 

授業科目 学 年 コマ数 前期 後期 備 考 

シミュレーション技法Ⅰ  学部２年 １ ○   

応用英語C  学部３年 ２ ○  複数担当（５人）             

システム工学特論Ⅱ・Ⅲ  夜間学部４年 ２ ○  複数担当（４人）             

新入生セミナー  学部1年 １ ○   

環境生物システム論  大学院１, ２年 １  ○  

  

共同研究：修士学生と茨城県立医療大に行き、ＨＩＶ感染モデルについて研究打合せを行った。 

 野外調査：学部卒研生を連れて、絶滅危惧種の水生植物（ハタベカンガレイ）の調査を行った。 

 

【 業績・成果 】 

著書・教科書： 泰中啓一・吉村仁「生き残る生物 絶滅する生物」2008年 

（中国語版）世茂出版(台北・台湾). 

 

 

＜研究＞ 

【 研究の目標 】 

  モデリングと格子上のモンテカルロ・シミュレーションによって生物進化および生態学の絶滅問題

や適応（最適化）問題を研究する。我々は、これまで生物間の相互作用が有限の範囲で起きると仮定

し、「格子ロトカボルテラ模型」という格子上の確率模型を開発した。それを応用し、生物の個体群

動態、ゲーム理論、生物進化、生物絶滅の問題を研究する。とくに従来の ESS 理論の欠点を補うべ

く、生物の存続可能性による最適化理論を模索している。 

生物進化とゲーム理論における最適化の研究 
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【 研究業績・学術論文 】 

1. J. Yoshimura, T. Hayashi1, Y. Tanaka, K. Tainaka and C. Simon: Selection for prime-number intervals in a 
numerical model of periodical cicada evolution. Evolution, Vol. 63, 288-294 (2009). 

2. F. Kumazawa, T. Asami, N. Nakagiri, K. Tainaka, T. Togashi, T. Miyazaki and J. Yoshimura: Population 
dynamics of Mullerian mimicry under interspecific competition. Ecological Modelling, Vol. 220, 424-429 

(2009). 

3. T.Togashi, Y. Sakisaka, T. Miyazaki, M. Nagisa, N. Nakagiri, J. Yoshimura, K. Tainaka, PA. Cox, JL. 
Bartelt: Evolution of gamete size in primitive taxa without mating types. Population Ecology, Vol. 51, 

83–88 (2009). 

4. T. Nitta, K. Tainaka, Y. Sakisaka, B. Saito, T. Togashi, J. Yoshimura: Lattice Population and Optimality of 
Sex Ratio. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5191, 368-373 (2008). 

5. H. Nagata, J. Yoshimura, K. Tainaka: A slight delay in the onset of conservation may bring about an abrupt 
increase of extinction risk: perturbation experiments in an ecological lattice model. Lecture Notes in 

Computer Science, Vol. 5191, 362-367 (2008). 

6. Y. Sakisaka, Y. Iwamura, N. Nakagiri, J. Yoshimura, K. Tainaka: Finite Size Stability Analysis for 
Stochastic Cellular Automata. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5191, 228-235 (2008). 

7. H. Nagata, S. Morita, J. Yoshimura, T. Nitta and K. Tainaka: Perturbation experiments and fluctuation 
enhancement in finite size of lattice ecosystems: uncertainty in top-predator conservation. Ecological 

Informatics, Vol. 3 pp 191-201 (2008). 

8. T. Kawai, Y. Tadokoro, K. Tainaka, T. Hayashi, and J. Yoshimura: A lattice model of fashion propagation 
with correlation analysis. Int. J. Systems Science, Vol. 39, No. 10, 947-957 (2008). 

9. T. Togashi, M. Nagisa, T. Miyazaki, J. Yoshimura, K.Tainaka, JL Bartelt and PA Cox: Effects of gamete 
behavior and density on fertilization success in marine green algae: insights from three-dimensional 

numerical simulations. Aquatic Ecology, vol. 42, pp. 355-362 (2008). 

10. S. Morita, K. Tainaka, H. Nagata and J. Yoshimura: Population uncertainty in model ecosystem: analysis 
by stochastic differential equation. J. Phys. Soc. Japan, Vol. 77, 093801 (4 pages) (2008). 

国際会議発表件数 ・Proc. Information and Communications Technology, PICT Natural Computing,  

Vol.1, pp.145-154 など、計６件。 

国内学会発表件数 ・日本数理生物学会、情報処理学会など、計８件。 

招待講演 1件: The Second China-Japan Colloquium of Mathematical Biology (Okayama, Aug. 2008). 
 

＜特記事項＞ 

【 新聞報道等 】 ・読売新聞 2008 年 12月 15日夕刊（研究についての記事）。 

【 外部資金 】  ・科研費（基盤研究Ｃ）、浜松科学技術振興会 山田亮三基金研究助成金。 

                 ・共同研究費 １件 

 

＜今後の展開＞  

生物進化とゲーム理論における最適化の研究を継続する。次年度には、生物共生系の進化に取り

組む。また、学際領域的研究テーマも行う。シミュレーションによって例えば、産業技術の発達と

進化の解析、浜松における工場立地の歴史、ファッション流行などの研究を行う。 
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兼担・教授  竹内 康博 （TAKEUCHI Yasuhiro） 

システム工学科  （専任： 創造科学技術大学院） 

専門分野： 生物数学，応用数学   

 
homepage: http://www.sys.eng.shizuoka.ac.jp/~takeuchi/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：竹内 康博 

博士課程：３年（２名）、２年（２名）・１年（１名） 

修士課程：２年（２名）、１年（１名） 

学  部：４年（４名） 

 

＜教育＞ 

【 教育の目標 】 

  自分で問題・課題を発掘し、積極的に取り組むことを目指している。卒業後にも役立つように、

授業構成を考慮している。研究室セミナーで、プレゼンテーションを発表させたり、積極的に国際・

国内学会で発表をするようにしている。 

【 教育実績 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜研究＞ 

【 研究の目標 】 

  我々は数理科学を基盤とし, 様々な非線形複雑現象の解明を目指す研究を行っている．特に生物

現象を対象としている．生物界の非線形現象を数理モデルを構築して解析し,現象の背景にある構造

を理解することにより,様々な現象に対する政策を提言することを目標とする．また，数理モデルの

定性的解析・数値シミュレーション解析を通して,生物現象に応用可能な新しい”生物数学”の確立

を目指している。 

【 実績 】 

（１）SARS や高病原性トリインフルエンザ感染を防ぐ政策の提言．（２）HIV と人間の免疫システム

との闘いの数理モデリング（３）自己免疫疾患の解明（４）種の多様性を保障する生態系の構造の解

明（５）微生物の共生と種の多様性の解明．  

 

【 著書 】 

1. 竹内康博, 岩見真吾，梶原毅，佐々木徹. 「数」の数理生物学（瀬野裕美編），第４章：免疫

ダイナミクス 81-100，共立出版，2008年9月 

2. 竹内康博, 中岡慎治，宮崎倫子:「数」の数理生物学（瀬野裕美編），第３章：時間遅れのモデ

リング 61-80，共立出版，2008年9月 

授業科目 学  年 コマ数 前期 後期 備  考 

モデリング技法Ⅰ  学部２年 １ ○   

モデリング技法Ⅱ  学部２年 １  ○  

システム工学実験  学部２年 ３ ○  複数担当（６人） 

新入生セミナー  学部1年 １ ○   

数理モデルを用いた生物現象の解明 
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3. 竹内康博:感染症の数理：モデル（稲葉寿編），第４章：時間遅れのあるモデル 140-160，培

風館，2008年7月． 

 

【 研究業績・学術論文 】 
1. Iwami S., Takeuchi Y., Iwamoto K., Naruo Y., Yasukawa M., A mathematical design of vector vaccine 

against autoimmune disease, Journal Theoretical Biology, 256,3, 382-392, 2009. 
2. Zu J., W ang W., T akeuchi Y., Zu B., Wang K.,On evolution unde r s ymmetric a nd a symmetric 

competitions, Journal of Theoretical Biology, 254, Issue 2, 239-251, 2008 [21 September 2008] 
3. 鈴木崇文, 岩見真吾, 竹内康博,ワクチン政策のパラドックス, 日本応用数理学会 論文誌, 

18, 3, 473-486, 2008 [2008年9月] 
4. Liu X., Takeuchi Y.,  Iwami S .,  SVIR e pidemic mode ls w ith vaccination strategies, Journal o f 

Theoretical Biology, 253, 1, 1-11, 2008 [July 2008] 
5. Iwami S., Nakaoka S., Takeuchi Y., Mathematical analysis of HIV model with frequency dependence 

and viral diversity, Mathematical Biosciences and Engineering, 5, 2008 [July, 2008] 
6. Wang W., Nakaoka S., Takeuchi Y., Invest Conflicts of Adult Predators, Journal of Theoretical Biology, 

253, 1, 12-23, 2008 [July 2008] 
7. Iwami S., , Takeuchi Y., Korobeinikov A., Liu X., Prevention of avian influenza epidemic: What policy 

should we choose? Journal of Theoretical Biology. 252, 4, 732—741, 2008 [June, 2008] 
8. Iwami S., Nakaoka S., Takeuchi, Y., Viral diversity limits immune diversity in asymptomatic phase of 

HIV infection, Theoretical Population Biology. 73, 332—341, 2008 [June, 2008]. 
 

国際会議発表件数 Canada-China Conference on the Impact of Climate Change on Vector-borne and 

Waterborne Diseases, Nanjing Normal University, Nanjing China  (May 21-24, 2008)など、計29件。 

国内学会発表件数 ・日本数理生物学会、日本数学会など、計３０件。 

招待講演１０件:  A mathematical approach, Differential Equations and Applications to Mathematical 

Biology, Univ. of Le Havre, (June 23-27, 2008). 
 

＜特記事項＞ 

【 国際会議の開催 】 The 2nd C hina-Japan Colloquium of  M athematical B iology, O kayama U niversity, 
Okayama, Japan (August 4-7, 2008) を主催した。 

【 新聞報道等 】 ・静岡新聞 2009年 3月 19日（研究についての記事）。 

 

＜今後の展開＞  

2007年 8月 23日世界保健機関（WHO）は，感染症の脅威を警告する 07年版世界保健報告を発表

した．特に新型インフルエンザが発生した場合，全世界で 15 億人が感染する大流行を予測．この

ような現在人類が抱えている深刻な新たな感染症問題は，医学研究だけでは解決できない．新ワク

チンや抗生物質の開発は時間が必要であり，また大都市の出現は単純な感染の封じ込めによる流行

の沈静化を阻み，高速輸送手段の発達は感染症伝播に新しい経路を与えた．感染症予防や感染症伝

播の正確な予測を得るために，数理モデルを用いた研究が緊急に必要となっている．本研究は，数

理モデルを構築し解析することにより新型インフルエンザのパンデミック（感染の世界的流行）予

防策に関する政策提言を行うとともに，新たな解析手法や諸概念を創出し，感染症コントロールに

おける数学理論の確立を目的とする．特に次の 3 点に絞って研究する．（１）新型インフルエンザ

の予防政策： （２）人間や動物の移動による伝播拡大防止： （３）ワクチン接種・薬剤投与・

隔離政策の有効性評価． 
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専任・教授  舘岡 康雄 （TATEOKA Yasuo）   

システム工学科 

専門分野： 技術経営、経営戦略、支援学、複雑系、組織革新 

 
homepage: http://tateoka.shienken.net/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：舘岡 康雄    

修士課程：１年（4名）   

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  経営学を学ぶと経営ができるようになるだろうか？課長に、「今後部下には自ら考えさせるよう

にせよ！」と指示する部長は、部下に考えさせることが出来ているであろうか？このような問題を

解くには、再帰的自己という考えが必要である。今この空間この時間に自らを実践的に磨くことに

よってのみ、真に自分の天分を開花する力が身につくのである。本研究室では、独自の学習理論に

基づき、真に自己変容が起こる教育環境を提供する。したがって、毎回の授業では、実践課題が課

せられ、学習者の「気づき」と「学び」が促進されるようにデザインされる。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

経営戦略  大学院１,２年 1 ○   

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ  大学院１,２年 1  ○ 複数担当（２人） 

技術と組織ﾃﾞｻﾞｲﾝ  大学院１,２年 1  ○  

支援（SHIEN）学   大学院１,２年 1 （○）  2010年より予定 

 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  これからのマネジメントの新概念として「支援（SHIEN）」を提唱する。企業の活動がグローバル

化してきており、またその活動の変化のスピードも一昔まえとは比べものにならないほど速くなっ

た。このようなビジネス環境では、不確実性や複雑性が高まるためまったく予想だにしなかったこ

とが平気で起こってくる。こうした環境下では、従来の管理的経営は破綻する。このような文脈の

中で「相手を助ける」ということはどのような意味をもってくるのだろうか？ 西洋的な管理や形

（外側）を重視したものの進め方、考え方が行き詰ってきた中、それに変わりうる、あらたな経営

のありかたを SHIEN概念を機軸に展開する。 

 

【 実績 】  

（１）支援概念の定義化 

  従来の支援の定義の精緻化と新たな“SHIEN”概念の定義を提唱した。 

（２）「してもらう/してあげる（支援）」関係成立のメカニズムの探求 

  営業活動や事業承継の過程をベースにステークホルダーが支援関係に入るメカニズム（仮説）を 

技術経営と支援（SHIEN）学 
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システム工学科 

明らかにした。 

（３）SHIEN活動時の参加者の心理の究明 

  支援時の参加者の内言語を収集した。 

（４）SHIEN研究の組織化 

  国内外で 20 回（2009年）の講演を行い、支援を機軸とした経営を研究したい実務家、研究者を 

  集め、支援研究会として組織化した（300名）。現在、テーマに分かれ、組織的に研究を進めて 

いる。主宰を務める。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) 「日産自動車の復活と企業遺伝子；日産ウェイとは」『日本経営診断学会論集』印刷中  同友館 

(2008). 

2)「支援研究の本質と未来」『経営システム』日本経営工学会Vol.18, No.3, pp.121-128(2008) 

3) 「人間力に価値を求める経営の時代」『経営情報学会誌』経営情報学会、 Vol.17 
No.1pp.125-130(2008) 
他 3件 

国内学会発表  

・「感性による経営ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝと利他性の経済学」第 10回日本感性工学会大会、大妻女子大学(2008) 

・「支援パラダイムと「してもらう」能力」経営情報学会 2008 年度春季全国研究発表大会(2008)  
招待講演 

   1)「支援と組織変革」一橋大学にて(2008) 

2)「関係性のマネジメント;支援が必然となる時代へ」南山大学にて(2009)   計 13件 

解説・特集等  

1) 「支援とマネジメント」『経営システム』日本経営工学会 Vol.18,No.3,pp.154-163(2008) 

2) 「支援とマネジメント」『経営システム』日本経営工学会 Vol.18,No.4,pp.198-209(2008) 

他 5 編 

 

＜管理運営＞ 

 大学執行部への研修を担当：「支援とコラボレーションの時代;企業の改革の事例から」の講演

(2008)と「KPIと実践」に関する研修(2009)を実施した。 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】日刊工業新聞に「パラダイムシフトと“支援”そして“感性”」が掲載(2008)。 

 

＜今後の展開＞  

 今後とも支援（SHIEN）を深め、仲間と共に基盤を固め発展させていく。特に、20世紀的な管理を

中心にすえた経営学に換わりうる新たな経営学の可能性を実践研究として追求し続ける。 
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専任・教授  八卷 直一 （YAMAKI Naokazu）   

システム工学科  

専門分野： 数理計画法  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員 八卷 直一    

博士課程： 2名 

修士課程：２年（4名） 

学  部：４年（6名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  現場と密着した、いわゆる使える研究につなげる教育を目指している。必要な数学の基礎、数理

計画法、およびソフトウェア工学などの専門科目では、基本的知識の埋め込みとともに、以後の専

門教育への期待がわくように、授業構成を考慮している。また、社会に出た時の準備として、演習

を多く取り入れている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

ソフトウェア工学Ⅰ  学部3年 1  ○  

数理計画法  学部3年 1  ○  

統計入門  学部3年 1 ○  夜間主 

ＩＥおよび演習  大学院1,2年 1 ○   

ＯＲおよび演習   大学院１,２年 1  ○  

情報システム  大学院１,２年 1 ○  担当 ＮＴＴ                   

情報セキュリティ  大学院１,２年 1  ○ 担当 ゼロックス                

応用英語   学部２年 1 ○  担当５名 

 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

   企業経営や生産活動などの改善には、数理モデルの活用で解決可能な事象が数多い。 

しかし、数理的方法は広く知られているとは限らず、我々の手による啓蒙活動も重要である。数理

的方法は意思決定や大規模な生産計画問題に応用可能な手法の研究が主たるものであり、いわゆる

オペレーションズ・リサーチの新しい展開が期待されている。  

【 実績 】  

（１）大規模意思決定支援手法の開発 

  人事評価など多くの対象を評価する合理的方法の開発 

（２）新しい非線形最適化法の開発 

  準ニュートン法に基づく手法の統一的構造を明らかにし、大規模向け手法を開発 

オペレーションズ・リサーチ 
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システム工学科 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

１）井上春樹,八卷直一,上田芳伸,長谷川孝博,岡田安人,中岸哲也,林桂二、マルチメディア教材を

活用した非同期型バーチャルゼミシステムVSSの開発、日本e-Learning学会誌,Vol.8,P14-22、2008.

05. 

国内学会発表  

・経営情報学会、日本経営工学会など、計 4件 

 

解説・特集等 

  多数 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

   SSH数学セミナー（静岡県立磐田南高等学校）  

 

＜管理運営＞ 

学長補佐（情報担当） 

ＣＩＯ補佐 

総合情報処理センター長 

 

＜今後の展開＞  

  ＯＲ（オペレーションズ・リサーチ）は２１世紀方の知恵を結集する社会に対して、大きな貢献

を果たすものと思われる。従って、ＯＲのさらなる発展に寄与することで、社会的貢献を果たすこ

とを目指す。 
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システム工学科 

 

 

  

兼担・教授  吉村 仁 （YOSHIMURA Jin） 

システム工学科  （専任： 創造科学技術大学院） 

専門分野： 数理生物学、進化生物学、生態学  

 
homepage: http://www.sys.eng.shizuoka.ac.jp/~jin/top.html 

 

【 研究室構成 】  

教    員：吉村 仁 

博士課程：３年（１名） 

修士課程：２年（１名）、１年（２名） 

学  部：４年（５名） 

 

＜教育＞ 

【 教育の目標 】 

  物事を一から論理的に考えるように、授業や卒業研究で教えている。特に、研究指導では、自発

的に自分のテーマを考えて取り組むようにしている。ことを目指している。卒業後にも役立つよう

に、積極的に国際・国内学会で発表をするようにしている。 

 

【 教育実績 】 

授業科目 学 年 コマ数 前期 後期 備 考 

意思決定分析  学部3年 １  ○  

生物と環境  教養1-3年 １  ○              

インターンシップ  学部3年・院1年 １  ○                 

最適化理論  大学院１, ２年 １  ○  

生命・環境・科学論  博士院1-3年 １ ○  複数担当（５人）  

 出張：修士・学部学生を連れて進化学会に参加して学生はポスター発表を行った。 

 野外調査：修士学生を連れて、米国へ周期ゼミの調査（約 3週間）に行った。 

 

【 業績・成果 】 

著書・教科書：  

○ 泰中啓一・吉村仁「生き残る生物 絶滅する生物」（中国語版）世茂出版(台北・台湾) 2008年. 

○ 吉村仁, 「17 年と 13 年だけ大発生？素数ゼミの秘密に迫る！」ソフトバンク・クリエイティブ 

サイエンス・アイ新書，東京．2008.7.24. 

 

＜研究＞ 

【 研究の目標  】 

  昨今の地球環境の大きな変化(悪化)や絶滅による種多様性の急激な低下にかんがみ、環境のもっと

も本質的な側面の 1つである不確定性の生物適応への影響に関する基本原理を研究する。 

  

【 研究業績・学術論文 】 

1. ＊J. Yoshimura, T. Hayashi1, Y. Tanaka, K. Tainaka and C. Simon: Selection for prime-number intervals in 

a numerical model of periodical cicada evolution. Evolution, Vol. 63, 288-294 (2009). 

進化生態学の理論とモデル 
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システム工学科 

2. F. Kumazawa, T. Asami, N. Nakagiri, K. Tainaka, T. Togashi, T. Miyazaki and ＊J. Yoshimura: Population 

dynamics of Mullerian mimicry under interspecific competition. Ecological Modelling, Vol. 220, 424-429 

(2009). 

3. ＊T.Togashi, Y. Sakisaka, T. Miyazaki, M. Nagisa, N. Nakagiri, J. Yoshimura, K. Tainaka, PA. Cox, JL. 

Bartelt: Evolution of gamete size in primitive taxa without mating types. Population Ecology, Vol. 51, 

83–88 (2009). 

4. T. Nitta, ＊K. Tainaka, Y. Sakisaka, B. Saito, T. Togashi, J. Yoshimura: Lattice Population and Optimality 

of Sex Ratio. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5191, 368-373 (2008). 

5. ＊H. Nagata, J. Yoshimura, K. Tainaka: A slight delay in the onset of conservation may bring about an 

abrupt increase of extinction risk: perturbation experiments in an ecological lattice model. Lecture Notes in 

Computer Science, Vol. 5191, 362-367 (2008). 

6. Y. Sakisaka, Y. Iwamura, N. Nakagiri, J. Yoshimura, ＊K. Tainaka: Finite Size Stability Analysis for 

Stochastic Cellular Automata. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5191, 228-235 (2008). 

7. H. Nagata, S. Morita, J. Yoshimura, T. Nitta and ＊K. Tainaka: Perturbation experiments and fluctuation 
enhancement in finite size of lattice ecosystems: uncertainty in top-predator conservation. Ecological 

Informatics, Vol. 3 pp 191-201 (2008). 

8. T. Kawai, Y. Tadokoro, ＊K. Tainaka, T. Hayashi, and J. Yoshimura: A lattice model of fashion 

propagation with correlation analysis. Int. J. Systems Science, Vol. 39, No. 10, 947-957 (2008). 

9. ＊T. Togashi, M. Nagisa, T. Miyazaki, J. Yoshimura, K. Tainaka, JL Bartelt and PA Cox: Effects of gamete 

behavior and density on fertilization success in marine green algae: insights from three-dimensional 

numerical simulations. Aquatic Ecology, vol. 42, pp. 355-362 (2008). 

10. ＊S. Morita, K. Tainaka, H. Nagata and J. Yoshimura: Population uncertainty in model ecosystem: analysis 

by stochastic differential equation. J. Phys. Soc. Japan, Vol. 77, 093801 (4 pages) (2008). 

 

国際会議発表件数 ・Proc. Information and Communications Technology, PICT Natural Computing,  

Vol.1, pp.145-154 など、計６件。 

国内学会発表件数 ・日本数理生物学会、情報処理学会、日本進化学会など、計８件。 

招待講演: 

 ・唐津ビジネス・カレッジ「素数ゼミの謎」平成 20年 5月 11日唐津市松南町 

・第 12回日本生態学会公開講演会「数えることで見えてくる！－生物の数の不思議－」（演題：素

数ゼミの秘密）2009 年 3月 20日盛岡市 

 

＜特記事項＞ 

【 新聞報道等 】 ・読売新聞 2008 年 12月 15日(月)夕刊「「出会い」求め生態変化」。 

 

＜今後の展開＞  

生物学を通して、近年問題となる地球環境問題や人間科学一般への応用を含むものである。その

意味で、生物学と数理科学を真に融合した学際領域的な研究にもチャレンジしていきたい。 
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システム工学科 

 

 

  

専任・准教授  安藤 和敏 （ANDO Kazutoshi）   

システム工学科  

専門分野 組合せ最適化、離散数学  

 
homepage: http://coconut.sys.eng.shizuoka.ac.jp/ando/index-j.html 

 

【 研究室構成 】  

教    員：安藤 和敏    

修士課程：２年（１名）、１年（１名） 

学  部：４年（５名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  組合せ最適化問題に対する効率的なアルゴリズムの修得とさらには効率的なアルゴリズムの開

発手法について修得させることを教育目標にしている。この目標の達成のためには、学部の専門

科目レベルにおいては、種々の組合せ最適化問題に対する特定のアルゴリズムの理解を通じて、

問題とは何か、（効率的な）アルゴリズムとは何か、を理解させるようにしている。研究室に配属

された学生に対しては学術論文に発表された最先端のアルゴリズム理解し、それをコンピュータ

プログラムとして実装させること、さらに可能であれば、そうしたアルゴリズムの改良や、その

アルゴリズムのより一般化された問題へ適用させることも課題としている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【 業績・成果 】 

学術論文・著書・教科書：静岡大学・大学教育センター情報科目部運営委員会(編)、Let's Enjoy 

Computing ―情報処理― 第 7 版、学術図書出版社、2008 年. 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   現在は, 極小最小費用全域木ゲームと呼ばれる最小費用全域木問題に関連する協力ゲームの

様々な解を見出す効率的なアルゴリズムとそれの費用配分メカニズムについての研究を行ってい

る。このモデルは、マルチキャスト・ルーティングなどの状況において, ユーザ間での適切な費

用配分法を分析するためのゲーム理論的モデルとして考えることもできる. 研究目的の第一は, 

極小最小費用全域木ゲームに対する解 (限界費用ベクトル, Shapley 値, Dutta-Ray 解, 仁) を見

出すための効率的なアルゴリズムを開発することである.  第二は, 開発したアルゴリズムを実装

授業科目 学  年 コマ数 前期 後期 備  考 

データ構造とアルゴリズム 学部 1 年 １  ○  

プログラムコンテスト 学部 2 年 １  ○ 複数担当（4 人） 

グラフとネットワーク 学部 3 年 １  ○  

新入生セミナー 学部 1 年 １ ○  複数担当（7 人) 

離散システム論 大学院 1,2 年 １ ○   

情報処理 学部 1 年 １ ○  複数担当（2 人） 

 
組合せ最適化の理論とその応用 
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システム工学科 

することによって, 極小最小費用全域木ゲームに対する費用配分メカニズムのシミュレーション

実験を行ない, 上述した解概念の効率性損失を実験的に比較することである. 研究目的の第三は, 

一般の最小費用全域木ゲームに対する新しい解概念を提案することである.  

 
【 実績 】  

(1) 極小最小費用全域木ゲームの限界費用ベクトル及び Shapley 値を求める効率的なアルゴリズ

ムを開発した. 

(2) 極小最小費用全域木ゲームがツリー型費用配分ゲームと呼ばれる協力ゲームに帰着可能であ

ることを示した.  この帰着によって, Dutta-Ray解と仁も効率的に求めることが原理的に可

能であることを示した. 

【 業績・成果 】 

国内学会発表  

1. 安藤和敏, 加藤慎士: 極小最小全域木ゲームのツリー型費用配分ゲームへの帰着. 日本オペ

レーションズ・リサーチ学会春季研究発表会. 筑波大学, 2009年 3月. 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

 安藤和敏: ダイクストラ法の実装. 出張授業, 浜松工業高校. 2008.11.19.  

 関谷和之, 安藤和敏, 甲斐充彦: AHP への招待. 磐田南高校キャンパスゼミ, 静岡大学浜松

キャンパス. 2008.08.07.  

 安藤和敏: 安定結婚問題とその一般化. 星陵高校進路講演会, 星陵高校. 2008.06.18.         

 

＜管理運営＞ 

情報科目部運営委員会委員、高大連携ワーキンググループ委員、工学部代議員 

 

＜今後の展開＞  

 現在の研究テーマについては、未達成の目標を達成すべく研究を続ける。もちろんこれ以外のテ

ーマ、例えば初期視覚問題において発生する組合せ最適化問題に対する効率的なアルゴリズムの開

発など、着想段階の研究テーマについてもより具体的な成果を得るべく研究を進めていく。 
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システム工学科 

 

 

  

兼担・准教授  石原 進 （ISHIHARA Susumu）   

システム工学科（専任：創造科学技術大学院） 

専門分野： モバイルコンピューティング、モバイルネットワーク   

 
homepage: http://apus.sys.eng.shizuoka.ac.jp/~ishihara 

 

【 研究室構成 】  

教    員： 石原 進 

博士課程： ３年（１名）、３年・社会人（１名） 

修士課程： ２年（４名）、１年（３名） 

学  部： ４年（５名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  学生たちが技術の本質を理解し、それが今日どのような形で実用化されているかに気づき、将来

の技術を生み出すきっかけとなる授業を提供する。気づきのためには、悩み甲斐のある良質な課題

を与え、適度な情報提供を行う必要があると考えている。また、物事を論理的に考えぬき、それを

わかりやすく伝えるための心構え、具体的技術を伝えていきたい。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

コンピュータネットワーク  学部3年 1 ○   

コンピュータアーキテクチャ  学部3年 1  ○  

システム工学応用実習  学部3年 4  ○  

画像処理工学  学部4年 1  ○ 夜間主 

情報通信システム論  大学院博士課程 1  ○  

 

【 業績・成果 】 

   指導学生の受賞・表彰 

大沢昂史, 稲垣徳也, 石原進: DICOMO2008 優秀論文、情報処理学会マルチメディア、分散、

協調とモバイルシンポジウムプログラム委員会 (2008-7). 他 全 7件 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

モバイル環境におけるコンピュータネットワークの高機能化を目標に掲げて研究を進めている。

特に、複数の移動端末の協調によって通信およびサービスの高速化・高信頼化を行うことに注力し、

Mobile IP応用技術、アドホックネットワーク、無線センサネットワーク、モバイルマルチメディ

ア通信に関連した研究を行っている。  

【 実績 】  

（１）車々間アドホックネットワークにおける位置依存情報共有のための複製配布方式の開発 

道路構造、車両の移動特性を考慮した複製配置方式を開発した。また、これを少数の固定ノ

ードと連携する手法を開発した。 

 モバイルネットワーク 
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システム工学科 

（２）NEMO技術を応用した車両による通信回線共有方式の開発 

近接する車両が一時的に無線 LAN でアドホックネットワークを構成し、各車両が持つインタ

ーネット接続リンク複数を共有し高速通信可能とする方式を開発した。 

（３）同期協調動作に基づく無線センサネットワークの省電力化手法の開発 

センサノードの位置情報と残存電力にもとづく動作スケジューリングにより、省電力化を達

成する Hierarchical Geographic Adaptive Fidelity(HGAF)を開発し、実装とシミュレーシ

ョンによって、従来方式に較べ、大幅にネットワーク寿命を延長できることを明らかにした。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1. 山中麻理子, 石原進, VANET における Geocastによる要求を想定した位置依存情報の複製配布

方法, 情報処理学会論文誌, Vol.50, No.1, pp.31-41 (2009-01) 

2. 荻野秀岳, 石原進, 複数経路環境における非対称な TCP 通信での不要な再送抑制手法, 情報

処理学会論文誌, Vol.50, No.1, pp.121-132 (2009-01) 

3. 黒木秀和, 井上博之, 荻野司, 石原進, LTA6 : IPv6 固定アドレスを介した軽量 IP 機器への

位置透過なアクセス手法, 電子情報通信学会和文論文誌, Vol.J91-B, No.10, pp.1193-1202 

(2008-10). 

4. 黒木秀和, 井上博之, 荻野司, 石原進, LTAEAv6 : 軽量 IP機器に埋め込まれた IPv6アドレス

への位置透過なアクセス手法, 情報処理学会論文誌, Vol.49, No.6, pp.1763-1777 (2008-06).  

国際会議発表     

1. Gen T suchida a nd S usumu I shihara, I nformation D issemination of  L ocation D ependent D ata i n 

Consideration of Connectivity and Network Partition in Mobile Ad Hoc Sensor Networks, International 

workshop on Sensor Network Technologies for Information Explosion Era  (2008-4, Beijing, China). 
他 2件 

国内学会発表  

・情報処理学会および電子情報通信学会、計 17件 

招待講演   

・ 石原進，ネットワークシミュレータへの期待，電子情報通信学会モバイルマルチメディア通信

研究会(名古屋，2009-1) 計 1件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

文部科学省大学教育の国際化加速プログラム（海外先進教育研究実践支援）により、米国カリフォ

ルニア大学アーバイン校にて在外研究（2008年 6月～9月） 

国際会議テクカルプログラム委員 IEEE Globecom 2008他 全 8件 

 

＜管理運営＞  

男女共同参画委員会委員、工学部企画室広報室委員 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 ・科研費（若手研究 A）、・科研費（萌芽研究） 

 

＜今後の展開＞  

車々間アドホックネットワークを用いた走行支援のための実用的かつ革新的なプロトコル開発を

理論、実践両面から推進していく。また、センサノードの移動性、動作不確実性がある場合を含む無

線センサネットワークの新たな適用分野の開発とそのためのプロトコル開発を行っていく。 

259259259259



システム工学科 

 

 

  

専任・准教授  甲斐 充彦 （KAI Atsuhiko）   

システム工学科  

専門分野： 音声工学，音声情報処理  

 
homepage: http://www.spa.sys.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：甲斐 充彦 

修士課程：２年（4名）、１年（1名） 

学  部：４年（4名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  プログラミング基礎および演習やシステム工学入門などの専門科目では，Web上での資料配布や

小テスト実施などと併せて各自のノートパソコンを積極的に利用してもらい，各個人の授業時間外

での復習や演習にも積極的に取り組めるように学科独自のコンピュータ援用の授業・学習環境を整

備している．情報理論やプログラムコンテストでは，身の回りの情報システムに関連した話題や実

習内容を取り入れ，授業内容に興味を持たせるよう工夫している。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

プログラミング基礎および演習  学部1年 3  ○ 複数担当（3人） 

情報理論  学部2年 1 ○   

システム工学入門  学部1年 1 ○  複数担当（3人） 

プログラムコンテスト  学部2年 1  ○ 複数担当（4人） 

データ処理  学部4年（夜間主） 1  ○  

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

音声情報処理論   大学院１,２年 1  ○  

個別分野科目（教養科目）  工学部、情報学部２年 1  ○ 複数担当（4人） 

 

学科のパソコンを使った授業・演習支援として，e-learning プラットフォームの Web アプリケー

ション(lecsys)やプログラミングコンテストの演習用サーバなどのシステム運用管理を行っている． 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  音声情報処理とその応用システム開発の研究を行っている。特に話し言葉の音声認識・理解技術に

焦点を当て，より高精度な音声認識を可能とする音声言語のモデル化手法の開発や，音声認識・理解

システム，音声対話インタフェースなどの開発を目指している．特にカーナビゲーションシステムの

ような身近な情報システムと様々な利用者を想定した人間に優しいヒューマン・マシンインタフェー

スの実現を目指している． 

 

 

音声情報処理とその応用システム開発 
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システム工学科 

 

【 実績 】  

（１）音声認識システムの誤り率推定法 

音声の統計的モデルに基づく単語音声認識システムの誤り率推定法を改良し，評価した。 

（２）発話スタイルの違いと音声認識性能の関係分析 

音声の統計的モデルに基づいて，発話スタイルの違いを定量化する方法を考案し，評価した。 

（３）音声の韻律特徴の影響分析と音声認識の高精度化 

音声特徴量における韻律特徴の影響分析とその対処法を考案し，音声認識の高精度化を実現

した． 

（４）タスク指向の音声対話システムにおける意図理解手法の改善 

複数通りの音声認識候補を利用した音声認識誤りに頑健な発話意図理解手法を考案し，評価

した。 

（５）遠隔発話のための話者認識システムの高精度化 

残響特性の違いを考慮した残響依存モデルとその選択に基づく残響環境の影響に頑健な話者

認識法を考案し，評価した． 

 

【 業績・成果 】 

国内学会発表  

・ 王,中川,北岡,甲斐, “マルチチャンネル LMS アルゴリズムによるスペクトルサブトラクション

と CMN に基づくブラインド残響除去”, 日本音響学会秋季研究発表会講演論文集, 3-Q-10 

(2008.9). 

・ 細貝隆行,小暮 悟,甲斐充彦,小西達裕,伊東幸宏, “音声認識における認識単語の競合情報を利

用した言語理解と対話制御の構築”, 人工知能学会言語・音声理解と対話処理研究会, 

SIG-SLUD-A803-03, pp.13-18 (2009.3) 

・ 岸 良樹,王 龍標,甲斐充彦, “GMM による残響環境選択に基づく遠隔発話話者認識”, 日本音響

学会春季研究発表会 (2009.3) 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

・ 出張授業：静岡県立富士高校（2008年 11月） 

・ 高大連携実験実習講座（3名分担）：キャンパスゼミ（磐田南高校，2008年 8月） 

 

＜管理運営＞ 

・ 教務委員 

・ 情報ネットワーク支援管理者 

・ ソフトウェアコンプライアンス委員 

・ 学科ネットワーク委員（学科サーバ管理） 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

・ 産業技術研究助成事業（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構：ＮＥＤＯ） 

研究開発テーマ名「安全・便利な車内情報システムインタフェース」（研究分担者） 

・ 共同研究 １件 

 

＜今後の展開＞  

 音声認識技術に関する研究を継続すると共に，話者認識や音声対話，遠隔発話の処理技術などを組

み合わせた実用システムの開発にも積極的に挑戦する。企業との共同研究や学際的な研究にも力を入

れたい。 
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兼担・准教授  近藤 淳 （KONDOH Jun）   
システム工学科 （専任：創造科学技術大学院） 
専門分野： 表面波センサ・アクチュエータ、微小電極センサ  

 
homepage: http://www.sys.eng.shizuoka.ac.jp/~j-kondoh 

 

【 研究室構成 】  

教    員：近藤 淳 

修士課程：２年（3名）、１年（1名） 

学  部：４年（5名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  単なる暗記ではなく，学習したことを理解し使えるようになることを目標としている．例えば，

電磁気学演習では，高校時代に使用した参考書などの豊富な図や写真を利用し，式が意味すること

をイメージとして捉えられるように工夫している．システム工学実験では，線形回路 Iで学ぶ回路

素子の基礎特性を，オシロスコープの観測を通して理解する．大学院の講義では，圧電デバイス解

析では一般的な等価回路論を取り入れることにより，一つの事象を様々な側面から考えられること

を示している． 

 
【 授業担当科目および取り組み 】      
   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナ  学部1年 1 ○   

システム工学実験  学部2年 1 ○  複数担当（6名） 

電磁気学演習  学部2年 3  ○  

光システム  夜間主4年 1  ○  

システム工学特論Ⅳ  夜間主4年生 1  ○ 複数担当（7名） 

波動エレクトロニクス   大学院1,2年 1 ○   

総合科目   工学部、情報学部2年 1  ○ 複数担当（4名） 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  我々の研究室では「１．研究成果の実用化，２．新しい機能素子の開発」を目標にしている．１は

これまで得られた成果の実用化であり，現在の研究テーマでは弾性表面波センサと弾性表面波霧化器

がそれに対応する．２はこれまでに研究室で培われてきた様々な技術を基に，新しい機能素子を開発

することである．具体的には，一つの基板上に液滴搬送・混合・温度制御・計測を集積化した“マイ

クロ実験室”の実現や無給電ワイヤレスセンサシステムの実現である． 

 

【 実績 】  

（１）弾性表面波による極微小液滴発生メカニズムの検討．（電子情報通信学会論文誌 A，vol. J91-A, 

No. 12, pp. 1149-1151, 2008.） 

（２）小型弾性表面波センサシステム試作機の実現とそれを用いた液体の評価．（Jpn. J. Appl. 

Phys., vol. 47, No. 5, pp.4065-4069, 2008） 

（３）弾性表面波センサ実用化に向けた粘度標準液計測と粘弾性流体に対する検討． 

表面波を用いたセンサ・アクチュエータの開発 
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システム工学科 

（４）圧電結晶表面およびセンサ基板／マッチング層／圧電結晶からなる 3 層構造デバイスを用い

て，液滴搬送・混合・計測が行えることを示すことができた．また，計測用センサとして微小電

極センサが利用できることを明らかにした． 

 

【 業績・成果 】 
学術論文・著書等               
1) H. Suzuki, M. Sugimoto, Y. Matsui, J. Kondoh, “Effects of gold film thickness on spectrum profile and 

sensitivity of  a  m ultimode-optical-fiber S PR s ensor,” Sensors &  A ctuators B , Vol. 132, I ssue 1 , 
pp.26-33, 2008. 

2) J. Kondoh, Y. Okiyama, S. Mikuni, Y. Matsui, M. Nara, T. Mori, H. Yatsuda, “Development of a shear 
horizontal s urface acoustic w ave s ensor system f or liquids w ith a floating e lectrode un idirectional 
transducer,” Jpn. J. Appl. Phys., vol. 47, No. 5, pp.4065-4069, 2008. 

3) 近藤 淳，宮田純一，杉本光範，松井義和，“弾性表面波を用いた霧化現象の実験的検討，” 電

子情報通信学会論文誌A，vol. J91-A, No. 12, pp. 1149-1151, 2008. 

4) J. Kondoh, N. Shimizu, Y. Matsui, M. Sugimoto, S. Shiokawa, “Development of temperature-control 
system f or l iquid dr oplet using s urface a coustic w ave de vice,” Sensors and Actuators A , Vol. 149, 
pp.292-297, 2009. 

国際会議発表     
J. Kondoh, et al., “Development of a shear horizontal surface acoustic wave sensor system with a floating 
electrode uni directional t ransducer,” 213th Electrochemical S ociety Mee ting, Phoenix, USA, 
(2008.05.18-22). 
他 3件 

国内学会発表  

日本音響学会，応用物理学会，超音波研究会，第 29 回超音波エレクトロニクスの基礎と応用に

関するシンポジウムなど計 18回 

招待講演   
3rd Japan Taiwan Workshop on Future Frequency Control Devices 他  計 2件 

解説・特集等  

1) 近藤 淳，“横波型弾性表面波センサを用いた液体計測，”塗装工学，Vol. 43, No. 12，pp.425-432，

2008.12 

2) 近藤 淳，谷津田博美，塩川祥子，“横波型弾性表面波素子を用いたメタノール濃度センサ，”燃料

電池，Vol.8, No.3，pp.78-83，2009. 

特許出願・取得 

弾性波デバイス，発明者：近藤 淳，出願人：国立大学法人静岡大学，出願日：平成 20 年 9 月 1

日，国際出願番号：PCT/JP2008/002392. 

        

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】平成 20年 8月 5日に NEDOよりプレス発表． 

【 外部資金 】科研費（萌芽），JSTシーズ発掘，NEDO産業技術助成研究事業助成金等 

 

＜今後の展開＞  

 弾性表面波霧化現象や弾性表面波センサの製品化を目標とした研究を行う．このため，システムの

寿命，安定性などの試験などを実施する必要がある．また，圧電結晶を用いたマイクロ実験室では，

導波モードの数値解析による構造の最適化，液滴制御機構の最適化，非線形音響理論に基づく水中音

場の解析と液滴内の音場との比較，光センサの集積化が今後の課題である． 
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専任・准教授  佐藤 一憲 （SATO Kazunori） 

システム工学科 

専門分野： 数理生態学 

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】 

教    員：佐藤 一憲 

修士課程：２年（1名） 

学  部：４年（3名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  「確率統計」は１年前期の科目であるために，高校で学習したことがスムーズに大学での学習に

結びつけられることを目指している．大学での学習は受動的なものではなく積極性が重要であると

考えている．そのためにも，自分の興味関心を早く見つけて欲しいと願っている． 

 

【 授業担当科目および取り組み 】 

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

確率統計  学部1年 1 ○   

システム工学実験  学部2年 2 ○  複数担当（３人） 

非線形モデリング論  修士 1 ○   

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   集団の個体数の時間的変化が，確率論的効果や，空間構造の導入によって，どのような影響を受

けるのかを明らかにすることを目標としている． また，最近は，モデル解析だけではなく，モデ

ル構成にも強い関心を持っている． 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等 

1) “アリー効果を入れたメタ個体群動態” 佐藤一憲 

    数理解析研究所講究録 1597 巻, pp.1-4 (2008). 

国際会議発表 

日中数理生物学コロキューム 

 

国内学会発表 

・日本数理生物学会 

 

・個体群生態学会 

確率モデルの生態学への応用 
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システム工学科 

・日本生態学会 

 

 

＜今後の展開＞  

 確率モデルを生態学へ応用するという研究を継続していく．特に，同じ数理モデルが，いろいろな

分野で使われていることを常に意識しながら，学際分野研究の特徴を活かしていきたい． 
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システム工学科 

 

 

  

専任・准教授  関谷 和之 （SEKITANI Kazuyuki）   

システム工学科  

専門分野： オペレーションズリサーチ， 数理計画  

 
homepage: http://daisam.sys.eng.shizuoka.ac.jp 

 

【 研究室構成 】  

教    員：関谷 和之    

修士課程：２年（4名）、１年（4名） 

学  部：４年（3名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  絶え間ない技術革新、産業構造が急変する現代において、最先端技術の寿命も短くなりつつある現況

下で、教育は環境変化に対応できる人材育成を目標にする．専門の基礎知識の確固たる修得のために

は、学生自身がまず手を動かすように心がけて指導している．  

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

プログラミング基礎および演習  学部1年 3  ○ 複数担当（２人） 

プログラムコンテスト  学部2年 1  ○ 複数担当（4人） 

システム最適設計  学部３年 1  ○  

情報処理  学部1年 1 ○   

システム工学特論Ⅰ・Ⅲ  夜間学部４年 2 ○  複数担当（５人）            

アルゴリズム論   大学院１, ２年 １  ○  

データ解析  大学院１, ２年 １ ○   

 

【 業績・成果 】 

国内学会発表 関谷和之、選択科目試験による入学者選抜方法への提案、日本ＯＲ学会秋季大会，

札幌, 2008 年 9 月 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   オペレーションズ・リサーチ(OR)の分野で最適化に関するアルゴリズム開発と最適化モデル分析に関

する研究を学際的に取り組んでいる．最適化アルゴリズムに関する研究では、非負行列を入力として持

つ最適化問題の厳密解法の開発に取り組んでいる．検索エンジン Google でのランキングシステム

PageRank、官能評価での離散データ解析、商品推奨システムのエンジンなどの計算システムが非負行

列を入力して持つ最適化問題に定式化される．通常、このような計算システムは計算手順として記述され

ている．そのため、これらの計算手順への入力は行列形式に限定されている．つまり、既存の計算システ

ムでは行列形式以外の有用な情報は活用できない．一方、計算手順を最適化問題としてモデル化するこ

数理計画モデリングと最適化アルゴリズム 

266266266266266266



システム工学科 

とで、行列形式以外の有用な情報、たとえばデータの信頼度や順位情報をその最適化問題の制約式とし

て組み込むことができる．これは、既存のシステムの入力情報に柔軟性を与えることを意味する．そして、

モデル化された最適化問題を厳密に解くアルゴリズムを開発することで、計算出力の信頼性を与える．特

に、厳密解法の出力はアルゴリズム調整パラメータに依存しない長所を有す．さらに、そのアルゴリズム

は個々の計算システムで共通に利用できるという汎用性がある．   

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

(1) T. Sueyoshi and K. Sekitani,  An occurrence of multiple projections in DEA-based measurement 

of technical efficiency: theoretical comparison a mong D EA models f rom desirable properties, 

European Journal of Operational Research, 196, pp.764-794. (2009) 

(2) T. Sueyoshi and K. Sekitani

国際会議発表     

,  Congestion and returns to scale: A  theoretical synthesis under an 

occurrence of  multiple projections, E uropean Journal o f O perational R esearch, 194 , pp.592-607. 

(2009) 

(1) H. F ukuyama a nd K . S ekitani, Efficiency M easurement i n an Enhanced D EA F ramework, DEA 

symposium 2009, Osaka, 2009,January, Proceedings of DEA symposium 2009, pp.106-111. 

国内学会発表  

・日本オペレーションズリサーチ学会など、計４件 

招待講演   

(1) 関谷和之，相互評価における最適化－固有値問題と行列バランシング問題の最適化モデリ

ング－、日本 OR 学会 研究部会「コンピュテーション」(2008) 京都 

・ 他１件 

 

特許出願・取得 
(1) 質量分析を用いたアミノ酸配列解析方法、アミノ酸配列装置、アミノ酸配列用プログラ

ム、及びアミノ酸解析用プログラムを記録した記録媒体(梶原茂樹, 八卷直一、安藤和

敏、 関谷和之) 特開 2008-145221 
 

＜社会貢献・国際交流＞ 

  出張授業等の教育支援： 

（１） 静岡県立三島北高等学校  出張授業 2009 年 9 月 24 日 

（２） 静岡県立袋井高等学校    出張授業 2009 年 12 月 8 日 

（３） 磐田南高校キャンパスゼミ     2009 年 8 月 7 日 

国際会議の主催： DEA symposium 2009 
 

＜管理運営＞ 

1. 学生委員 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】科研費（基盤研究Ｃ） 

 

＜今後の展開＞  

 経営科学，経済学，意思決定科学における最適化モデル分析の研究を継続し，さらに最適化モデル

分析を情報科学，機械工学へ応用する学際領域的なテーマにも積極的に挑戦したい。 
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数値計算による環境問題へのアプローチ 

 准教授 瀬野 忠愛 (SENO Tadachika) 

 システム工学科 

 専門分野： 環境工学 数値計算 

  
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：瀬野 忠愛    

修士課程：２年（2名）、１年（3名） 

学  部：４年（5名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

 授業内容を確実に習得できるよう「教えて，やってみせて，やらせる」というサイクルを心掛けてい

る．数値計算ではプログラミング言語の習得，誤差評価などよりも，ある自然現象の本質を理解して如

何に簡単化してモデル化するか，微分方程式で表現可能か，また，その導出された微分方程式は変数を

置き換えるだけで全く別の現象も表現できているなどモデル化の面白さを伝えたい． 

研究室所属になった学生には，社会人としての基礎訓練も兼ねて「報告，連絡，相談」のプロセスを

習慣づけ，発表・議論を繰り返すことでさらに深い専門性に裏付けされた研究活動を展開できるように

指導する． 

  

【 授業担当科目および取り組み 】 

 

授業科目 学 年 コマ数 前期 後期 備考 

システム工学入門 学部1年 1 ○  複数担当（2人） 

シミュレーション技法 Ⅱ 学部2年 1  ○  

システム工学実験 学部2年 1 ○  複数担当（5人） 

新入生セミナー 学部1年 1 ○   

環境システム分析 Ⅱ 学部4年 1 ○  複数担当（4人） 

システム工学特論 Ⅰ，Ⅲ 学部4年 1 ○  複数担当（4人） 

学際科目  学部2，3年 1 ○  複数担当（2人） 

環境移動現象論 院1,2年   ○  

 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 
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システム工学科 

  地域貢献の研究としては，佐鳴湖の水質浄化に取り組んでいる．水質調査を定期的に行い，その結果

をもとに佐鳴湖の流動・生態モデルを作成・精緻化することにより，浄化対策の効果を予測し得る水質

評価モデルへの発展を試みている．また，具体的な浄化対策を実験室レベルで検証し，効果的な水質浄

化対策を行政へ提案していく． 

  学術的な研究としては，MPS 法を発展させ，非ニュートン流動への適用，粉体流れへの適用，化学

反応を伴う流れへの応用，また，水中を変形移動するような物体（生物体）のシミュレーションなどを

試みる． 

 

【 実績 】  

（１）佐鳴湖水質のセンサーによる長期計測と佐鳴湖流動・生態モデルの作成 

  平成 18年 11月から平成 20 年 12月まで佐鳴湖湖内・周辺地点 3か所でセンサーを使用した長期計

測を実施した．その結果を参考に佐鳴湖流動・生態モデルを作成し，年間水質変動のシミュレーシ

ョンによる再現を試みた． 

（２）佐鳴湖の水質浄化実験  

  ヤマトシジミを利用した水質浄化，微量オゾン含有マイクロバブルによる水質浄化実験を行った．  

（３）離散要素法による粉体流れシミュレーション  

  MPS 法における粒子間相互作用の類似性に着目し，粉体流れのシミュレーションを行った． 

（４）MPS法による非ニュートン流体の流れシミュレーション 

   MPS 法における粒子間相互作用にバネ，ダッシュポットなどの機械要素を組み込み非ニュートン流

動のシミュレーションを試みた． 

 

【 業績・成果 】 

・国内学会発表 ６件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

・静岡県戦略課題研究「快適空間『佐鳴湖』の創造」，フォローアップ研究 

 

＜管理・運営＞ 

・防災・安全委員会 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金獲得 】  

・静岡県戦略課題研究「快適空間『佐鳴湖』の創造」，静岡県産業部振興局， 

 

＜今後の展開＞  

・地域貢献として，佐鳴湖の水質浄化に取り組む． 

・MPS法の応用範囲を拡げる． 
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専任・准教授  林 康久 （HAYASHI Yasuhisa）   

システム工学科  

専門分野： 弾性波動工学、信号処理  

 
homepage: http://skynet.sys.eng.shizuoka.ac.jp 

 

【 研究室構成 】  

教    員：林 康久    

修士課程：２年（1名）、１年（3名） 

学  部：４年（4名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  システム工学科では、材料力学は半期１コマしかないため内容をはりの力学に限定し、演習時間

を十分とることにより学生が手を動かすように心掛けている。信号処理では応用数学や制御工学と

重複する部分があるため、これらは復習をかねて一通り説明のうえ、相互の関係、物理現象とのか

かわりを理解することを目標としている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

材料力学  学部2年 1  ○  

信号処理  学部3年 1 ○   

信号処理II  学部4年 1 ○   

信号処理I  Bコースシステム4年 1 ○   

ディジタル信号処理 Bコース電気電子4年 1 ○   

システム工学特論IV Bコース学部４年 1  ○ 複数担当（７人） 

弾性波動論 大学院１，２年 1  ○  

システム工学応用実習  学部3年 8 ○ ○ 「Ｔ４：フィードバック制御」複数担当（２人） 

 

【 業績・成果 】 

本年度新たに開講されたシステム工学応用実習は、その取りまとめと４テーマ中のひとつである

「フィードバック制御」の準備と実習を担当した。PBL(Problem-based learning)手法をとりいれた新

たな取組みとして、学生からも肯定的な反応が多く一定の成果が得られた。 

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

 弾性波動を用いた材料の非破壊評価への応用を行っている。以前より金属材料を対象とし、積層

構造材のレーリー波を用いた評価や、薄板材のラム波を用いた評価を行ってきたが、近年、広く用

いられるようになってきた CFRP に代表される複合材料では、異方性を有するため従来の手法を適

用することが出来ない。そこでこれらの材料の解析手法を提案するとともに、位置評定問題に適用

弾性波動を用いた材料の非破壊評価 
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システム工学科 

することで新たな展開を図りたい。 

 

【 実績 】  

（１）Mindlin Plate Theoryに基づいた Lamb波の挙動解析 

（２）異方性材料における三角測量法を用いた波源位置評定法の検討 

（３）異方性材料を伝播する Lamb波の分散性を考慮した二点観測波源位置評定法の検討 

（４）レイリーラム混合モデルによる剥離領域検出精度に関する考察」 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

 土曜進学相談会、ペガサート（静岡市）、08.9.13 

 

＜管理運営＞ 

 入試委員会 

 

＜今後の展開＞  

  弾性波動を用いた材料の非破壊評価への応用研究を継続する。また、新しい研究テーマにも挑戦

する。特に本年度得られた知見をもとにして実用化を図りたい。 
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システム工学科 

 

 

  

准教授  前田 恭伸 （MAEDA Yasunobu） 

システム工学科 

専門分野： リスク分析、情報システム、環境マネジメント 

 
homepage: http://kasumi.sys.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：前田恭伸 

修士課程：2年（2名） 

 

＜教育＞ 

【 教育の目標 】 

  まず対象となる環境問題なり、リスク問題を理解する。そのうえで、データと論理に基づいて、

自分の頭で答えを出すということを目指す。 

 

【 教育実績 】 

 

授業科目 学 年 コマ数 前期 後期 備 考 

プログラム・コンテスト  学部２年 １  ○ 複数担当（４人） 

佐鳴湖から考える  学部２年 １  ○ 複数担当（７人）      

安全な環境とは  学部3年 １  ○ 複数担当（２人）   

リスク分析  学部３年 １  ○  

プログラミング応用  学部3年 １  ○  

シミュレーション及び演習  大学院１, ２年 １  ○  

リスクマネジメント  大学院１, ２年 １  ○ 複数担当（２人） 

  

 

＜研究＞ 

【 研究の目標 】 

  リスクマネジメント、リスクコミュニケーション、環境マネジメントにおいて、現場における問題

解決を支援するような情報システムを提供する。 

  

【 研究業績・学術論文 】 

・学術論文・著書 

1. Y. Mori, K. Mori, H. Inuduka, Y. Maeda, T. Asano and S. Sugiura（共著）: Determinants of Volunteering 
based on a Theory of Volunteer Opportunity, Environmental Science Vol. 21, No. 5, pp. 391–402, 2008. 

2. 森 保文、前田恭伸、淺野敏久、井田国宏（共著）：ボランティア参加のコスト・ベネフィット 

－佐鳴湖浄化のためのヨシ刈りを例として－, 環境システム研究論文集, Vol. 3 6, pp  483 -489, 

2008. 

・国際会議発表 

1. Yasunobu Maeda: Risk path finder CUI: A light weight tool for profiling documents about risks, The 

環境リスク分析への情報システムの応用 
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システム工学科 

Second World Congress on Risk, Guadalajara, Mexico, June, 2008. 

2. Y. Maeda, S. M. Gendel, W. R. Long, M. Parish, D. K. Y. Lei: Risk Path Finder for FoodRisk.org, Society 

for Risk Analysis 2008 Annual meeting, Boston, USA, December, 2008. 

3. Yasunobu M aeda: R isk c ommunication s upport pl atform: R ecent i ssues a nd l essons, S ociety f or R isk 

Analysis 2008 Annual meeting, Boston, USA, December, 2008. 

・国内学会発表 

1. 前田恭伸，井田国宏，森保文，伊藝直哉，犬塚裕雅，淺野敏久，杉浦正吾：環境ボランティア獲

得のための情報システムの開発，環境科学会 2008 年会，東京，2008 年 9 月. 

2. 森保文，森賢三，犬塚裕雅，前田恭伸，淺野敏久，杉浦正吾：ボランティア参加と時間および経

済的余裕の関係，環境科学会 2008 年会，東京，2008 年 9 月. 

3. 前田恭伸，榎坂純一，森垣公雄：リモートセンサデータによる佐鳴湖流域の総合的分析，環境科

学会 2008 年会，東京，2008 年 9 月. 

4. 前田恭伸，豊田純一：リスク・パス・ファインダー２：リスク文書の相互関係を視覚化するツー

ル，日本リスク研究学会第 21回年次大会，吹田，2008 年 11 月. 

5. 中野崇司，松田和道，前田恭伸：災害リスクコミュニケーションのための情報共有支援システム

に関する研究，日本リスク研究学会第 21回年次大会，吹田，2008 年 11 月. 

6. 森保文，犬塚裕雅，前田恭伸，浅野敏久，杉浦正吾，森賢三，伊藝直哉：時間的および経済的余

裕とボランティア活動参加の関係，日本 NPO学会第 11 回年次大会，名古屋，2009 年 3 月. 

 

  ＜社会貢献・国際交流＞ 

 国際共同研究：食品安全リスクのための情報システムの開発 

期間：2007 年 9 月～2008 年 7 月 

滞在先：米国メリーランド大学（静岡大学教員特別研修制度による） 

 社会貢献 

 コープしずおか リスクコミュニケーション委員会 座長 

 日本リスク研究学会 常任理事・情報管理委員長・編集委員会副委員長 

 

  ＜管理・運営＞ 

 教務委員会委員（工学部事業開発マネジメント専攻より） 

 

  ＜その他の事項＞ 

   【 外部資金獲得 】 科研費等 種目、テーマ名 

H20 年度科学研究費補助金 萌芽研究 

「機会論に基づくマーケティングを応用した環境ボランティア獲得の為の情報システム開発」 

 

  ＜今後の展開＞ 

   米国滞在中に、メリーランド大学、米国食品医薬品局との共同研究体制を作ることができた。

これをもとにリスク管理支援のための情報システム開発を強化していきたい。 
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システム工学科 

 

 

  

専任・准教授  宮崎 倫子 （MIYAZAKI Rinko）   

システム工学科  

専門分野： 常微分方程式論  

 
homepage: http://www.sys.eng.shizuoka.ac.jp/~miyazaki/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：宮崎 倫子    

 

修士課程：２年（3名）、１年（3名） 

学  部：４年（3名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  低学年では「学び真似る」そして手を動かすことにより，使える数学を目指す．研究室において

はセミナーを通じて，論理的な思考と説明能力を徹底することを目指している． 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

数値計算  学部2年 2 ○   

システム工学実験  学部2年 1 ○  複数担当（６人） 

システム工学特論I,I   学部4年 1 ○  複数担当（５人） 

社会の数理論  大学院1，2年 1  ○  

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  常微分方程式の解の挙動に対する時間遅れの影響を解析すること．また，そのような解析手法が

応用分野の研究者が使いやすいようにその手順・スキームを開発することを目的としている．  

 

【 実績 】  

 Pyragas によって提示された Delayed Feedback制御法の安定化メカニズムについて，線形方程

式に対する解析が部分的に成功した．具体的には，ゲイン行列が単位行列の実数倍となるようなフィ

ードバック法の安定化可能領域を数学的に示すことができた． 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

・『「数」の数理生物学』pp.67-71，日本数理生物学会編，共立出版． 

国際会議発表     

・K. Saitoh and R. Miyazaki, “Stability analysis and mode decomposition for three coupled van der Pol 
oscillators,” The Second China-Japan Colloquium of Mathematical Biology, 6 Aug. 2008, Okayama, Japan.  

常微分方程式におけるタイムラグの影響 
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システム工学科 

国内学会発表  

・RIMS 研究集会など、計４件 

招待講演   

・宮崎倫子，内藤敏機，申正善，ある Delay Feedback 制御による周期解の安定化問題，研究集

会「微分方程式の総合的研究」，2008年 12月，京都大学． 

 

＜今後の展開＞  

Delayed Feedback 制御の安定性解析において，線形化方程式と非線形方程式との関連，一般の

ゲイン行列に対する安定化領域，外力項を持つ場合などについて，数学的に解析を進めていく． 
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専任・准教授  宮原 高志 （MIYAHARA Takashi）   

システム工学科  

専門分野： 環境工学  

 
 
 

【 研究室構成 】  

教    員：宮原 高志  

修士課程：２年（１名）、１年（２名） 

学  部：４年（７名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  環境適合設計などの専門科目では、社会の動向に興味を持たせるようにしており、問題の設定か

ら自主的な解析まで総合的に涵養されるような授業構成としている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】 

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

安全工学  学部3, 4年 2 ○  複数担当（10人） 

環境システム分析Ⅱ  学部4年 2 ○  複数担当（5人） 

応用英語C  学部3年 2 ○  複数担当（5人） 

システム工学特論Ⅱ・Ⅲ  夜間学部4年 2 ○  複数担当（5人） 

環境計画   大学院1, 2年 2 ○   

環境適合設計   学部2年 2  ○  

データ解析   夜間学部4年 2  ○  

 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  水資源管理は世界の主要な共通課題のひとつと考えられており、水資源が豊かとはいえない国に

おいては自然の水循環システムと人工的な水循環システムを適切に組み合わせる効果的な仕組み

づくりは緊急の課題であり、都市水システムの主要な位置を占める上下水道システムを対象として、

グローバルな環境影響を考慮したシステムとするための研究を行うとともに、地震や津波などの災

害に強い都市水システムに関する要素技術の研究を行う。  

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) 澤田哲平, 宮原高志, 小松敏宏,下水処理場の環境影響評価におけるオキシデーションディッ

 チ法と標準活性汚泥法の比較,下水道協会誌, Vol.45, No.554, pp.122-130, (2008). 

2) 熊田優太, 宮原高志, 小松敏宏,下水処理場のライフサイクルアセスメントにおよぼす汚泥の

 嫌気性消化法の影響,下水道協会誌, Vol.45, No.553, pp.83-90, (2008). 

水循環の環境マネジメント 
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システム工学科 

3) 今井遥, 宮原高志,小規模下水浄化センターにおける温室効果ガス排出量の時系列分析,下水道 

 協会誌, Vol.45, No.553, pp.91-98, (2008).  

国際会議発表 

1) T. Sato, M. Oizumi, T. Miyahara and T. Nakatani, Improvement of Oxidation-reduction P otential by 

Plasma in Water, International Symposium on Electrostatics, No.11 [CD-ROM], Naha (Japan), (2008). 

2) T. M iyahara, S . O chiai, a nd T. S ato, R OS ge neration i n w ater b y e xposure t o a n a rgon pl asma f low, 

International Interdisciplinary-Symposium on Gaseous and Liquid Plasmas, pp.301-304, Sendai (Japan), 

(2008). 

国内学会発表  

1) 水中プラズマによる水の特性変化, 佐藤岳彦, 大泉雅伸, 宮原高志, 中谷達行, 日本機械学会

第 18回環境工学総合シンポジウム 2008講演論文集, pp.272-273, (2008). 

2) 大気圧低温プラズマ流の照射による水の特性変化, 宮原高志, 落合史朗, 佐藤岳彦, 第 20 回

電磁力関連のダイナミクスシンポジウム講演論文集, pp.241-242, (2008). 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

1) 浜松市, 建築紛争調停委員会委員 

2) 日本機械学会, 大気圧プラズマ流による人間環境保全技術に関する研究分科会委員 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】科研費（基盤研究Ｃ） 

 

＜今後の展開＞  

 自然および人工の水循環システムをグローバルな環境に配慮されており、災害に対する危機管理の

側面においても卓越しているシステムとするための研究を継続して行う。また、システムの最適化だ

けでなくその要素技術の研究にも力を入れ、災害時医療に関する他分野との学際領域の研究も継続し

て行う。 
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システム工学科 

 

 

  

専任・助教  石塚 丈晴 （ISHIZUKA Takeharu）   

システム工学科  

専門分野： 教育情報システム、教育工学  

 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：石塚 丈晴    

修士課程：１年（1名） 

学  部：４年（1名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  受講者参加型の授業を目指している。必ず受講者自身が調べたり，実際に行ったり，発表又は報

告する機会が与えられ，情報活用能力の育成に努めている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

システム工学応用

実習 

学部3年 1 ○ ○ 担当：フィードバック制御（後期）：複数担

当（２人） 

システム工学特論Ｖ 学部4年 1  ○ 複数担当（４人） 

 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

   （１）教育の情報化のための学習環境についての調査・研究活動を行う。 

  （２）情報システムの科学実験への適用についての研究を行う。 

【 実績 】  

（１）教育の情報化のための学習環境についての調査・研究 

  全国の公立小学校教員（サンプリング調査）を対象としたアンケート調査を行った。 

  教育の情報化に先進的な国内外の学校についての実地調査を行った。 

（２）情報システムの科学実験への適用 

  高エネルギー加速器研究機構における Drift Chamber Beta - ray Analyzer実験の自動分析シス

テムの開発研究を行った。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) 「わかる・できる授業のための教室の ICT環境」堀田龍也,・野中陽一編著、三省堂(2008)，第

２章 3「ICT教室環境の現状と理想に関する調査結果」（pp.22-25）を担当 

2) 「Web 上の情報をリコメンドする機能を搭載した教員にとって有用な Web 情報の所在を配信す

るシステム」石塚丈晴・堀田龍也・山田智之・畠田浩史・青木栄太・笹田森・伊藤博康・田中優、日

本教育工学会誌、Vol.32、増刊号、pp.121-124(2008) 

情報システムの教育利用や科学実験への適用 
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システム工学科 

他２編 

 

国際会議発表     

・T Ishizuka, T Horita, Y Nonaka, S Sasada and T Yamada, “A Survey on C urrent and Ideal Classroom 
Teaching Environment w ith I CT f or Public Primary a nd S econdary S chool i n Japan” International 
Conference on Media Education 2008, Aug. 2008 

 

国内学会発表  

・日本教育工学会、教育システム情報学会など、計５件 

 

解説・特集等  

・「教員の情報セキュリティ意識の現状」石塚丈晴、学習情報研究 2008年 11月号、pp.12-13（2008） 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

  日本教育工学会 評議員 

 

＜今後の展開＞  

 教育の情報化のための学習環境についての調査・研究及び情報システムの科学実験への適用につい

ては、引き続き研究を行う。また、大学・研究所・科学系博物館の連携による科学教育の推進につい

ての活動を行う予定である。 
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システム工学科 

 

 

  

専任・助教  王 龍標 （WANG Longbiao）   

システム工学科  

専門分野： 音声認識、話者認識、残響処理 

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：王 龍標    

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  学部の教育では，基礎学力・教養教育・専門知識などに取り組んで，社会に貢献する専門的学識や実

践能力を備えた一般の課題が解決できる人材を養成するのを目指している。大学院では，次代の科学技

術創造の指導的役割を担う人材を育成するため，先端科学技術分野で，独力で国際最先端視点から科

学技術の革新・発明・研究ができるような研究能力・開発能力・創造力を備えた人材を育成したいと考え

ている。そのため，大学院の教育は，授業の以外に，研究をしながら教育を施すのが理想だと思ってい

る。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

システム工学応用実習  学部3年 2 ○  複数担当（３人） 

システム工学入門  学部1年 1 ○  複数担当（３人） 

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   現在、音声インタフェース技術が種々と開発されているが、近接マイクロフォンを用いるものが

主であり、使い勝手が悪く普及していない。手を使わないハンズフリー音声認識は様々な安全性・

便利性を要求する応用に不可欠である。しかし、実環境下では反射による残響や定常／非定常雑音

などの動的な変動音が原音声に混入するため、ハンズフリー音声認識が非常に難しくなる。これに

対して本研究は，信号処理の観点から以上の問題を定式化して解決することによって、実世界環境

下で雑音・残響特性の動的変化に高精度な話者位置／方向検出および音声／話者認識を行う。 

 

【 実績 】  

（１）自動残響処理法に基づく音声認識手法の提案と評価 

  人工残響データにより、従来法より高精度な音声認識ができた。 

（２）位相情報を用いた話者認識の提案と評価 

  従来の MFCC より高精度な話者識別・照合結果が得られた。 

（３）残響環境選択による残響環境下における話者認識の提案と評価 

  残響環境によって最適なモデルが自動的に選べられた。 

 

【 業績・成果 】 

 

音声信号処理 
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システム工学科 

国際会議発表     

・L. Wang

他 1 件 

, S. Nakagawa, N. Kitaoka, “Blind Dereverberation Based on CMN and Spectral Subtraction by 

Multi-channel LMS Algorithm,” Proceedings of INTERSPEECH2008, pp. 1032-1035 (2008.9).  

国内学会発表  

・王龍標、南和江、山本一公、中川聖一 “位相情報を利用した話者識別・照合法の評価”、情報

処理学会研究報告、pp. 173-178、(2008.12)． 

・他 日本音響学会、情報処理学会、電子情報通信学会、音声研究会など、計 4件 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

「国際協調プロジェクト」の最終会合での研究発表、交流など 

        

＜管理運営＞ 

システム工学科ネットワーク委員、システム工学科パソコン委員 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

浜松科学技術研究振興会科学技術研究助成金（代表）  寄付金番号: BE51340000 

“実世界環境における雑音・残響の動的変化に頑健な遠隔発話の音声認識” 

研究助成（代表） 

“実環境におけるハンズフリー音声の音源定位、方向検出、音声認識、話者認識の研究” 

科研費 萌芽研究（分担） CE19650040  

“実世界環境下における遠隔発話の音声認識と話者認識およびインデックス化に関する研究” 

 

＜今後の展開＞  

実世界に近い環境下でより高精度な話者位置／方向検出および音声／話者認識に基づいて、滑らか

で自然な音声合成、効率的で自然な音声対話戦略などの機能を備え、人にやさしいマシン対話インタ

フェースの実現を図る。将来、企業との共同研究にも力を入れたい。 
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システム工学科 

 

 

  

専任・助教  生源寺 類 （SHOGENJI Rui）   

システム工学科 

専門分野： 光情報処理 

 
homepage: http://www.sys.eng.shizuoka.ac.jp/~shogenji/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：生源寺 類    

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  自分の力で課題を見つけ、解決できる力をつけられるような教育を目指している。特に実習では、

具体的に何がわからないのか突き詰めて考える習慣を身につけてもらいたいと考え、学生からの質

問に対してストレートに回答するのではなく、解決のための道筋を与えるように心がけている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

システム工学応用実習 学部3年 8 ○ ○ 複数担当（7人） 

システム工学特論IV 学部4年夜間主 2  ○ 複数担当（7人） 

創造教育実習 学部1年  ○ ○ 複数担当（7人） 

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   視覚復号型暗号は、画像の重ね合わせにより復号が可能な、ユニークな暗号技術である。特に、

周期パターンを用いた視覚復号型暗号では、従来手法に比べて位置合わせが容易である、サンプリ

ング処理による復号が可能であるなどの特長を有している。しかしながら、暗号強度の低下が問題

であるため、秘匿画像の潜在化手法の開発や、新しい応用技術の創出が課題である。 

 

 

周期パターンを用いた視覚復号型暗号 

秘匿画像 暗号画像（潜在化なし） 暗号画像（潜在化あり） 
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システム工学科 

【 実績 】  

（１）秘匿画像のカラー化の検討 

  補色を利用した秘匿画像のカラー化手法を考案した。 

（２）自然画像への埋め込みによる潜在化手法の開発 

  自然画像への埋め込みによる潜在化手法を開発し評価した。 

 

【 業績・成果 】 

国際会議発表     

Rui Shogenji

国内学会発表  

 and Junji Ohtsubo, “Visual Cryptography Decoding with Periodic Pattern,” International 
Topical Meeting on Information Photonics 2008, 1-P10 (Hyogo, Japan, 2008.11.16-11.20) pp.38-39. 

生源寺類, 大坪順次, “周期パターン視覚復号型暗号 —秘匿画像のカラー化の検討—”, 第 8 回情

報フォトニクス研究グループ研究会 講演予稿集 (2008.4.4, 東京大学生産技術研究所) pp. 3-4. 
 
生源寺類, 大坪順次, “周期パターン視覚復号型暗号におけるカバー画像を用いた潜在化”, 日
本光学会年次学術講演会 Optics & P hotonics J apan 2008 講演予稿集 (2008.11.4-6, つくば国際会

議場) pp. 372-373. 
 

＜今後の展開＞  

 視覚復号型暗号の視覚的な復号を活かし、教育教材等への具体的な応用を目指す。また、光情報処

理技術を利用した光学的な視覚復号型暗号の暗号化手法の開発に挑戦したい。 
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システム工学科 

 

 

  

専任・助教 守田 智 （MORITA Satoru）   

システム工学科  

専門分野： 非線形動力学，統計物理学  

 
homepage: tamori0.sys.eng.shizuoka.ac.jp 

 

 

【 研究室構成 】  

教    員：守田智     

学  部：４年（2名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  ３年生以上の専門科目の中の実習系を担当している。学生が自由な発想で積極的に取り組めるよ

うに身近な実例を用いた研究スタイルの実習を行っている。実習の前半はパソコンを用いた基礎学

力の構築にあて、実習の後半にはグループ課題を課しコミュニケーション能力の向上にも努めてい

る。最終日にはプレゼンテーションも行い、卒業後に役に立つ実践的な能力が身に着くように心が

けている。研究室のゼミでは日本語のテキストの輪読と英語論文を読むことで幅広い知識が身に着

くようにする一方、研究課題の選択には学生の自由裁量を与えて積極性を促している。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

システム工学応用実習  学部3年 2 ○   

システム工学特論  学部4年(Bコース) 1 ○  複数担当（７人） 

 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  物理学的な視点から複雑なシステムのダイナミカルな特性を調べ、 その機能と構造の関係を明ら

かにすることを目指している。 特に、近年、多岐にわたる分野で着目されるようになっている複雑

ネットワークの構造とその上に展開されるダイナミクスの研究を行っている。このような研究は、生

態系や生物・社会のような複雑なシステムのダイナミクスを理解するのに欠かせないと考えられ、幅

広い応用が期待できる。 

 
【 実績 】  

（１） 生態系に見られる変動を確率微分方程式モデルで考察し、予想不可能性がどのような状況で

生じるかを明らかにした。 

（２） 乳児の手足の非随意運動の加速度時系列を用いた非線形解析を行うことで、先天的な疾患を

判断できる可能性を論じた。 

（３） 進化ゲームの理論をネットワーク上に拡張することで、どのような個体関係がどのような戦

略を好むかについて明らかにした。 

 

 

複雑系のダイナミカルシステム 
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システム工学科 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) 「生物集団の数学<下> －人口学、生態学、疫学へのアプローチ」Horst R. Thieme 著, 齋藤 保

久 監訳（１４・１５章担当）日本評論社 (2008).  

2) "Population Uncertainty in Model Ecosystem: Analysis by Stochastic Differential Equation" Satoru Morita, 

Kei-ichi Tainaka, H iroyasu Nagata and J in Yoshimura, Journal of  t he Physical S ociety of  J apan, 77 

(2008) 093801 1-4.  

3) "Time S eries A nalysis o f S pontaneous Upper-Extremity Mov ements of  P remature I nfants W ith Brain 

Injuries" Shohei Ohgi, Satoru Morita, Kek Khee Loo and Chihiro Mizuike, Physical Therapy, 88 (2008) 

1022-1033. 

他１件 

国際会議発表     

・Satoru Morita, “The effect of clustering structure: Evolutionary games on random regular networks” 

Dynamics Days Asia Pacific 5, the 5th International Conference on Nonlinear Science, Nara, Japan 

(2008) 
他１件 

国内学会発表  

・日本物理学会、日本数理生物学会など、計７件 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】科学研究費補助金 若手研究 B「複雑ネットワーク上のゲームダイナミクスの解析的

研究」 

 

＜今後の展開＞  

確率モデルの数理解析法はより複雑な状況に応用すべく発展させていきたい。また複雑ネットワ

ークの研究とも相互に関連しているので統合した研究が行えると思う。また、乳児の非随意運動の

加速度データの非線形時系列解析はさらに成人の歩行などの随意運動にも応用できると期待でき、

共同研究者の協力のもと実行していきたい。 
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システム工学科 

 

 流体現象の予測・モデリング及び制御 
 専任・助教 横嶋 哲 （YOKOJIMA, Satoshi） 

 システム工学科 

 専門分野： 流体力学 

  
 

【 研究室構成 】 

教員：横嶋 哲 

学部：４年（1名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

 [i]コミュニケーション能力（ある事柄や自身の考えを他人に、その相手の状況や立場に配

慮して、口頭や文書で誤解を招かないように伝える能力）、及び[ii]問題発見能力（与えら

れた問題をそつなく解くだけの世界からの脱却）の涵養を特に重視して、学生実験のリポー

ト作成指導及び研究指導を行っている。 

【授業担当及び取り組み 】 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

システム工学実験 学部 2 年 2 ○  
複数担当（6 人）、ただし実験 3 テーマ（学生を 3 グループに

分けて並列で実施）の 1 つを単独で担当。 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

我々は様々な流体現象を普遍的・統一的に予測・モデル化・知的制御することを目指してい

る。その手段としてそういった現象に共通して潜む基本要素（素過程）を主に数値実験によ

ってできるだけ鮮明に抽出し、より深いレベルで理解するアプローチを重視している。 

【 実績 】 

（1）境界の不透過性が流れに及ぼす影響（ブロッキング効果）を楕円緩和法により取り入れる

ことで、自由表面乱流の主要な統計的性質を良好に再現可能な予測手法を構築した。 

（2）河川工学と生態学の知見を組み合わせることで、河川改修工事及び集中豪雨による大規模

出水の影響を主因とする希少水生植物の絶滅プロセスを解明した。 

（3）理想的な透過性を備えた固体境界を用いた平板間乱流を計算機上に実現することで、協会

ブロッキング効果を鮮明に抽出することに成功した。 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等（2件） 

横嶋 哲, 島 信行: “Durbin楕円緩和モデルに基づく応力方程式モデルの自由表面乱流へ

の適用性について”, 日本機械学会論文集74(743)B, 1522-31, 2008. 
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Kitamura, K., Yoshimura, J ., Tainaka, K. and Yokojima, S.

国際会議発表（1 件） 

: “Potential impacts of flooding events 

and stream modification on an endangered endemic plant, Schoenoplectus gemmifer (Cyperaceae)”, 

Ecological Research, DOI:10.1007/s11284-008-0526-9, 2008. 

Yokojima, S .

国内学会発表（6 件） 

: “Direct numerical s imulation of turbulence in a fully-developed channel f low with 

permeable bounda ries”, Proc. X XII I nt. C ongress o n T heoretical and Applied M echanics 

(ICTAM2008), Adelaide, Australia, 2008.8. 

北村 孔志・吉村 仁・泰中 啓一・横嶋 哲: “希少種の絶滅プロセスを解明－ハタベカン

ガレイ－”, 静岡大学アメニティ佐鳴湖プロジェクト公開シンポジウム, 静岡大学浜松

キャンパス, 2009.03. 

横嶋 哲

北村 孔志・吉村 仁・泰中 啓一・

: “自由表面乱流のレイノルズ数依存性”, 京都大学数理解析研究所 共同研究集

会「乱流の多重性・階層性とその数理的構造」, 京都大学数理解析研究所, 2009.1. 

横嶋 哲

北村 孔志・吉村 仁・泰中 啓一・

: “希少種の絶滅プロセスを解明－ハタベカン

ガレイ－”, 日本生態学会中部地区大会, 静岡大学教育学部, 2008.12. 

横嶋 哲

深澤 なつ子, 島 信行, 

: “希少種の絶滅プロセスを解明－ハタベカン

ガレイ－”, 個体群生態学会第 24回年次大会, 東京大学農学部, 2008.10. 

横嶋 哲: “表面効果ベクトルによるレイノルズ応力の圧力拡散

と再分配のモデリング”, 日本流体力学会年会 2008, 神戸大学六甲台キャンパス, 

2008.9. 

横嶋 哲

 

: “完全透過性平板間乱流のレイノルズ数依存性”, 日本流体力学会年会 2008, 

神戸大学六甲台キャンパス, 2008.9. 

＜管理運営＞ 

2008.04 – 現在 テクノフェスタ実行委員会 委員 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

静岡大学 平成 20年度学長裁量経費 再チャレンジ支援（科学研究費補助金）  

平成 20年度国際交流援助金 

＜その他＞ 

東北大学 REDEEM（医療工学技術者創生のための再教育システム）プロジェクト 平成 20年度受

講生 

＜今後の展開＞  

我々は様々な流体現象を普遍的・統一的に予測・モデル化・知的制御することを目指している。そ

の手段としてそういった現象に共通して潜む基本要素（素過程）を主に数値実験によってできるだけ

鮮明に抽出し、より深いレベルで理解するアプローチを重視している。 
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システム工学科 

 

 

  

専任・助手  寺田 秀文 （TERADA, Hidefumi） 

システム工学科 

専門分野： 計算機アーキテクチャ、並列処理  

 
homepage: 

 

【 研究室構成 】  

教    員：寺田 秀文 

 

 

＜教育＞ 

 

【 目標 】 

  PBL（Problem-based Learning）によるシステム工学応用実習において、実社会で使用されているプログ

ラム開発環境と著名なソフトウェアのソースコードを使用し、ソフトウェア構成法やその拡張手法の習得を

指導する。 また、学生の自主的学習と、学生間の協調作業によるプロジェクト推進のための指導を行

う。 

 

【 教育実績 】 

 

授業科目 学 年 コマ数 前期 後期 備 考 

システム工学応用実習  学部３年 ４ ○   

  

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   再構成可能デバイスを基礎にした並列処理コンピュータ研究の一環として、その基本セルの主要

要素である LUTの記憶機能と処理機能に加えて、結合機能を一体化するための基礎研究を行う。 

 

【 実績 】  

  HDL によるプログラム記述と小規模 FPGA上への実装 

   ハードウェア量と機能とのバランス評価（対 FPGA、対 PicoPIPE）：現在評価中 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

国際会議発表     

国内学会発表  

招待講演   

解説・特集等  

特許出願・取得、  
 

 

動的再構成可能システムにおける基本セル 
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システム工学科 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

  高大連携の一環として磐田南高校 SSH 課題研究の指導（主に Java言語プログラミング） 

 

＜管理運営＞ 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】 

【 受賞・表彰 】 

【 外部資金 】 

 

＜今後の展開＞  

  FPGA 基礎特許の期限切れに始まった種々の基本セルを使用した並列処理研究は、米国や欧州

の”Brain on a Chip”プロジェクトを始め、各所で開始されたばかりである。これらの根本的な

課題はその基本セル構成とシステム構成法、さらにシステム上への処理マッピングである。これら

の課題は個別課題ではなく、シームレスかつ一体でなくてはならない。 

そこで私は基本セルにおける必要不可欠な機能の集約を検討・実験を進めているが、本年度から

開始した視覚情報処理の研究協力からの知見が本研究の発展につながることを期待している。 
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共通講座 

共通講座の教育研究活動状況 

 

工学の発展に伴い、その専門化とともに細分化が進んでいますが、国際社会に貢献する創造性

のある研究や技術を生み出すためには、広い分野の知識や理解力を基にした幅広い視野を持つこ

とが必要となります。その観点から、共通講座では、工学の全分野の基礎となる数学、物理学、

化学の教育を行っています。教員は、数学 8 名、物理 5 名、化学 5 名から成り、教育と共に各々

の専門分野において活発に研究活動を行っています。以下は、各グループにおける教育研究活動

をまとめたものです。 

 

数学グループ 

＜教育活動＞ 

 共通講座数学グループでは１年次に開講される理系基礎科目の線形代数学および微分積分学の

関連科目と２年次、３年次に開講される応用数学関連科目の教育が教育活動の中心である。とく

に線形代数学、微分積分学は工学部において基礎をなす重要な科目であり、その理解の向上に力

を入れてきた。 

目標：すべての受講生が授業内容をきちんと理解できるようにすること。特に基幹の科目である

線形代数学と微分積分学については一人も落ちこぼれを作らないようにする。 

実績：学生が気軽に質問できる質問室「数学の広場」を設置し、学生の疑問などに答えることに

より学生の理解力の向上に努めてきた。その結果、試験の平均点が向上しており学生の学力低下

に歯止めをかけることができたと考えている。 

今後の展望：上述のように学生の学力低下に一定の歯止めをかけることは出来たが、これは平均

した上での話であり、授業についていけず落ちこぼれていく学生が今でも相当数いるように感じ

られる。今後はこのような落ちこぼれをなくす方策を検討、実施していく必要がある。 

＜研究活動＞ 

 静岡大学工学部数学グループでは偏微分方程式、作用素論、確率論、位相数学などを研究して

いる。 

目標：学会発表、論文等により静岡大学工学部の数学研究の認知度を上げる。 

実績：毎年 12 月に偏微分方程式研究集会を開催し、この分野の研究拠点のひとつと認知されるよ

うになった。 

今後の展望：研究成果は着実に上がっており、科学研究費の獲得額の増加など目に見える成果が

期待される。 

 

物理グループ 

＜教育活動＞ 

目標：工学各分野の基礎となる物理系理系基礎科目について苦手意識をもたせないようにした上

で、すべての受講生に合格基準以上の理解を獲得させることを目指しています。 

実績：大学物理の導入として重要な位置を占める１年次の力学・波動 I、 IIは、習熟度別クラス
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共通講座 

編成で実施されており、統一試験および統一基準に基づき成績評価されています。入試制度の多

様化を反映して受講生に前提とされる高校物理の習得レベルは必ずしも一様ではありませんが、

特に入試物理未受験者を対象に特別クラスを設定して講義後に補習の時間を設けるなど、きめ細

かい指導を行っており、受講生からも好評価を得ています。 

今後の展望：物理・化学実験の物理担当部分の教科書はわれわれ自身共同執筆しましたが、今後

ともこれらを実質的にも向上させていきたい。特に、受講生数と装置・実験台数との兼ね合いを

考えつつ、課題内容の調整について少人数指導型・学生参加型の方向に発展させていければと考

えています。 

＜研究活動＞ 

目標：各教員の研究分野は多岐にわたっており、各々の分野でより高度な研究を目指して活動し

ています。 

実績：主として物性物理学に関する理論的研究において、活発に研究成果を出しています。 

今後の展望：可能な限り多くの卒業研究生や大学院生を受け入れつつ現状を維持発展させていき

たいと考えています。 

 

化学グループ 

＜教育活動＞ 

目標：低学年の学生については、工学の基礎となる化学の基礎科目において工学部の教育目標に

沿った教育を展開する。卒業研究生と修士課程の大学院生については、各教員の専門性を活用し

た研究指導に努める。 

実績：全工学部生向けの化学の基礎科目としては「工学基礎化学Ⅰ」、「工学基礎化学Ⅱ」および

「物理・化学実験」を担当している。平成 20年度から、工学部の教育目標をより効果的に達成す

るために、これらの科目の教育に活用できる教科書を自らの手で出版する準備を始めた。平成 20

年度には 11 名の卒業研究生と 4名の修士課程の大学院生を研究指導した。指導にあたっては、指

導教員以外の教員にも相談できる体制で臨んだ。 

今後の展望：平成 21 年度中の出版を目指している教科書を使用した化学の基礎教育を展開し、

工学部の教育目標をより効果的に達成するために努力する。卒業研究生と大学院生の研究指導に

は現在の体制を維持発展させたい。 

＜研究活動＞ 

目標：各教員の専門分野において、工学部の研究目標に沿った研究を推進する。 

実績：各教員の専門分野は多岐にわたっているので、グループ全体としての実績は無いが、各教

員はそれぞれの専門分野において工学部の研究目標に沿った研究を推進した。なお、卒業研究生

と大学院生の研究指導にあたっては、学生の興味と教員の専門分野が合致するように努めた。 

今後の展望：教員間の相互扶助の下、現在の状況を維持発展させたい。 
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共通講座 

 

 

  

専任・教授  明山 浩 （AKIYAMA, Hiroshi）   

共通講座  

専門分野： 応用数学（超準解析学, 確率解析学）  

 
homepage:「数学の広場」 
http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/～tmath/mathsquare/index.html 

 

【 研究室構成 】  

教    員：明山 浩    

 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  理系基礎科目である「線形代数学Ⅰおよび演習」と「線形代数学Ⅱ」では、高校で学んだ事柄を

確認・補充しつつ発展させ、一般の行列、行列式の取扱いや連立一次方程式、線形写像等に習熟さ

せることを目指している。 

「応用数学Ⅳ」の専門科目では、まずフーリエ級数の基本からはじめ、工学に現れる偏微分方程式の代

表的なもの（波動方程式、熱方程式、ラプラス方程式等）について、それらの由来についてふれ、主に変

数分離法とフーリエ級数（あるいはその考え方）の応用による解法を習得させることを目標としている。必

要に応じてプリントを配付し、理解を助けるようにしている。 

大学院では、工学部の授業では学ぶ機会のなかったであろう微分幾何学的なことがらでしかも現代物

理学などではごく普通に用いられている多様体の概念やテンソル解析について、それらの初歩に関する

プリントを作成し配付して入門的講義を行い、院生の将来に役立つ数学の幅を広められるように努めて

いる。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

線形代数学Ⅰおよ

び演習 

 学部1年 4 ○   

線形代数学Ⅱ  学部1年 2  ○  

応用数学Ⅳ  学部2年 2  ○  

応用解析  大学院1，2年  1 ○   

 

 

「数学の広場」（共通棟１階）において、原則授業期間中、数学担当教員が交代で、各自、週に１回

２時間（昼頃あるいは夕方）、学生や院生からの数学に関する質問や相談等に応じている。 

 

 

【 業績・成果 】 

著書・教科書 

“n 変数の線形代数学” 菊地光嗣,他 （共著） 学術図書出版社 (2008) 

 

 

多様体上の解析への超準解析学の応用 
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共通講座 

＜研究＞ 

【 目標 】 

   多様体上の解析への応用を見込んだ超準解析学の研究。 

 

【 実績 】  

（１）多様体上のベクトルバンドルの切断に対する一般化ラプラシアンを含む熱方程式の熱核（heat 

kernel）の超準的な表示を得た。また、これを用いることで、熱核の（短時間）漸近展開を、

あらかじめ漸近形を想定する仕方でなく、自然な方法で得ることができることがわかった。 

 

【 業績・成果 】 

学術講演   

・ “熱核への超準的アプローチ” 明山 浩, 「力学系と微分幾何学」研究集会（京都）, 

2009年 3月． 

 

 

＜今後の展開＞  

 超準解析学の多様体上の解析学への応用を考慮した手法の開発を継続するとともに、学際領域的な

分野へも関心を持って研究を進めたいと考えている。 
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共通講座 

 

 

  

専任・教授  梅本 宏信 （UMEMOTO Hironobu）   

共通講座  

専門分野： 化学反応動力学、レーザー化学  

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~thumemo/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：梅本 宏信    

学  部：４年（2名） 

 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  平成１９，２０年度は学部１年生を対象とした「創造教育」にかかわってきた。今後は、この経

験を活かし、低学年学生に対して、よりきめ細かい教育を行っていきたい。また、２１年度からは

外国人秋季入学生の教育にも携わっていく予定である。さらに、情報系の学生に対しても、化学（科

学）の常識を伝えていきたい。 

【 授業担当科目および取り組み 】      

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

工学基礎実習  学部1年 4 ○  複数担当(10人) 

創造教育実習  学部1年 4  ○ 複数担当（10人） 

化学の世界  情報学部3年 1 ○   

工学基礎化学２  学部1年 2  ○  

物理・化学実験  学部2年 4 ○  複数担当（１０人） 

溶液化学特論  大学院１,２年 1 ○   

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   気相中に不対電子をもつラジカル（遊離基）を発生させるには、安定な分子をなんらかの方法で

壊す必要がある。このために、多く放電が用いられるが、放電では選択的なラジカルの発生はでき

ない。光分解を用いれば選択的なラジカル生成が可能であるが、工業的にはコストがかかりすぎる。

私は、加熱金属触媒体に着目し、触媒体表面でどのような条件のときに、どのようなラジカルを、

どの程度発生させられるかを明らかにすることを目標としている。  

 

【 実績 】  
（１）加熱イリジウム触媒体上における酸化性および還元性ラジカルの発生と定量 
（２）加熱タングステン触媒体上で発生させた水素原子によるフォトレジストの除去 
（３） 
【 業績・成果 】 
学術論文・著書等               

1) “Coverage Properties of  SiNx Films P repared by Catalytic C hemical Vapor D eposition on Trenched 
Substrates below 80 °C” A. Heya, T. Minamikawa, T. Niki, S. Minami, A. Masuda, H. Umemoto et al., 

    Thin Solid Films, 516, [10] 3000-3004 (2008).  

化学気相堆積過程の基礎的理解と応用 
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共通講座 

2) “Catalytic Decomposition of O2, NO, N2O and NO2 on a Heated Ir Filament to Produce Atomic Oxygen” 
H. Umemoto and H. Kusanagi, J. Phys. D: Appl. Phys., 41 [22] 225505 (2008). (5 pages) 

3) “Photoresist Removal Using Atomic Hydrogen Generated by Hot-Wire Catalyzer and Effects on Si-wafer 
Surface” M. Yamamoto, H. H oribe, H. U memoto e t a l., Jpn. J . A ppl. P hys., 48 [2] 026503 (2009). (7 
pages) 

4) 「触媒ＣＶＤ（Ｃａｔ－ＣＶＤ）の新展開－ラジカルを用いる新プロセス技術－」中山弘 (監修)  

第１章 第２節 気相中のラジカル種の定量、梅本宏信 

シーエムシー出版(株) pp.21-33 (2008). 

国際会議発表     
・H. Umemoto, H. Kusanagi, K. Nishimura, and M. Ushijima 
“Detection of radical species produced by catalytic decomposition of H2, O2 and their mixtures on he ated Ir 
surfaces” 
5th International Conference on Hot-Wire CVD (Cat-CVD) Process (Boston) ２００８年８月 

他 1 件 

国内学会発表  
・応用物理学会など、計 4件 

招待講演   
・第５回Ｃａｔ－ＣＶＤ研究会  計 1件 
 

＜社会貢献・国際交流＞ 
日本工学教育協会業務委員会委員 
 
＜管理運営＞ 
工学部教務委員会委員長 
全学教育企画委員会委員 
大学教育センター会議委員 
創造教育支援センター委員 
教員免許更新講習検討委員会委員 
 
＜その他の事項＞ 
【 外部資金 】 

科学研究費補助金 基盤研究（Ｃ）「触媒化学気相堆積法の酸化性ガスへの適用」 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 「高密度プラズマ下での SiH4 ベース反応の反応種計測
と反応過程解析研究」 
 
＜今後の展開＞  

 今後も、加熱金属触媒体を用いたラジカル発生法の開発を、特に窒素化合物に着目して行っていき

たい。また、すでに、実用化されている放電による分解過程についても、その詳細を企業との共同研

究として展開していきたい。 
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専任・教授 菊地 光嗣（KIKUCHI Koji） 
   共通講座 

   専門分野： 偏微分方程式 

    
      homepage: 
 

【 研究室構成 】 

 教  員：菊地光嗣 
 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

 すべての受講生が授業内容をきちんと理解できるようにすることを目指している。担当授業科目の

うち特に前期の線形代数学Ｉおよび演習と後期の線形代数学Ⅱは基幹となる理系基礎科目の一角を

なすものであるので一人も落ちこぼれを作らないようにしたい。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】 
授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

線形代数学Ｉおよび演習 学部 1 年 4 ○    

線形代数学 II 学部 1 年 3  ○   

応用数学Ⅳ 学部 2 年 1  ○  

数学解析 大学院 1，2 年 1 ○     

 

  「数学の広場」担当 

対象：全学年     前期：水 16:00～18:00  後期：金 16:00～18:00 

 

【 業績・成果 】 

著書 

1) 「ベクトルと一次変換」（第 2 版），菊地光嗣，中島徹，明山浩，小野仁，清水扇丈，学術図書

出版社，(2009) 

2) 「ｎ変数の線形代数学」菊地光嗣，中島徹，明山浩，小野仁，学術図書出版社，(2009) 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

 偏微分方程式を変分法の視点から研究している。特に時間半離散化に汎函数最小化という変分法的

手法を組み合わせた近似方法による解の構成を中心に研究を行ってきた。放物型方程式については単

独の問題についてはほぼ解決したと思われるが，双曲型方程式については未解決の問題が多く残って

おり，これらの問題の解明を行うことが現段階における目標である。 
 

偏微分方程式の解の構成法および解の性質の研究
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【 実績 】 

（１）非線形性の強い双曲型方程式に対して時間半離散化法により弱解を構成した。 

（２）有界変動函数の空間において単独の双曲型方程式で得られていた結果の一部を双曲型方程式系

に拡張した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文等 

 “Constructing a  s olution i n t ime s emidiscretization m ethod t o a n e quation of  v ibrating s tring w ith a n 

obstacle” K. Kikuchi, Nonlinear Analysis (2009) 

国際会議発表 

 Koji Kikuchi “Constructing a solution in time semidiscretization method to an equation of vibrating string 

with an obstacle” WCNA2008, Florida, USA, July 2008 

国内学会発表 

Koji Kikuchi “An analysis of a system of  quasilinear hyperbolic equations having quasiconvex and linear 

growth energy functional” 第９回広島応用解析セミナー，2008 年 9 月 

他 2 件 

 

＜管理・運営＞ 

教育企画室，生涯学習教育研究センター運営委員会委員，共通講座数学グループ代表 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

科学研究費補助金 

基盤研究(C)，ミニマイジング・ムーブメントを中心に変分問題，微分方程式等における諸問題の研

究，直接経費 900,000円，間接経費 270,000円，課題番号 19540212 

 

＜今後の展開＞ 

 研究面では有界変動函数の空間における偏微分方程式の研究を継続して行う。また，双曲型自由境

界問題の研究についても取り組んでみたいと思っている。教育面においては落ちこぼれをなくすよう

に演習問題などの教材に新たな工夫を盛り込みたい。 
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【 研究室構成 】  

教  員：高野 優    

学  部：４年（１名） 

 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  今年度は工学部のすべての専門科目の基礎となる微分積分学とそれらに続く級数、ベクトル解析、

複素関数論を学生によく理解してもらえるよう授業を行うこと。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

微分積分学Ⅰ  学部1年 １ ○   

微分積分学Ⅱ及び演習  学部2年 ４  ○ ２コマ続きの授業 

応用数学Ⅰ  学部2年 ２ ○   

応用数学Ⅴ  学部3年 ２ ○   

 

１）授業 

前期の微分積分学Ⅰ、応用数学Ⅰ、応用数学Ⅴではほぼ毎回課題を課し、採点して返却すると共に、

解答を WEB に載せた。また、後期の「便積分学Ⅱ及び演習」では、毎週の課題をＴＡに見てもらう

と共に、毎週の小テスト・演習・課題の解答を WEBに載せ、学生の学習に役立たせた。 

２）卒研指導 

 例年共通講座数学での卒研希望者はあまりいないが、今年度は電気電子工学科から 2名の希望者が

あり、そのうちの 1人を指導した。内容は金融工学で、主にオプション価格とボラティリティに関す

る問題。 

３）「数学の広場」担当 

 共通講座数学として学生の自主的な学習を助けるために、授業期間中に数学に関する質問を受け付

ける「数学の広場」を開設しており、毎週 1回 2時間担当した。1年生が主であるが、大学院入試の

勉強している学生や、大学院生も訪れる。 

４）教科書執筆 

 共通講座数学教員 4 名で微分積分学の教科書を執筆し、21 年度用教科書として市販することとし

た。（「工学系の微分積分学」学術図書出版）なお、この本は他の国立大学工学部（４大学）でも教科

書として採用されることになっている。 

 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

研究課題は最近の不況の元凶とまで言われている数理ファイナンス。広い意味では「金融工学」

 
数理ファイナンス 

 

専任・教授  高野 優 （TAKANO Masaru） 

共通講座  

専門分野： 数学（確率論） 

 
homepage:  
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と称されることもあるが、サブプライムローンのような具体的な金融商品を考えているわけではな

く、純粋に数学的な立場からのアプローチである。ノーベル経済学賞を授与されたブラック・ショ

ールズのオプション価格の理論は株価のボラティリティ（変動率）が一定であるが、当然現実の株

価のボラティリティは時間と共に変動している。したがってボラティリティを変動させた多くのモ

デルが提唱されているが、まだ十分なものができていない。（それゆえ、実際の証券市場では今で

も、ブラック・ショールズ・マートン理論を利用しているところがほとんどである。）このボラテ

ィリティ変動モデルについて研究している。 特に、2008 年後半のような急激な株価の変動に対

してはほとんど対応できていない。 

    

＜管理運営＞ 

 全学評価会議委員 
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専任・教授  中島 伸治 （NAKAJIMA Nobuharu）   

共通講座  

専門分野： 光工学  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：中島 伸治    

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  主に学部１・２年生を教えているため、高校物理と大学の物理の違いである微分・積分・ベクト

ルによる取り扱いに慣れてもらうよう心がけている。特に、式の物理的な意味を直感的に理解して

もらうよう、なるべく具体的に説明するようにしている。さらに、学生が物理を修得するためには

演習問題を解くことが不可欠であるので、毎回問題を出して、その解説を丁寧に行い十分理解して

もらうように努めている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

力学・波動Ⅰ  学部1年 １ ○   

電磁気学  学部2年 2 ○   

物理・化学実験  学部2年 3 ○   

力学・波動Ⅱ  学部1年 1  ○  

物性工学特論  大学院１,２年 1  ○ 複数担当（４人） 

 

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  近年、回転運動する電子からのシンクロトロン放射 X線を用いたナノサイズ物体の構造解析研究

が盛んに行われるようになった。X線は透過性が良いため電子顕微鏡では扱えない厚い物体の内部

構造を調べることができる。しかし、X線は電子線と異なり、精度の良い結像レンズを作成するこ

とが難しく、ナノサイズ物体の X 線による高解像度イメージングが困難である。そこで、放射 X

線の高強度・高コヒーレンス性を利用して、結像レンズを用いず物体からの回折波強度分布のみか

ら、直接、物体を再生する方法の研究を行っている。 

 

【 実績 】  

（１）X線回折強度分布からの物体イメージングに対して、合成開口アレイフィルターを用いた位相

回復法による新しい方法を提案した。 

（２）放射 X 線が部分的コヒーレント性をもつ場合に生じる再生物体の劣化を補正する方法を提案

し、シミュレーションにより有効性を示した。 

 

光 ・画像情報処理及びその光計測への応用 
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【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) N. N akajima, “ Lensless cohe rent i maging by a d eterministic pha se r etrieval m ethod with an 

aperture-array filter,” J. Opt. Soc. Am. A 25, 742-750 (2008).  

  

国内学会発表  

・応用物理学会、計 １件 

        

＜管理運営＞ 

 H20年度共通講座長 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

 科学研究費補助金（基盤研究（C））「シャック・ハルトマン型位相回復による像再生の研究」 

 

＜今後の展開＞  

 新しく提案したイメージング法の実証実験を行う予定である。さらに、再生物体の解像度を上げる

ため、高開口数のイメージングシステムに適用する方法を検討する予定である。 
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２ 

 

  

兼担・教授  星野 敏春 （ HOSHINO Toshiharu） 

共通講座  （専任：創造科学技術大学院） 

専門分野： 物性理論、第一原理計算  

 
homepage:http://phys.eng.shizuoka.ac.jp/~hoshino/index.html  

 

【 研究室構成 】  

教    員：星野 敏春 

連携教員：藤間 信久 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  主に、工学に必要な物理系基礎科目の教育を行う。 高校での物理教育を充分に受けてこなかっ

た学生への補習、物理関係の教養科目の授業、大学院の授業も行う。 

【 授業担当科目および取り組み 】       

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

力学・波動II 学部1年 １    ○ 習熟度別クラスの普通クラスの１つを担当。 

現代物理 学部2年 ２  ○  ○ 前期ＥＤ，後期Ｍ 

自然と物理 情工１、情工３、工４ １    ○ 共通科目 

物理・化学実験 学部２年 ２  ○  Ｍ，Ａの２クラス 

物理学補習 学部1年 １  ○  高校での物理教育を充分に受けてこなかった学

生を対象。物理教官５名で分担。 

量子力学 大学院１,２年 １   ○ 電気電子専攻 

【 業績・成果 】 

著書・教科書 

(１) 「量子力学入門―物質科学の基礎―」(学術図書 2008年 9月 30日改訂、共著（星野、浅田、

藤間、 田村、古門） 工学部 2年授業「現代物理」用テキスト). 

(2) 「物理学実験」（学術図書 2009年 3月 30日発行、工学部共通講座物理グループ作成、工学

部２年「物理・化学実験」用テキスト） 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  ナノテクノロジーの発展により、新しい非周期性材料（カーボンナノチューブ、金属ガラス、時効

硬化型 Al 基析出合金など）が次々に創製され、新機能・高品質の工業材料として期待されている。

これらの非周期性材料の物性の多く（とその安定性）は、結晶では存在し得ない局所原子構造(ナノ

サイズ、またはそれ以下の構造)に由来すると考えられる。例えば、Zr 高濃度 ZrCu 金属ガラスの安

定性（とその性能)は、Zr と Cu の icosahedron クラスターの存在によるとの実験的指摘がある。ま

た、車のボディとして(10 年後の)実用化が検討されている Al高濃度 AlCu合金(Fe合金に比べ軽く、

リサイクルも簡単で環境にやさしい時効硬化型析出合金)の強度は Cu析出相の形・サイズ((001)円盤

状)で決まり、Mg 元素などの添加でその強度はさらに増すことが実験的にわかってきた。一方、金属

系及び半導体系のナノスピンエレクトロニクス材料（フルホイスラー合金、磁性半導体）の電子構造・

磁性は、実際の系で必ず存在する構造欠陥で大きく変わることがわかっている。Fe 材料なども、工

業材料作成の段階で一般的に存在する不純物の制御で品質が格段に改良されることが期待されてい

る。我々の目的は、「非周期性材料の局所原子構造・電子構造と物性の関係を第一原理電子構造計算、

及び第一原理計算結果を用いる模型計算で理論的に明らかにし、新しい材料の設計に役立てること」

第一原理計算によるナノマテリアルの原子構造・電子構造 

 

302302302302302302



共通講座 

である。共同研究者：藤間信久（静大工学部共通講座物理、教授）、安里光裕（新居浜工業高等専門

学校数理科、准教授) 

 最近の具体的テーマは、 

（１） 第一原理計算に基づく金属ガラスの相互作用エネルギーの解析と構造模型の構築 

（科研費特定領域研究「金属ガラスの材料科学」の計画研究（平成 15-19年度、星野代表）） 

（２） Al基時効硬化型析出合金の原子間相互作用と析出の微視的機構の解明 

（東工大大学院里グループとの共同研究（金属開発センター(JRCM)「ナノメタル技術｣プロジ

ェクトの１つ「ナノアルミ」（NEDO委託研究（平成 14-17年度）、国家プロジェクト））で開始。  

（３） フルホイスラー合金 X2YZ(X=Fe,Co,Ni,Ru;Y=Cr,Mn;Z=Al,Si,Geなど)、磁性半導体の電子構 

   造・磁性に及す構造欠陥効果の第一原理計算（静岡大学・工学部電気電子工学科・立岡グル

ープとの共同研究、科研費基盤研究 C(平成 20-22年度、星野代表)）                

（４） Fe 中の不純物相互作用の解明と不純物制御による材料品質改良(新日鉄先端技術研究所・川

上和人主任研究員らとの共同(受託)研究(平成 19 年度より開始)、科研費基盤研究 C(平成

20-22年度、安里代表)) 

【 実績 】  

（１） GGA & Full-potential KKR法の計算プログラムを発展させ、規則合金中の不純物の電子構造

計算を可能とした。 

（２） 我々が提案している合金の内部エネルギーのクラスター展開の方法の有効性・収束性を調べ

た。具体的に、Al高濃度 AlX(X=Sc-Zn)合金の原子構造の X依存性を X間相互作用で説明した。

また、Al3Sc などのバンド計算結果が X不純物原子間の３体までの相互作用エネルギーで、規

則合金 1原子当たり 1mry以内で再現できることを示した（論文作成中）。 

（３） Co2XY(X=Cr,Mn;Y=Al,Si,Ge)フルホイスラー合金(スピン依存量子輸送現象を利用するナノデ

バイス 系では、Co と X などの位置交換(構造欠陥)により、母体の強磁性（フェルミ準位で

のスピン偏極率 100%）は大きく変化する。また、強磁性トンネル接合では、２つの強磁性電

極(フルホイスラー合金)の間に薄い絶縁体膜を接合するが、その接合界面で母体材料の磁性

は大きく変わる。今年度は、構造欠陥、界面効果を調べる準備段階として、

Co2XY(X=Cr,Mn;Y=Al,Si,Ge)の母体の磁性を本研究の第一原理計算で調べ、実験でわかってい

る平衡格子定数、磁気モーメントを再現した。（論文（１）と招待講演）。ただ今、Co2MnSi, 

Co2CrAl の格子欠陥エネルギーの計算を終え、論文作成中である。 

（４） Fe 中の不純物原子間相互作用エネルギーの計算を実行している。重い元素の不純物を扱って

いる。格子歪なしの計算は終了した。格子歪についても、１不純物まわりの格子歪の計算は

ほぼ終えた。 

【 業績・成果 】  

学術論文・著書等 
  (1)  Full-Potential S creened K KR Calculations f or Magnetism of  C o2MnSi, N i2MnAl and R u2MnSi, 

Based on the Generalized Gradient Approximation, M.Asato, M.Ohkubo, T.Hoshino, F.Nakamura, N. 
Fujima and H. Tatsuoka, Mater. Trans.49(2008),1760-1767. 

国内学会発表件数   日本金属学会などの発表、5件。 

招待講演件数 １件 、 「Ab-initio Calculations f or E lectronic a nd M agnetic S tructures i n Full-Heusler 
Alloys: Half Metallicity and Defect Effect.（フルホイスラー合金の電子構造・磁性の

第一原理計算：ハーフメタル特性と格子欠陥効果）」、“金属系シナジー化合物の遍

歴電子制御による高機能化”（日本金属学会分科会、NIMS 元素戦略クラスターの

共催の研究会）、物質・材料研究機構（つくば）での講演、2008年 7月 11日。 

<管理・運営＞ 工学部長補佐、全学公開講座委員、静大６０周年大学サイエンスフェスタ部門委員、 

          静大６０周年記念誌部門委員 

<その他の事項> 【 外部資金 】 

科研費基盤研究（C）「フルホイスラー合金の電子構造・磁性に及ぼす構造欠陥効果の第一原理計算」 

＜今後の展開＞上記の系およびナノマテリアルの原子構造・電子構造の第一原理計算プログラムの開

発と応用を継続する。 
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共通講座 
 

 

 

  

専任・教授  山田 眞吉 （YAMADA Shinkichi） 

共通講座  

専門分野： 分析化学、溶液化学  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】 

教    員：山田 眞吉 

修士課程：２年（1名）、１年（1名） 

学  部：４年（3名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  理系基礎科目の授業では、工学の基礎となる化学の基礎において工学部の教育目標に沿った教育

を展開している。専門科目の授業では、社会や産業界において分析・分析技術・分析化学等の果たして

いる役割・今日的意義等も説明しながら、演習にウエイトを置いた教育を展開している。卒業研究と修士

論文の指導では密なコンタクトに心がけている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

研究体験実習  学部1年 0.5 ○   

物理・化学実験  学部2年 3 ○   

分析化学  学部2年 2 ○   

機器分析  学部2年 2  ○  

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  溶液内反応の分析化学への応用に関する研究に取り組んでいる。最近は、環境水中の全窒素分析

法の開発を主要な研究テーマとし、そのための前処理法としてのペルオキソ二硫酸塩による有機体

窒素の硝酸塩への酸化と、濃縮法としての硝酸塩のアンモニアへの電解還元とアンモニアの濃縮を

具体的な研究テーマとした研究を展開している。 

 

【 実績 】 

（１）ペルオキソ二硫酸塩による有機体窒素の硝酸塩への酸化 

  有機窒素化合物としてアミノ酸、アミノカルボン酸、アミンを取り上げ、これらを定量的に硝酸 

塩に酸化するための反応条件を明らかにするとともに、これらを定量的に硝酸塩に酸化するため 

の上限濃度とその構造特性の関係を考案した。 

（２）硝酸塩のアンモニアへの電解還元とアンモニアの濃縮 

  アンモニアへの電解還元については既に研究実績があるので、アンモニアの濃縮について蒸留濃

縮と気化濃縮の二面から検討し、濃縮速度については蒸留法が、濃縮倍率については気化法が有

利であるとの結論を得た。 

 

 

分析化学 
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共通講座 
 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等 

1) 榊原 優，山田眞吉 「ペルオキソ二硫酸塩によるアミノ酸及びアミノカルボン酸の硝酸塩への酸化」 

分析化学，57 巻・8 号，687-691 (2008). 

国内学会発表 

1) 那須野勇人，山田眞吉 「ペルオキソ二硫酸塩によるアミンの硝酸塩への酸化」，第 39 回中部化学関 

   係学協会支部連合秋季大会，名古屋 (2009) 
 

＜今後の展開＞  

  教育，研究ともに上記の目標を達成するための努力を続けたい。 
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専任・准教授  足達 慎二 （ADACHI Shinji）   

共通講座  

専門分野： 変分法  

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tsadati/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：足達 慎二 

 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  専門科目をスムーズに学べるように工学部に必須な数学の力を養うことが目標である。目標達成

のため，微分積分学や線形代数学では習熟度別クラス編成や基礎クラスなどを設け，個々の習熟度

に応じた授業を行っている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

微分積分学Ⅰ 学部1年 1 ○   

数理の構造 学部3年 1 ○   

応用数学 II 学部2年 2 ○   

微分積分学 II お

よび演習 

学部1年 2  ○  

応用数学 III  学部2年 2  ○  

非線形数理学  大学院1,2年 1  ○  

 

【 業績・成果 】 

著書・教科書         １件      

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   非線形楕円型方程式やハミルトン系などの微分方程式を変分法の立場から研究している。 楕円

型方程式に関しては，方程式が空間変数に非一様に依存するとき，その依存性と解の存在や多重度

との関係に主眼を置き研究している。 ハミルトン系に関しては，2 体問題型ハミルトン系の周期

軌道存在問題に興味がある。 ポテンシャルの特異点集合の形状，特異性の強さなどが周期軌道の

存在に与える影響を調べている。  

【 実績 】  

（１）あるクラスの準線形楕円型方程式の正値解の存在を示した。 

（２）特異ハミルトン系の周期軌道の存在に関して，多重存在証明の鍵となる周期軌道の Morse 

Indexに関して，方程式系に対応する 2種類の汎関数に対して詳細な計算を行った。 

 

 

変分法による非線形微分方程式の研究 
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共通講座 

【 業績・成果 】 

国内学会発表  

・第 3 回非線形偏微分方程式と変分問題 1 件 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

平成 20 年度科学研究費補助金 若手研究 (B) 「変分的手法による特異ハミルトン系の周期軌道存

在問題」 

 

＜今後の展開＞  

  非線形楕円型方程式の正値解の存在問題，および，ハミルトン系の周期軌道の存在問題に対する

変分的研究を継続する。 
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共通講座 

 

 

  

専任・准教授  植田 一正 （UEDA Kazumasa）   

共通講座 

専門分野： 構造有機化学、材料有機化学 

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tkueda 

 

【 研究室構成 】  

教    員：植田 一正    

学  部：４年（3名）（夜間主１名含む） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  暗記主体の博物学的な高校化学の印象を払拭すべく、原子の電子状態に立脚した物理学のセンス

を主軸とした大学の化学を学生が享受できるよう授業展開を行なっている。特に工学基礎化学は非

化学系学科の学生が化学を体系的に学ぶ最後の機会であるので、実社会で化学のセンスが必要とさ

れる際の学びなおしのきっかけを提供できるよう意識している。高校化学への忌避感を解消するた

めに講義は、演習時間を確保し、さらに、学習内容の達成度を確認できるよう毎時間復習テストを

行ない、採点後にテスト用紙を返却し、学生自らが達成度を実感できるよう工夫している。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

工学基礎化学I  学部1年 2 ○   

物理・化学実験  学部2年 4 ○  複数担当（5人） 

基礎有機化学  学部1年 1  ○  

物性工学特論  大学院１,２年 2  ○ 複数担当（４人） 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

  シリコンデバイスに置き換わる次世代の電子デバイスを、有機化合物を用いて構築する事を目指

す。特に情報記録と情報伝達の観点から研究を進める。情報記録では、高密度記録媒体の更なる記

録密度向上実現に必要な、記録ドメインの微小化とそれらの精密配列のために、有機分子の自己組

織化能を利用した精密配列制御技術（パターンドメディア作成技術）を提案する。また、情報伝達

では、超微細化および高集積化の進展に付随する発熱に伴う動作の不安定化と動作速度の遅延を克

服するために、レドックス中心が直交配向した有機分子を用いて電子伝導によらない情報伝達機能

を有するデバイス構築を提案する。 
 

【 実績 】  

（１）パターンドメディア作成技術のための、π共役拡張型鋳型となる有機分子の合成 

  鋳型分子としてπ共役拡張された扇型を有する分子の合成を試みた。 

（２）パターンドメディア作成技術のための、自己組織化能を有する有機分子の合成 

  鋳型分子として窒素－ヨウ素相互作用が期待される扇型を有する分子の合成を試みた。 

（３）レドックス中心が直交配向した有機分子の合成 

  レドックス中心が sp3炭素により直交配向した有機分子の合成条件を検討した。 

有機分子を用いた材料作成と素子応用 
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共通講座 

【 業績・成果 】 

国際会議発表     

・ K. U eda

国内学会発表  

, Magnetic Component A ggregation in T etrathiafulvalenoquinone-1,3-dithiolemethide 
Crystals, The 1 1th I nternational C onference on M olecule-based M agnets ( ICMM2008), 21-24 
September 2008, Convitto della Calza, Florence, Italy 

・日本化学会、計 1件 

 

＜管理運営＞ 

 ・浜松キャンパス交通対策委員会委員長 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

「直交配向分子を用いた電子移動を伴わない新規情報伝達素子の合成と論理回路への展開」 

日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究（C） 

 

＜今後の展開＞  

 引き続き、シリコンデバイスに置き換わる次世代の電子デバイスを、有機化合物を用いて構築する

事を目指す。情報記録では、鋳型分子の合成を行なったので、それを用いた記録ドメインの配列制御

法の確立を目指す。情報伝達では、直交配向分子の合成法を確立し、そのレドックス挙動を解明する。

これらの成果は、論文・学会発表に留めるだけでなく、知財戦略を鑑みて、特許申請につながる形に

導く。また、JSPSの科研費だけでなく、JSTの助成金および財団助成金の積極的確保を目指す。 
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共通講座 

 

 

  

専任・准教授  岡部 拓也（OKABE Takuya）   

共通講座  

専門分野： 物性理論  

 
homepage: http://phys.eng.shizuoka.ac.jp/~okabe,http://jaguar.eng.shizuoka.ac.jp 
 

 

【 研究室構成 】 

教  員：岡部 拓也 
 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  学部授業については、受講生に積極的に取り組んでもらい、まず履修内容に興味をもってもらっ

た上で広範な理工学分野の基礎としての有用性をしっかり理解してもらう。毎回の講義に満足して

もらい、最終評価結果を納得して受け入れてもらえるようにする。課題・履修範囲を減らすなど安

易な手段はとらず、常に目の前の問題にコミットしてもらえるようにする。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

力学・波動I  学部1年 1 ○  講義に加えて講義後に補習1コ

マ(物理未受験入学者対象) 

電磁気学  学部2年 2 ○   

物理・化学実験  学部2年 1.5 ○  複数担当 

力学・波動II  学部1年 1  ○ 講義に加えて講義後に補習(力学・

波動Iと同様) 

熱統計力学   学部2年 1  ○  

量子工学特論  大学院1,2年 1 ○  複数担当(2人) 

 

【 業績・成果 】 

著書・教科書 

物理学実験 ---「物理・化学実験」テキスト--- 共通講座物理教員編（執筆&編集担当）  

      
＜研究＞ 

 

【 目標 】 

   電子間相互作用が重要な役割を演じる磁性や非フォノン超伝導、量子臨界点近傍の異常な熱・電

子物性など、非従来型の電子物性現象を理論的・数値的にあきらかにする。 

 

【 実績 】 

強磁性量子臨界点近傍のスピン揺らぎによる熱電能異常についての理論 

 

 

強相関電子物性 
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共通講座 

 

【 業績・成果 】 

国際会議発表     

T. Okabe “Paramagnon dr ag t hermopower – Low Temperature A nomaly i n the S eebeck C oefficient of  
Nearly Ferromagnetic Metals” 
Int. Symp.on Anomalous Quantum Materials 2008 and the 7th Asia-Pacific Workshop Nov 7-10,2008 
 

国内学会発表 1 件  
 

＜管理運営＞ 共通講座物理当番 

教務委員、理系基礎科目部運営委員、工学部代議員 
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共通講座 

 

 

  

専任・准教授  小野 仁 （ONO Jin）            

共通講座                  

専門分野： 位相幾何学、シェイプ理論、グラフ理論       

              
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：小野 仁    

 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  学生時代、我々は先輩からよく言われたものだ。「大学の講義なんてどこまで進んだかわかれば

良いのだ。実際には自分で読みなおして考えなければ理解できるものではない。」しかし、これを

現在の学生にそのまま適用したら大学の講義は崩壊する。最近と言ってもかなり前から、学生は高

校時代に受験に必要な科目しか真剣に学んで来ない。さらに、講義中も板書をまる写しにすること

に専念して（専念する学生はまだ良い方で携帯の画面に夢中の輩もいる。）自ら考えようとしない。

このような学生たちに、いかにして自発的に学ぼうという気持ちを植え付けるかが課題である。 

  数学はただ答えが合っただけでは全く不十分でそこに至るプロセスが最も重要である。それを認

識させることが重要と考える。面積を求めることを要求された問題の答えが負の値でも疑問を感じ

ず先へ進んでしまう学生がいかに多いことか。専門の研究を進めていく段階で数学が必要となった

とき数学の専門書を自分で行間を埋めながら読める力を身につけさせることが最終目標である。 

  

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

線形代数学Ⅰおよ

び演習 

 学部1年 ２×２ ○   演習１コマを加えた週２コマのクラスを２

クラス担当。 

応用数学Ⅴ  学部3年 １ ○   

線形代数学Ⅱ  学部1年 ２  ○  

応用数学Ⅲ  学部2年 ２  ○  

 

共通講座数学グループでは数年前から数学教育活性化プロジェクトをスタートさせ、教育内容の

見直しを進めている。元来数学は抽象的な学問ではあるが、工学で使いこなせるよう常に具体的な

イメージを持って理解できるように努めている。私は線形代数学を担当しているが、前期は２次

元・３次元の幾何ベクトルを前面に出し、空間内での平面や直線の位置関係が数式でどのように表

現されるかから話し始めている。一般化の話は全て後期に回しているので重複する内容も多く、ま

た後期は講義時間が不足するなどといった非効率な面もあるが高校数学からのスムースな離陸を

考えるとそれなりの成果は上がっていると思われる。 

さらに、数学の質問等に応えるべく、「数学の広場」を開設し、専任教員が交替で週に１回ずつ

部屋に詰めている。「レポートの問題を解いてくれ。」という質問が大半で歯がゆい感じではあるが、

これを第１歩として数学アレルギーが少しでも解消されればと思う。この広場は開設されて丸３年

が過ぎようとしているが訪問者は途切れることがなく、浜松キャンパスに定着したと考えられる。 

 

グラフ理論の位相幾何学への応用 
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共通講座 

【 業績・成果 】 

教科書編集：「n変数の線形代数学」（共著。2008.9.30。学術図書） 

 

＜研究＞ 

位相空間論の中にＵ.Ｍ.Ｐ.（The unique midpoint property）問題がある。 これは、任意の２点

に対して常に中点が唯１つ定まるような距離が存在する位相空間にはどのようなものがあるのかと

いう問題である。直線は明らかにＵ.Ｍ.Ｐ.を持ち、円周は明らかにＵ.Ｍ.Ｐ.を持たない。従って、

円周を含むような空間はＵ.Ｍ.Ｐ．を持たないので 1次元以下の空間が研究の対象となる。３個以上

の奇数個の点（ｎ個）からなる離散空間を考えると、平面内の正ｎ角形の頂点の位置に各点を配置す

れば通常の距離でＵ.Ｍ.Ｐ.を持つ。１点・２点・４点の場合はＵ.Ｍ.Ｐ.を持たない。 

カントール集合の場合、任意の２点に対してそれを２頂点とする正三角形が唯ひとつ存在するよう

な状態を作ればよいので２点の可算積ではなく３点の可算積として表現することでＵ.Ｍ.Ｐ.を持つ

ことが示される。無理数全体の集合も同様の着想でＵ.Ｍ.Ｐ.を持つことがわかる。有理数全体は実

数内への通常の埋め込みでＵ.Ｍ.Ｐ.を持つ。 

さらに、実数の部分集合の場合は、開区間あるいは半開区間を連結成分として含む空間はすべてＵ.

Ｍ.Ｐ.を持つことが具体的な距離を定義することによって確かめられた。 

６個以上の偶数個の点から成る離散空間についてもＵ.Ｍ.Ｐ.を持つことの証明はできた。しかし、

状況は奇数個の場合とおおきく異なる。６・８・１０個の場合はある意味で最良の配置が見つかった

が、１２個以上の偶数個では手探りの状態である。かなりきれいな図は見つかったのではあるが、統

一的な解答とは程遠い。その違いはどこにあるのか。グラフ理論の手法で問題を整理して核心に迫っ

ていきたい。 

有限個の点の離散空間では、Ｕ.Ｍ.Ｐ.問題はグラフの辺彩色問題と同値である。すなわち、「頂点

数ｎの完全グラフの各辺を、任意の２点から同色の辺で結ばれる点が常に唯一つ存在するように、彩

色することは可能か。」という問題となる。当然、その場合の色数も問題となる。奇数個では正ｎ角

形の各頂点に１個ずつの点を配置した場合が色数（ｎ-1）/2で最少となる。（各頂点を直線で結び完

全グラフをつくる。同じ長さの辺を同じ色で彩色すればよい。） 

 偶数個の場合、６では最小色数は３、８では５、１０では５となることが確かめられた。しかし、

12 以上では最小色数は不明である。ｎ＝６で現れたグラフは実にきれいな対称性を持ち、ｎ＝１０

ではそれぞれの色を辺とする部分グラフは同型な全域木をなしこれも実にきれいである。 

 

n=6 の場合：第１色は中心の正三角形の各辺 

   ３本とその３頂点と外側の３点を結ぶ３本の 

計６本。２～４色は同型で３本ずつ。 

n=10の場合：第１色は右図のとおり。 

２～５色はこのグラフを２π/５ずつ 

回転して得られる部分グラフの各辺。 

 

 

このようにグラフを用いたトポロジーの定理の証明は筋道もはっきりし明快であるが、一筆書きと

四色定理以外に有名なものは知られていない。この方面に宝の山が埋もれている感じがする。それを

掘り当ててみたい。 

 
＜管理運営＞ 

附属図書館委員。工学部 FD 委員。 
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専任・准教授  古門  聡士  (KOKADO Satoshi) 
共通講座物理  

専門分野： 物性理論、スピンエレクトロニクス  

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tskokad/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：古門 聡士    

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

学部 1,2 年生の授業については、高校物理から大学専門科目へのスムーズな移行を目標としている。

力学・波動 I&II では、高校数学、高校物理の復習も取り入れながら授業を進めている。また現代物

理では、力学・波動 I&II、電磁気学の復習を取り入れた上で以降の専門科目に繋がる話題(ナノテク

ノロジー関連)も含めた構成になっている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

力学・波動Ｉ  工学部1年 1 ○   

力学・波動ＩI  工学部1年 1  ○  

現代物理  工学部2年 1 ○   

物理・化学実験  工学部2年 3 ○   

物理の世界  情報学部2年以上 1  ○  

物性工学特論  工学研究科物質工学専攻 1  ○ 複数担当（4人） 

 

【 業績・成果 】 

著書・教科書          

1) 星野、浅田、藤間、田村、古門

2) 星野、中島、岡部、田村、

、量子力学入門-物質科学の基礎- 改訂版 学術図書出版社 

古門

 
、物理学実験「物理・化学実験テキスト」学術図書出版社   

＜研究＞ 

【 目標 】 

本研究は電子の電荷とスピン、さらに核スピンの自由度も利用した究極の極微メモリ“単原子メ

モリ”の開発を目標としている。今年度は単一量子スピンをスピン偏極電流により制御する模型を

提案し、その特性について調べた。 

【 実績 】  

（１）スピン量子ドットにおけるスピン注入局在量子スピン反転の理論的研究を行った。局在スピン

が半整数スピンの方が整数スピンより反転しやすいことが分かった。 

（２）スピン-原子振動相互作用の表式を導出した。ここでは原子核の微小変位を考慮に入れたスピ

ン軌道相互作用を摂動項として用いた。 

（３）異方性磁気抵抗効果の実験結果を理論的に解析した[東北大学電子物理工学(実験グループ)と

スピンエレクトロニクス素子に関する理論的研究 
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の共同研究]。 
 

【 業績・成果 】 

国際会議発表     

１） S. Kokado

2) 

, K. Harigaya, and A. Sakuma, “A Localized Quantum Spin Reversal by Spin Injection in A Spin 

Quantum Dot: Effect of  Spin Relaxation” Trends in Nanotechnology 2008 Conference,  Oviedo, Spain,  

September 01-05, 2008 

S. Kokado

国内学会発表  

, K. Harigaya, and A. Sakuma, “Theoretical Study of A Localized Quantum Spin Reversal by 
The Spin Injection in A Spin Quantum Dot: A Data Writing Method for A Single-Atom Memory” The 9th 
International Symposium on Foundations of Quantum Mechanics in the Light of New Technology 
(ISQM-Tokyo '08),  Hatoyama, Saitama, Japan,  August 25-28, 2008 

1) 古門聡士

 

, 針谷喜久雄, 佐久間昭正 “スピン量子ドットにおけるスピン注入局在量子スピン反

転：模型計算”日本物理学会 岩手大学 9月 20日 - 23日 

＜社会貢献・国際交流＞ 

浜松市の測定装置開発メーカーからの受託研究「ソレノイドに流れる電流がつくる磁場と永久磁石間

の相互作用について」を行った。 

 

＜管理運営＞ 

テクノフェスタ実行委員会、防災・安全委員会、附属図書館図書選定担当 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】科学研究費補助金 若手研究(B) 採択  

研究代表「電子伝導素子に代わるスピン波束伝播型局在スピン素子の理論的研究」 
 

＜今後の展開＞  

単原子メモリの開発を目指した、“スピン注入局在量子スピンスイッチング”の研究を引き続き

行う。特にスピンスイッチングにおけるスピン緩和の効果に注目する。また、電子伝導素子の素子

破壊・高消費エネルギーの問題の解決を目指して局在スピン系のスピン波束伝播の理論構築、新現

象予測にも取り組む。 
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専任・准教授  関根 義浩 （SEKINE Yoshihiro）   

共通講座  

専門分野： 作用素環論  

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：関根 義浩    

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  工学部で必要な数学の基礎を身につける。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

微分積分学Ⅰ  学部1年 1 ○   

応用数学Ⅰ  学部2年 1 ○   

応用数学Ⅱ  学部2年 2 ○   

関数解析  大学院1,2年 1 ○   

微分積分学Ⅱおよ

び演習 

 学部1年 4  ○  

 

  数学の広場 

 

【 業績・成果 】 

著書・教科書  

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   無限のもつ対称性を理解する。 

 

【 実績 】  

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

国際会議発表     

国内学会発表  

招待講演   

解説・特集等  

 
作用素環論 
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特許出願・取得、  
 

＜社会貢献・国際交流＞ 

        

＜管理運営＞ 

工学部代議員会・工学研究科代議員会委員 

防災・安全委員会委員 

 

＜その他の事項＞ 

【 新聞報道等 】 

【 受賞・表彰 】 

【 外部資金 】 

 

＜今後の展開＞  

 作用素環論の研究、数学の基礎教育を行う。 
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専任・准教授  田村 了 （TAMURA Ryo） 
共通講座  

専門分野： 物性理論 

 
homepage: http://phys.eng.shizuoka.ac.jp/~tamura/index.html 

 

【 研究室組織 】  

教    員：田村 了 

 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  高校の学習内容の十分な復習と並行して、それに比べて新たに発展した部分がどこであるかを明

確にした授業を行う。高校で学習した様々な項目は、より一般的な枠組みの中で見ると互いに関連

していることがわかるような授業を行う（力学と波動の関連を例にすると、波動方程式とニュート

ンの運動方程式の関連など）。基本的な法則から様々な法則が導かれること、および、法則には適

用範囲が広いものと狭いものがあること（普遍的に成り立つ法則もあれば、特別な場合にしか成り

立たない法則もあること）を学生に理解させる。 

学生 1人 1人の理解を授業時に確認することは 1クラスの人数が 80人から 100人近くあるため

難しいので、これを補うために毎回レポート問題か小テストを行い、これらは採点して次回以降の

授業時に学生に返却する。これらの解答はホームページやプリントで返却後すみやかに公開し，復

習に役立たせる。レポート・小テストの点数は学生に明示し、試験点数より比重が大きくならない

程度に平常点として成績評価に加え、成績評価方法の明確化と授業目的との整合性に努める。 

 

【 実績 】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 業績・成果 】 

著書・教科書  

(1)「量子力学入門―物質科学の基礎―」星野敏春・浅田寿生・藤間信久・田村了・古門聡士 共著， 

  学術図書出版社，2008 年，ISBN978-4-7806-0124-4 

(2)『物理学実験―「物理・化学実験」テキスト』静岡大学工学部共通講座物理学教室編， 

学術図書出版社，2008 年，ISBN978-4-7806-0095-7 

 

 
 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

物理・化学実験  学部 2 年     2 ○   

力学・波動 I  学部 1 年     1 ○   

力学・波動 II  学部 1 年     1  ○  

熱統計力学  学部 2 年  2  ○  

ナノ構造物の電気

伝導論 
 大学院１,２年     1 ○   

 

ナノチューブの電気伝導度などに関する理論計算 
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＜研究＞ 

【 目標 】 

カーボンナノチューブやそれに関連するナノメートル規模構造の電流電圧特性などの電子物性

について数値計算や理論的計算を行い、電子素子などへの応用につながる機能を探索する。  
 
 

【 実績 】  

（１）2層ナノチューブで内側チューブを外側チューブから引き出した望遠鏡状の構造では、全電流 

を層間に強制的に流すことができるため、電気伝導度とグラファイト層間相互作用に密接な関 

係が現れる。層間相互作用が大きいにもかかわらず、電気伝導度が小さく現れる場合について 

フェルミの黄金則を用いた直感的な説明を与えた。これに関して現在、論文を準備中である。 

（２）Zr単体、Cu単体、Zr2Cu合金の格子定数と凝集エネルギーの関係、および、Zr中 Cu不純物原 

子のエネルギーに関する第一原理計算結果を再現するような分子動力学計算用のポテンシャ 

ルを求めた。このポテンシャルの実際の分子動力学計算への適用が共同研究者によって現在進 

められている。（共同研究者：星野敏春、藤間信久、岡部拓也） 

 

【 業績・成果 】 

国内学会発表件数  

・日本物理学会 2008 年秋季大会、岩手大学、「フェルミの黄金則によるナノチューブ望遠鏡構造

の電気伝導度の解析」、計 1件 

 

＜管理・運営＞  

評価実施委員 

 

＜今後の展開＞  

直流電圧を印加したプラズマ誘起の CVDによるナノチューブ成長では、印加電圧の極性によって

成長速度が変化することが観測されている。ナノチューブと基板間の電流電圧特性がこの現象に影

響している可能性について、理論計算により検証する。 
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専任・准教授  中島 徹 （NAKAJIMA Toru） 

共通講座 

専門分野： 変分法・幾何解析  

 
 

【 研究室構成 】  

教    員：中島 徹    

学  部: 4年（1名） 

 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

学部一年前期では高校数学の高い視点からの理解および発展を目標に、学部一年以降は大学で学

ぶ新しい数学の応用を視野にいれた理解を目標に教育を行っている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

線形代数学Ⅰ及び

演習 

 学部1年 1 ○   

線形代数学Ⅱ  学部1年 2  ○  

応用数学Ⅱ  学部2年 1 ○   

応用数学Ⅳ  学部2 1  ○  

微分方程式   大学院１,２年 1  ○  

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

   リーマン多様体間の調和写像の不連続点の解析および幾何学への応用を研究している。特に境界

値を固定した Dirichlet 問題のエネルギーを最小にする調和写像を対象にしている。ひとつの目

標として、多様体の 3次ホモトピー群の生成問題を考察している。 

 

【 実績 】 

（1）k を 3 以上の自然数とするとき, k次元の球面間の調和写像に付随する Jacobi 作用素 

    の第一固有値が 2-k であるとき, 調和写像は直行行列の差を除いて恒等写像であること 

    示した。 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

科学研究費補助金 CE18740088  若手 B  

科学研究費補助金 CE19540212  基盤 C (分担) 

 

 

変分法・幾何解析 
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＜今後の展開＞  

値域となる多様体が球面以外の対称性を持った多様体であるときの、調和写像の不連続点の解析

を行いたい。 
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専任・准教授  平川 和貴 （HIRAKAWA Kazutaka）   

共通講座(化学)  

専門分野： 光化学、生物分子科学、ナノ材料科学  

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tkhirak/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：平川 和貴    

修士課程：１年（2名） 

学  部：４年（3名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  学部生対象の授業では、物理化学および無機化学分野を担当しているが、単なる暗記ではなく本

質から理解できるような解説を目指している。また、基礎的な内容だけにとどまらず、その原理・

法則が最新の技術とどのような関わりがあるのか応用までのつながりがわかる内容を心がけてい

る。大学院の授業では、光化学分野を担当しているが、学部で学んでいない基礎知識の補強から最

新研究の紹介までを行っている。研究指導では、国内および海外での学会発表の指導等を通じて、

日本語および英語のプレゼンテーション能力向上を図っている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

工学基礎化学Ⅰ  学部1年 1 ○   

物理・化学実験  学部2年 4 ○   

工学基礎化学ⅠⅠ  学部1年 1  ○  

基礎無機化学  学部1年 2  ○  

物性工学特論   大学院１,２年 1  ○ 複数担当（4人） 

前期に学部 4 年、大学院１,２年以上を対象としたエックス線業務従事者教育訓練（法令）の講師

を担当した。 

 

【 業績・成果 】 

教科書（学内教材） 物理・化学実験教科書 化学実験「緩衝作用」担当 
 
＜研究＞ 

【 目標 】 

光化学反応の医学応用の一つであるがんの光線力学的療法の基礎研究を行っている。合成ポルフ

ィリンや植物由来光増感物質を用い、ターゲットとなる生体高分子（DNA やタンパク質）との相

互作用、それらに対する光損傷活性を研究している。この他、副作用である光毒性の防護法や基礎

的な研究ツールとなる活性酸素検出法を研究している。光線力学的療法は、非侵襲的ながん治療法

であり、臨床でも行われているが、現在の課題が克服されれば革新的ながん治療法となる可能性が

ある。薬剤である光増感物質の開発やメカニズムの解明は、化学者が貢献する分野であり、今後も

ポルフィリン類を中心に研究していく。さらに、従来の有機物質のみならず人体無害な無機物質に

も有効な材料があり、基礎的な探索も行っている。 

光化学の医学および生命・環境科学への応用 
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共通講座 
 

【 実績 】  

（１）DNA 結合性光増感物質の活性制御 
  光増感物質と相互作用する DNA 塩基配列の効果を明らかにした。 
（２）電子移動機構を利用した光線力学的療法用光増感物質の検討 
  ポルフィリン P(V)錯体を用いた新規機構(電子移動)による光増感反応を考案した。 
（３）一重項酸素の蛍光定量法の開発 
  安価で安全な試薬を用いた一重項酸素の定量法を開発した。 
（４）TiO2光触媒を用いた紫外線光毒性モデルの構築 
  TiO2とメチレンブルーを用いて簡便な紫外線光毒性モデルを構築した。 
（５）ビタミン B 類を用いた可視光線光毒性モデルの構築 
  リボフラビンと葉酸を用いた光毒性モデルを改良した。 
（６）白金ナノ粒子による活性酸素除去 
  白金ナノ粒子が紫外線由来活性酸素の除去にも効果があることを明らかにした。 
 
【 業績・成果 】 

学術論文・著書等 計 6 編              
1) “Fluorometry of  s inglet oxygen ge nerated via a photosensitized r eaction us ing folic a cid and 

methotrexate” K. Hirakawa Anal. Bioanal. Chem. Vol. 393, pp. 999-1005(2009).  
2) “ポルフィリン P(V)錯体による光誘起電子移動および一重項酸素生成を介するヒト血清アル

ブミンの光損傷” 平川, 江原，平野，瀬川, 日本レーザー医学会誌, Vol. 29, pp. 376-382(2009). 
3) “The microenvironment of DNA switches the activity of singlet oxygen generation photosensitized by 

berberine an d palmatine” K. Hirakawa and T. H irano Photochem. P hotobiol. Vol. 84,  pp . 
202-208(2008).   

4) “DNA damage through photo-induced electron transfer and photosensitized generation of reactive 
oxygen species” K. Hirakawa in “New Research on DNA Damage” ed. by H. Kimura and A. Suzuki, 
Nova Science Publishers, ISBN: 978-1-60456-581-2, (2008). 

他 2 編 
 

国際会議発表     

・2008 Korea-Japan Symposium on Frontier Photoscience,など、計 2 件 
国内学会発表  

・日本化学会春季年会、光化学討論会、日本光医学光生物学会、日本光線力学学会など、計 8件 

招待講演   

・2008 Korea-Japan Symposium on Frontier Photoscience 計 1件 

特許取得 
・平川和貴、”活性酸素の定量法”, 特許第 4247393 号（2009 年 1 月 23 日） 
 

＜管理運営＞ 

・学生委員会、保健管理センター運営委員会、物質工学科入試方法検討委員会 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

・科研費若手研究 B、DNA 認識による光線力学的療法用光増感剤の活性制御 
 
＜今後の展開＞  

 光線力学的療法の基礎研究を継続する。新たに開発した光増感物質について、共同研究等を通じて、

さらなる展開を目指したい。また、今年度特許を取得した活性酸素定量法についても製品開発等を目

指したい。 
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共通講座 

 

 

  

専任・准教授  星賀 彰 （HOSHIGA Akira）   

共通講座  

専門分野： 非線形波動方程式の初期値問題の古典解の挙動の解析  

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tsahosh/index.htm 

 

【 研究室構成 】  

教    員：星賀 彰    

修士課程：２年（１名） 

  

 

＜教育＞ 

 

【 目標 】 

  微分積分学、線形代数学、応用数学などの講義を通して、工学を志す学生に必要な数学の知識を

教えるとともに、論理的思考力、コツコツと計算する習慣、的確に質問する能力を身につけさせる。

微分積分学の基礎クラスでは、高校で数学を十分に履修していない学生に対して、通常のクラスよ

りも多くの時間をかけて基礎的な内容を解説する。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

微分積分学Ⅰ 学部１年 1 ○   

微分積分学Ⅱおよび演習 学部１年 1  ○  

応用数学Ⅰ 学部２年 2 ○   

応用数学Ⅲ 学部２年 1  ○  

応用数学Ⅳ 学部２年 1  ○  

線形代数学 大学院１，２年 1 ○   

  

※ 数学の広場を週１回担当 

 

【 業績・成果 】 

教科書  

「工学系の微分積分学」 星賀彰・高野優・関根義浩・足達慎二 共著（学術図書出版社） 

 （2009 年） 

 
＜研究＞ 

 

【 目標 】 

  非線形波動方程式の初期値問題の古典解の最大存在時刻（ライフスパン）の調査と、その時刻付近

での解の挙動を解析することを目的としている。解のライフスパンは、その方程式の非線形項の形に

大きく左右されることが分かっている。とくに非線形項が null-condition と呼ばれる特殊な条件を

満たすときには、満たさない場合に比べてライフスパンが大きくなったりする。近年、私は伝播速度

 

非線形波動方程式の解の挙動 
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共通講座 

の異なる連立波動法方程式が null-condition を満たしている場合のライフスパンについて研究して

いる。 

 

【 実績 】  

２次元空間における半線形波動方程式が弱い意味の null-condition を満たす場合に、時間大域解

が存在することを示した。 

 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

The e xistence of  t he g lobal s olutions to  s emilinear w ave e quations w ith a c lass o f c ubic nonl inearities in  
2-dimensional space, Hokkaido Mathematical Journal, Vol. 37, pp.669-688, (2008) 
 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金 】 

  科学研究費 基盤研究（C）平成２０年度～２２年度 

 

 

＜今後の展開＞  

 教育面では、学生がより数学に対して関心を持てるような講義を心がける。解らない点について積

極的に質問ができるような環境を作りたいと考えている。また、何度も同じ科目を再履修している学

生をできるだけ減らしたいと考えている。 

 研究面では、最近は伝播速度が等しい連立波動方程式の解のライフスパンを具体的に求めることが

できるかに興味を持っている。 
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専任・講師  前澤 昭礼 （MAEZAWA Akinoiri）   

共通講座  

専門分野： 化学工学、環境化学工学 

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：前澤 昭礼    

学  部：４年（２名） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

立派な技術者･研究者として活躍できるように、学生の自主性、積極性、論理性、問題解決能力

およびプレゼンテーション能力を向上するような教育を目指している。そのため、演習問題（レポ

ート形式を含む）などを行う。また、専門関連分野や専門外の分野の知識なども修得できるように

工夫を心がけている。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

化学工学基礎演習  学部1年 2 ○  複数担当（２人） 

数値計算法II  学部2年 1  ○  

物質工学実験I  学部2年 1  ○ 複数担当（4人） 

物質工学実験III  学部3年 2  ○ 複数担当（8人） 

化学工学特論  学部3年 １  ○ 複数担当（12人） 

分離・粉体工学特論  大学院１年 1  ○ 複数担当（２人） 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

廃水に含まれる様々な難分解性有機化合物は環境に大きな負荷を与えており、このような廃水

を浄化し、再利用出来るようにすることは、汚染物質のゼロエミッションにつながり、環境保全

および水資源の確保の両面から望ましいものである。その廃水処理を行うに当たり、新たな環境

問題が起こらないようにするためには、処理するために新たな薬品を使用せず、完全無機化でき

る方法が望ましい。その方法として、オゾンや超音波、光酸化による処理法があり、これら方法

の実用化にむけて検討する。 

  

【 実績 】  

（１）オゾンマイクロバブルによる廃水中有機化合物の分解 

オゾンマイクロバブルによる有機物の分解について pHなどの影響について評価した。 

（２）超音波を用いた難分解性祐樹化合物含有廃水の処理 

超音波による有機物の分解速度についいて評価した。 

 

 

新しい廃水処理プロセスの開発 
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共通講座 

【 業績・成果 】 

学術論文・著書等               

1) “Sonophotocatalysis of  Endocrine-disrupting C hemicals”, T .Tokumoto, K.Ishikawa, T .Furusawa, S .Ii, 

K.Hachisuka, M .Tokumoto, H -J.Tsai, S .Uchida, a nd A.Maezawa

国際会議発表     

, Marine E nvironmental R esearch, 

66(3), 372-377 (2008).  

・A.Maezawa

・

, N.T.Nghia, Y.Andoh and M.Watanabe, “Decomposition of Ester Monomer in Wastewater by 

Using Ozone”, The 8th International Conference on Separation Science and Technology between Korea 

and Japan, in CD, Oct. 2008, Karuizawa, Japan 

A.Maezawa

 

, T .Furusawa, Y .Nozaki, Y.Suzuki a nd S.Uchida, “ Treatment of  Wastewater b y U sing 

Photocatalysis with Sonication”,ASCON-IEEChE 2008, p579-582, Aug. 2008, Sapporo, Japan.  

＜管理運営＞ 

   ･国際交流センター運営委員会 委員 

 

＜その他の事項＞ 

【 受賞・表彰  】Outstanding Paper Award of ICCST08, “Decomposition of Ester Monomer in Wastewater by 
Using Ozone”, A.Maezawa, N .T.Nghia, Y.Andoh a nd M.Watanabe, T he 8t h I nternational 
Conference on Separation Science and Technology between Korea and Japan, 2008.10 

 

【 外部資金 】共同研究 １件 

 

＜今後の展開＞  

活躍できる研究者・技術者として基礎的な専門知識や能力を習得できるように、学生が興味を示

す教育を行うように努力する。また、社会貢献ができるような廃水処理に関する研究活動を行うと

ともに、新しいテーマにも挑戦する。 
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共通講座 

 

 

  

専任・講師（留学生担当） 和田 忠浩 （WADA Tadahiro） 

共通講座  

専門分野： 無線通信工学、符号理論 

 
homepage: http://telecom.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：和田 忠浩  

修士課程：２年（3名）、１年（3名） 

学  部：４年（6名） 

研 究 生： 1名 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  論理回路Ⅰや確率統計といった一年生科目を担当。数学的内容が中心の講義のため、演習の繰り

返しやきめの細かい対応などで、学生の理解を深めるように努める。 

留学生担当としては、1年生へのガイダンス指導、日頃からの成績確認により、学業の問題があ

った時に早めの対処できるような取り組みを実施。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

確率統計  学部1年 1 ○   

論理回路Ⅰ  学部1年 1  ○  

電気電子工学セミナー  学部2年 1 ○  複数担当 

 

＜研究＞ 

【 目標 】 

   無線アドホックネットワークは無線端末のみで自律分散的に構成されたネットワークのことで、

災害など非常時のための通信システムとして応用が考えられる。その一方、本ネットワークでは高

速で信頼ある通信の実現が困難である。本研究では、ネットワークの信頼性や柔軟性、伝送の高速

性などの観点から、OSIモデルの第 2層に着目し、その伝送性能改善を目指す。特に新しい再送制

御や誤り訂正方式を提案し、本ネットワークの特性改善につなげる。 

 

【 実績 】  

（１）情報集約型ネットワークの提案。 

  誤り訂正技術を利用した情報集約型ネットワークを提案し評価した。 

（２）多中継伝送における再送制御方式の提案。 

  中継端末の負荷を低減する再送制御方式を提案し特性評価した。 

（３）協調型ネットワークの理論解析。 

  2端末クラスタに基づく協調型ネットワークの誤り率特性を評価した。 

【 業績・成果 】 

国際会議発表     

・T.Wada, T. Wakiyama, T. Hashimoto, K. Ishibashi, A Throughput Performance Analysis of Hybrid ARQ 

 

無線ネットワークにおける伝送信頼性の向上 
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Scheme for W ireless M ultihop Networks us ing L DPC C odes," 23r d I nternational Conference on 
Information Networking (ICOIN2009), 3A-1, Jan. 2009 

他 1 件 

国内学会発表  

・電子情報通信学会、情報理論とその応用シンポジウムなど、計 6件 

 

受賞 

・International Conference on Information Networking (ICOIN2009)  Best Paper Award 
 

＜社会貢献・国際交流＞ 

NIFEEプロジェクトの参画 

ベトナムフエ市での静岡大学工学部の広報活動 

日本留学フェアでの静岡大学工学部の広報活動（インドネシア） 

留学生就職活動支援 

外国人留学生受入（1名） 

         

＜管理運営＞ 

浜松国際交流会館 相談主事 

国際交流センター運営委員会 委員 

 

＜今後の展開＞  

  研究分野としては、アドホックネットワークの伝送品質改善の研究に引き続き取り組む。また流

星バースト通信の新たな可能性について探る。 

教育分野としては、新しく始まる NIFEEプログラムに貢献する。英語を主とする外国人学生のた

めの日本語 PCスキルアップにつながる新しいカリキュラムを開発する。 
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創造教育支援センター 

２ 

 

 

 
      Educational Center for Creative and Motivational Engineering 

URL http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tsozo/  
 

【 センター構成 】  

センター長： 鈴木 康夫(機械工学科教授・併任) 

専任教員：  東 直人(教授)，藤間 信久(教授) 

専任技術職員：石野 健英，江藤 昭弘，水野 隆，永田 照三，戎 俊男，太田 信二郎 

併任教員：  酒井 克彦(機械工学科准教授)，山下 淳(機械工学科准教授)， 

関川 純哉(電気電子工学科助教)，立蔵 洋介(電気電子工学科助教)， 

木村 元彦(物質工学科教授)，前田 康久(物質工学科教授)， 

生源寺 類(システム工学科助教)，梅本 宏信(共通講座教授) 

学術研究員： 藤田 晶子(ものづくり理科地域支援ネットワーク浜松 RAIN房コーディネータ) 

 

【 目標 】 

工学部生として共通に必要な技術・知識の習得と，技術者としての自覚・動機付けを目的として，

工学部 1年生全員に対するものづくり実習やフィールドワーク実習を実施する。同時に，小学生から

技術者までの長期的視点にたった，地域のものづくり理科教育活動の整備・普及に努める。 

 

【 センター担当科目】 

   

授業科目 学年 クラス数 前期 後期 備考 

工学基礎実習 学部1年 4  ○   1年生全員対象のものづくり実習 

創造教育実習 学部1年 4    ○ 1年生全員対象のものづくり実習 

ものづくり理

科教育支援 

学部2，3年 2  ○  ○ 小中高校において学生が指導を行うフィールド

ワーク科目 

 

【 業績・成果 】 

上記実習の集大成として，2月 22日(日)に市民一般公開ロボ

ットコンテストをアクトシティ浜松展示イベントホールで行っ

た（右写真）。また，下記の市民向け教室や小中学生向け教室を

開催した。 

 

2008.7.29（火）浜松市理科研究部 研修会 50名   

2008.8.6（水）夏休み、親と子で楽しむ「ものづくり」 25名  

2008.8.8（金）浜松市立飯田小学校 教員研修 4名   

2008.8.21（木）サイエンスパートナーシッププロジェクト蜆塚中学校 ロボット講座 37名   

2008.9.4（木）サイエンスパートナーシッププロジェクト広沢小学校 ロボット講座① 75名   

2008.9.5（金）サイエンスパートナーシッププロジェクト広沢小学校 ロボット講座② 75名   

2008.9.12（金）飯田小学校 ロボット講座 130名   

2008.9.24（水）サイエンスパートナーシッププロジェクト蜆塚中学校 ロボット講座 60名 

創造教育支援センター 
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創造教育支援センター 

2008.9.25（木）サイエンスパートナーシッププロジェクト蜆塚中学校 ロボット講座 60名   

2008.10.23（木）サイエンスパートナーシッププロジェクト泉小学校 ロボット講座① 114名   

2008.11.27（木）サイエンスパートナーシッププロジェクト泉小学校 ロ

ボット講座② 114名   

2009.1.15（木）サイエンスパートナーシッププロジェクト泉小学校 ロ

ボット講座③ 114名   

 

2008.8.1～3 女子中高生の理系進路支援選択事業「身近に感じる技術力」 

39名（右写真） 

 

 

【 外部資金・プロジェクト等 】 

平成 20年度科学技術振興機構地域ネットワーク支援事業「も

のづくり理科地域支援ネットワーク：浜松 RAIN房」採択 

(創造教育支援センターが中心となり企画・申請) 

平成 20 年度文部科学省女子中高生の理系進路支援選択事業

「身近に感じる技術力」採択 

（創造教育支援センターが中心となり申請） 

 

【 社会連携 】 

浜松市理科支援員等配置事業特別講師（理科） 

 2008.7.10（木）浜松市立平山小学校 6 年生 1クラス (約 12名)   

 2008.7.18（金）浜松市立有玉小学校 6 年生 4クラス (約 104 名)   

 2008.11.13（木）浜松市立気賀小学校 6年生 3クラス (約 101 名)   

 2009.1.22（木）浜松市立都田南小学校 6年生 4クラス (約 141名)   

 2009.2.5（木）浜松市立舞阪小学校 6年生 4クラス (約 133名)   

 2009.2.12（木）浜松市立広沢小学校 6 年生 4クラス (約 150 名)   

 2009.2.12（木）浜松市立砂丘小学校 6 年生 2クラス (約 49名)   

 2009.2.12（木）浜松市立北小学校 6年生 1クラス (約 33名)   

 2009.2.13（金）浜松市立芳川小学校 6 年生 4クラス (約 130 名)   

 2009.2.16（月）浜松市立富塚小学校 6 年生 3クラス (約 86名)   

 2009.2.19（木）浜松市立元城小学校 6 年生 1クラス (約 28名)   

 2009.2.19（木）浜松市立萩丘小学校 6 年生 4クラス (約 144 名)   

 2009.3.6（金）浜松市立三ヶ日西小学校 6年生 3クラス 

 

【 受賞 】 

日本工学教育協会 平成 20年度工学教育賞（東 直人，藤間 信久） 

 

【 著書 】 

創造スキルアップシリーズ「作って学ぶ ロボット入門講座」永田 照三他，静岡学術出版理工学新

書(2009). 

創造スキルアップシリーズ「デジタルを学ぶ ロボット中級講座」戎 俊男他，静岡学術出版理工学

新書(2009). 

 

 

＜今後の展開＞ 

ものづくり実習と理系基礎科目を系統的に連携させ，ものづくりの中で活かされる物理・数学教育

を展開する。 
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創造教育支援センター 

 

 

  

専任・教授  東 直人 （AZUMA Naoto）   

創造教育支援センター  

専門分野： 工学教育、物理化学 

 
homepage:  

 

【 研究室構成 】  

教    員：東 直人 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

工学部生として共通に必要な技術・知識の習得と，技術者としての自覚・動機付けを目的とし

て，工学部 1年生全員に対するものづくり実習やフィールドワーク実習を実施する。同時に，小

学生から技術者までの長期的視点にたった，地域のものづくり理科教育活動の整備・普及に努め

る。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

工学基礎実習  学部1年 4 ○  複数担当（２人） 

創造教育実習  学部1年 4  ○ 複数担当（２人） 

ものづくり理科教育

支援 
 学部2, 3年 2 ○ ○ 複数担当（２人） 

固体表面化学特論  大学院１,２年 1  ○  

 

【 業績・成果 】 

著書・教科書  

・「工学基礎実習としてのメカトロニクス 2008」藤間信久他，学術図書出版(2008). 
・創造スキルアップシリーズ「作って学ぶ ロボット入門講座」永田照三他，静岡学術出版理工

学新書(2009). 
・創造スキルアップシリーズ「デジタルを学ぶ ロボット中級講座」戎俊男他，静岡学術出版理

工学新書(2009). 
 

＜研究＞ 

【 目標 】 

工学への動機付け教育のカリキュラム開発（モデルテーマ，テキスト・教材開発），地域の小

中高校生を対象とした理科，ものづくり支援教育活動の学問的展開。 

【 実績 】  

（１）初年度工学実習教育用テキストの作成 

工学部 1年生を対象として初年度実習教育カリキュラムの策定と実習テキストを作成し，1年

間の実習教育プログラムを実践している。 

（２）地域貢献活動教材の作製 

小中学校の児童・生徒を対象とした理科教育，ものづくり実習活動用教材を作製した。 

 

工学的キャリア教育システムの構築 

創造教育支援センター 
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創造教育支援センター 

＜社会貢献・国際交流＞ 

浜松市理科支援員等配置事業特別講師（理科） 

2008.7.18（金）浜松市立有玉小学校 6年生 4クラス (約 104名)   

2009.1.22（木）浜松市立都田南小学校 6年生 4クラス (約 141 名)   

2009.2.5（木）浜松市立舞阪小学校 6年生 4クラス (約 133名)   

2009.2.12（木）浜松市立広沢小学校 6年生 4クラス (約 150名)   

2009.2.19（木）浜松市立元城小学校 6年生 1クラス (約 28名)   

小中学校教員，児童・生徒向け研修，実習教室開催 

2008.7.29（火）浜松市理科研究部 研修会 50名   

2008.8.6（水）夏休み、親と子で楽しむ「ものづくり」 25名  

2008.8.8（金）浜松市立飯田小学校 教員研修 4名   

2008.8.21（木）サイエンスパートナーシッププロジェクト蜆塚中学校 ロボット講座 37名   

2008.9.4（木）サイエンスパートナーシッププロジェクト広沢小学校 ロボット講座① 75名   

2008.9.5（金）サイエンスパートナーシッププロジェクト広沢小学校 ロボット講座② 75名   

2008.9.12（金）飯田小学校 ロボット講座 130名   

2008.9.24（水）サイエンスパートナーシッププロジェクト蜆塚中学校 ロボット講座 60名 

2008.9.25（木）サイエンスパートナーシッププロジェクト蜆塚中学校 ロボット講座 60名   

2008.10.23（木）サイエンスパートナーシッププロジェクト泉小学校 ロボット講座① 114名   

2008.11.27（木）サイエンスパートナーシッププロジェクト泉小学校 ロボット講座② 114名   

2009.1.15（木）サイエンスパートナーシッププロジェクト泉小学校 ロボット講座③ 114名 

 

＜管理運営＞ 

   創造教育支援センター専任教員 

 

＜その他の事項＞ 

【 受賞・表彰 】 

日本工学教育協会 平成 20 年度工学教育賞 

 

【 外部資金 】 

・「ものづくり教育はままつ 10年構想」平成 18～20年度，文部科学省 平成 18年度現代的教育ニーズ

取組支援プログラム（現代 GP），17,584,000 円（平成 18 年度），17,780,000 円（平成 19 年度），

14,500,000 円（平成 20 年度） 

・平成 20 年度科学技術振興機構地域ネットワーク支援事業「ものづくり理科地域支援ネットワーク：浜

松 RAIN 房」1,300 万円 

 

＜今後の展開＞  

ものづくり実習と理系基礎科目を系統的に連携させ，ものづくりの中で活かされる物理・数学教育を展

開する。 
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創造教育支援センター 
 

２ 

 

  

専任・教授  藤間 信久 （ FUJIMA Nobuhisa） 

創造教育支援センター 

専門分野： 物性理論、第一原理計算  

 
homepage:http://phys.eng.shizuoka.ac.jp/~fujima/index.html  

 

【 研究室構成 】  

教    員：藤間 信久 

連携教員：星野 敏春（大学院創造科学研究科・共通講座教授）、 

鈴木 康夫（機械工学科教授・同センター長）、東 直人（教授） 

 

＜教育＞ 

【 目標 】 

  工学に必要な物理系基礎科目の教育を行う。量子力学をベースとする大学院の授業も行う。 

  また，工学部 1年生全員に対し 1年間のものづくり実習を行うとともに，地域のものづくり理科

教育の継続的な活動の整備・普及に努める。 

 

【 授業担当科目および取り組み 】      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電磁気学 学部2年 １  ○   物質工学科担当 

現代物理 学部2年 １  ○  ○ 機械工学科担当 

工学基礎実習 学部1年 4  ○   1年生全員対象のものづくり実習 

創造教育実習 学部1年 4    ○ 1年生全員対象のものづくり実習 

ものづくり理

科教育支援 

学部2，3年 2  ○  ○ 小中高校にて学生が指導を行うフィールドワー

ク科目 

マテリアル量

子工学 

大学院1，2年 1  ○  機械工学専攻 

 

【 業績・成果 】 

教科書 

「量子力学入門―物質科学の基礎―」(学術図書出版社 2008改訂，星野敏春他著） 

解説・特集等 2 件 

 

学会発表等 2件 

 

 
＜研究＞ 

【 目標 】 

  ナノテクノロジーの進歩により，新物質素材（カーボンナノチューブ、金属ガラス等）が次々に創

製され，新機能・高品質の工業材料として期待されている。これらの素材の多くは，結晶では存在し

 

ナノ物質の原子構造・物性の第一原理計算 
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創造教育支援センター 
 

ない局所原子構造や複合的なナノ構造に由来すると考えられる。例えば，Zr高濃度 ZrCu金属ガラス

の安定性と物性は、Zrと Cuの icosahedronクラスターの存在によるといわれている。また，スピト

ロニクス材料（フルホイスラー合金、磁性半導体等）の電子構造・磁性は、実際の系に含まれる構造

欠陥で大きく変わることがわかっている。これらを踏まえ，「非周期材料の局所原子構造・電子構造

と物性を第一原理電子計算及び第一原理計算から導かれた模型計算で理論的に明らかにし，新しい材

料の設計に役立てること」を研究目標とする。 

共同研究者：星野 敏春（大学院創造科学研究科・共通講座教授） 

 

【 実績 】 

(1) カーボンナノチューブ表面上の Tiクラスターの構造の解明 

(2) カーボンナノチューブと Ti 電極接合部の構造の解明  

(3) カーボンナノチューブ内の Feワイヤーの構造と磁性の解明 

(4) ZrCu系金属ガラスにおける局所原子構造と安定性の解明 

【 業績・成果 】 

学術論文 
 Bonding properties and structures of titanium clusters on (10,0) single wall carbon nano capsule, 
N,Fujima, T. Oda,  Euro.J.Phys.D, e2009-66 (2009). 他 5 件 
 

国際会議発表件数 ISSPIC14 等 2 件 

国内学会発表件数   日本金属学会等 4 件 

 

 

＜社会貢献・国際交流＞ 

浜松市理科支援員等配置事業特別講師 

 

＜その他の事項＞ 

【 外部資金・プロジェクト等 】 

平成 20 年度科学技術振興機構地域ネットワーク支援事業「ものづくり理科地域支援ネットワーク：浜松

RAIN 房」採択 

平成 20 年度文部科学省女子中高生の理系進路支援選択事業「身近に感じる技術力」採択 

【 受賞 】 

日本工学教育協会 平成 20 年度工学教育賞 

 

＜今後の展開＞ 

ものづくり実習と理系基礎科目を系統的に連携させ，ものづくりの中で活かされる物理・数学教育を展開

する。 

 研究では，第一原理計算を種々の新物質相に対して適用させ，実験的研究への予想および支援を行う。 
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工作技術センター 
工作技術センター活動報告 

【 センター構成 】 

鈴木康夫センター長 

技術職員６名 

松野貞雄、神尾恒春、磯谷 章、佐原和芳、岩澤充弘、岡本哲幸 

 

１．≪教育≫ 

【 授業担当科目および内容 】 

  授業項目 担当者 学科学年 前期 後期 

キ
ャ
ン
パ
ス
ワ
ー
ク 

エンジン分解・組立 佐藤助教 

機械工学科２年 

○   

溶接 岩澤 ○   

旋削加工 佐原 ○   

歯切り加工 神尾 ○   

フライス加工 岡本 ○   

研削加工 松野 ○   

手仕上げ・放電加工 磯谷 ○   

（
機
械
工
作
実
習
） 

物
質
工
学
実
験 

溶接 岩澤 

物質工学科３年 

○  

旋削加工 佐原 ○  

歯切り加工 神尾 ○  

フライス加工 岡本 ○  

研削加工 松野 ○  

手仕上げ・放電加工 磯谷 ○  

創造教育実習 

旋盤・ボール盤・フライス盤・タップ作業

等機械加工に関する技術指導・安全教育 

創造実習コンテスト開催に関する技術指導 

松野、佐原 

工学部全学科１年 

  ○ 

神尾、磯谷   ○ 

岩澤、岡本   ○ 

 

２．研究支援 

 １)全学研究室からの実験装置・試料等設計・製作 

  平成２０年度実績 年間３４８件 

 ２)実習以外での学生の機械工作指導 年間４８３件 

 

３．学生活動支援 

 １)フォーミュラ SUM 製作・技術指導 

 ２)鳥人間 製作・技術指導 

 ３)ロボコン 製作・技術指導 

 

４．その他 

 １)精密機械・実習機械の保守管理 

 ２)施設見学者説明会(中・高校生・PTA・OB) 

 ３)オープンキャンパス 

４)テクノフェスタ in浜松（おもしろ実験） 
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技術部 

技術部 平成 20年度活動報告 

 
1. 技術部組織 

(1)実験・教育支援室(12 名)、(2)学科系技術支援室(10 名)、(3)基盤技術系支援室(12 名)、
(4)情報技術系支援室(3名)、(5)安全衛生支援室(2名)の5つの支援室から構成されている。 
支援室技術職員は、その支援室業務に限定されることなく、互いに協力しながら業務を

遂行している。以下に各支援室の 2008 年度活動状況について説明する。 
 
2. 各支援室の活動状況 
(1)実験・教育支援室 人員：室長 1、補佐 2、室員 9 
① 創造教育支援センター(6 名) 

1) 工学基礎実習(前期) 
2) 創造教育実習(後期) 
3) フィールドワーク科目・・ものづくり・理科教育支援(前・後期)、地域事業貢献 
4) 現代 GP「ものづくり教育はままつ」の実施 
5) テクノフェスタおもしろ実験 
6) 学科の学生実験支援 
7) 研究室支援 
8) 学部、学科関係(ガイダンス、入試など)の業務 

 
② 工作技術センター(6 名) 

1) キャンパスワーク(機械工作実習) 
2) 創造教育支援センターへの支援業務 

  3) 教員等からの委託作業(装置製作等) 
  4) 機械の保守管理 
  5) 施設見学者などの説明会 
  6) オープンキャンパス 
  7) テクノフェスタおもしろ実験 
  8) 学生工作指導(全学科) 
  9) 各種試験監督補助(定期試験、センター試験など) 

 
(2) 学科系技術支援室 人員：室長 1、補佐 3、室員 6 

1) 工学部 4 学科の専門実験の指導および補助 
2) 教員研究室の支援業務(研究補助、計測機器・装置などの保守管理) 
3) 各学科の事務(就職、会計など)、建物管理 
4) 理系基礎専門実験(物理・化学)の指導および補助 
5) 各種試験監督補助および事務業務(選抜試験、定期試験、センター試験など) 
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技術部 

(3) 基盤技術系支援室 人員：室長 1、補佐 2、室員 9 
1) 工学部 4 学科の専門実験の指導および補助 
2) 理系基礎専門実験(物理・化学)の指導および補助 
3) 各種試験監督補助および事務業務(選抜試験、定期試験、センター試験など) 
4) 各学科の事務(就職、会計など)、建物管理 
5) 教員研究室の支援業務(研究補助、計測機器・装置などの保守管理) 

 
(4) 情報技術支援室 人員：室長 1、室員 2 

1) 工学部ホームページの更新に関わる業務 
2) 浜松デジタルマイスターに関する業務 
3) 文書管理システム DocuShare の管理業務 
4) Web サーバにかかわる業務 
5) 技術部にかかわる業務 
6) 教員研究室の支援業務(研究補助、計測機器・装置などの保守管理) 
 

 
(5) 安全衛生支援室 人員：室長 1、室員 1 

1) 安全衛生教育の実施 
2) 局所排気装置等の定期自主検査の実施、局所排気装置等定期自主検査者養成講習会

の実施 
3) X 線装置利用者に対する教育の実施 

 
3．技術部職員に対する教育、研修について 
 (1) 技術研修（能力・技術の継承などを目的として実施） 
  ①技術部内研修(年 1 回発行の「技術報告」に研修報告として掲載) 
 
  2008 年度研修題目及び代表者一覧 

代表者 研修題目 参加人数 
戎 俊男 3 次元造形物の製作実習 12 名 
太田 諭之 スタイルシートを用いたウェブページの運用と活用 6 名 
石田 敬三 専門学生実験における実施方法の改善 3 名 
増田 健二 高大連携に向けた物理実験(分光スペクトル)演示装置の

製作 
14 名 

藤村 久 局所排気装置のメンテナンス・検査の技術研修 7 名 
水野 保則 ホームページ作成・更新技術の研修 7 名 
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技術部 

② 西部キャンパス研修 
  講演題目：著作権について－技術職員が注意すべき点－ 
  講演者 ：岡田安功(情報学部 教授) 
 会場  ：図書館浜松分館 SCS 室 

 
(2) 技術発表（技術開発などの成果の発表） 
① 学内技術報告会(年 1 回発行の｢技術報告｣に掲載) 
 2008 年度発表題目および発表者名 
発表者名 発表題目 
磯谷 章 形彫り放電加工によるヘリカルギア金型の製作 
増田 健二 物理実験(分光スペクトル)演示装置の製作 
永田 照三 計測・制御システムプログラミングツール「LabVIEW」のデジタル回路

実習での応用 
 
② 技術研究会 
発表者名 発表題目 研究会名 

水野 保則 超並列計算機 GRAPE のプラズマ応用技法 機器・分析研究会 
増田 健二 物理実験(分光スペクトル)演示装置の製作 総合技術研究会 

戎 俊男 マイコン学習のための 3 輪ロボット教材を用いた

実習への取り組みについて 
総合技術研究会 

黒川 正明 アナログ知識・技術習得のために学生実験に導入

したシーケンス制御実験について 
総合技術研究会 

藤村 久 局所排気装置のフード内気流の乱れ 総合技術研究会 
 
③ 他大学での技術報告会 
発表者名 発表題目 大学名 
太田 諭之 スタイルシートを用いたウェブページの運用 三重大学 
永田 照三 工学部新入生に対する「ものづくり導入教育」へ

の技術支援 
岐阜大学 

 
4．受賞 
 文部科学大臣表彰「創意工夫功労賞」： 

磯谷 章 工学部技術部実験教育支援室(工作センター技術専門職員) 
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研究プロジェクト 

静岡大学アメニティ佐鳴湖プロジェクト活動概要報告 

 

教育 

 学際科目「佐鳴湖から考える」実施（情報学部・工学部2年生対象 後期） 

 卒業研究、大学院（修士）研究にて多くのテーマで研究 

 

地域活動 

 佐鳴湖ネットワーク会議での活動（水質調査協力、学校支援協力） 

 佐鳴湖シジミプロジェクト協議会への参加協力 

 

研究成果報告 

 論文投稿 

  水環境学会誌に論文を２報投稿した(現在審査中)。 

学会発表等成果発表 

  小澤 巧,  上田紘也,  松田 智 

   「汚濁湖沼における水質汚濁因子の定量的解析」 

          化学工学会第74年会(09.3 横浜国大) 

  戸田三津夫、上原和也、阿部将浩、秋田進哉 

   「Research on Biological and Physical Cycles of Matter in Lake Sanaru 

          日本水環境学会、(09.3 山口大)  ほか 多数 

 

成果報告会の開催 

 3/1 に公開シンポジウムを開催した（静岡新聞：予告記事 2/19、実施記事 3/3） 

 

研究内容 

 地下水流動モデルによる地下水の動き予測（瀬野研究室） 

 流域の汚濁負荷の測定と総負荷量の推定（松田研究室） 

 電解凝集による浄化（松田研究室） 

 安定同位体を用いた物質収支の研究（戸田研究室） 

 安定同位体を用いた湖内生態系の研究（戸田研究室） 

 食用藍藻培養による浄化（戸田研究室） 

 鉄電解リン除去法による浄化（戸田研究室） 

佐鳴湖 WebGIS の構築（前田研究室） 
  http://kiso.sys.eng.shizuoka.ac.jp/sanarukoWebGIS/  

 

研究予算受け入れ 

 静岡県戦略課題研究「快適空間「佐鳴湖」の創造」フォローアップ（150 万円）  

 工学部学部長裁量経費（200 万円） 
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研究プロジェクト 

プラズマ科学を基盤とした革新的プラズマプロセス技術の構築 

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/plasma/japan/index.html 

 

 

 

 プロジェクトリーダー ： 永津 雅章     工学部  電気電子工学科 （兼担） 

 

 
１．プロジェクトの概要 

   本研究プロジェクトは、本学のプラズマ科学の研究に携わる 

 研究者で組織し、プラズマ科学に基づく革新的な材料プロセス 

 技術の研究開発に資することを目的としている。 

    本プロジェクトの具体的な研究テーマとしては 

 ・『革新的プラズマ技術を駆使したナノ電子材料の創製に関する 

  研究』 

 ・『革新的プラズマCVD技術を駆使した高機能薄膜コーティング 

  技術に関する研究』 

 ・『革新的プラズマ科学の医療・環境分野への応用』 

 を実施し、部局横断的な新たな学際研究領域の構築を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２．プロジェクト組織： 

       所 属        職名    氏 名                     研 究 題目 

 創造科学技術大学院（ＥＤ）   教授   永津 雅章  ナノサイズ放電の実現と超微細材料プロセスへの応用 

                助教   荻野 明久  プラズマを用いたバイオ材料の分子レベル機能制御 

創造科学技術大学院（Ｃ）    教授   山下 光司  ナノマテリアルおよび/またはプラズマを用いた医用材料 

                                                                                                  の開発研究 

創造科学技術大学院（Ｃ）    教授   鈴木 久男  セラミックナノ薄膜のストレスエンジニアリング 

創造科学技術大学院（Ｃ）    助教   坂元 尚紀  セラミックナノ薄膜のストレスエンジニアリング 

工学部（ＥＤ）         教授   立岡 浩一  環境調和型資源による機能性ナノ材料の創生と応用 

工学部（Ｍ）          准教授  岩田 太   ナノクラフトテクノロジーを目指したプローブ顕微鏡微細 

                                                           加工法の開発 

工学部（Ａ）          准教授  田村 了    カーボンナノチューブと金属・半導体表面間の接合に関 

                                                           する理論的研究 

以上、工学部所属教員 ８名、 他、創造科学技術大学院（理学、農学） ６名、 電子工学研究所 ９名、  

理学部 ４名、 農学部 ３名、 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ共研ｾﾝﾀｰ   １名   合計 ３１名 

 

３．研究プロジェクト活動実績 

 【研究会開催】 

・工学部先端研究プロジェクト「プラズマ科学を基盤とした革新的プラズマプロセス技術の構築」 第13回 

 研究会および特別教育研究経費「True Nanoを実現するプラズマ研究プロジェクト」第４回研究会 

  日時： 平成２０年５月２日（金） 14：30-17：00  

  場所： 浜松キャンパス総合研究棟10階 会議室（1005室） 

・工学部先端研究プロジェクト「プラズマ科学を基盤とした革新的プラズマプロセス技術の構築」第14回 

 研究会および特別教育研究経費「True Nanoを実現するプラズマ研究プロジェクト」第５回研究会 

  日時： 平成２０年１０月１０日（金） 14：00～17：15  

  場所： 浜松キャンパス総合研究棟10階 会議室（1005室）  

・特別教育研究経費「True Nanoを実現する21世紀先端プラズマ科学技術研究基盤創出事業」第1回静岡 

 大学True Nanoシンポジウムおよび工学部先端研究プロジェクト「プラズマ科学を基盤とした革新的プラズマ  

 プロセス技術の構築」第15回研究会との合同研究会 

  日時：平成２１年２月２８日（土）～３月１日（日） 

  場所：松風閣(静岡県焼津市) 
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研究プロジェクト 

静岡大学工学部グローバル・サステイナブル・テクノロジー研究会 

超臨界流体技術グループ 平成 20 年度活動報告書 
 

研究会代表者：佐古 猛（物質工学科） 

研究会所属人数：47 名（平成 21 年 3 月 1 日現在） 

 

工学部プロジェクト「グローバル・サステイナブル・テクノロジー（GST）研究会」は、平成 17 年 9 月、産

学官が連携して、超臨界流体利用技術、太陽電池、光利用技術といった環境・エネルギー分野の将来

の中核技術に関する情報交換、講演会、共同研究の推進、大型プロジェクトへの応募を積極的に行う場

を提供するために発足しました。その中の超臨界流体技術グループの活動を報告します。 

 

平成 20 年度活動内容 

 共同研究の推進では、研究会参加企業の 5 社と契約を結び、環境保全技術、環境低負荷生産技術等

の研究開発を行っています。また国家プロジェクトへの応募では、経済産業省の「地域イノベーション創

出研究開発事業」、農林水産省の「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」、科学技術振

興機構の「育成研究」に採択され、超臨界流体を用いるバイオマスのエネルギー変換技術等の研究開

発を進めています。 

 活動の一例として、年に 2 回行っているグループミーティング（講演会＋見学会）の様子を紹介します。 

 

平成 20 年 8 月 29 日 第 7 回超臨界流体技術グループミーティング 

     場所：日立電線㈱（日立市） 

     参加者数：21 名 

     内容：講演 1「超臨界アルコールによる電線被覆材のリサイクル技術」後藤敏晴氏（日立電線㈱） 

         超臨界流体アルコール利用電線被覆材リサイクルプラントの見学 

         講演 2「超臨界メタノールによるガラス繊維強化プラスチックのリサイクル技術」友永文昭

氏（山口県産業技術センター） 

         講演 3「常圧溶融法による CFRP のリサイクル」柴田勝嗣氏（日立化成工業㈱） 

         質疑応答 

 

 

工場の見学風景 講演会の様子 
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資料編 

新聞報道 

 

 

 

掲載日 見出し 紙名 

平成 20 年 4 月 9 日(水) 廃棄物からエネルギー回収 
 家畜排泄物１トン→重油 42.5 リットル分 

中日新聞 
 

同 食品廃棄物や下水汚泥 
  水蒸気で無害処理 

静岡新聞 
 

4 月 21 日(月) 川と湖の浄化に努力 浜松中区で市民会議総会   

佐鳴湖テーマ講演も 
中日新聞 

 

同 モーター工作挑戦 
親子 62 組「うまくできた」 浜松・静大 

中日新聞 
 

5 月 19 日(月) 水ロケット打ち上げ成功 
浜松で作成の親子ら一斉発射、歓声 

中日新聞 
 

5 月 22 日(木) 死蔵行を支える人材育成へ講座 
 静大工学部で開講 

中日新聞 
 

6 月 12 日(木) 静大工学部提案「浜松 RAIN 房」 
科学技術振興機構から補助 

静岡新聞 
 

6 月 17 日(火) 技術支援 県内 16 件採択 
科学技術振興機構 新たに B 発展型追加 

中日新聞 
 

7 月 13 日(月) リチウム蓄電池 性能向上へ道筋 
 静大・入山准教授 

静岡新聞 
 

8 月 7 日（木） ボクのロボット動いた 
 静大工学部ものづくり教室 

中日新聞 
 

8 月 23 日（土） 植物色素から太陽電池 
 中区の静大 親子が製作体験 

静岡新聞 
 

同 ナスやブドウ・・・ 電池になった 
 中区の静岡大で科学教室 

中日新聞 
 

9 月 3 日(水) 製紙汚泥からバイオ燃料 
 静岡大、県など ５年後実用化目指す 

静岡新聞 
 

9 月 5 日（金） 自作マシン 調整に汗 
 静大「SUM」学生ら 

中日新聞 
 

9 月 21 日(日) 微小世界の製造技術 
静岡大工学部機械工学科 岩田太准教授 

読売新聞 

9 月 26 日（金） ロボット自由自在 
蜆塚中生 プログラミング挑戦 

中日新聞 
 

10 月 11 日(土) 浜松市職員が講師 
静岡大 連携講義スタート 

静岡新聞 
 

11 月 9 日(日) 科学の面白さ知って 
静岡大でテクノフェスタ 

静岡新聞 
 

11 月 9 日(日) 理系離れ食い止めろ 
 小中高生に実験など紹介 

中日新聞 
 

11 月 20 日(木) “ものづくり浜松”担って 
「未来の研究者」育成事業が始動 

中日新聞 
 

12 月 3 日(水) 再資源化に道開く 
軽くて丈夫 期待の新素材 

中日新聞 
 

同 超臨界メタノール活用 
静岡大岡島助教 世界初の技術開発 

静岡新聞 
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掲載日 見出し 紙名 
平成 20 年 12 月 5 日（金） この人  リサイクル方法を開発した 岡島いづみさ

ん 
静岡新聞 

12 月 14 日(日) 電池が変わる １  背景に環境問題 
激しさ増す開発競争  

静岡新聞 
 

12 月 18 日(木) 理科教育支援で教材費など助成 
 浜松 RAIN 房 

日経新聞 
 

12 月 20 日(土) 竹粉末からエタノール 
静大など 糖への変換効率向上 

日経新聞 

12 月 21 日(日) 電池が変わる ２  進歩の歴史 
豊かな生活もたらす   

静岡新聞 
 

平成 21 年 1 月 11 日(日) 電池が変わる ３  電気自動車 
復活への挑戦始まる   

静岡新聞 
 

1 月 16 日（金） ロボット 自由に操縦 
仕組み理解 ものづくりに「興味」 

中日新聞 
 

1 月 16 日（金） 震災で亡き学生の夢 継いで 
競基弘賞に静岡大准教授ら 

中日新聞 
 

1 月 25 日（日） 電池が変わる ４  リチウムイオン電池 
電気自動車促進に期待  

静岡新聞 
 

2 月 1 日（日） 電池が変わる ５  革新型蓄電池 
低炭素社会実現に前進  

静岡新聞 
 

2 月 2 日（月） 目指すは低価格エコカー 
静大工学部など 炭素繊維樹脂で車体開発 

静岡新聞 
 

2 月 6 日（金） 独自マシンで大会参戦 
静岡大工学部 Shizuoka University Motors 

静岡新聞 
 

2 月 8 日(日) 電池が変わる ６  水素を燃料に 
石油依存社会から脱却   

静岡新聞 
 

2 月 15 日（日） 電池が変わる ７  燃料電池ハイブリッド車 
「水素社会」へ開発進む  

静岡新聞 
 

2 月 16 日（月） 新世代車 動かす力に 
革新型蓄電池 実用化へ研究 

静岡新聞 
 

2 月 19 日（月） 佐鳴湖浄化へ 
公開シンポ 

静岡新聞 
 

2 月 22 日（日） 電池が変わる ８  太陽電池の開発 
低コスト化が普及の鍵  

静岡新聞 
 

2 月 23 日（月） 自慢のロボット 激しいバトル 
 静大工学部 1 年生がコンテスト 

静岡新聞 
 

2 月 24 日（火） 走れ跳べ！ 自作ロボ 
静岡大学工学部生が披露 

中日新聞 
 

3 月 1 日（日） 電池が変わる ９  太陽電池の低価格化 
幅広い用途に活用期待 

静岡新聞 
 

3 月 3 日（火） 佐鳴湖浄化へシンポ 
静岡大浜松キャンパス 研究成果の展示も 

静岡新聞 
 

3 月 8 日（日） 電池が変わる １０（完） 100 年後の車社会 
便利で安全 エコ実現 

静岡新聞 
 

3 月 19 日（木） 鳥インフルエンザ 「ワクチン接種で悪化」 
静岡大教授ら 米誌に論文 

静岡新聞 
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資料編 

外部資金関係 

 

 

科学研究費補助金（科研費） 

     採択件数 65 件 

     交付額  18664 万円 

 

受託研究 受入件数 39 件 

受入額  77915 万円 

 

共同研究 受入件数 161 件 

受入額  19412 万円 
  （※複数年契約等で 20 年度歳入がないもの、受託研究費として受け入れたものは件数のみに計上） 
 

平成２０年度科研費採択リスト 

研究種目 

審査区分 
研究代表者 研究題目 

新学術領域研究 
渡邊 実 
（電気電子工学科） 

MEMS・レーザアレイによる高速動的光再構成型ゲートアレイの研究開

発 

特定領域研究 
川田善正 
 （機械工学科） 

アキシコンプリズムを用いた表面プラズモンの局在化励起と自己組織化

膜観察への応用 

特定領域研究 
入山恭寿 
 （物質工学科） 

全固体リチウム電池の高性能化に向けた界面制御 

基盤研究(A) 
齋藤隆之 
（機械工学科（兼）） 

フェムト秒パルスレーザーと水との光力学的相互作用の解明 

基盤研究(B) 
東郷敬一郎 
（機械工学科） 

応力腐食割れにおける各階層の挙動解明と統合化シミュレーションによ

る寿命評価 

基盤研究(B) 
中山顕 
（機械工学科） 

多孔質体の応用および生体内輸送機構の解明のための熱分散のモデリ

ングと実験的検証 

基盤研究(B) 
川田善正 
（機械工学科） 

電子線励起による微小光源を利用した実時間観察可能な近接場光学顕

微鏡の開発 

基盤研究(B) 
田中繁一 
（機械工学科） 

複雑曲面形状をもつ純チタン歯科補綴物のレーザ援用インクリメンタル

成形 

基盤研究(B) 
江上力 

（電気電子工学科） 
光波混合非線形レーザ顕微鏡によるナノバイオイメージング 

基盤研究(B) 
小楠和彦 
（電気電子工学科（兼）） 

高非線形ガラスを用いた超高速・全光学的デバイスの実現とその高性能

化 

基盤研究(B) 
永津雅章 
（電気電子工学科（兼）） 

バイオポリマー材料の低温プラズマプロセス技術の開発 

基盤研究(B) 
須藤雅夫 
（物質工学科） 

燃料電池の多孔性三相膜電極接合体でのイオンと水の輸送機構 

基盤研究(B) 
脇谷尚樹 
（物質工学科） 

オーロラ PLD 法による構造誘起マルチフェロイック薄膜の合成と
巨大相互作用発現 

基盤研究(B) 
二又裕之 
（物質工学科） 

異種微生物間共生系による脱塩素化メカニズムの解析と応用 

基盤研究(B) 
大坪順次 
（システム工学科） 

ブロードエリア半導体レーザにおけるフィラメンテイションの解明と制御 
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研究種目 

審査区分 
研究代表者 研究題目 

基盤研究(C) 
金子透 
（機械工学科） 

光の伝播特性を考慮した水中画像センシング 

基盤研究(C) 
長谷隆 
（機械工学科） 

交通輸送モデルとカオスに関する研究 

基盤研究(C) 
野田直剛 
（機械工学科） 

微視構造を考慮した傾斜機能材料の強度に関する基礎的研究 

基盤研究(C) 
山極芳樹 
（機械工学科） 

宇宙塵を推進剤とする宇宙推進機に関する実験的基礎研究 

基盤研究(C) 
伊藤友孝 
（機械工学科） 

スキル拡張型遠隔作業ロボットを用いた人間機械協調高効率セル生産

システムの構築 

基盤研究(C) 
岩田太 
（機械工学科） 

0.1 アトリットルを滴下制御するナノピペットプローブ顕微鏡微細加工装置

の開発 

基盤研究(C) 
桑原不二朗 
（機械工学科） 

地球観測画像を利用した局地気象予測における多孔質概念の導入 

基盤研究(C) 
福田充宏 
（機械工学科） 

衝動タービン形 CO2 膨張機に関する基礎研究 

基盤研究(C) 
吉田始 
（機械工学科） 

拡張後絞る押出しによるバリ無し歯車の成形に関する研究 

基盤研究(C) 
立岡浩一 
（電気電子工学科） 

新しいシリサイド半導体の結晶成長とエネルギーデバイスヘの応用 

基盤研究(C) 
片山仁志 
（電気電子工学科） 

非線形予見 H 無限大制御理論による障害物回避を目的とする自動操船

システムの開発 

基盤研究(C) 
橋本岳 
（電気電子工学科） 

遠距離における高精度位置計測システムの製作と自然現象計測への応

用 

基盤研究(C) 
渡邊実 
（電気電子工学科） 

プログラマブル・光再構成型ゲートアレイとライターの研究開発 

基盤研究(C) 
高部圀彦 
（物質工学科） 

異種触媒のタンデム的利用による環境調和型不斉合成 

基盤研究(C) 
依田秀実 
（物質工学科） 

弱い相互作用に基づく相関不斉ヒドロキシル化反応の開発と生理活性

物質合成への応用 

基盤研究(C) 
奥谷昌之 
（物質工学科） 

沿面放電法による薄膜のダイレクトパターニング 

基盤研究(C) 
高橋雅樹 
（物質工学科） 

人工光合成逆ミセル集合体を用いた金属ナノ微粒子形成 

基盤研究(C) 
相田一夫 
（システム工学科） 

周波数掃引光を用いた分布増幅光ファイパ伝送路の離散多重散乱光

干渉量測定法の研究 

基盤研究(C) 
泰中啓一 
（システム工学科（兼）） 

格子ロトカボルテラ法による進化の研究 

基盤研究(C) 
関谷和之 
（システム工学科） 

対称性による双方向評価のモデル構築と分析法の開発 

基盤研究(C) 
宮崎倫子 
（システム工学科） 

周期軌道の安定化問題におけるタイムラグの影響に関する研究 

基盤研究(C) 
宮原高志 
（システム工学科） 

下水管渠におけるバイオガス発生リスクの制御に開する研究 

基盤研究(C) 
梅本宏信 
（共通講座） 

触媒化学気相堆積法の酸化性ガスヘの適用 

基盤研究(C) 
菊地光嗣 
（共通講座） 

ミニマイジング・ムーブメントを中心に変分問題、微分方程式等における

諸問題の研究 

基盤研究(C) 
中島伸治 
（共通講座） 

シャック・ハルトマン型位相回復による像再生の研究 
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研究種目 

審査区分 
研究代表者 研究題目 

基盤研究(C) 
星野敏春 
（共通講座（兼）） 

フルホイスラー合金の電子構造・磁性に及ぼす構造欠陥効果の第一原

理計算 

基盤研究(C) 
植田一正 
（共通講座） 

直交配向分子を用いた電子移動を伴わない新規情報伝達素子の合成

と論理回路への展開 

基盤研究(C) 
星賀彰 
（共通講座） 

準線形波動方程式の古典解の時間大域的な挙動の研究 

萌芽研究 
田中繁一 
（機械工学科） 

レーザ援用ナノ粒子集束エアロゾル 3D 積層造形法によるマイクロ知能

材料の製作 

萌芽研究 
荒木弘安 
（機械工学科） 

ハイドロキシアパタイト－チタン医用傾斜機能材料の MIM 法による創生

技術と強度評価 

萌芽研究 
江上力 
（電気電子工学科） 

非線形レーザ顕微鏡を利用したジッターフリーナノ微粒子群 3 次元光メ

モリ 

萌芽研究 
山下光司 
（物質工学科（兼）） 

がん病変組織を画像化して早期発見を普遍化する新規な高性能 MRI
造影剤の研究開発 

萌芽研究 
二又裕之 
（物質工学科） 

高浄化効率を誘導する異種微生物間相互作用の解明 

萌芽研究 
石原進 
（システム工学科（兼）） 

複製配置コストとアクセスコストを両立したデータセントリックストレージ 

萌芽研究 
近藤淳 
（システム工学科（兼）） 

弾性表面波デバイスを用いた薄膜作成法の基礎研究 

萌芽研究 
前田恭伸 
（システム工学科） 

機会論に基づくマーケティングを応用した環境ボランティア獲得の為の

情報システム開発 

若手研究（A） 
石原進 
（システム工学科（兼）） 

車々間アドホックネットワークにおけるセキュアかつ効率的な空間情報共

有機構 

若手研究（B） 
大津広敬 
（機械工学科） 

インフレータブル構造体を利用した新しい再突入飛行体システムの研究 

若手研究（B） 
島村佳伸 
（機械工学科） 

カーボンナノチューブのナノネットワーク構造制御による複合材料の高性

能化 

若手研究（B） 
山下淳 
（機械工学科） 

単眼全方位カメラを用いた移動ロボットによる環境センシング 

若手研究（B） 
真田俊之 
（機械工学科） 

音波照射中のマイクロ・ナノバブルが血管内皮細胞に与える影響 

若手研究（B） 
大橋剛介 
（電気電子工学科） 

対話型スケッチ画像検索への知識発見手法の応用 

若手研究（B） 
関川純哉 
（電気電子工学科） 

アーク放電に起因する接点消耗の低減を目的とした永久磁石埋め込み

型電気接点の研究 

若手研究（B） 
孔昌一 
（物質工学科） 

臨界点近傍の物性値の急激な変化を利用した環境汚染物質除去装置

に関する研究 

若手研究（B） 
間瀬暢之 
（物質工学科） 

完全不斉合成を指向した超効率的有機反応の開発 

若手研究（B） 
守田智 
（システム工学科） 

複雑ネットワーク上のゲームダイナミクスの解析的研究 

若手研究（B） 
足達慎二 
（共通講座） 

変分的手法による特異ハミルトン系の周期軌道存在問題 

若手研究（B） 
古門聡士 
（共通講座） 

電子伝導素子に代わるスピン波束伝播型局在スピン素子の理論的研究 

若手研究（B） 
中島徹 
（共通講座） 

リーマン多様体間の調和写像の特異性と安定性の研究 

若手研究（B） 
平川和貴 
（共通講座） 

DNA 認識による光線力学的療法用光増感剤の活性制御 
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