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はしがき  

 

本報告書は、平成21年度における、静岡大学工学部の教育及び研究活動をまとめたもので

す。本書は、それぞれの学科の活動概要に始まり、続いて学科所属教員の活動、学部内で

推進している研究プロジェクトの活動が紹介されています。資料編では、新聞報道や外部

研究資金に関するデータが紹介されています。 

各教員の活動は、1人２ページにまとめられており、教育及び研究に関する活動が活動目

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21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略しています。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」2009 年度版の発行によせて 

 

                             2009 年度工学部長 柳沢 正 

 

 静岡大学工学部では、1950 年の「静岡大学工学部研究報告」第 1 号の発行以来、冊子体や電子

ファイル、データベースなどの形で、教員の毎年の研究活動成果を公表してきました。そして、

2008 年度より、研究のみならず教育に係る活動も加えて教員個人の活動実績を取りまとめるとと

もに各学科等の教育研究活動の状況も合わせて紹介する形で「静岡大学教育研究活動報告書」を

作成し、工学部ホームページに掲載して公表することにいたしました。 

 本報告書は、その 2009 年度版です。報告書を取りまとめて公表するねらいは、 

 （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。 

 一番目のねらいは、教員個人や各学科等の 1 年間の教育研究活動状況を相互に認識し、それら

の分析と省察により、それぞれ自発的な活性化と今後の展望の構築に繋げていくことです。二番

目のねらいは、社会に当工学部の活動を知ってもらうことであり、良い点は大いに評価していた

だくとともに不十分な点については率直なご指摘をいただき活動の改善を図っていこうというも

のです。三番目のねらいは、毎年度の業務実績報告書をまとめたり大学評価・学位授与機構など

の評価を受けたりする上での基礎データとして活用することです。 

 大学が国立大学法人化して中期目標・中期計画の第 1 期 6 年間の最終年度にあたり、業務が多

忙化するなかで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、並びに報告書を編集し

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、当工学部のさらなる発展に繋がっていくことを期待しています。 
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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。 

機械工学科 

  機械宇宙コース： 

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。 

電気電子工学科 

 情報・通信コース： 

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。 

物質工学科 

   材料科学コース： 

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。 

システム工学科 

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。 

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． 

今年度は，JABEEの継続審査を受審し，指摘事項に対応して確実な改善を行った． 

(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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＜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． 
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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，朝間 淳一，佐藤 元宥 

外国人研究者：邱 方亮（中国桂林工科大学講師，2009.1〜2010.6） 

修士課程：1年（2名） 

研究生：2名 

学 部：4年（10 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，講義前後に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 ○   

キャリアデザイン 学部 2年 0.5  ○  

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． 
 

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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機械工学科 

＜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（刃物やプローブ）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 
   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  
（日本機械学会年次大会） 

（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．(Int. J. of Automation Technology, 3-3, pp. 334-341，2009．日本ＩＦＴоＭＭ会議，精密

工学会秋季大会) 
（４）ベアリングレスモータとは磁気浮上しながら回転するモータで，転がり軸受のように機械的な

接触が無いため，高耐久性，メンテナンス・オイルフリー，無発塵，高速回転などの特長がある． 
  （2009 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition） 
 

学術論文・著書等               
   Toshiharu Tanaka, Jiro Otsuka, and Takaaki Oiwa: Precision Positioning Control by Modeling Frictional 

Behaviors of Linear-Ball Guideway, Int. J. of Automation Technology, 3-3, pp. 334-341.2009． 

解説・特集 

 大岩孝彰：高性能を確保する精密位置決め機構設計の概要，機械設計， 53 巻 NO.12,pp.21-25． 

特許登録 

 大岩孝彰：６自由度位置・姿勢測定装置による機械の運動誤差補正方法，特許第 4311621 号 

特許出願 

 大岩孝彰，寺川 進：駆動装置，特願 2009-134794 号 

 大岩孝彰：滑り直動案内要素の摩擦低減方法，特願 2009-246594 号 

国際会議発表 

 2009 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition １件 

国内学会発表  
精密工学会秋季大会１件 
日本機械学会年次大会１件 
日本ＩＦＴоＭＭ会議１件 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：シーズ発掘試験「パラレルメカニズムを用いた小形光学顕微鏡システム用駆動装置の

開発」，独立行政法人科学技術振興機構 
 他，受託研究１件，奨学寄付金１件 

【 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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機械工学科 

 

 

  

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：1年生（1名），3年生（1名） 

修士課程：1年生（3名），2年生（3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 

情報工学特論  修士 1  ○  

 

＜業績・成果＞ 

・指導学生の受賞・表彰 
  松井 彰良（修士 2 年） 精密工学会画像応用技術専門委員会・映像情報メディア学会メディア工

学研究会委員会 合同サマーセミナー2009 優秀発表賞 2009 年 8 月 28 日. 
川西 亮輔（博士 1 年） IEEE Robotics and Automation Society Japan Chapter Young Award  
2009 年 10 月 12 日. 
河井 良平（修士 2年）  映像情報メディア学会メディア工学研究委員会 学生研究発表会  

優秀発表賞 2010 年 2 月 27 日 

松井 彰良（修士 2 年） 第 15 回ロボティクスシンポジア 最優秀論文賞 2010 年 3 月 15 日 

 

【 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。 

 

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 

＜実績＞  

（１）全方位カメラを搭載した移動ロボットによる 3 次元環境計測について、画像列の特徴点とエッ

ジ情報を併用することによる計測精度の向上の他、種々の拡張を図った。 

（２）プロジェクター投影光をカメラで観測する空間コード化法を用いて、水中物体の 3 次元形状を

計測した。また水中での光の減衰率は波長に依存し、距離が遠いほど青みがかって見える現象に

着目し、水中物体の形状計測の際に得られた撮影距離を用いて、撮影画像の色補正を行った。 

（３）金網越しに撮影した風景画像からぼけた金網を除去することを目的として、金網に焦点の合っ

た画像を用いて逆投影モデルに基づいた画像生成を行う方式を提案した。 

（４）その他、視覚障害者支援、配管内部形状計測、移動ロボットによる地図生成と経路計画、水中

ロボットの設計、立体視画像合成、文書画像処理、部品認識等に関する研究を行った。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

Ryosuke Kawanishi, Atsushi Yamashita and Toru Kaneko: "Three-Dimensional Environment Model 

Construction from an Omnidirectional Image Sequence", Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.21, 

No.5, pp.574-582, October 2009. 

国際会議発表     

・ Ryohei Kawai, Atsushi Yamashita and Toru Kaneko: "Three-Dimensional Measurement of Objects in 
Water by Using Space Encoding Method", Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on 
Robotics and Automation (ICRA2009), pp.2830-2835, Kobe (Japan), May 2009. 

・ Ryosuke Kawanishi, Atsushi Yamashita and Toru Kaneko: "Estimation of Camera Motion with Feature 
Flow Model for 3D Environment Modeling by Using Omni-Directional Camera", Proceedings of the 
2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS2009), 
pp.3089-3094, St. Louis (U.S.A.), October 2009.  

・ Akiyoshi Matsui, Atsushi Yamashita and Toru Kaneko: "Blurred Wire Netting Removal from an Image 
Using Multiple Focusing", Proceedings of the 12th International Conference on Humans and 
Computers (HC-2009), pp.80-85, Hamamatsu (Japan), December 2009. 

他 4 件 

国内学会発表 

松井 彰良, 山下 淳, 金子 透: "金網越し複数焦点画像からの金網除去", 第 15 回ロボティクス

シンポジア講演予稿集, pp.170-175, 奈良, 2010 年 3 月. 
その他、映像情報メディア学会、精密工学会、日本機械学会、電気学会など 17 件 
 

  招待講演 

    金子 透：”画像処理技術の応用を求めて",映像情報メディア学会メディア工学研究会,札幌,2009年10月 

 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

学生相談室相談員 

＜特筆事項＞ 

 受賞・表彰：第 10 回映像情報メディア学会フェロー認定 

 外部資金獲得：科研費 基盤研究(C) 視覚障害者支援のためのコンピュータビジョン 

共同研究 1 件 
 

【 今後の展開 】 

 現在進行中の画像処理・コンピュータービジョン技術の応用に継続して取り組んでいくとともに、

新たな応用の開拓にも力を入れていく。 
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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） 

博士課程：3年（1名）1年（2名） 

修士課程：2年（3名）、1年（5名） 

学  部：4年（7名） 

連携教員：居波 渉（特任助教） 

学術研究員：宮川厚夫、藤森みどり 

 

【 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 3 ○   

電気電子工学  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 ○   

フォトニクス工学  大学院 1 ○   

＜業績・成果＞ 

・指導学生の受賞・表彰 
  辻 真俊（博士 1 年）Best Student Award 受賞  ISOM’09  2009 年 10 月 8 日. 
 
【 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 

 
 

光ナノサイエンス 
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機械工学科 

＜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) Masatoshi Tsuji, Norihiko Nishizawa, Yoshimasa Kawata, "Three-Dimensional Two-Photon 

Bit-Recording With a Compact Fiber Laser", IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 45, pp. 2232-2235, 
(2009). 

2) Yoshimasa Kawata, Masatoshi Tsuji, and Wataru Inami, "Femtosecond Photonics for Three-Dimensional 
High Density Optical Data Storage", Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, Vol. 
3, No. 4, pp. 9-11 (2009). 

3） 川田善正 編集, "顕微分光法 ナノ・マイクロの世界を見る分光法", 分光測定入門シリーズ 第 10 巻 , 
Vol. 10 (2009). 

国際会議発表     

・International Symposium on Optical Memory 2009 他 5 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（Inter Academia2009 など）2 件 
・国内会議（光ディスク懇談会など）4 件 
特許出願・取得 

・「可視光波長未満の厚さの蛍光薄膜」特願 2009-076543 
・「光学顕微鏡」PCT 国外出願 

 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等：「次世代光ディスク データ読み出し簡単に 静岡大、顕微鏡技術を応用」 
日経産業新聞 2009 年 10 月 28 日（水）朝刊 

             
【 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、電子顕微鏡と光学顕微

鏡との融合による高分解能顕微鏡の開発を検討して行く予定である。 
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機械工学科 

 

 

  

兼任・教授  齋藤 隆之 （SAITO Takayuki）   

専任・教授 創造科学技術大学院 環境・エネルギーシステム専攻 

専門分野： 混相流，光応用流体計測技術，環境対策技術  

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

 

【 研究室構成 】  

教    員：教授 齋藤 隆之，助教 真田 俊之    

博士課程：1年（1名） 

修士課程：2年（4名）、1年（5名） 

学  部：4年（5名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  ①卒業研究，修士研究を通して，現象を深くかつ広く考える力を養うとともに，知識を活用する

力を身に付けること． 

  ②成果を学生自ら国内・海外に向けて発表する積極性を身に付けること． 
 

＜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 

環境工学  学部3年 1 ○  

応用英語  学部3年 1 ○   

環境混相流工学  修士1年 1  ○  

 

【 業績・成果 】 

学部学生ならびに修士学生の学会賞受賞は，平成 21 年度だけで 5 件である．平成 13 年より毎年複

数件以上の受賞を継続している． 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

  混相流の階層構造に着目したメカニズムの解明，この成果・知見に基づく技術開発（エネルギー・

環境），実用化を行っている．フェムト秒レーザーなどの先端光技術を流体計測に応用した新たな計

測技術の開発と実用化を行っている．基礎研究から成果の実用化までを産業界と深く関わりながら，

行っている． 

  

＜実績＞  

（１）気泡周囲の液相運動と気泡運動との相互作用 

（２）気泡乱流の階層構造とメカニズム 

（３）光ファイバープローブの開発 

（４）フェムト秒レーザーと水との相互作用 

（５）二酸化炭素の分離・回収・固定技術の開発 

（６）酸性雨計測技術の開発 

混相流，光応用流体計測と環境技術 
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機械工学科 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

(1) Takayuki Saito, Kazuya Sakakibara, Yuki Miyamoto, Masato Yamada: “A Study of Surfactant Effects 

on the Liquid-Phase Motion around a Zigzagging-ascent Bubble Using a Recursive Cross Correlation 

PIV”, Chemical Engineering Journal, Elsevier, Vol. 158, pp. 39–50, (2010). 

(2) Takayuki Saito, Keisuke Matsuda, Yusuke Ozawa, Shingo Oishi and Shin-ichiro Aoshima: 

“Measurement of tiny-droplets using a newly developed optical fiber probe microfabricated by 

femtosecond pulse laser”, Measurement Science and Technology, Institute of Physics, Vol. 20, 

114002, (2009). 

 他 6 編．  

国際会議発表     

Takayuki Saito, Shingo Oishi and Shin-ichiro Aoshima: “Bubble Nucleation and Growth via Interaction 

between Femtosecond-Pulse Laser and Purified Water”, 5th European-Japanese Two-Phase Flow Group 

Meeting, (2009.9). 

他 14 件 

国内学会発表  

日本機械学会，日本混相流学会，化学工学会，応用物理学会，レーザー学会など，計 32 件 
 
招待講演 
 微粒化学会，プサン大学，上海交通大学など，計 4 件 

 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

農水省，新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業 

経産省，地域イノベーション事業補完研究 代表 

経産省，地域新生コンソーシアム事業補完研究 代表 

 
＜管理・運営＞ 

日本混相流学会 副会長 
創造科学技術大学院 環境・エネルギーシステム専攻長，エネルギーシステム部門長 
 

＜特筆事項＞ 

受賞・表彰：   英国物理学会 Outstanding Paper Award 2009（2009 年度最優秀論文賞） 
Takayuki Saito, Keisuke Matsuda, Yusuke Ozawa, Shingo Oishi and Shin-ichiro Aoshima: “Measurement 
of tiny-droplets using a newly developed optical fiber probe microfabricated by femtosecond pulse laser”, 
Measurement Science and Technology, Institute of Physics, Vol. 20, 114002, (2009). 
 

外部資金獲得 ：科研費 基盤Ａ 継続 研究代表 

         新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業 
共同研究 1 件 

 

【 今後の展開 】  

 先端光技術と流体工学との融合を図り，新たな学術分野を開拓する．また，環境・エネルギー技術

への応用を積極的に進める． 
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機械工学科 

 

 

  

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（3名）、1年（1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               

・Residual Stress Distribution Under Hardening Layer of Carburized Transmission Gear by Neutron 

Diffraction (Y. Sakaida, M. Kawauchi and M. Manzanka), Advances in X-ray Analysis, Vol.52, pp. 

561-568(2009). 

国際会議発表     

・Residual Stress Evaluation of Carburized Steel Using Neutron Diffraction and Finite element Methods 
(Y. Sakaida T. Serizawa, M. Kawauchi and M. Manzanka), The 5th International Conference on 
Mechanical Stress Evaluation by Neutrons and Synchrotron Radiation (MECA SENS V), p.40 (2009), 
Mito, Japan 

国内学会発表  

・日本機械学会 計 3 件 
特許出願・取得 

 ・審査請求中 1 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

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．34 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．2009 年度は夏に実施し，機械のテーマ（福田教授）に磐田南から 9 名，

浜松工業 6 名の 15 名が参加しました． 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：民間企業 1 社との共同研究を実施 

 

【 今後の展開 】  

 材料の機械的性質や変形，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（3名）、1年（1名） 

学  部：4年（6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

種程度の流れおよび予測が困難とされる衝突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) 野村駿，橋詰諒, 島信行, “逆圧力勾配乱流境界層の数値予測”, 日本機械学会論文集(B 編), 76

巻 761 号, 49-56, 2010. 

2) S.Yokojima, N.Shima, “Applicability of elliptic-relaxation method to free-surface turbulence”, Fluid 

Dynamics Research, 42, 035505, 2010. 

3) 島信行，“乱流工学ハンドブック（笠木伸英ほか編）”，分担執筆：12.6 節 応力方程式モデル，

289-300,  朝倉書店，2009.   

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) 早川直毅, 野村駿，島信行, “応力方程式モデルによる平面衝突噴流の数値予測”, 日本流体力学会

年会 2009, 東京, 2009 年 9 月. 
2) 野村駿, 島信行, “強い逆圧力勾配を伴う乱流境界層の数値予測”, 第 23 回数値流体力学シンポジ

ウム, 仙台, 2009 年 12 月. 
3) 野村駿, 島信行, “応力方程式モデルによる加速境界層の数値予測”, 日本機械学会東海支部第 59

期総会・講演会，名古屋, 2010 年 3 月 
 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

城北地区交通対策委員会委員長 

 

【 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 

 
 

 

【 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 

＜実績＞  

（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）二酸化炭素援用切削に関する研究 

  ドリルによるドライ穴あけ加工に際して、エンドミル加工では有効な窒素切削はドリル加工には 

  適していない。そこで切削点に二酸化炭素を供給すると切削温度によって潤滑皮膜が形成され、 

  穴あけ切削性を大幅に改善できることを示した。 

（４）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) “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) 

2) “The assistant Effect of Nitrogen Atmosphere on MQL Cutting Performance, ” ,H. Shizuka, K. Sakai, 

Y. Suzuki, Progress of Machining Technology,321-324(2009) 

国内学会発表  

・日本機械学会、精密工学会など、計 8 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・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 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：   共同研究 7 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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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， 藤井 朋之 助教 

研 究 員：ユンペン・ジャン（外国人研究員） 

博士課程：2年（1名）， 修士課程：2年（3名），1年（3名）， 学部 4年：（6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＞ 

   

 

 

 

 

 

 

 
【 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）塑性変形場に発生・進展する応力腐食割れ微小き裂の挙動に関する基礎研究 

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)は溶接残留応力な

ど塑性変形場に発生・進展する．塑性変形場に発生・進展する応力腐食割れ微小き裂の挙動を

明らかにするために，き裂の破壊力学パラメータの解析および塑性変形場でのき裂進展試験の

研究プログラムを策定し，研究を開始した．  

（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有限要素法の開発 

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．これらの影響を考慮するために既に開発している微視力学モデルに基づいて有限

要素法を開発した．この有限要素法を用いて，粒子分散複合材料中のき裂先端での損傷場，応

力場を明らかにする予定である．  

（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 

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 
 

機械工学科
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  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およびＸ線回折解析を行い，

強度特性を反応生成物の観点から明らかにした． 

（4）炭素繊維強化樹脂（CFRP）積層板の接着継手の破壊挙動と強度評価 

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 積層板の接合技術の一つとして，種々の接着継手について，実験および応力特

異性の解析を行い，破壊過程と強度の支配因子の観点から検討するとともに，有効な継手形状

および強度評価法を提案した．  

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等  

1) K. Tohgo, H. Suzuki, Y. Shimamura, G. Nakayama and T. Hirano, "Monte Carlo Simulation of Stress 

Corrosion Cracking on a smooth surface of Sensitized Stainless Steel Type 304", Corrosion Science, 

Vol. 51 (2009), pp.2208-2217. 

2) Y. Jiang, K. Tohgo and Y. Shimamura, "A micro-mechanics model for composites reinforced by 

regularly distributed particles with an inhomogeneous interphase", Computational Materials Science, 

Vol.46 (2009), pp.507-515. 

3) 東郷敬一郎，大熊伴哉，島村佳伸，尾嶋良文, "構造用鋼スポット溶接継手の疲労強度と破壊

形態に関する EFM 解析による考察", 材料, 58 巻 7 号(2009), pp.627-634. 

4) S. Hassanifard, M. Zehsaz, K. Tohgo and T. Ohguma, "The Prediction of Fatigue Crack Initiation Life 

in Spot Welds", Strain, Vol.45 (2009), pp.489-497. 

5) K. Tohgo, Y. Itoh and Y. Shimamura, "A Constitutive Model of Particulate-Reinforced Composites 

Taking Account of Particle Size Effects and Damage Evolution", Composites: Part A, Vol.41 (2010), 

pp.313-321. 

国際会議発表件数   
・12th International Conference on Fracture, Otawa, Canada, (2009.7). 他 4 件 

国内学会発表件数  
・日本機械学会，日本材料学会など 12 件 

招待講演件数   
・日本塑性加工学会第 278 回塑性加工シンポジウム「延性破壊の現象と基礎」(2009.10.7) 
・嶺南大学（韓国）「Mechanics and Application of Composite Materials」（2009.9.29） 計 2 件 

受 賞 

・日本機械学会材料力学部門業績賞「破壊力学および複合材料工学分野における一連の研究」 
（2009.7.25） 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・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 3 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，超高張力鋼板および軟鋼板のスポットウェルドボンド継手の疲労破

壊機構および強度特性を明らかにしていきたい．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． 
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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  

 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：鳥居 孝夫    

修士課程：2年（2名）、1年（4名） 

学  部：4年（8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）ポリウレタンの減衰特性のモデル化 

  より変形の大きい領域での測定が可能な実験装置を考案・製作した。 

（２）人体のねじり振動特性のモデル化 

  椅子に座った状態でのねじり振動の研究に着手し、測定を開始した。 

（３）人のバランス感覚に関する研究 

  人のバランス制御モデルを提案し、その妥当性を検証した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) Modelization of Dynamic Property of Polyurethane Foam, Takao TORII, Jun IGARASHI, Kazutaka 
TERAWA and Nobuyoshi MORITA, JSME Journal of System Design and Dynamics, Vol.3(2009), No.6, 

機械・構造物の振動解析 
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機械工学科 

pp.1011-1017.  
 
2) 鳥居孝夫,五十嵐淳,寺輪和貴,森田信義，“ポリウレタンフォームの動特性のモデル化”日本機械

学会論文集(C 編) 75/753,1444-1449 
 

国内学会発表 

・ ”人のバランス制御系のモデルに関する研究” ，清水昌幸，齋藤辰弥，鳥居孝夫 

・ ”人のバランス制御系のモデルに関する研究（バランス制御モデルの改良）”，清水昌幸，

齋藤辰弥，鳥居孝夫  

・ ”体圧分散効果を有するウォーターマットの開発” 杉野典利,鳥居孝夫,美津島隆,山内克

哉,高野純一,森田信義 

 
【 その他の事項 】 

 

＜管理・運営＞ 

工学部教務委員会の委員長を務めた。 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 各種の技術相談を受け入れ、共同研究を開始する事により資金を獲得している。 

 

【 今後の展開 】  

 現在のテーマを発展させるべく、あたらしい装置の製作をしたり、あたらしい実験に着手したりし

ているので、これを確実に成果に結びつけたい。 
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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（2名）、1年（1名） 

学  部：4年（8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）エンジンシリンダとピストンリングのトライボロジー特性評価 

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 

塑性加工におけるトライボロジー 
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機械工学科 

  （２）FEM シミュレーションによる金型損傷に関する研究 

  （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 

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. 
  

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・新素材・新成形技術講座および事業化研究会 
・技術指導   

 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等：中日新聞等３件程度 
外部資金獲得：    共同研究 10 件程度 
 

【 今後の展開 】  
塑性加工に限らず、広くものづくり技術に関する基礎的および応用的研究開発を行うとともに、

地域ものづくり企業の技術開発支援を行う。 
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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 

博士課程：1年（2名）    

修士課程：2年（3名）、1年（5名） 

学  部：4年（5名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 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 

 

 

 

 

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 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “A porous media approach for bifurcating flow and mass transfer in a human lung”, Fujio 
Kuwahara ,Yoshihiko Sano, Jianjun Liu and Akira Nakayama, ASME,VOL.131,10,pp. 101013-1-5, 
2009. 

2) “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.  

3) Numerical modeling of a composting process with aeration, Kuwahara, F., Sano, Y., Nakayama, A., 
Nakasaki, K., Fukazawa, T.，Journal of Porous Media 12 (10), pp. 927-938, 2009. 

4) “A study on interstitial heat transfer in consolidated and unconsolidated porous media”, Nakayama, A., 
Ando, K., Yang, C., Sano, Y., Kuwahara, F., Liu, J., Heat and Mass Transfer/Waerme- und 
Stoffuebertragung 45 (11), pp. 1365-1372, 2009. 

5) “A simple mathematical model for determining the equivalent permeability of fractured porous 
media”, Liu, J., Sano, Y., Nakayama, A., International Communications in Heat and Mass Transfer 36 
(3), pp. 220-224, 2009. 

6) “A macroscopic model for countercurrent bioheat transfer in a circulatory System”, Journal of Porous 
Media A. Nakayama, F. Kuwahara and W. Liu, ,VOL.12-10,pp. 927-938 2009. 

7) “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.  

8) “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. 

国際会議発表     

・A. Nakayama, “A porous media approach for complex heat and fluid system”, 2009 International Forum 
on Porous Flow and Applications (IFPFA 2009), Wuhan, China, April 24-26, 2009, 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 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

日本学術振興会外国人研究者受入，Prof. M. Mobedi, 2010.1.10-2010.2.20 

＜管理・運営＞ 

日本機械学会東海支部副支部長 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：平成 21 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  

 
 

【 研究室構成 】  

教    員：長谷 隆、益子岳史助教 

修士課程：2年（1名）、1年（2名） 

学  部：4年（7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 ○   

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 s 通の混雑発生と避難シミュレーション。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

共著書               

1) T. Nagatani “Models and Simulation for Traffic Jam and Signal Control” in Road Traffic,  

eds. S. E. Paterson, L. K. Allan, Chapter 1, pp.15-224, 2009, Nova Science Publishers, New York. 

 
学術論文               

1) “Freezing transition in mean-field approximation model of pedestrian counter flow” T. Nagatani,  

Physica A 388, 4973-4978 (2009). 

2) “Traffic flow on toll highway with electric and traditional tollgates” K. Komada, S. Masukura,  

T. Nagatani, Physica A388, 4979-4990 (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) “Freezing transition in bi-directional CA model for facing pedestrian traffic” T. Nagatani, Phys. Lett. 373,  

2917-2921 (2009). 

4) “Hardening by softing in a flow of chainlike self-driven objects” T. Mashiko, Y. Imanishi, R. Kuwajima, 

T. Nagatani, Physica A 388, 3202-3212 (2009). 

5) “Vehicular motion on selected path in 2d traffic network controlled by signals” T. Nagatani, Physica A 

388, 2911-2921 (2009). 

6) “Effect of gravitational force upon traffic flow on sag and hills” K. Komada, S. Masukura, T. Nagatani,  

Physica A 388, 2880-2894 (2009). 

7) “Jamming transitions induced by a slow vehicle in traffic flow on multi-lane highway” S. Masukura,  

T. Nagatani, K. Tanaka, J. Stat. Mech, P04002+17 (2009). 

8) “Traffic states and fundamental diagram in cellular automaton model of vehicular traffic controlled by 

signals” T. Nagatani, Physica A 388, 1673-1681 (2009). 

9) “Traffic states induced by slowdown sections on two-lane highway” H. Hanaura, S. Masukura, T. 

Nagatani, Physica A 388, 1196-1206 (2009). 

10) 「速度制限区間によって発生する交通渋滞と特性」 増倉秀一、田中克典、長谷隆、日本流体

力学会誌「ながれ」28 巻 1 号 55-63 (2009)． 

 

国際会議発表     

・ K. Komada, T. Nagatani“Modelling and Simulation for Vehicular Traffic in City Network Controlled 
by Signals” 2009 IEEE Toronto International Conference: Science and Technology for Humanity, 
Canada, 26-27 September 2009. 

・ K. Komada, S. Masukura, T. Nagatani “Jam and fundamental diagram in traffic flow on sag and hills” 
Eighth International Conference on Traffic and Granular Flow, China, 22-24 June 2009. 

        
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学振興基金事業部会副委員長、機械工学科定員委員会委員 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費 基盤研究（C）「都市交通の信号制御とシミュレーション」 
 

【 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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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  

 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：野田 直剛    

修士課程：2年（4名） 

学  部：4年（6名） 

 

【 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  ○ 

材料力学II  学部2年 2 ○   

弾性力学  学部3年 1 ○   

応用弾性力学  大学院1,2年 1 ○   

 

【 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) “Nonlinear Transient Behavior of a Piezothermoelastic Laminated Beam Subjected to Mechanical Thermal 

and Electrical Load”, Y. Watanabe, M. Ishihara and N. Noda,  Journal of Solid Mechanics and Materials 

熱応力解析と傾斜機能材料 
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Engineering, Vol.3, No.5, pp.758-769, (2009-5).  

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

Noda, “Mechanics and Model Based Control of Smart Materials And Structures” edited by H. Irschik, M. 

Krommer, K. Watanabe & T. Furukawa, Springer-Verlag, pp. 85-94, (2010) 

 

国際会議発表     

1) “T Control of Dynamic Characteristics of a Circular Saw   by Axi-symmetric Tensioning”, M. Ishihara, Y. 
Ootao, N.Noda, Asian Pacific Conference for Materials and Mechanics 2009, Yokohama, a128, November 
13-16, 2009,(2009/12/14). 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

学長補佐（企画） 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：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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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  

 
  

 

【 研究室構成 】  

教    員：平田 邦夫 

修士課程：2年（4名）、1年（3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2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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＜実績＞  

（１）宇宙用ロケットの信頼性向上 

大型の輸送ロケットについて、信頼度成長法を用いて故障モデルを構築し、ロケットの

成功率を向上させる方法を提案した。 

大型ロケットの地上着火エンジンについて、タップオフサイクルを適用し、燃焼室の溶

融冷却を行うことで、低コストで信頼性の高いロケットエンジンを提案した。 

（２）再使用型ロケットの検討 

再使用型ロケットに複合材料を適用し、性能とコストの観点から、最適な形態の将来型

ロケットを提案した。 

（３）航空機用ジェットエンジンの燃料消費率の向上 

ターボシャフトやターボファンエンジンにランキンサイクルを付加することにより、

優位な性能を持つ航空用エンジンを提案した。 

（４）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  

・齋藤圭佑、平田邦夫、H-IIA 固体補助ブースタの液体化による将来型ロケットの検討、宇宙科

学技術連合講演会、京都、2009 年 9 月 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・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 

・NPO 日本宇宙少年団静岡県支部（理事） 
・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  

・工学部機械工学科：学科長 
・工学研究科機械工学専攻：専攻長 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得 ：地球観測衛星開発費補助金 小型望遠観測器のユニット化技術 
：共同研究  1 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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専任・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（1名） 

学  部：4年（6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 

情報処理  学部1年 1 ○  

流れ学  学部1年 2  ○ 

機械工学演習Ｉ  学部1年 2  ○ 複数担当（2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 ○   

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）斜板形圧縮機におけるシュー挙動 

斜板形圧縮機の斜板に電極を取り付け，静電容量法により実機運転中のシューの挙動をモニタし

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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た．また，モデル試験装置において光干渉縞によりシューの挙動を明らかにした． 

（２）圧縮機吐き出し管路における油循環率測定 

圧縮機吐き出し管路において，冷媒に含まれる油滴による光の散乱強度を検出することにより，

冷凍サイクルにおける油循環率の測定を可能とした． 

（３）膨張機を使用した二酸化炭素冷凍サイクルの均油システムに関する研究 

膨張機を使用した二酸化炭素冷凍サイクルの均油システムにおいて，油および熱移動現象を明ら

かにした． 

（４）スクロール圧縮機におけるスクロール歯形の押しつけ力に関する研究 

スクロール圧縮機の軸受け油膜解析により，スクロール歯形間に生じる押しつけ力の発生機構を

明らかにした 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) M.Fukuta, T.Yanagisawa, M.Higashiyama, Y.Ogi, “Performance of Vane-type CO2 Expander and 

Characteristics of Transcritical Expansion Process”， Int. J. of HVAC&R Research, Vol. 15, No.4, 

pp.711-727, 2009.7. 

2) M.Fukuta, M.Ito, T.Yanagisawa, Y.Ogi, “Refrigerant concentration measurement at compressor oil sump 

by refractive index (concentration of R410A in PVE oil)”, Int. J. of Refrigeration, Vol.32, No.2, 390-397, 

2010.3.  

国際会議発表     

・M. Fukuta, M. Adachi, T. Yanagisawa, Y. Ogi, “Transcritical leakage flow in CO2 expander”, 2010 Int. 
Symposium on Next-generation ACR Tech., GS15, 2010.2. 

国内学会発表  

日本冷凍空調学会年次大会等 6 件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

国際会議に参加したり，姉妹校教授との合同セミナーを開催したりして国際交流に務めた。 
出張授業 浜松工業高等学校 
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＞ 

学科カリキュラム検討委員会委員長，インターンシップ担当 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等：学生フォーミュラ活動に関して 新聞報道 7 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 
外部資金獲得：   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（代表） 

      共同研究 4 件（代表），1 件（分担） 
                   奨学寄附 2 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にも挑戦する． 
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兼担・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: http://ktm11.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】  
教    員：三浦 憲二郎    

博士課程：1年（2名）、 

修士課程：2年（2名）、1年（3名） 

学  部：4年（5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，コ

ンピュータグラフィクス，および画像処理工学の教育を行う。 
 

＜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  ○ 

数値解析  学部2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 
高橋賢治,“GPU を用いたリアルタイム手振れ補正ソフトウエアの開発,”情報処理推進機構(IPA), 未
踏ユース，スーパークリエータ認定 
高橋賢治，2009 年度静岡大学学長表彰 

 
【 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、GPU を用いた動画像処理や
知的光計測などの画像処理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）GPU(Graphics Processing Unit)を用いた動画像処理 
（３）局在光による形状計測とデジタル超解像 
（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 

デジタルスタイリングデザイン 
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  新たな曲線、曲面式を提案した. 
（２）絞加工システムの開発 
  曲面にシボを生成するシステムを開発するとともに特許を出願した。 
（３）GPU を用いた手振れ振動補正とモーションブラー除去 
（４）メッシュの segmentation 
  メッシュを解析曲面に分類するシステムを開発した。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               
1) 上利真一，三浦憲二郎，藤澤誠，西川知伸，羽田隆志，“複合リズム対数型美的曲線の入力とそ

の意匠デザインへの応用”, 日本機械学会論文集，Vol.75, No.756, pp.2159-2164, 2009.  
2) 三浦憲二郎，上利真一，秋江俊尚，吉田典正，斎藤隆文，“平面曲線に対する離散的 log-aesthetic
フィルタの開発とその空間曲線と曲面への拡張法の提案”, 画像電子学会誌，Vol.38, No.4, 
pp.414-422, 2009.  

3) 藤澤誠，三浦憲二郎，“体積保存性を考慮した核沸騰シミュレーション”, 画像電子学会誌，Vol.38, 
No.4, pp.441-448, 2009. 

国際会議発表     
・T. Okamoto, M. Fujisawa, K.T. Miura, “An interactive simulation system for flying Japanese kites”, 

Proceedings of the 2009 ACM SIGGRAPH Symposium on Video Games, pp.47-53, 2009.  
・K. Takahashi, K.T. Miura, “Video Stabilization and Motion Deblurring on GPU”, Proceedings of the 2009 

ACM SIGGRAPH Asia, Poster & Sketches, 2009. 
・K.T.Miura, R.U. Gobithaasan, Generalization of Log-Aesthetic Curve, 12th International Conference on 

Humans and Computers 2009. 
・Ryo Shirahata, Shinichi Agari, Kenjiro T. Miura, Input of Log-aesthetic Curves by Control Points - Plugging 

an LA Curve Module in a Commercial Geometric Modeler, 12th International Conference on Humans and 
Computers 2009. 

・Junji Sone, Takeshi Nishimura, Itaru Kaneko, Katsumi Yamada, Yoshimasa Tokuyama, Kouichi Konno, 
Kenjiro T. Miura, A Cloud-rendering Method Using Ray Tracing and Smoothed Particle Hydrodynamics, 
12th International Conference on Humans and Computers 2009. 

国内学会発表  

精密工学会、情報処理学会など、計 9件 

 
特許出願・取得 

 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） 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

国際会議（HC2009 を実行委員長として開催）に参加し国際交流に務めた。 
＜管理・運営＞ 

設計工学専攻長、工学部入試委員会副委員長，創造技術大学院インフォマティクス部門副部門長 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： １．科研費基盤（Ｂ）分担研究者 ２．東海産業技術振興財団助成 ３．エイ･ダ
ブリュ･エンジニアリング奨学寄附金 ４．共同研究 1 件 

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. (2009 年度情報処理学会山下記念研究賞) 
 

【 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、知的
光計測により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，課題を課し，時間がかか

っても学生が課題の発表をする時間を設けている． 
 

＜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 

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，質量特性を考慮した方法の有効性を確認した． 

(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．この方法では，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する．一つの重りと一つのばねを取付けて部分構造の

大形宇宙構造動力学 
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機械工学科 

振動試験を行うことで，大形構造物の振動特性を推定できることを明らかにした． 

(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，そ

の有効性を示した． 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書     

・ Misawa, M., "Component Modal Tests with Additional Mass and Stiffness," AIAA Journal, To be 
published. 

国際会議発表     

・ Misawa M., and Kawasoe H., "Component Modal Tests to Identify the Dynamic Characteristics of 
Large Structures - Effect of Modeling Errors," SEM Annual Conference & Exposition on Experimental 
and Applied Mechanics, Paper No. 34, 2009. 

国内学会発表  

・ 辰見，三澤，"予張力を考慮したケーブルネットワークの変形解析"，第 18 回スペース・エンジニアリン

グ・コンファレンス，F4，2010. 
他２件 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

定員委員会委員 
学部 FD 委員会委員 
学科 FD 委員会委員 

 

【 今後の展開 】  

(1) システム同定法 

   更なる予測の高精度化を目指して，精度の高い連立一次方程式の近似解法を検討し，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：3年（1名） 

修士課程：2年（1名）、1年（2名） 

学  部：4年（3名） 

連携教員：福田充宏 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 

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） 

 

【 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示す。 

 （1）冷凍サイクル用膨張機および膨張機構の研究 

 （2）冷媒/冷凍機油混合物の過渡分離特性の研究 

 （3）カーエアコン用圧縮機の斜板・シュー間の潤滑特性の解明 

 

＜実績＞  

 (1) 冷凍サイクル用膨張機および膨張機構の研究 

   二酸化炭素冷凍サイクル用膨張機内で起こる遷移臨界膨張過程の特性をモデル実験により明

らかにした。またタービン形膨張機の製作し性能試験を行なった。 

 (2) 冷媒/冷凍機油混合物の過渡分離特性の研究 

   二酸化炭素冷媒圧縮機で起こる二酸化炭素と冷凍機油(PAG)の混合物の減圧に伴う冷媒の分離

現象に関し、減圧モデル実験装置によりその特性を明らかにした。 

冷凍空調システムに関する研究 
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機械工学科 

 (3) カーエアコン用圧縮機の斜板・シュー間の潤滑特性の解明 

   斜板形圧縮機の斜板・シュー間の潤滑特性を静電容量法により計測し、圧縮行程開始時にくさ

び形油膜の形成を確認した。また、可視化モデル実験によりシューの挙動を明らかにした。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

・M. Fukuta, T. Yanagisawa, M. Higashiyama, Y. Ogi, “Performance of Vane-type CO2 Expander and 

Characteristics of Transcritical Expansion Process”, Int. J. of HVAC & R Research, Vol. 15, No.4, 

pp.711-727 (2009). 

 ・M. Fukuta, M. Ito, T. Yanagisawa, Y. Ogi, “Refrigerant concentration measurement at compressor oil 

sump by refractive index (concentration of R410A in PVE oil)”, Int. J. of Refrigeration, Vol.32, No.2, 

pp.390-397 (2010).  

国際会議発表     

・M. Fukuta, M. Adachi, T. Yanagisawa, Y. ogi，“Transcritical lekage flow in CO2 expander”，2010 

International Symposium on Next-generation ACR Technology, Tokyo (2010.2). 

国内学会発表  

・伊藤，福田，柳沢，“冷媒と油の混合率測定に用いる臨界角センサの特性”，第 43 回空気調和・

冷凍連合講演会（2009.4）． 

・中原，福田，柳沢，小木，鈴木，“斜板形圧縮機における斜板・シュー間の油膜挙動測定”，日本

冷凍空調学会年次大会（2009.10）． 

 他 4 件 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

 工学部長 

＜特筆事項＞ 

 新聞報道等 

 ・“工学フォーラム 2009 「安心・安全」を支える科学技術とサステナブルな社会の実現”，読売

新聞（全国版，PR のページ），2009 年 10 月 25 日． 

 ・“日経ユニバーシティ・コンソーシアム「未来を創る工学」～産業技術立国の実現に向けて～”，

日本経済新聞（全国版，シンポジウム紹介），2009 年 12 月 25 日． 

 受賞 

 ・福田，鈴木，柳沢，日本冷凍空調学会賞（学術賞）（2009.5），「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・アジア学術賞（2009.5），「音速による冷媒／油混合物の

混合率測定」 

 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 2件） 

 

【 今後の展開 】  

 学部長を退任するので、新たに大学において求められる職務に励んでいきたい。もし研究時間が取

れるならば、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したい。 
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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（7名）、1年（6名） 

学  部：4年（7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 ○  

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） 

 

【 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 

 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 22 年夏に実験予定。 

文部科学省超小型衛星開発事業「小型望遠鏡観測機のユニット化技術」（サブプロジェクトマネー

ジャー）に採択され、観測システムを搭載するテザー衛星の設計を行った。 

（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。帯電微粒子の加速を確認した。 

（３）プラズマセイルの研究 

将来型宇宙輸送システムの研究 
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機械工学科 

 本年度科研費（分担）に採択された。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) Investigation of Endurance performance of Carbon Nanotube Cathodes, (N. Saito, Y. Yamagiwa, Y. 

Ohkawa, S. Nishida, S. Kitamura) Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space 

Sciences, Space Technology Japan, Vol.7, pp. Pb125-Pb130, (2009) 

2) Development of an Electrodynamic Tether from a Small Satellite, (Y. Kobayashi, Y. Yamagiwa, H. 

Otsu, S. Kawamoto) Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences, Space 

Technology Japan, Vol.7, pp.Pc49-Pc54, (2009). 

ほか 4 編 

国際会議発表     

1) Orbital Altitude Keeping System by Using Electrodynamic Tether, A. Nakajima, H. Masuda, K. 

Okamoto, S. Miwa, Y. Yamagiwa, Proceedings of Asian Joint Conference on Propulsion and Power, 

Paper No.AJCPP-2010-094, pp.1-4 (2010) Miyazaki, Japan. 

2) Current Collection Experiment of Bare Electrodynamic Tether Using Sounding Rocket, Y. 

Yamagiwa, A. Kanbe, M. Wakatsuki, K. Tanaka, M. Sumino, T. Watanabe, H. Sahara and H. A Fujii, 

Proceedings of 27th International Symposium on Space Technology and Science, ISTS paper 

2009-b-56, pp.1-6 (2009) Tsukuba, Japan. 

ほか 4 編 

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 13 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

出張授業：静岡県立御殿場南高校、静岡市立高等学校 
浜松商工会議所宇宙利活用研究会（ＳＡＴ研）アドバイザー 
ほか 
 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 

(1) 磁気プラズマセイルの推進性能評価と最適化 

  平成 21 年度～平成 24 年度、基礎研究 A（分担者） 

(2) 文部科学省超小型衛星開発事業「小型望遠鏡観測機のユニット化技術」 

     平成 21 年度，補助金（文部科学省），（内静岡大学分） 

 

【 今後の展開 】  

平成 22 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、平成 21 年度に観測装置で採択された文部科学省超小型衛星開発事業に加え地元

メーカー、大学とともに平成 22 年度の文部科学省超小型衛星開発事業には衛星自体として応募し、

浜松独自の衛星開発を目指す。 
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機械工学科 

 

 

  

専任・准教授  朝間 淳一 （ASAMA Junichi） 

機械工学科 

専門分野：精密メカトロニクス，ベアリングレスモータ 

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

【 研究室構成 】  

教    員：朝間 淳一 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

「応用英語 C」では，英語の教科書と学術論文を教材として用い，文法，語彙，読解力のさら

なる向上を目指す．予習課題を与えることで，理解を深める．「メカトロニクス」では，ロボット，

自動車，工作機械，プリンタ，家電製品などのメカトロニクス製品を設計するために必要な，機

械技術者としての基礎的素養を養うことを目標としている．実物の回覧やプロジェクタを用いた

動画説明により，システムの動作，原理，構成に関する理解を深める．「設計製図」では，CAD
のスキルアップと，機械要素設計の応用力向上を目標としている．演習中に巡回することで，学

生からの質問対応やコミュニケーションを図る． 
 

＜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 ○   

応用英語C 学部3年 1 ○   

機構学特論 大学院1，2年 1 ○  担当教員2名 

設計製図 学部3年 2  ○ 担当教員7名 

メカトロニクス 学部3年 1  ○ 担当教員2名 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

ベアリングレスモータとは，主軸が磁気力により非接触で支持されながら回転が可能な電磁回

転機である．2009 年度は，①遠心式補助人工心臓用ベアリングレスモータにおける磁気支持力の

干渉低減，②1 自由度制御形ベアリングレスモータの新しい構造と制御方法の実現，③円板回転

子を有する 1 自由度制御形ベアリングレスモータの実現，が目標であった．また，自由度パラレ

ルメカニズム用の駆動アクチュエータとして，④ボイスコイルモータを用いた新しいインチワー

ク機構の実現も目標であった．上記研究，および昨年度の研究成果に対して，年間 5 件のジャー

ナル論文，10 件の学会発表を目標としている． 

 

＜実績＞  

① 遠心式補助人工心臓用ベアリングレスモータにおける磁気支持力の干渉低減 

回転子の半径方向（X, Y）を能動的に制御するベアリングレスモータシステムにおいて，

Y 軸電流に対して X 軸方向に干渉力が作用する．固定子に施された巻線を分散させること

ベアリングレスモータの基礎・応用研究 
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で，干渉力が低減可能なことを数値解析で示した． 

② 1 自由度制御形ベアリングレスモータの新しい構造と制御方法の実現 

軸方向のみを能動的に制御し，傾き方向と軸方向の運動は自動的に拘束する新しい構造

のベアリングレスモータの提案，解析，試作を行った． 

③ 円板回転子を有する 1 自由度制御形ベアリングレスモータの実現 

従来の回転子構造は，軸方向に長い円筒形状であった．円板形状の回転子を有するベア

リングレスモータ実現のため，電磁場解析により，新しい構造を提案し，磁気浮上可能な

寸法等を探索した． 

④ ボイスコイルモータを用いた新しいインチワーク機構 

従来の圧電素子を用いたインチワーム機構では，アクチュエータとクランプ用にアンプ

を 3 台必要としていた．永久磁石を用いた磁気回路を巧みに構成することで，アンプ 2 台

で動作可能なインチワーム機構を提案し，電磁場解析により寸法を決定し，試作を行った．  

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1. Junichi Asama, Miya Amada, Norimasa Tanabe, Naoya Miyamoto, Akira Chiba, Satoru Iwasaki, 

Masatsugu Takemoto, Tadashi Fukao, and M. Azizur Rahman, “Evaluation of a Bearingless PM Motor 

with Wide Magnetic Gaps”, IEEE Transactions on Energy Conversion (in press).（他 8 件） 

国際会議発表 

1. J. Asama, A. Chiba, T. Oiwa, T. Fukao, and M. A. Rahman, “A Design Consideration of a Novel 

Bearingless Disk Motor for Artificial Hearts”, IEEE Energy Conversion Congress and Exposition 

(ECCE) 2009, pp. 1693-1699, Sep. 19-24, San Jose, California, USA, 2009.（他 4 件） 

国内学会発表 

1. 朝間淳一, “磁気力による非接触回転が可能なベアリングレスモータの基礎・応用研究”, 第 20 回会

員企業交流会, 12 月 8 日, 浜松, 2009.（他 8 件） 

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

国際会議に出席し，海外の研究者と交流を深めた．また，Memorial University of Newfoundland
（Canada）の Prof. Rahman，Michigan State University (USA)の Prof. Peng を訪問した． 
＜管理・運営＞ 
浜松キャンパスの特管物委員，発明審査委員を務めた． 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 科研費若手(B) 1 件，民間助成金 2 件採択． 
 

【 今後の展開 】  
ベアリングレスモータの研究，およびボイスコイルインチワーム機構の研究を継続する．また，

超高速モータなどの新しい研究分野にも積極的に挑戦する． 
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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（6名） 

学  部：4年（5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 ○  

ラボワーク   学部3年 1  ○ 担当学生3名 

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-” 

学生課外活動 学生サークル「静大ロボットファクトリー」 

       ・レスキューロボットコンテスト 2010 書類審査を 8 位で通過．（2010 年 2 月） 

           ・日本機械学会ロボットグランプリ出場予定 （2010 年 3 月 27 日） 

 

【 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． 

 

ロボット・制御技術の応用 
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＜実績＞  

（１）NIRS（Near-InfRared Spectroscopy）を用いたブレインマシンインターフェースの構築 

脳血流の変化を測定し，人と機械（ロボット）とのインターフェースとして用いる手法を検

討し，身体動作や感情など，様々な状態を血流変化から識することに成功した． 

（２）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・改良し，効果を検証した． 

（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．また，導出した作業戦略マップに基づいて，初

心者の作業支援を試み，作業結果が大幅に向上することを確認した． 

（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，実証実験により提案手法の有効性を確認した． 

 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表 6 件 
・伊藤，中村，佐合，人体下肢の運動計測・評価システムの構築，第 15 回ロボティクスシンポ

ジア，吉野，2010 年 3 月 26 日 
・伊藤，石川，高橋ほか，遠隔操作ロボットを用いたスキル抽出に関する研究(スキル抽出のた

めのマスタスレーブ型作業システムの構築)，日本機械学会東海支部第 59 期総会講演会，名

古屋，2010 年 3 月 
・伊藤，伊藤，渡邊ほか，遠隔操作ロボットを用いたスキル抽出に関する研究(自動半田付けロ

ボットへの応用を目指した半田付けスキルの実験的検討)，日本機械学会東海支部第 59 期総

会講演会，名古屋，2010 年 3 月 
・伊藤，飯塚ほか，遠隔医療診断ロボットシステムの構築 パッシブセーフティを考慮した診

断ロボットシステムの検討，第 27 回日本ロボット学会学術講演会，横浜，2009 年 9 月 
大学間共同研究 3 件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

出張授業等 2 件 
展示・イベントの開催 
 ・展示．研究発表 2 件（ロボワールド 2009 静大ブース統括，ロボワールド 2009 研究発表） 

・ものづくり体験イベントの開催 3 件（ロボットスカベンジャー大会 in 浜松，高校生のため

の機械工学セミナーなど） 
外国人留学生受け入れ 1 名 
 

＜管理・運営＞ 

工学部・工学研究科代議員，評価実施委員，将来構想委員など． 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等：挑戦－遠隔操作で患者診察－，静岡新聞，平成 21 年 7 月 24 日 
外部資金獲得：科学研究費補助金（基盤研究Ｃ，代表者） 1 件， 
               共同研究 3 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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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：2年（1名）  

修士課程：2年（5名）、1年（4名） 

学  部：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 

計測システム  学部3年 1 ○   

光応用計測  学部4年（旧カリ） 1  ○  

基礎製図  学部3年 3 ○   

応用英語Ｃ  学部3年 1 ○   

新入生セミナー 学部1年 1 ○   

科学と技術 学部1-4年 1  ○ 複数担当（2人） 

精密測定特論  大学院1,2年 1  ○ 複数担当（2人） 

 

【 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．  

＜実績＞  

（1）ノンコート自己検知カンチレバーを用いた液中観察法の開発 

  ＡＦＭの動作において自己検出カンチレバーを液中で安定に使用可能な手法を開発した。 

（2）電子顕微鏡内で動作可能な小型ＡＦＭマニピュレータの開発 

  ＳＥＭの試料ホルダーに納まる小型ＡＦＭマニピュレータを開発した。 

（3）ナノピペットを用いたナノスケールめっき技術の安定化堆積法の開発 

  電荷量を制御することでナノスケールでのめっき堆積量をコントロールする技術を開発した。 

（4）光マニピュレータによるナノ微粒子局所堆積法の開発 

光マニピュレータと電気泳動堆積法を組み合わせたナノ材料の局所的堆積法を開発した。 

ナノ計測、ナノ加工、精密機器開発 
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（5）走査型マイクロプローブを用いた薄膜抵抗分布測定装置の開発 

マイクロ４探針を用いた抵抗分布測定装置を開発し、現在事業化に向けて取り組んでいる。 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               
 F. Iwata, M. Kaji, A. Suzuki, S. Ito and H. Nakao:"Local electrophoresis deposition ofnanomaterials 
assisted by a laser trappingtechnique"Nanotechnology 20 (2009) 235303- 235308 

その他 4 件 

国際会議発表     

Y. Mizuguchi, K. Ozawa, T. Ushiki and F. Iwata：Compact AFN for multi-probe manipulation of 
biological samples in liquid condition. The 17th International Colloquium on Scanning Probe 
Microscopy  2009.12.10 ｐ52 講演番号 S4-19 

 その他 6 件  

国内学会発表  

・応用物理学会、精密工学会など、計 16 件 

解説・特集等 2 件（日本機械学会誌 112 巻 10 号  (2009) p85, その他 1 件） 
特許出願・取得 1 件 

名称：岩田 太、 ステージ装置、 特願 2009-100897 号 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

   一般への講演、展示会 5 件 （JST 新技術説明会 その他 4 件）  

高校生へのセミナー 2 件 （高校生のための化学講座（日本科学会東海支部主催） その他 1 件） 

 

＜管理・運営＞ 

 学会委員 

   ・工学部企画室 共同利用機器ワーキンググループ 

・教育体制委員会(JABEE 準備対策) 

・学生委員会 

 

＜特筆事項＞ 

表彰・受賞： 

・はましん賞「ナノ微粒子の局所的堆積法に関する研究」(H22.3.30) 

・精密工学会秋季大会ベストポスタープレゼンテーション賞（伊東 聡 指導学生）(H21.9.12) 

外部資金獲得： 

1) 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 (テーマ代表)  
2) 地域イノベーション創出総合支援事業・21 年度シーズ発掘（Ｂ）（発展型）（代表） 

3) 文部省科学研究費（ｃ） （代表） 

4) 静岡新産業集積クラスターコンソーシアム事業化推進助成事業 （企業代表型予算、大学分担） 

5) JST 先端計測分析技術・機器開発事業（企業代表型予算 大学分担） 

6) 特別教育研究経費 True Nano 研究プロジェクト（分担）  

・共同研究 2 件   

 

【 今後の展開 】  

  プローブ顕微鏡による微細加工およびバイオサンプル解剖装置の開発を進める。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、一部装置については事業化をする。 
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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（1名） 

学  部：4年（5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） 

確率・統計  学部3年 2 ○   

キャリアデザイン  学部2年 0.5  後半 複数担当（学年担当として） 

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

理論とシミュレーションによる乱流場解析 

50



機械工学科 

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。 

（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＞ 

国際会議発表     

・ M. Okamoto and Y. Chiyomori, "Direct Numerical Simulation for Transient Turbulent Pipe Flow 
with Sudden Wall-Rotation", Turbulence, Heat and Mass Transfer 6, pp.197-200, (YN-015, 10 pages) 
(2009), Roma, Italy.  
・ M. Okamoto and D. Hamada, "Direct Numerical Simulation for the MHD Homogeneous Shear 
Turbulence with the Several Parameter Sets", The 62st Annual Meeting of the APS Division of Fluid 
Dynamics, pp.268 (2009), Minneapolis, USA. 

国内学会発表  

・日本機械学会、日本流体力学会など、計 4 件 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

学際科目部運営委員会委員 
評価実施委員会委員 
２年担当（機械工学科） 
入試委員（機械工学科） 
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） 
日本混相流学会 2010 年年次大会実行委員会委員（日本混相流学会） 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：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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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 

 
  

 

【 研究室構成 】  

教    員：柿本 益志 

修士課程：2年（2名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  専門科目では，専門知識の習得と応用力の涵養を図っている．応用熱工学の講義では，数式を暗

記させるのではなく基本原理を理解させるよう努めている．また，身近な製品や応用例を挙げて解

説したり，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が維持される

よう努めている． 
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し，積極的にディスカッションを

重ね，学生が自ら考える習慣やコミュニケーション能力・プレゼンテーション能力を習得する環境

を提供できるよう心がけている．  
 
＜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 ○   

機械工学実験Ⅰ  学部3年 2 ○  

基礎製図  学部3年 3 ○  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  ○  

応用熱工学特論  大学院1,2年 1  ○ 複数担当（2名） 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

  エネルギー問題や環境問題が深刻化していくなか，「熱エネルギーの更なる高効率利用」の重要

性が益々高まっている．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，（1）冷媒の水平ら旋溝付蒸発管内熱伝達の予測方法の確立，（2）高性能

断熱構造に関する研究，（3）多孔質体を用いた熱流動制御に関する研究，（4）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．  

 

 

 

高性能エネルギー機器の開発 
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＜実績＞  

（1）冷媒の水平ら旋溝付蒸発管内熱伝達の予測方法の確立 

近年，空調機やヒートポンプの伝熱管として直径 7mm 以下の小径の内面ら旋溝付管が用いら

れるようになり，またフロン系冷媒の規制により CO2等の自然冷媒が採用され始めている．こ

れら小径管や新規冷媒を含めた広範の条件に対して蒸発熱伝達係数を精度良く予測できる方

法を確立した．  

（2）高性能断熱構造に関する研究 

大型構造体の断熱において，断熱パネル間に生じる隙間が断熱性能を低下させる問題がある．

本研究では，この隙間が断熱性能に及ぼす影響を実験および数値シミュレーションと理論解析

によって明らかにし，最適な断熱構造を提案した．  

（3）多孔質体を用いた熱流動制御に関する研究 

一様流中に置かれた多孔質体を被覆した加熱角柱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＞ 

国内学会発表 

・ 柿本益志，岩口泰輔，和泉勧，増岡隆士，「多孔質角柱まわりの熱流動特性」，第 46 回日本伝

熱シンポジウム，京都市，2009 年 6 月（日本伝熱学会）． 

・ 伊藤宏和，増岡隆士，井上浩一，貞方暁詔，柿本益志，「高アスペクト比鉛直流体層内自然対

流の不安定挙動と熱伝達特性」，熱工学コンファレンス 2009，宇部市，2009 年 11 月（日本機

械学会）． 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

平成 21 年度女子中高生理系進路選択支援事業の企画運営を担当した． 

＜管理・運営＞ 

工学部評価実施委員（2年目）を努めた． 

情報ネットワーク支援管理者を務めた． 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：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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専任・准教授  桑原 不二朗 （KUWAHARA Fujio）   

学科等 機械工学科  

専門分野： 伝熱工学、多孔質体内熱移動  

 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：桑原 不二朗    

修士課程：2年（3名）、1年（1名） 

学  部：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 1 ○  複数担当（2人） 

機械工学演習Ⅱ  学部2年 1 ○  複数担当（3人） 

伝熱工学  学部3年 1 ○  複数担当（2人） 

新入生セミナー  学部1年 1 ○  複数担当（機械工学科教員） 

応用熱工学特論Ⅰ  大学院1,2年 1  ○ 複数担当（2人） 

設計製図  学部3年 3  ○ 複数担当（6人） 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

工業的のみならず、医療、バイオ、環境など様々な応用範囲のある多孔質体について、その特

性を記述する巨視的支配方程式の提案とモデル定数の決定し、熱流動現象の解明を目標とする。 

また、応用面に目を向け、直接的な数値シミュレーションの難しい複雑熱流動場について、その

数値予測を行うシミュレーション手法の提案を目指す。 

 

＜実績＞  

（1）多孔質体の透過率、熱分散の異方性について 

  巨視的配列に基づきその異方性について実験的数値解析的に解明した。 

（2）生体・バイオ熱方程式の導出 

  体積平均の概念に基づき巨視的支配方程式を導出し、灌流の効果について解明した。 

（3）多孔質体内乱流現象の解明 

  多孔質体内で低 Re 場で起こる乱流の巨視的モデル式を導出した。 

 

多孔質体内熱流動場の解明 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

(1) Fujio Kuwahara ,Yoshihiko Sano, Jianjun Liu and Akira Nakayama A porous media approach for 

bifurcating flow and mass transfer in a human lung, ASME,VOL.131,10,pp. 101013-1-5, 2009 

(2) A. Nakayama, F. Kuwahara and W. Liu, A macroscopic model for countercurrent bioheat transfer in 

a Circulatory System, Journal of Porous Media ,VOL.12-10,pp. 927-938 2009. 

(3) F. Kuwahara, Y. Sano, A. Nakayama, K. Nakasaki and T. Fukazawa, A numerical modeling of 

composting process with aeration Journal of Porous Media, Vol.12-4,pp 289-300. 2009.  

 

国内学会発表  

・日本伝熱学会、日本機械学会など、計 6件 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

日本機械学会熱工学部門 部門一般表彰  講演論文表彰(2009.11) 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科学研究費 基盤研究(C)代表、共同研究 1件 

 

【 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。 
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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  

 
  

 

【 研究室構成 】  

教    員：酒井 克彦    

修士課程：2年（1名）、1年（3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  ○  

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． 

（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． 

環境対応機械加工技術の研究 
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（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 

  アルミニウム合金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 

  オートクレーブ法に代わる CFRP 材料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)  “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) 

2)  “The assistant Effect of Nitrogen Atmosphere on MQL Cutting Performance, ” ,H. Shizuka, K. Sakai, 

Y. Suzuki, Progress of Machining Technology,321-324(2009) 

国内学会発表  

・日本機械学会、精密工学会、日本金属学会など、計 6 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・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 
浜松地域チタン事業化研究会委員 
浜松地域 CFRP 事業化研究会委員 
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 
 

＜特筆事項＞ 

 共同研究： 5 件 
 企業による技術相談： 4 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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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 

博士課程：1年（1名） 

修士課程：2年（2名）、1年（1名） 

学  部：4年（5名） 

連携教員：東郷教授，藤井助教 

 

【 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） 

 

 

【 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）カーボンナノチューブ紡績糸複合材料に関する研究 
電気電子工学科 井上翼教員と共同でカーボンナノチューブ紡績糸複合材料に関する研究を実

施した．本年度はカーボンナノチューブ紡績糸単体と機械的特性の計測とその力学解析をおこ

なった．  
（２）炭素繊維強化プラスチックのリサイクルに関する研究 

物質工学科 岡島いづみ教員と共同で炭素繊維強化プラスチックのリサイクルに関する研究 
を実施した．本年度は，回収炭素繊維の強度特性の計測とその劣化機構の検討を実施した． 

（３）植物由来材料による複合材料の創製 
    麻繊維と植物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． 

複合材料・金属材料の強度と破壊 
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（４）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，高強度鋼へ適用可能なことを明らかにした． 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

・ 東郷敬一郎, 大熊伴哉, 島村佳伸, 尾嶋良文, “構造用鋼スポット溶接継手の疲労強度と破壊形

態に関する FEM 解析による考察",材料, 58(7), pp.627-634 (2009) 

他 4 件 

国際会議発表     

・ Y.Shimamura, T.Chiba, K.Tohgo and H.Araki “Thermal and Mechanical Properties of Unidirectionally 

Aligned Carbon Nanofiber/Epoxy Composites by Using Ac Electrical Field”, ICCM-17, Edinburgh, 

UK, July 2009 

・  Y.Shimamura, T.Chiba, N.Okuda and K.Tohgo, “Microscopic Structure Control of Carbon 

Nanofiller/Epoxy Composite by Using AC Electrical Field and the Effect on Physical Properties”, 2010 

M&M International Symposium for Young Researchers, Pasadena, USA, March 2010 

他 4 件 

国内学会発表  

・ 島村佳伸, 中里聡一郎, 石井仁, 東郷敬一郎, 矢ヶ崎徹, 原田雅道, 超音波ねじり疲労試験装置

の開発と高強度鋼への適用, 日本材料学会第 58 期学術講演会, 松山, 2009 年 5 月 

・ 島村佳伸, 千葉利博, 東郷敬一郎, 交流電場印可による一方向配向 CNF 複合材料の伝導特性と

機械的特性, 日本機械学会 2009 年度年次大会, 盛岡, 2009 年 9 月 

他 10 件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

ＪＳＴ女子中高生の理系進路選択支援事業（2009 年 8 月, 2009 年 12 月）の企画運営を担当した． 
嶺南大学（大韓民国）との研究室交流プログラムに参加した． 

＜管理・運営＞ 

工学部入試委員（1 年目）を務めた． 

次世代自動車プロジェクトにおいて，材料加工グループのリーダーを務めた． 

 

【 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 

 
  

 

【 研究室構成 】  

教    員：田中繁一 

研 究 員： 1名 

修士課程：2年（1名）、1年（2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 ○   

創造教育   工学部 (8) ○ ○  

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＞  

(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実験およびＦＥＭ解析により検討した． 

インクリメンタルフォーミング 
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(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開発して高アスペクト比の微小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プロセスを提案して，そのメカニズムをＦＥＭ解析により検討した． 

(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最適条件を検討した． 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

・歯科医療におけるものづくりの今昔(解説）, 塑性と加工，Vol. 51-3, pp.27-31, 2010 

国際会議発表     

・S. Tanaka, T. Nakamura, and K. Hayakawa, “High Speed Laser Bending by Line Shaped Beam Spot”, 
JSTP 5th International session 2009, Nov.2009 

国内学会発表  

・”ジルコニア製クラウンの３Ｄレーザ加工”：日本歯科補綴学会，など、計7件 

シンポジウム講師など 

・「第 275 回塑性加工シンポジウム：塑性加工におけるレーザ技術最前線」日本塑性加工学会など 1 件 

特許出願 

・1 件 

 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・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＞ 
創造教育支援センター委員，学科カリキュラム委員 
はまままつデジタル・マイスター養成プログラム,(分担) 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：金属極細線のパルスレーザ曲げメカニズムの解明と CNC マイクロ加工への応用， 財団法

人天田金属加工機械技術振興財団 

共同研究：4 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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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/（休止中） 

 

【 研究室構成 】  

教    員：早川 邦夫 

修士課程：2年（1名） 

学  部：4年（5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(5人) 

数値解析（Iクラス）  学部2年 2  ○ 

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： 

・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，2009 

 

【 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． 

 

＜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）プレス成形解析の高精度化 

塑性加工における材料挙動・損傷・破壊の解明 
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 実プレス成形部品について，有限要素法による成形解析により得られた形状と板厚を実部品と比較

し，各種パラメーターが解析精度に及ぼす影響を調べた． 

（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．またズーミング法により界面凹凸のはく離強度に及ぼす影響を解析した． 

（４）不等辺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 

 不等辺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               

・早川邦夫，等辺山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，鉄と鋼，95-11 (2009), 

pp. 773-779 

国際会議発表     

・K. Hayakawa, T. Nakamura, Elastic-Plastic Constitutive Equation of WC-Co Cemented Carbides with 
Anisotropic Damage, ICFG Plenary Meeting, 2009, pp. 187-194. 

・K. Hayakawa et.al, Evaluation of Tribo-Characteristic in Cold Forging and Sheet Forming Processes, 5th 
Japan-India Joint Seminar on Production, Measurement, Quality Control and Micro/Nano Manufacturing, 
2010, pp.47-58. 
 

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 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・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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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）   
学  部：4 年（5 名），3 年（2 名） 

 
【 教育 】 
＜目標＞ 実社会で活躍するシステム・インテグレータ，未来を託せる技術者・研究者の育成． 
＜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 ○  複数人担当（個別分担） 

応用英語C 学部3年 1 ○  複数人担当（個別分担） 

安全工学 学部3年（物質工学科） 1 ○  複数人担当（１回分担） 

安全工学 学部4年 1 ○  複数人担当（１回分担） 

生体工学 学部4年 1 ○   

応用メカトロニクス 大学院 1 ○  複数人担当（前半分担） 

設計製図 学部3年 3  ○ 複数人担当（約1/4分担） 

ロボット工学 学部3年 1  ○  

応用ロボット工学 大学院 1  ○ 複数人担当（前半分担） 

ロボットと人間   ○  本年度開講せず 

【 研究 】 
＜目標＞ 人工機械システムを，人にとってより分かりやすく・使いやすく，役に立つようにする． 
＜内容＞ 

(1) 移動ロボットの操作システム 
・操作インタフェース：タッチパネルを利用したインタフェースの開発と評価． 
(2) 移動ロボットのこれからの動作の予告 
・表示予告と音声予告の手法の検討と実験による比較・評価． 
(3) ロボットと人とのインタラクション 
・フレンドリ・アミュージング・モバイル（FAM）機能：ステップ・オン・インタフェース（SOI）
を利用したアプリケーションの開発と評価． 
(4) インフォマティブ・モーション（IM） 
・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実験による評価． 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 
1) T. Matsumaru and S. Suzuki: "Study on Handover Movement Informing Receiver of Weight Load as 

Informative Motion of Human-friendly Robot", in Salvatore Pennacchio (ed.): "Emerging Technologies, 
Robotics and Control Systems - Third edition", ISBN: 978-88-901928-8-3, Internationalsar (Palermo, 
Italy, EU), (2009.06). 

1) T. Matsumaru and K. Akai: "Functions of Mobile-Robot Step-On Interface", Journal of Robotics and 
Mechatronics, Vol.21, No.2, pp.267-276, (2009.04). 

2) T. Matsumaru: "A Characteristics Measurement of Two-dimensional Range Scanner and its Application", 
The Open Automation and Control Systems Journal, Vol.2, pp.21-30, (2009.05). 

3) T. Matsuamru, Hiroshi Yamamori and Takumi Fujita: "Dynamic Remodeling of Environmental Map 
using Range Data for Remote Operation of Mobile Robot", Journal of Robotics and Mechatronics, 
Vol.21, No.3, pp.332-341, (2009.06). 

4) T. Matsumaru and S. Suzuki: "Study on Handover Movement Informing Receiver of Weight Load as 

 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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Informative Motion of Human-friendly Robot", International Journal of Factory Automation, Robotics 
and Soft Computing, Vol.2009, Issue 3, pp.11-19, (2009.07). 

5) T. Matsumaru and K. Akai: "Step-On Interface on Mobile Robot to Operate by Stepping on Projected 
Button", The Open Automation and Control Systems Journal, Vol.2, pp.85-95, (2009.11).  

6) T. Matsumaru: "Discrimination of Emotion from Movement and Addition of Emotion in Movement to 
Improve Personal Affinity of Human-Coexistence Robot", SICE Journal of Control, Measurement, and 
System Integration, Vol.2, No.6, pp.365-372, (2009.11). 

国際会議発表 
1) T. Matsumaru: "Informative Motion Study to Improve Human-Coexistence Robot’s Personal Affinity", 

IEEE RO-MAN 2009 Workshop on Robot Human Synergetics, [Toyama, Japan], (2009.09). 
2) T. Matsumaru: "Discrimination of Emotion from Movement and Addition of Emotion in Movement to 

Improve Human-Coexistence Robot's Personal Affinity ", 18th IEEE Int’l Symposium on Robot and 
Human Interactive Communication (RO-MAN 09), [Toyama, Japan], pp.387-394, (2009.09). 

3) T. Matsumaru: " Handover Movement Informing Receiver of Weight Load as Informative Motion Study 
for Human-friendly Robot ", 18th IEEE Int’l Symposium on Robot and Human Interactive 
Communication (RO-MAN 09), [Toyama, Japan], pp.299-305, (2009.09). 

4) T. Matsumaru, Y. Ito, and W. Saitou: "The Step-on Interface (SOI) on a Mobile - Basic Functions -", 5th 
ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI2010), [Osaka, Japan], Video 
Session 5, pp.343-344, (2010.03).  

5) T. Matsumaru, Y. Ito, and W. Saitou: "The Step-on Interface (SOI) on a Mobile - Rehabilitation of the 
Physically Challenged -", 5th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction 
(HRI2010), [Osaka, Japan], Video Session 6, pp.345-346, (2010.03). 

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 2009（ROBOMEC2009）(2009.05) 8 件 
2) 計測自動制御学会 第 10 回システムインテグレーション部門講演会（SI2009）(2009.12) 2 件 
3) ヒューマンインタフェース学会 第 59 回ヒューマンインタフェース学会研究会(2010.03) 1 件 

解説・総説 

1) 岩城, 松丸: "モーション・メディアとインフォマティブ・モーション―モーションを基軸にし

たシステム・インテグレーション―", 計測と制御, Vol.48, No.6, pp.443-447, (2009.06).  
2) 松丸: "荷物重量を受け手に伝える手渡し動作の検討―インフォマティブ・モーションの研究事

例―", 計測と制御, Vol.48, No.6, pp.508-512, (2009.06).  
その他の記事等 

1) 松丸: "編集後記", 計測と制御, Vol.48, No.6, p.535, (2009.06).  
 
【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

学内活動 1) オープン・キャンパス (2008.08.07 金) 研究室公開. 
   2) 保護者懇談会 (2009.10.03 土) 研究室公開. 
   3) 静岡県立静岡高等学校 (2009.11.06 金) 見学対応. 
   4) テクノフェスタ・イン浜松 (2009.11.14 土～15 日) 研究室公開. 
学外活動 1) 夏季合同中間発表会 [名城大辰野研, 休暇村伊良湖] (2009.08.31 月～09.01 火). 
   2) 第 1 回静岡大学技術展 [スズキ(株)本社大会議室] (2009.09.07 月). 
   3) 2009 国際ロボット展 [東京国際展示場] (2009.11.25 水～11.28 土). 
＜管理・運営＞ 入試委員会（学科），教務委員会（学部），など． 

＜特筆事項＞ 

報道  1) テレビ東京 [WBS]ワールドビジネスサテライト, (2009.11.25 水). 
   2) GIZMODE "思い切った仕様のペットロボット[iREX2009]", (2009.11.28 土). 
   3) robocasa.com イベントリポート "2009 国際ロボット展", (2009.11.30 月). 
   4) Robot Watch "【iREX2009】大学や研究機関の各種ロボットが出展された「RT

交流プラザ」", (2009.12.01 火). 
外部資金 1) 浜松科学技術研究振興会：平成 21 年度科学技術研究助成 村田基金研究助成金. 

【 今後の展開 】 
 研究活動の推進とそれを通した教育活動，成果のまとめと対外発表，外部資金の獲得，など． 
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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 

修士課程：1年（3名） 

学  部：4年（3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 

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 

(4) 光の屈折を考慮した水中物体計測 

(5) 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) Masahiko Onosato, Satoshi Tadokoro, Hiroaki Nakanishi, Kenzo Nonami, Kuniaki Kawabata, Yasushi 
Hada, Hajime Asama, Fumiaki Takemura, Kiyoshi Maeda, Kenjiro Miura and Atsushi Yamashita: 
“Chapter 3: Disaster Information Gathering Aerial Robot Systems,” Rescue Robotics - DDT Project 
on Robots and Systems for Urban Search and Rescue (S. Tadokoro (Ed.)), Springer, pp.33-55, 2009. 

2) Ryosuke Kawanishi, Atsushi Yamashita and Toru Kaneko: “Three-Dimensional Environment Model 
Construction from an Omnidirectional Image Sequence,” Journal of Robotics and Mechatronics, 
Vol.21, No.5, pp.574-582, October 2009. 

3) Atsushi Yamashita, Isao Fukuchi and Toru Kaneko: “Removal of Adherent Noises from Image 
Sequences by Spatio-Temporal Image Processing,” Image Processing (Yung-Sheng Chen (Ed.)), 
INTECH, pp.59-76, December 2009. 

他 1 件 

国際会議発表 

・ Ryohei Kawai, Atsushi Yamashita and Toru Kaneko: “Three-Dimensional Measurement of Objects in 
Water by Using Space Encoding Method,” Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on 
Robotics and Automation (ICRA2009), pp.2830-2835, Kobe (Japan), May 2009. 

・ Ryosuke Kawanishi, Atsushi Yamashita and Toru Kaneko: “Estimation of Camera Motion with Feature 
Flow Model for 3D Environment Modeling by Using Omni-Directional Camera,” Proceedings of the 
2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS2009), 
pp.3089-3094, St. Louis (U.S.A.), October 2009. 

・ Atsushi Yamashita, Isao Fukuchi and Toru Kaneko: “Noises Removal from Image Sequences Acquired 
with Moving Camera by Estimating Camera Motion from Spatio-Temporal Information,” Proceedings 
of the 2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS2009), 
pp.3794-3801, St. Louis (U.S.A.), October 2009. 

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 18 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

国際会議（12th International Conference on Humans and Computers 他）に参加し国際交流に務めた。 
＜管理・運営＞ 

学生委員会、交通対策委員会などの委員（1 年目）を務めた。 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：      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)、視覚障害者支援のためのコンピュータビジョン、研

究分担者 
                    財団法人旭硝子財団、光の伝播特性を考慮した複数媒質環境における画像

センシング、研究代表者 
                    財団法人日揮・実吉奨学会、プロジェクタ・カメラシステムを用いた色覚

障害者への色情報提示、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。 

67



 

 

  

専任・助教  佐藤 元宥 （SATO Motohiro）   

機械工学科  

専門分野： 機械要素 

 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：佐藤 元宥  

   

【 教育 】 

＜目標＞ 

  身近に現代を象徴する高品質な機械の一つとして自動車があり日常的に利用しているが、その内

部の構造に接する機会はほとんどないことから、機械系学生でもそれらの構造を教科書や専門書な

どの平面的な写真や図で見ても、立体的な形状や機能を理解できないことが多い。キャンパスワー

クの実習科目では、エンジンの分解・組立により機構や加工精度の観察を行い、機械工学実験Ⅱの

科目では自動車にも多く用いられている歯車の歯元に生じる応力測定とインボリュート歯形の創

成を行い、設計製図の科目では手巻ウインチを設計して CAD による 3D 図面と平面図面の製図を行

っている。これらの体験により、機械構造や機能などにたいする理解と興味がもてるように、実験・

実習の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 4 ○   

機械工学実験Ⅱ 学部3年 4  ○  

設計製図 学部3年 6  ○ 複数担当 （4人） 

         

【 研究 】 
＜目標＞ 

  ピストンクランク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、ロングストローク機関への応用を検討している。 

サイクロイド遊星歯車機構はクランクピンと遊星歯車の強度不足をロングストローク化により

実用強度が得られることから、ロングストローク機関に用いることで利点を生かすことができる。

ロングストローク機関は大型船舶用の２ストロークユニフローディーゼルエンジンに用いられて

おり燃費に優れているが、自動車用エンジンとしては問題点が多く利用されていない。そこで、本

機構に用いることで大型船舶用エンジンの方式を自動車用のエンジンとして採用できないか検討

することを目標としている。 

＜実績＞  

（１）サイクロイド遊星歯車機構を２ストロークユニフローディーゼルエンジン機構として採用し

た場合の効果についての検討 

サイクロイド遊星歯車機構の往復機関への応用

機械工学科
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  サイクロイド遊星歯車機構はコンロッドが揺動しない利点をもつため、２ストロークユニフロー

方式のエンジン機構に用いられているクロスヘッドが省略可能となり、シリンダ長を短縮できる

ため、小型化に効果があることを設計例により確認した。 

（２）自動車用機関への応用を検討 

  ロングストロークエンジンは形状拡大のため自動車に搭載が困難であるが、２ストロークの採用

によりシリンダ数を減らすことができ、また、本機構を用いることでシリンダ長を短縮できるこ

とを合わせると小型軽量化が可能になり、大型船舶に用いられている２ストロークユニフロー方

式のエンジンを自動車にも搭載可能であることを明らかにした。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1）“サイクロイド遊星歯車機構に関する研究（第２報）”松田 孝、佐藤元宥 自動車技術会論文集, 

Vol.41,No.1,pp.109-114(2010) 

 

国内学会発表 

・“サイクロイド遊星歯車機構に関する研究（水平対向多気筒機関への応用）”松田 孝、佐藤元宥 

自動車技術会 2009 年度春季学術講演会、2009.5.22 

 

【 今後の展開 】  

 環境問題になっている自動車エンジンの排ガス中の CO2，NOxなどの低減対策の最も有効な手段と

して電気自動車が注目され、関連メーカではその開発が急速に進められているようにマスメディアな

どによって報じられている。このような動向の中で多額の費用のかかる新たなエンジン開発は大変難

しくなっている。そのため、今後はサイクロイド遊星歯車機構の評価みのではなく、排ガスのクリー

ン化や燃料の再生可能エネルギー化などを考慮に入れた総合的評価を行い、環境に優しい高効率な２

ストロークユニフローディーゼルエンジンエンジンの実現に向けて、内燃機関の自動車が電気自動車

に置き換えできようになるまで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://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~ttsanad/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：真田 俊之 

修士課程：2年（4名）、1年（5名） 

学  部：4年（5名） 

連携教員：齋藤隆之教授 

 

【 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（4人） 

 

【 業績・成果 】 

本年度は海外研修のため教務員や他の教員に授業を行ってもらったが、来年度の新しい実験に向け

て新規風洞導入などを行い、テキストの改訂を行った。 

 

【 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）高速液滴の衝突過程について 

  高精度数値解析手法を用いて、発生圧力の検討を行った。 

（３）半導体製造工程における洗浄 

  金属試験片エロージョン試験を行い、物理力の評価を行った。 

（４）気泡流中の衝撃波の電波 

  変形する弾性管内の衝撃波の伝播速度について計測した。 

 

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) Toshiyuki Sanada, Ayaka Sato, Minori Shirota and Masao Watanabe, "Motion and coalescence of a pair 

of bubbles rising side by side", Chemical Engineering Science, vol.64, 2659-2671 (2009).   

2) 真田俊之，森川康一，齋藤隆之，「単一気泡および気泡群が誘起する流れ場」，混相流研究の進

展 4, pp.111-116，（2009）．  

3) Toshiyuki Sanada, Masao Watanabe, Atushi Hayashida, Isago Yoichi, “Post ion-implanted photoresist 

stripping using steam and water”, Solid State Phenomena, vol. 145-146, 237-276 (2009). 

他 3 件 

国際会議発表     

・ Toshiyuki Sanada, Keita Ando and Tim Colonius, A computational study of high speed droplet impact 
62th Annual Meeting, American Physical Society, Division of Fluid Dynamics, 2009 年 11 月，(2009) 
他 3 件 

解説･特集  

・ 真田俊之，渡部正夫，益子岳史，林田充司，駒野秀男，「蒸気と水の二流体スプレーによる表

面洗浄」，空気清浄，47 巻 5 号，pp.31-36，（2010） 
・ 真田俊之，林田充司，関映子，「薬液を使用しない低環境負荷型の洗浄技術について」，Material 

Stage，3 月号，pp.99-101，（2010） 

特許取得  

・ 城田農，真田俊之，渡部正夫，「微細気泡の生成方法及び微細気泡生成装置」 特許第 4324677
号 

・ 林田充司，渡部正夫，真田俊之，城田農，「対象物洗浄方法および対象物洗浄システム」 特許

第 4413266 号 
 
【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

新聞報道等 ：  水蒸気洗浄に関するプレスリリース、複数の新聞等での紹介。 
             「半導体，蒸気で洗浄」  日経産業新聞 （2010 年 1 月 5 日）． 

「薬液不要の洗浄技術」 化学工業新聞 （2010 年 2 月 1 日）． 
「水だけで半導体を洗浄」 中部経済新聞 （2010 年 2 月 4 日）． 
「半導体，薬液使わず洗浄」 静岡新聞 （2010 年 2 月 4 日）． 
「水蒸気と水で洗浄新技術」 中日新聞 （2010 年 2 月 5 日）． 
「薬液不要の洗浄技術を開発」 半導体産業新聞 （2010 年 2 月 12 日） 
「半導体デバイス製造で薬液を一切使わず洗浄」 科学新聞 （2010 年 2 月 12 日）． 
「水･水蒸気で効率洗浄」 日本経済新聞 （2010 年 2 月 17 日）． 

   他 7 件 
 
外部資金獲得 ： 共同研究 1 件 
 

【 今後の展開 】  

 今年度は、数値解析手法を利用することにより、実験と数値解析の両方から現象解明を行えるよう

になった。これからも実験と数値解析を併用しながら研究に取り入れながら，混相流の研究を継続す

る。また、現在開発中の洗浄技術では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

重要となる。分子スケールの現象を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（2名）、1年（4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）再利用性の高い作業技能の構築 

  作業技能をパラメトリックにすることにより、再利用性をさらに向上させた。 

（２）ロボット間で相互利用可能な作業技能モジュールの開発 

 様々なロボットで利用できる汎用的な作業技能モジュールを開発した。 

（３）作業技能実行システムの共通プラットフォームの開発 

  作業技能実行システムの共通化を促進するためのプラットフォームの基本機能を開発した。 

（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               

・清水，尹，音田，“再利用性の高い作業技能の構築法”，日本機械学会論文集 C 編，Vol.75, No.759, 

ロボットによる実環境作業の実現 
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機械工学科 

pp.3299-3306. 

.    

国内学会発表  

・ 安藤, 清水, 原, 比留川，“RT コンポーネントの複合化とその分類および構築ツールについて”，

日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 2009，福岡，2009 年 5 月． 
・ 清水, 齋藤 鳥居，“人のバランス制御系のモデルに関する研究”，日本機械学会 2009 年度年次

大会，盛岡，2009 年 9 月． 
・ 音田, 尹 清水，“遠隔ベーストな作業構成法と作業プログラムの再利用性の問題について”，第

10 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，東京，2009 年 12 月． 
・ 安藤, 栗原, 神徳, 清水, 仲吉, 安，“コンポーネント間の多様なポリシに基づく送受信方式を実

現するデータポートの実装”，第 10 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，東京，2009 年 12 月． 
・ 清水，齋藤，鳥居，“人のバランス制御系のモデルに関する研究 (バランス制御モデルの改良)”，

日本機械学会東海支部講演会，名古屋，2010 年 3 月． 
 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科学研究費補助金（代表） 1 件 
   財団法人研究助成 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，人間の居住環境への応用を目

指し，ヒューマノイドロボットによる作業実現のための要素技術の研究開発を進めていく。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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専任・助教  藤井 朋之 （FUJII TOMOYUKI）   

機械工学科  

専門分野： 材料強度学，破壊力学 

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

【 研究室構成 】  

教    員：藤井 朋之   

修士課程：2年（3名）、1年（3名） 

学  部：4年（7名） 

連携教員：東郷敬一郎 教授 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 機械工学実験 I および設計製図を担当している。これらの科目の目標は、実際に卒業研究や将

来エンジニアとしての活躍できるよう，自ら手を動かし考えることを養うための導入である。産

業の動向に興味を持たせるよう工夫し、さらには担当者の社会人としての経験から，専門教育・

研究への期待がわくように、構成を考慮している。また、実験では文献調査や報告書・論文の書

き方の指導を行い，滑らかに卒業研究に取り組めるよう配慮している．特に機械工学実験 I にお

いては，すべての学生からレポート提出時にアンケートを実施し学生の要望を取り込み，学生の

興味や実験時術向上のため実験に反映している．  

 

＜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I 学部3年 4 ○  複数担当（12人） 

設計製図 学部3年 6  ○ 複数担当（8名） 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

研究の目的は，機能性材料の変形・破壊機構，疲労強度の評価である．近年，材料に各種機能

を付与した機能性材料の開発・使用が増加する一方，使用の際にはその強度特性の評価が重要で

ある．特に，機能性材料は微視構造制御により機能を発揮することが多く，材料の微視構造を考

慮した破壊機構の解明が重要である．これら破壊機構の解明には，実験による評価とともに，FEM

や MD といったシミュレーション技術による検討が重要であり，各種学会では，これら解析手法の

構築が進むとともに，応用がなされている． 

＜実績＞  

（１）銅箔および薄膜の変形・破壊機構の解明 

フレキシブル基板や MEMS 分野での使用が行われている銅箔及び銅薄膜において，膜厚を

変化させ引張試験を行い，変形・破壊挙動に及ぼす膜厚の影響の検討を行った．0.2%耐力

や引張強さは膜厚５ミクロンにおいて，急激に減少した．供試材の結晶粒径は１０ミクロ

ンであり，膜厚５ミクロンでは，厚さ方向に結晶粒が１つ程度しか存在しないため，膜厚

の減少により変形・破壊挙動に大きな影響を及ぼすことが考えられる． 

 

機能性材料の破壊・疲労強度の研究 
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機械工学科 

（２）ペーパー摩擦材の疲労強度に関する基礎的研究 

ペーパー摩擦材は車両用クラッチに使用されており、クラッチ作動時には圧縮－せん断

負荷が作用する．本研究では引張および圧縮－せん断荷重下において疲労試験を行い、疲

労強度に及ぼす負荷形態の影響について検討を行った．引張負荷やせん断成分が支配的な

条件では疲労強度が小さく，圧縮成分が支配的になるとともに疲労強度は著しく上昇する

事が分かった．圧縮応力支配の条件では，摩擦紙内部の気孔率が圧縮応力により減少する

ためであると考えられる． 

（３）セラミックスー金属生体適合材料の創生と強度評価 

生体適合性を有する PSZ および純 Ti からなる複合材料を，金属射出成型法（MIM 法）に

より作成し，その機械的特性を評価した． 

（４）はく離損傷と粒子寸法効果を考慮した粒子分散複合材料におけるき裂先端場の評価 

粒子分散複合材料において，はく離損傷と粒子寸法効果を考慮した有限要素モデルを構

築し，き裂先端場の応力分布および損傷領域の評価を行った． 

 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表 

・T. FUJII, K. TOHGO, H. ARAKI , K. WAKAZONO, M. ISHIKURA and Y. SHIMAMURA, 
Fabrication and Strength Evaluation of Biocompatible Ceramic-Metal Composite Materials,Proceedings of 
2010 M&M international symposium for young researchers, Los Angeles, 2010, 304(CD-ROM) 
（他 2件） 

国内学会発表 

・藤井朋之，秋庭義明，島村佳伸，東郷敬一郎,分子動力学解析による Cu 薄膜における変形挙

動に及ぼす結晶粒界の影響,日本機械学会 東海支部第 59 期講演会,名古屋市,2010,pp.381-382 

（他 9件） 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・嶺南大学校との研究室交流プログラムや国際会議に参加し，国際交流に努めた． 

＜管理・運営＞ 

・テクノフェスタ実行委員（1年目）を務めた． 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：研究室では各種の技術相談を受け入れるとともに，共同研究を行っている． 

 

【 今後の展開 】  

 機能性材料の変形・破壊メカニズムの解明を行う．さらに長期信頼性保障の観点から，疲労強度

評価，応力腐食割れに関する研究にも挑戦していきたい． 
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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: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~ttmasik/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：益子 岳史 

修士課程：2年（1名）、1年（2名） 

学  部：4年（7名） 

連携教員：長谷 隆 教授 

 

【 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 ○  

 

 

【 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。

また、マランゴニ対流やハニカムフィルム・ハニカムカプセル作製など、流体現象に関する基礎理

解および応用化を目標とした実験的研究も遂行している。 

 

＜実績＞  

（１）変形可能な自己駆動体の基礎モデルの研究 

  前年度に提案した FCW（Flexible Chainlike Walker）モデルについて、さらに詳細な検討を行った。 

（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) H. Ohira, S. Matsumoto, T. Mashiko, S. Yoda, and Y. Kamotani, "Numerical analysis of bubble migration 

in thermocapillary flows of an open cylindrical container", Computational Fluid Dynamics 2006 (H. 

Deconinck and E. Dick (Eds.), Springer Berlin Heidelberg), 662-668 (Aug., 2009) 

自己駆動体の多体系、熱流体 
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機械工学科 

(2) T. Mashiko, Y. Imanishi, R. Kuwajima, and T. Nagatani, "Hardening by softening in a flow of chainlike 

self-driven objects", Physica A 388 (15-16), 3202-3212 (Aug., 2009) 

 

解説・特集                         

(1) 真田俊之，渡部正夫，益子岳史，林田充司，駒野秀男，「蒸気と水の二流体スプレーによる表面洗浄―

薬品無しの革新的洗浄手法―」，空気清浄 47 巻 5 号，31-36（2010 年 1 月） 

 

国際会議発表 

(1) T. Mashiko, A. Hayashida, Y. Yamada, T. Sanada, and M. Watanabe, "Impact of Steam-Water Mixed Spray 

on Silicon and Metal Surfaces", ECS Trans. 25 (5), 233-240: 216th Electrochemical Society Meeting, 

Vienna, Austria, Oct. 4-9, 2009 

(2) A. Hayashida, A. Seki, T. Mashiko, T. Sanada, and M. Watanabe, "Removal of Post-dry Etch Residue 

using Ultra Low Environmental Load Technique", ECS Trans. 25 (5), 249-256: 216th Electrochemical 

Society Meeting, Vienna, Austria, Oct. 4-9, 2009 

 

国内学会発表 

(1) T. Mashiko，"Spatiotemporal structure of velocity field in thermal turbulence"，滞在型研究会：階層性を

持つ大自由度力学系の時系列解析，理化学研究所和光キャンパス，2009 年 5 月 25-30 日 

他 4件 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

2009 年度日本機械学会静岡大学連絡員 
2009 年度機械工学科美化委員会  

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：中部電力基礎技術研究所 平成 21 年度出版助成金 
：共同研究 5 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。流体現象に関する実験的研究についても、外部機関との共同研究

や外部資金の獲得にも力を入れながら、充実させていきたい。また、今年度は学会においても学会誌

の編集委員や講演会のセッション・オーガナイザー等を務めたが、今後も引き続き積極的に学会運営

に携わっていきたい。 
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機械工学科 

 

 

  

専任・助教  松井 信 （MATSUI MAKOTO）   

機械工学科  

専門分野： 高温気体力学、宇宙推進工学、プラズマ工学 

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tmmatui/index.htm 
 

【 研究室構成 】  

教    員：松井 信    

修士課程：1年（6名）、2年（7名） 

学  部：4年（7名） 

連携教員：山極芳樹教授 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 学生実験では実験条件に幅を持たせ、実験結果が妥当であるかを学生同士でディスカッション

してもらい納得行くまで実験するように工夫している。また実験結果の解析だけではなく、該当

分野における応用例を課題として調べてもらうことで身近な例を認識しより深い理解につながる

よう考慮している。 

 

＜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 

機械工学実験Ⅰ 学部3年 2 ○  複数担当（12名） 

機械工学実験Ⅱ 学部3年 2  ○ 複数担当（12名） 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

研究の目的はプラズマ工学、レーザー工学をベースとした宇宙工学への応用であり、大気圏突

入に関する空気力学からレーザーを用いた衛星間エネルギー輸送システム、宇宙探査機の推進シ

ステムなど幅広く手がけている。また基礎研究に留まらず JAXA（宇宙航空開発研究機構）と共

同で最先端のミッションに関する研究も行っている。 

＜実績＞  

1) レーザープラズマを利用した金星大気突入環境の生成及び診断 

東京大学と共同で 2kW 級二酸化炭素レーザーを用いて総圧 3atm 以上の定常高エンタル

ピー二酸化炭素気流を生成し、発光分光法により気流特性（温度、熱流束）を評価した。

その結果、本風洞が金星大気突入環境に近い条件を模擬可能であることがわかった。 

2) レーザーを用いた衛星間エネルギー伝送システムの実現可能性に関する研究 

太陽発電衛星（親衛星）から高度 200km 以下の超低軌道を周回する小型観測衛星にレー

ザーを用いてエネルギーを輸送するシステム解析を行った。その結果、親衛星が 1000km

以下の条件では送電量はほぼ一定であり送電効率は 5%程度であることがわかった。 

3) スターダスト推進機の開発 

宇宙塵を燃料とした新しい推進機（スターダスト推進）の予備実験として直径 50m の

炭素粒子をプラズマにより帯電させ静電加速させる実験を行った。その結果、平均帯電電

荷-105、推力レベル 1N を達成した。 

プラズマ、レーザーの宇宙工学への応用 
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4) その他 

宇宙テザー推進システムのイオン・電子収集過程に関する研究、将来の宇宙エレベータ

を目標とした成層圏エレベータに関するシステム解析等を行った。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) Matsui, M., Shinmi, K., Ueno, T., Komurasaki, K., and Arakawa, Y., “Operation Characteristics of 

Laser Driven Plasma Wind Tunnel,” Transactions of the JSASS Space Technology Japan, Vol.7, 

No.ISTS26, 2009, pp.31-39. 

2) 山岸すい星, 松井信, 山極芳樹, 小紫公也, 荒川義博, “誘導結合レーザー維持プラズマのエ

ネルギー熱効率測定,” プラズマ応用科学, Vol.17, No.2, (In press). 

3) 神戸篤, 若槻賢, 山極芳樹, 松井信, 田中孝司, 住野諒, “数値解析による軌道上のベアテー

プテザーによるイオン収集電流の検討,” プラズマ応用科学, Vol.17, No.2, (In press). 

国際会議発表     

1) Matsui, M., Yamagishi, S., Komurasaki, K., and Arakawa, Y., “Enthalpy Distributions of Laser Driven 

Inductively Coupled Plasma Generator Flows”, 27th International Symposium on Space Technology 

and Science, Tsukuba, 2009. 

2) Matsui, M., Ichinose, D., Matsushita, T., and Yamagiwa, Y., “Preliminary Experiments on Dusty 

Plasma Acceleration for Space Thruster,” 3rd International Workshop on Plasma Application and 

Hybrid Functionally Materials, Busan, 2010. 

国内学会発表  

1) 一ノ瀬大輔, 松下太郎, 山極芳樹, 松井信, “プラズマを利用した帯電固体粒子を推進剤と

する宇宙推進機に関する研究,” 宇宙輸送シンポジウム, ISAS/JAXA, 2010.（他 8件） 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

県立浜松南高校実験実習講座、高校生のための機械工学体験セミナーを担当した。 

＜管理・運営＞ 

交通対策委員会の委員（1年目）を務めた。 

＜特筆事項＞ 

受賞・表彰：     27th International Symposium on Space Technology and Science, Best Poster 
Award Third Prize, 「Enthalpy Distributions of Laser Driven Inductively 
Coupled Plasma Generator Flows」, 2009. 

外部資金獲得：    1) 若手研究（スタートアップ）、 
  「高性能マッハツェンダー干渉計の開発及びプリカーサ現象の解明」 
 2) 財団法人谷川熱技術振興基金、 
  「レーザーによる高圧酸素プラズマ源の開発」 

3) 財団法人浜松科学技術研究振興会、山田亮三基金研究助成金、 
「レーザーによる衛星間エネルギー伝送システムの研究」  

 

【 今後の展開 】  

 現在の研究テーマをさらに深めていく他、新しいプラズマ診断法の開発およびその応用としての

プラズマ非平衡状態の解明を JAXA 等、他研究機関と共同で行っていく予定である。 

79



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  

 
  

 

【 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．今年度から日本刀を実験対象としました．その表面硬化

や衝撃を吸収する等の技術は，車などの変速機として使用されている現在の歯車などに応用されて

いることを説明し興味を持たせる実験にしている． 
 

＜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＞2 種類の研究をする予定である． 

その 1 

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． 

その 2 

融点が大きく異なる異種金属の接合は，通常の溶接では困難であるとされている．そこで変形抵

抗の小さな金属を大きく塑性変形させることにより，変形抵抗の大きな金属の切削痕などの凹凸に

流動させることにより接合させる事を目的としている． 

  

 

歯付き部品の押出し成形 
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＜実績＞  

（１）歯車の成形 

  試料の内径を拡張する方法での冷間押出しで端面に生じるバリのない歯車成形が可能となった． 

（２）異種金属の接合 

  変形抵抗の小さな金属をバインダーとして用いることにより異種金属の接合が可能となった． 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

国内学会発表  

・日本機械学会、日本塑性加工学会など、計 7 件 
 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：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． 

 またバリ無し歯車の成形では，企業と共同で研究が進行しており，実用化の目途を付けたい． 
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電気電子工学科の教育研究活動状況 

 

【 教育活動 】 

 情報・通信、デバイス・光、エネルギー・制御の 3 コース制となり、4 年が経過した。

電気電子工学科では、「社会に貢献できる電気電子エンジニアの育成」を目標として教育を

おこない、学生は、電気回路・電磁気・電子回路・電気電子計測・情報処理などの電気電

子工学の基礎を学んだ後、2年後期からコースを決め、そのコースのカリキュラムに沿って

授業を受けてきた。情報・通信コースでは、現在の IT 社会の基礎となる情報、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等の教育を行ってきた。デバ

イス・光コースでは、新材料・新デバイス開発に必要な電子デバイス、半導体、光エレク

トロニクス、超伝導等の教育を行なってきた。エネルギー・制御コースでは高度な電気エ

ネルギーの発生、変換、輸送、利用をめざした電力工学、プラズマ工学、制御工学、ロボ

ット工学及び自然エネルギー発電などの教育を行なってきた。学生は、興味に従い、各コ

ースで電気電子工学を深く学ぶことができる。一方で、長期間留年する学生も目立ち、1年

次からきめ細かく指導する方策も検討する必要がある。 

 

【 研究活動 】 

 個々の教員がそれぞれの研究分野でアクティブに研究を進めている。若手教員の研究費

獲得も多くなってきており、学科全体として、研究レベルも上がりつつある。 

 情報・通信分野の研究では、高速フェージング環境でハイビジョン地上デジタル放送を

受信可能にする簡単で実用的な位相合成ダイバーシチアンテナの開発、世界初のパッシブ

RFID タグ位置推定装置の開発、自動車用近距離障害物検出システム・室内セキュリティシ

ステムで利用するターゲット位置推定システムの開発をおこなった。また、超並列計算機

を用いた大規模シミュレーション技法に関する研究、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に向けた通信方式の提案をおこなった。ヒューマンエレ

クトロニクス分野では、音声情報処理、忠実色再現画像システムの色取得精度の向上と色

画像の正確な表示方法の研究、画像情報処理を軸とした視覚情報処理、感性情報処理を融

合させた高画質化に関する研究、画像内容検索に関する研究、外観検査に関する研究を行

ってきた。また、低侵襲な手術で頭蓋内に留置可能な自動展開型硬膜下電極の開発と低コ

スト心電 R-R 遠隔計測システムの開発など医用電子分野を進めてきた。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 

光分野では、光波混合型非線形レーザ顕微鏡を開発し，植物に含まれる葉緑体細胞の内

部構造を非破壊で 3次元断層影像する研究を行った．また、光通信や光センサなどに用い

る波長フィルタを自己形成技術によって構成するための微細周期構造を作製研究や機械式

ファイバグレーティングによる波長可変フィルタ、色素間エネルギー移動による面発光色

素レーザの広帯域化に関する研究も行った。 
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 材料、デバイス分野では、シリサイド半導体の熱電特性測定により、Cr-, Mo-, W-系シ

リサイドが熱電発電素子として期待できる事、酸化物系ワイドギャップ半導体ナノ構造の

光学特性を評価し，ZnO/ZnGa2O4 ナノ構造を用いた注入型発光素子が作製可能である事を示

した。また、金属のみでなく半導体や量子井戸構造にも適応できるゼーベック効果の理論

を構築した。III-V 窒化物系材料における研究では、極性反転成長技術の開発、光触媒の開

発を行い、粉末での光触媒機能の高機能化および物性定数の導出を実現した。超伝導材料

では、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を検討し、有機金

属原料としてオクチル酸塩を用い微量の TFA を添加することにより高品質 NEG 超伝導薄膜

が作製できることを明らかにした。また新規ピニング材料として Tm2O3が優れた特性を持つ

ことを明らかにした。光デバイスに関しては、光再構成型ゲートアレイの高速再構成技術

とマルチコンテキスト化の研究を推進してきた。 

 電力分野の研究では、直流回路内の電気接点開離時に発生するアーク放電の研究、住宅

における太陽エネルギー効率利用のためのハイブリッドソーラーヒートポンプ給湯・暖房

システムの開発、暖房と同時に除湿機能を持つ施設園芸用新型 EHP の開発、太陽光発電や

風力発電などの変動性電源の小規模電力系統に与える影響軽減のための電力貯蔵装置の配

置や制御法の研究などを進めてきた。 

 計測、制御分野ではディジタル信号処理技術を応用した非接触硬度測定器の開発、

150,000 rpm－3kWmax の低電圧駆動超高速モータ，直接電力制御法を適用したマトリックス

コンバータ，複数 DC モータの時分割四象限運転、チョッパ，マルチレベルコンバータの新

トポロジーなどに関する研究を行った。さらに、非線形サンプル値制御理論と船舶の自動

操船制御、フォーメーション制御系設計などへの応用のための研究も行ってきた。 

 

83



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  

 
 
 

【 研究室構成 】  

教    員：以西 雅章    

修士課程：2年（3名）、1年（1名） 

学  部：4年（4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。 

 

＜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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＜実績＞  

（1）スパッタリング法による LiMn2O4薄膜の生成条件の調査 

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。

また、スパッタリング条件を調査した。変数は、RF 出力、スパッタリング圧力、Ar：O2

流量比、蒸着時間とした。その結果、装置の較正データが得られた。 

（2）青色 EL 素子用 SrS:Cu 薄膜のステップアニール効果 

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 発光特性との相関を評価した。その結果、最高温度 750℃、維持時間 45 分

または 60 分が最適であることが分かった。 

（3）白金担持 TiO2薄膜の生成と光触媒特性 

      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、その後、薄膜表面に白金を

担持し、光触媒特性を評価した。その結果、白金を担持することにより、光触媒特性が向

上することが分かった。 

（4）スパッタリング雰囲気を変数とした Ga2O3薄膜の酸素検出特性 

  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。その後、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。変数は、スパッタリング雰囲気をとした。 

その結果、Ar：O2流量比が 5：1 の時、結晶特性が優れており、酸素検出特性と相関があ

ることが分かった。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

・“Preparation of LiMn2O4 films by RF magnetron sputtering method” 

M.Isai, K. Nakamura, T. Hosokawa, S. Sakai, and S. Hosoe 

Trans.Mater.Res.Soc. Jpn.Vol.34,pp.355-358(2009).     他 1 件 

国際会議発表     

・“Effect of substrate temperature on the crystal properties of Preparation of LiMn2O4 films prepared by 
RF magnetron sputtering” M.Isai, K. Nakamura, T. Hosokawa, , T. Izumichi, and S. Sekikawa 
8 th  Int.Conf. on Global Research and Education in New Methods in Education 14-17 Sep. 2009 
Kazimierz Doly and Warsaw, Poland pp.65-68  

国内学会発表  

・“青色 EL 素子用 SrS:Cu 薄膜の作製と評価” 

以西雅章、倉地雄史、山田典史、竹内俊憲、宝珍敬志  

信学技報 ED2009-18、pp1-5,豊橋術大 14 May(2009).   他 8 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・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長を務めた。 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：各種の技術相談を受け入れ、共同研究を開始する事により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。又、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。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  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） 

修士課程：2年（1名）、1年（2名） 

学  部：4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III  学部2年 2 ○  60時間 複数担当(2人) 

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 ○  

半導体光物性   大学院1,2年 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＞ 

   量子構造を含む熱電材料のゼーベック効果の理論の構築、IV-VI 族半導体熱電材料の研究と中赤

外領域で動作するチューナブル面発光レーザ開発に向けた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、この理論が

金属、半金属、半導体や量子井戸構造など様々な材料に適用できることを示した。 

（２）電流注入型面発光中赤外線レーザ用垂直キャビティの作製と評価を行ない、99%以上の反射率

を示す導電性多層膜ミラーを作製した。 

 

 

 

 

半導体・量子構造の物性とデバイス応用 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

(1) “Semimetallic properties of SnTe/PbSe type-II superlattices” Akihiro Ishida, Tomohiro Yamada, 

Takuro Tsuchiya, Yoku Inoue, Takuji Kita, Proceedings of the 14th International conference on Narrow Gap 

Semiconductors and Systems Volume 3, Issue 2, Pages 1103-1378  (31 January 2010). 

(2) ”PbTe/PbS Multilayer Mirror for EuTe/PbTe Surface Emitting Quantum Cascade Lasers”, Daoche Cao, 

Taiki Yamano, Yoku Inoue, and Akihiro Ishida, 電気学会論文誌 A, Vol.129, No.11, 799-801 (2009). 

(3) “Electrical and thermoelectrical properties of SnTe-based films and superlattices”, A.Ishida, T.Yamada, 

T.Tsuchiya, Y.Inoue, S.Takaoka, and T.Kita, Appl. Phys. Lett. 95, 112106 (2009). 

(4) “Seebeck effect in PbTe films and EuTe/PbTe superlattices”, A. Ishida, T. Yamada, D. Cao, Y. Inoue, M. 

Veis, and T. Kita, J. Appl. Phys. 106 (2), 023718 (2009).5 ページ 

(5) “Seebeck Coefficient of Ultrathin Silicon-on-Insulator layers” Faiz Salleh, Kiyosumi Asai, Akihiro 

Ishida, and Hiroya Ikeda, Applied Physics Express, 2,071213 (2009). 

(6) “Seebeck Effect in IV–VI Semiconductor Films and Quantum Wells”, Akihiro Ishida, Daoshe Cao, 

Sinsuke Morioka, Yoku Inoue and Takuji Kita, Journal of Electronic Materials 38 (7), pp.940-943 (2009).  

解説・特集 

ホットウォールエピタキシー法による IV-VI 族半導体薄膜・超格子の作製とデバイス応用、 

応用物理 第 79 巻 第 3号 pp.243-247（2010）. 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

日本赤外線学会理事 

＜管理・運営＞ 

総務委員長 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：スズキ財団 課題提案型研究助成「非鉛系 IV-VI 族半導体高性能熱電材料の研究」 

H21･22 年度 

 

【 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、波長チューナビリティの高い電流注入型面

発光レーザの開発に努める。 
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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（4名） 

学  部：4年（4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  学部2年 4 ○  複数担当（2人） 

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、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 1 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 

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

組み、試作品を完成させた。 

（２）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

ディジタル計測器の開発 

88



電気電子工学科 

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。 

（３）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。それ

らの成果を東京国際フォーラムで行われたイノベーションジャパン 2009（大学見本市）にて

発表した。 

（４）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 

   実際のプラズマシミュレーションを実行させる場合に、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＞ 

学術論文・著書等 

・ K. MUTO, Y. MIZUNO, H. INUZUKA, Y. CAO and Y. LIU:  
  "Implementing Methods of PIC Simulation by a Special Purpose Computer System for 

  Gravitational N-Body Problems"   
Journal of Plasma and Fusion Research, Vol.8, pp.967-970. 
 

国内学会発表  

・ 長野桂佑、吉田元紀、水野保則、犬塚博：「GHz 帯無線信号の変調方式識別計測器の開発」  

  平成 21 年電気学会基礎・材料・共通部門大会（静岡大、浜松）2009.9.10 

・ 犬塚博、山川秀敏、水野保則:「果実の硬度の非接触低侵襲測定法」  

  イノベーションジャパン 2009（東京国際フォーラム、東京）2009.9.16-18 

・ 松原祐一、澤本晃佑、水野保則、 犬塚博：「GPU によるプラズマの渦運動のシミュレーション

の実現」プラズマ・核融合学会第 26 回年会（京都市国際交流会館、京都市左京区）2009.12.2 

 

他 電気学会 4 件、照明学会 4 件、プラズマ・核融合学会 1 件、その他 3 件 計 15 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

出張講義 10 回 
大学サイエンスフェスタ（国立科学博物館、上野）でロボットを公開 

＜管理・運営＞ 

電気電子工学科就職担当 
工学部 FD 委員会委員 
コース長代行 

＜特筆事項＞ 

 新聞･テレビ報道等：日経ＢＰ「果実の硬度の非接触・低侵襲測定法」2009.10.15 

ＢＳジャパン「世の中進歩堂」2009.10.25 

 外部資金獲得： 1) 文部科学省科学研究費補助金基盤研究 C 

「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」分担 

2)  JST H21 年度シーズ発掘試験研究(発掘型) 

「果実の硬度の非接触低侵襲測定法の実用化」 

 

【 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＞ 

  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 ○  

光工学  学部2年 1  ○ 

光エレクトロニクス  学部3年 1  ○ 

応用英語C  学部3年 1 ○  複数担当（6人）                     

安全工学  工学部4年 2 ○  複数担当（6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，サブミクロンサイズの高吸収低散乱体を３次元分光計

測可能な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 

  生体細胞クロロフィルの内部構造を水溶液中で非破壊計測可能な非線形レーザ顕微鏡を開発し

微小光学技術の記録・計測システムへの応用 
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その評価を行った． 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                     

1)  “Jitter-free nano-spheres data storage system” N. Nishimura and C. Egami, Mol. Cryst. Liq. Cryst. Vol. 

505 pp. 44-50 (2009) 

2)  “Stroboscopic near-field imaging for the analysis of contraction of muscle cells” C. Moriguchi, C. 

Egami, Y. Kawata, S. Terakawa, M. Tsuchimori, and O. Watanabe) Journal of Microscopy Volume 233 

Issue 2, Pages 269 – 274 (2009)  

  

国際会議発表     

1) Jitter-Free Nanospheres Optical Disk Storage with Buffer Ring (C. Egami, N. Nishimura, S. Ota) IPNRA, 

Honolulu, Hawaii, JWA13 (July 12-17, 2009). 

2) Polarization-interferometric nonlinear confocal microscopy for measuring nano-sized objects (C. Egami, 

H. Tanaka, H. Murakami, S. Ota)ICEM 2009, Singapore, ICEMA00155-00220 (November 18-20, 2009). 

国内学会発表  

・応用物理学会 計 3 件 
解説・特集等 
 計 1 編・ 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

国際会議（IPNRA 他）に参加し国際交流に務めた。 
＜管理・運営＞ 

全学学生相談室副委員長 
全学ハラスメント相談室副委員長 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：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）       

学科等 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  

 
  

 

【 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（4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（3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）の増補と誤植訂正した再版を 

２００９．４に出版した。    

 

 

【 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。 

  

 

 

光電変換材料およびデバイス応用 
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＜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、作製条件と結晶性等の物性を調べ、可視光での光触媒

特性を評価した。作製条件により結晶配向性が変化することを重点的に調べた。 

（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。

不足するＳ成分を補償する坩堝を付け加えた。 

（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。 

（５） 酸化タングステン薄膜の作製 

古いスパッタリング装置を修理し、可視光応答型光触媒を目指しＷＯ３薄膜を試作した。 

 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

（１） スパッタリングによる可視光応答型ＴｉＯ２：Ｎ光触媒の作製 

○ 高山明大、永田貴章、高橋崇宏、江間義則、Ｈ２１電気関係学会東海支部連合大会

（2009.9.11）Ｏ-２１８ 

（２） フラッシュ蒸着法によるＣｕＩｎＳ２薄膜の作製と結晶性評価 

○ 増田悠人、宮城雄太、高橋崇宏、江間義則、Ｈ２１電気関係学会東海支部連合大会

（2009.9.11）Ｏ-２１９ 

（３）  スパッタリングによるＴｉＯ２：Ｎ薄膜多結晶の配向性 

高山明大、高橋崇宏、○江間義則、第 57 回応用物理学関係連合講演会（2010.3.17）17ｐＴＱ9 

 

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

 ・出張講義・学部説明   ２件（三島南高校、下田高校） 

 ・テクノフェスタで小中学生向けの工作教室（ｷｯｽﾞｻｲｴﾝｽ:鉱石ラジオ）を実施した。 

       

＜管理運営＞ 

（１） （全学）大学教育センター会議自然科学科目部代表を務めた。 

また、授業計画実施専門委員会委員、科学技術分科会代表を兼ねる。 

（２） （全学）Ｘ線障害防止委員会委員長を務めた。 

（３） 学科内では、ＥＤ棟薬品管理室の立ち上げに管理者として参加した。 

 

 

【 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  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/  
 

【 研究室構成 】  

教    員：喜多 隆介  

博士課程：2年（1名） 

修士課程：2年（3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 
 

＜業績・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作製した人工ピニングセンター導入した超伝導薄膜における vortex の

振る舞いを実験的・理論的に解析した。（学術論文 1．） 

（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を用い、微量のTFAを添加することにより高品質混晶系NEG

超伝導薄膜が作成できることを明らかにした。（学術論文 2．） 

（３）新規人工ピニングセンター材料の探索 

新規ピニング材料として RE2O3材料を検討し、Tm2O3 が人工ピニングセンター材料として優れ

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

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  ○  

酸化物超伝導材料のナノエンジニアリング 
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た特性を持つことを明らかにした。（学術論文 3．） 

（４）人工ピニングセンター材料のナノ組織観察 

超伝導薄膜中に導入したBaZrO3とBaSnO3ナノロッドの特性の違いを高分解能電子顕微鏡観察

により明らかにした。（学術論文 4．） 

 

＜学術論文・著書等＞               

(1) Control of the glass-liquid transition temperature in YBa2Cu3O7-x films; how is its upper limit achieved?, 

T. Horide, K. Matsumoto, P. Mele, Y. Yoshida, A. Ichinose, R. Kita, S. Horii, Phys. Rev.B79 (2009) 

092504-092507. 

(2) Fabrication and characterization of (Nd,Eu,Gd)Ba2Cu3Oy films by metal-organic deposition using 

TFA-containing solutions without introduction of water vapor, S. Kawabata, T. Nakamura, R. Kita, O. 

Miura, A. Ichinose, K. Matsumoto, Y. Yoshida, M. Mukaida, S. Horii, Physica C 469(2009)1353-1356. 

(3) Effects of RE2O3 (RE = Tm, Sc, Yb) addition on the superconducting properties of ErBa2Cu3Oy, R.Kita, 

N. Hosoya, N. Otawa, S. Kawabata, T. Nakamura, O. Miura, M. Mukaida, K. Yamada, A. Ichinose, K. 

Matsumoto, M.S. Horii, Y. Yoshida Physica C 469(2009)1157-1160.  

(4) Difference between BaSnO3and BaZrO3 nano-rods for c-axis-correlated pinning properties in 

REBa2Cu3Oy, M. Namba, S. Awaji, K. Watanabe, S. Ito, E. Aoyagi, H. Kai, S.i Yasunaga,M. Mukaida, 

R. Kita, IEEE Trans. on Appl. Supercon. 19 (2009) 3495-3497. 

(5) Effects of BaMO3 (M = Zr, Sn) Nanorods on Critical Temperature of ErBa2Cu3Oy Films, M. Namba, S. 

Awaji, K. Watanabe, S. Ito, E. Aoyagi, H. Kai, M. Mukaida, R. Kita, Appl. Phys. Exp. 2 

(2009)73001-73003. 

(6) Effects of the APC materials on c-axis correlated pinning effects in a-axis oriented Y123/2D APC 

multilayer films, M. Takamura, M. Mukaida, S. Horii, A. Ichinose, R. Kita, M. Namba, S. Awaji, K. 

Watanabe, K. Matsumoto, Y. Yoshida, R. Teranishi, K. Yamada, N. Mori, Physica C 

469(2009)1545-1549. 

(7) Flux pinning properties in BaMO3 (M=Zr,Sn) nanorod-introduced ErBa2Cu3Ox films, S. Awaji, M. 

Namba, K. Watnabe, S. Ito, E. Aoyagi, H. Kai, M. Mukaida, R. Kita, J. Appl. Phys. 106,(2009) 

103915-103919. 

(8) Vortex Behaviors Near Irreversibility Fields of a-Axis Oriented Y123 Films Inserted Pr123 Layers, M. 

Takamura, M. Mukaida, S. Horii, A. Ichinose, R. Kita, M. Namba, S. Awaji, K. Watanabe, K. 

Matsumoto, Y. Yoshida, IEEE Trans. Appl. Supercond. vol. 19 no. 3, p. 3499-3502, 2009 
他 14 篇 

国際会議発表     
・Effects of In2O3 addition on the crystal growh andsuperconducting properties of REBa2Cu3Oy, R. Kita, 

K. Sakimoto, S. Nakamura, T. Nakamura, O. Miura, K. Yamada, K. Kaneko, 22ｓｔ International 
Symposium on Superconductivity, Tsukuba (2009.11.4) 他 7 件 

国内学会発表  
・応用物理学会、低温工学・超電導学会,など 14 件  
 
招待講演 
・国際超電導シンポジウム 1 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、ナノ構造や結晶化条件を制

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、および超伝導線材実用化に不可欠の中間層を MOD 法により低コスト

で作製することに注力する。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://kuwalab.eng.shizuoka.ac.jp/ 
    

 

【 研究室構成 】  

教    員：桑原 義彦 

博士課程：1年（1名） 

修士課程：2年（3名）、1年（4名） 

学  部：4年（4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 2 ○  

通信工学Ⅰ・Ⅱ  学部3年 2  ○ 

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、電磁波応用の新しい展開，特にワ

イヤレス送電，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）走行中の自動車の非接触送電，情報通信技術との融合 

（２）廉価な診断システムの開発 

   マイクロ波マンモグラフィ，超音波トモグラフィ，インピーダンストモグラフィ 

（３）高機能アンテナの開発 

   デフォッガを利用したアダプティブアンテナ，アンテナレステレビ 
 

＜業績・成果＞ 

（１）アナログ位相制御型ダイバーシチアンテナの開発 

高速フェージング環境でハイビジョン地上デジタル放送を受信可能にする位相合成ダイバーシ

チアンテナを開発した。本アンテナは受信系統が 1 系統で，低消費電力，低コストが期待できる。

試作機を開発して走行実験を行い，難受信地域でも受信可能となることを確認した。 

 

（２）パッシブ RFID の位置評定技術の開発 

  パッシブRFIDタグの位置を推定する装置を開発した。RFIDリーダライタのアンテナから半径

100cm，角度範囲±60º度の扇形領域で，最大誤差が17cm，平均2 乗誤差が4cm の誤差範囲で複

電波工学 
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数のタグの位置を推定することができた。 

 

（３）マイクロ波マンモグラフィの開発 

整合媒体も 3 次元計測機能も必要のない快適な撮像センサーを考案した。撮像センサーに用いる

アンテナを開発し，満足する性能を確認した。 

 

（４）薄型テレビ内蔵ダイバーシチアンテナの開発 

ダイバーシチアンテナを内蔵したテレビの実現のため，遺伝的アルゴリズムを使ったダイバーシ

チアンテナの設計手法を考案し，実験によってその効果を検証した。 

 

（５）リアデフォッガを利用したアダプティブアンテナの開発 

地上デジタル放送の完全移行後に予定されている新しい VHF 帯の高速通信サービスの適用を目

指し，リアデフォッガを共用開口アンテナとして用いる新しいタイプのアダプティブアンテナを

考案し，計算機シミュレーションによってその効果を確認した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) 黄，桑原“CMAとシンプレックス法を用いた携帯端末用アダプティブアンテナの試作評価”電子

情報通信学会論文誌, Vol.J91-A, No.5, pp. 335-343, 2009. 

国際会議発表     

・3 件 

国内学会発表  

・11 件 
 

特許出願・取得 

1. ダイバーシチ受信装置（桑原）特願 2009-160982 

2. 診断装置（桑原） 特願 2009-139664 

 

【 今後の展開 】  

（１）走行中の自動車の非接触送電，情報通信技術との融合 

走行中の電気自動車に無線送電するための要素技術 (レクテナ，送電アンテナ)を開発する。送

電信号に情報信号を重ね，走行中の自動車に運転情報を与える。スケールモデルにより走行実験

を行う。 

(２) マイクロ波マンモグラフィ 

臨床実験用のシステムを構築し，臨床撮像を実施し問題点を抽出する。トモグラフィとコンフォ

ーカルアレーを組み合わせ病変の特定を行う技術を確立する。 

(３) マイクロ波イメージング 

トモグラフィ技術を適用し不審物の内容を検査するセキュリティシステムを構築する。また，EMI

対策用として回路基板上の雑音源の特定システムを構築する。 

（４）高機能アンテナの開発 

  デフォッガを利用したアダプティブアンテナの試作評価を行う。アンテナレステレビ(ダイバー

シチアンテナ内蔵テレビ)の試作評価を行う。 
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専任・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: http://lc630n.eng.shizuoka.ac.jp/sakata/index.htm 

 

【 研究室構成 】  

教    員：坂田 肇    

修士課程：2 年（2 名）、1 年（3 名） 
学  部：4 年（4 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 ○   

電磁気学Ⅱ  学部1年 4  ○ 複数担当（2人） 

応用英語Ｃ  学部3年 1 ○  複数担当（7人） 

光波電子工学   大学院1,2年 1  ○ 複数担当（2人） 

 

＜業績・成果＞ 

 
【 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）長周期グレーティング（LPFG）に基づくファイバ型バンドパスフィルタ 

   帯域阻止フィルタである LPFG を帯域通過型に変換し応用を広げた。 

（２）ファイバリングレーザの波長チューニング 

   Er ドープファイバを用いて，C-L バンド内で波長可変制御を行った。 

（３）接着固定による周期的マイクロベンドの作製 

   歪み制御によるマイクロベンドを光学接着剤の熱収縮効果を利用し固定した。 

（４）面発光色素レーザの耐久性向上 

   色素混合およびクエンチャ添加により一千万ショットを超える動作寿命を得た。 

 

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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（５）膜厚傾斜による面発光色素レーザの波長制御 

   縦モード波長のシフトを利用し，80 nm にわたる発振波長制御を行った。 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

(1) “Sensitivity-variable fiber optic pressure sensor using microbend long-period fiber gratings,” H. 

Sakata and T. Iwazaki, Optics Communications, Vol. 282, No. 23, pp. 4532-4536 (2009). 

(2) “青紫色LD励起によるエネルギ移動固体色素レーザの発振,” 福田将海, 松浦秀高, 坂田 肇, 

レーザー研究, Vol. 37, No. 8, pp. 101-105 (2009). 

(3) “Temperature-dependent transmittance of cascaded long-period fiber gratings for sensor applications,” 

H. Sakata and K. Honda, Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 282, pp. 1179-1182 (2009). 

国内学会発表 

(1)“接着固定マイクロベンド LPFG によるファイババンドパスフィルタの作製”，斉藤拓也，

坂田 肇，電子情報通信学会総合大会，東北大学，2010 年 3 月． 

(2)“面内膜厚傾斜を利用した面発光固体色素レーザの波長チューニング”，松浦秀高，坂田 肇，福

田将海，山崎英志，電子情報通信学会有機エレクトロニクス研究会，名城大学，2010 年 1 月． 

(3)“機械式 LPFG バンドパスフィルタによるファイバリングレーザの波長可変発振”，西尾圭

介，市川万理恵，坂田 肇，応用物理学会学術講演会，富山大学，2009 年 9 月． 

(4) “青紫色LD励起による500–600 nm帯での面発光色素レーザの発振と寿命改善”，福田将海，

松浦秀高，山崎英志，坂田 肇，応用物理学会学術講演会，富山大学，2009 年 9 月．  

 他３件 

 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

大学見学における学部説明 ９件（静岡・愛知の高校） 
＜管理・運営＞ 

企画室広報委員（工学部） 
防災・安全委員会委員（工学部） 
広報委員会委員（全学） 
入試企画広報会議委員（全学） 

＜特筆事項＞ 

平成 21 年度科学研究費補助金，基盤研究(C)一般，“機械的に誘起された長周期グレーティングに

基づくファイバレーザセンシング”，代表． 
平成 21 年度戦略的イノベーション創出推進事業，研究開発テーマ「フォトニクスポリマーによる

先進情報通信技術の開発」，課題「ナノハイブリッド電気光学ポリマーを用いた光インターコ

ネクトデバイス技術の提案」，分担． 

 

【 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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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://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tsmatui1/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：下平 美文    

博士課程：2名 

修士課程：2年（3名）、1年（4名） 

学  部：4年（4名） 

連携教員：大橋剛介准教授 

技術補佐員：松井聡子 

 

【 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。達成するまで努力する習慣を付ける。 
 

＜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 

ナノビジョンイメージン

グデバイス 

博士課程 １  ○ 複数担当（4名） 

画像情報処理  大学院1年 1 ○  複数担当（3人） 

画像工学  学部4年 １ ○  複数担当（2人） 

電子回路Ⅰ  学部2年 2  ○ 複数担当（3名） 

論理回路Ⅱ 学部2年 1  ○  

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

1. 本人が提案する「忠実色再現画像システム」の実現を目指して、カメラ、ディスプレイ、お

よび印刷における課題を解決する。 

2. 低照度環境下での混合色に対する色知覚についてその特徴を調べる 

＜実績＞  

1. 照明環境が大きく変化した場合にも忠実な色および高画質な画像取得を可能とする方式を開

発した。 印刷における、みえの違いについての基礎データを得た。 

2. 低照度環境下の色知覚において、青色が大きな影響を持つことおよび高齢者の色知覚につい

て知見を得た。 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

  1) M.Kretkowski, R.Jablonski, Y.Shimodaira, "Development of a XYZ digital camera with embedded 

color calibration system for accurate color acquisition", IEICE Trans, Vol.E93-D, No.3(2010.3) 

忠実色再現画像システムおよび色知覚特性 
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    2) 尾崎進之介，徳田裕一郎，大橋剛介，下平美文，”遺伝的アルゴリズムとガウス近似を用いた

等色関数の補正法”，映像情報メディア学会誌，Vol.63，No.10, pp.1447-1452 (2009.10) 

    3) 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Ｄ，Vol.129, No.6，pp.593-600(2009.6) 

国際会議発表     

1) N. Hosoe, Y. Amano, Y. Shimodaira, "Accurate Color Reproduction Method for Displays", The 16th 
International Display Workshops, pp.1221-1224, Miyazaki, Japan(2009.12). 

2) N.Ishikawa, G.Ohashi, Y.Shimodaira, Y. Shibata, H. Serizawa,"Color Perception Characteristics for 
Spectrally Mixed Colors in the Mesopic Condition", The 16th International Display Workshops, 
pp.1243-1246, Miyazaki, Japan(2009.12). 

3) K. Sawada, G.Ohashi, T. Hoshino, Y.Shimodaira,"Estimation of Overall Image Quality with the 
Mahalanobis-Taguchi System Focusing on Gamma, Maximum Luminance and Minimum 
Luminance", The 16th International Display Workshops, pp.1259-1262, Miyazaki, 
Japan(2009.12)[Outstanding Poster Paper Award]. 
他 3 件 

国内学会発表  

発光・非発光型ディスプレイ合同研究会を含め 
全 6 件 
 
招待講演 

・ Y. Shimodaira, H. Suzuki, G. Ohashi, "Novel Image System for Colorimetric Reproduction" 
XXIX International Display Research Conference Eurodisplay 2009, 20.1, Rome, Italy(2009.9) 

・ 下平美文，”忠実色再現画像システムの提案” 電子情報通信学会 2010 年総合大会シンポジ

ューム，CDS-1-6，pp.S11-S12，(2010.3.17)[招待講演] 
・ 下平美文，“側色的色再現を目指したカメラと画像表示に関する方式の検討及び実現”，精密

工業会 ２００９年第２回定例研究会 

 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

   外国人留学生： 1 名 
  国際会議委員：International Display Workshops‘09 VHF-workshop Chair 
  評価委員：静岡県工業技術研究所 技術評価委員 
    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, Executive member 
  同窓会：浜松工業会 理事長 

 
＜管理・運営＞ 

創造科学大学院ナノビジョン工学専攻：専攻長、ナノビジョンサイエンス部門：部門長 

＜特筆事項＞ 

 映像情報メディア学会から Fellow の称号を受賞（2009.5） 
外部資金獲得：  共同研究：3 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、関連する企業の支援を行い、本技術の本格

的普及を促進するために、組織作りを行う。 
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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  

 
  

 

【 研究室構成 】  

教    員：竹前 忠  

博士課程：3年（1名、9月修了）   

修士課程：2年（2名）、１年（3名） 

学  部：4年（2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 2 ○  複数担当（2人） 

生体計測   大学院1,2 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、呼吸・脈波のモニタリングを可能にした。 

（３）生体電気インピーダンスＣＴ 

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 witha tetrapolar circuit” 

A.Ambia, S.Toda, T.Takemae, Y.Kosugi, M.Hongo, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 

医用電子と生体工学 
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Vol.2,pp.400-406. 2 2009 

 

国際会議発表  

・“Breath Timing Monitoring Using Spring Coil” A.AMBIA, T.Yamakawa, T.Takemae, M.Hongo, 
IACSIT-SC 2009, Singapore ,4.2009 

・“Electrical Impedance Imaging Using Eddy Current” A.Ambia, T.Takemae,Y.Kosugi,M.Hongo, Warld 
Academy of Science, Engineering and Technoloy, 12.2009 

国内学会発表  

・竹中智也、竹前忠、本郷実、山崎章恵、湯本敦子“発汗によるシーツの湿潤モニタリング”  
日本生体工学会,名古屋,2009 年 10 月 

・夏目政洋、Ahsan UL Ambia, 竹前忠、小杉幸夫、本郷実“スプリングコイルを使用した呼吸モ 
ニタリングについて” 日本生体工学会,名古屋,2009 年 10 月 

・増田和剛、A・U・アンビア、竹前忠、小杉幸夫、本郷実“磁気併用電気インピーダンス法の検 
出制度の向上” 日本生体工学会,名古屋,2009 年 10 月 

 
 

【 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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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（1名）、2（1名） 

修士課程：2（2名）、1（2名） 

学  部：4（4名）、 研究生（1名 後期のみ） 

 

【 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、また光半導体工学では物性分野の基礎となる新しい概念をより理解し

やすく工夫するとともに、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  ○ 複数担当（2人） 

新入生セミナー  学部1年 0.5 ○  複数担当（10人） 

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＞ 

"作って、遊んで、理科がわかる! 身近な素材で楽しむ工作教室" 日本評論社，共著，2009 年 7 月 

 

【 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，

六方晶 VI 族金属シリサイドを提案し、それら半導体シリサイドの熱電特性評価を行った。 

（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

のナノ構造の成長を行った。特に-Ga2O3, ZnO ナノ構造の成長を中心に行い、その微細構造、

ＰＬ及び EL 特性を明らかにした。 

シリサイド半導体・ナノ構造の作製と応用 
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（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MnSi1.7薄膜及びMg2Si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 Condition Dependence of Structural and Electrical properties of Mg2Si Layers Grown on 

Silicon Substrates”, J. Hu, Y. Sato, T. Hosono, H. Tatsuoka, Vacuum 83, 1494-1497(2009)  

2) “Brownleeite: a New Manganese Silicide Mineral in an Interplanetary Dust Particle”, Keiko 

Nakamura-Messenger, Lindsay P. Keller, Simon J. Clemett, Scott Messenger, John H. Jones, Russell L. 

Palma, Robert O. Pepin, Wolfgang Klöck, Michael E. Zolensky and Hirokazu Tatsuoka,, American 

Mineralogist  95, 221-228(2010). 

  他 4 件 

国際会議発表     

・ Hu Junhua, Mutsuo Nishiura, Akihiko Kato and Hirokazu Tatsuoka, Selected Single Phase Growth 
Based on Reactive Deposition Techniques for Semiconducting Silicides and Related Materials, ICMAT 
2009, International Conference on Materials for Advanced Technologies and IUMRS – ICA 2009, 
International Union of Materials Research Societies – International Conference in Asia 2009, 28 June – 
3 July 2009 
他 3 件 

国内学会発表  

・ 第 55 回応用物理学関係連合講演会など、計 12 件 
招待講演 

・ 立岡浩一、加藤彰彦、シリサイド結晶相の選択成長、第 12 回シリサイド系半導体夏の学校 

2009,8,2 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

第 12 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 09in エコパ,チキュウハッケン、「理科、はじめの一歩!」中学生コース、静岡

県高等学校理科教育研究会、女子中高生理系進路選択事業、外国人留学生 4 名，中国鄭州大学と

の学部間交流締結 
＜管理・運営＞ 

学生委員 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等：静岡新聞(2009.5.30)第 21 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、同(2009.7.7)どきどき科学探究教室、同(2009.7.25) 静岡か

がく特捜隊夏まつり 08in エコパ,チキュウハッケン、中日新聞(2009,12,26) 
「理科、はじめの一歩!」中学生コース 

【 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

る資源豊富で安全な材料からな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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専任・教授  中井 孝芳 （NAKAI Takayoshi）   

学科等 電気電子工学科 

専門分野： 音声情報処理、音響工学  

 
  
 

【 研究室構成 】  

教    員：中井 孝芳    

修士課程：2年（5名）、1年（4名） 

学  部：4年（4名） 

学術研究員：1名 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

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 

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 1  ○ 

電子計算機工学 学部3年 1  ○ 

芸術論  工学部、情報学部2年 1 ○  

 

＜業績・成果＞ 

教科書  

・Let's Enjoy Computing[改訂第 8版] （2009） 

 

【 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。 

 

＜実績＞  

(1) 新しい音響材料の測定と理論的考察 

5.6kHz までの高周波数での垂直入射吸音率を測定した。また、音響管等価回路モデルと有

限要素法で開孔率と厚さの関係について考察した。 

(2) ディジタル補聴器のための音声の雑音軽減 

 

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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変形したウィナーフィルタと雑音推定により雑音軽減について検討した。 

(3) 境界要素法による発声の指向特性のシミュレーション 

子音の指向特性の個人性について考察した 

(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、

音響管等価回路モデルのシミュレーションにより確かめた 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

  1) Hiromi Kato, Akira Suzuki, Yoshiki Nakajima, Hiroshi Makino, Yoshimitsu Sanjo, Takayoshi Nakai, 

Yoshito Shiraishi, Takasumi Katoh, and Shigehito Sato, “A Visual Stethoscope to Detect the Position of 

the Tracheal Tube,” International Anesthesia Research Society, 109, 6, 1836-1942(2009.12) 

国内学会発表  

 1)”多孔板の音響特性のシミュレーション” 中井孝芳,川上福司 

音響学会、日本大学,2009 年 9 月. 

2)”音声情報攪乱を意図した処理手法の検討” 中井孝芳,川上福司,木元肖吾,袴田正人 

音響学会、電気通信大学,2010 年 3 月. 

3)”自然性を重視した音声情報攪乱(SD)に関する研究” 川上福司,中井孝芳,木元肖吾, 

袴田正人,音響学会,電気通信大学,2010 年 3 月. 

4)”多孔板の高周波数域の垂直入射吸音率の測定” 中井孝芳,佐野友亮,川上福司] 

音響学会、電気通信大学,2010 年 3 月. 

5)” Noise reduction of speech using noise distribution and modified Wiener filter”  
党キン,中井孝芳,音響学会,電気通信大学,2010 年 3 月. 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

大学教育センター・情報科目部代表 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：共同研究 代表 1 件 

 

【 今後の展開 】  

 ４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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兼担・教授  永津 雅章 （NAGATSU Masaaki）   

学科等 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 

研 究 員：陳 長倫（学術研究員）、松田 貴文（学術研究員）、Tianlin Ni（学術研究員） 

博士課程：3年（3名）、2年（4名）、1年（3名） 

修士課程：2年（5名）、1年（2名） 

学  部：4年（6名） 

連携教員：荻野 明久（創造科技院助教） 

 

【 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Ⅲ  学部2年 2 ○  

プラズマ工学  学部3年 1  ○ 

プラズマエレクトロ

ニクス  
 大学院1,2年 1  ○  

＜業績・成果＞ 

・著書 

 ・永津 雅章；「大気圧プラズマ―基礎と応用―」、日本学術振興会 プラズマ材料科学第 153 委
員会編、オーム社 (2009.10), 分担執筆 (第 3 章 3.4 節 高周波放電、第 6章 6.8.3 滅菌).  

 ・永津 雅章：第 20 回プラズマエレクトロニクス講習会「プラズマプロセスの基礎と応用」テ
キスト、「プラズマの医療・バイオ応用」、pp.93-103 （2009.10.30）. 

・指導学生の受賞・表彰 

・羽佐田一也（M2）：平成 21 年電気学会放電研究会「電気学会優秀論文発表 A賞 (IEEJ Excellent 
Presentation Award)」受賞（2010.1.25）. 

【 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。 

プラズマプロセス技術の研究と応用 
 

電気電子工学科  
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＜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 

（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. Chen, A. Ogino, B. Liang, X. Wang, and M. Nagatsu, "Plasma treatment of multiwall carbon 
nanotubes for dispersion improvement in water", Appl. Phys. Lett. 96 (2010) 131504 (3pp). 

2) R. Kakei, A. Ogino, F. Iwata, M. Nagatsu, "Production of Ultrafine Atmospheric Pressure Plasma Jet 
with Nano-capillary", Thin Solid Films 518 (2010) pp. 3457-3460 

3) C. Chen, D. Lu, B. Liang, A. Ogino, X. Wang, and M. Nagatsu, "Amino Group Introduction onto 
Multiwall Carbon Nanotubes by NH3/Ar Plasma Treatment", Carbon, 48 (2010) pp.939-948. 

4) M. K. Singh, A. Ogino and M. Nagatsu, "Inactivation Factors of Spore Forming Bactria Using 
Low-pressure Microwave Plasmas in N2 and O2 Gas Mixture", New Journal of Physics 11 (2009) 
115027.  他１８編(査読付き論文) 

国際会議発表     

・M. Nagatsu, Y. Fujioka, Y. Zhao, M. K. Singh, and A. Ogino, "Internal Sterilization of Medical Container 
Using Microwave Excited Volume-Wave Plasma", 7th Int. Workshop on MICROWAVE DISCHARGES: 
FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS, Hamamatsu, Japan (2009.9.22-27)（主催者）、 他 17 件 

国内学会発表  

・応用物理学会、プラズマ・核融合学会、電気学会、電気関係学会東海支部連合大会等、計 52 件 

招待講演   

・M. Nagatsu, I. Motrescu, Y. Zhao, M. K. Singh and A. Ogino, “Low-temperature Plasma 
Processing for Bio- and Medical Application”, APSPT-6, Taipei, Taiwan (2009.12.12).  

外国特許取得 

 ・永津 雅章、“マイクロ波プラズマ滅菌方法および装置”、米国出願 10/593.325、査定(2010.3.2). 

【その他の事項】 
＜社会連携・国際交流＞ 

・外国人研究者招聘: Xiangke Wang 教授（中国科学院プラズマ物理研究所、中国）、Gheorghe Popa

教授（AIC 大学、ルーマニア）、Yu. Lebedev 教授(ロシア科学アカデミー)、他 11 名 

・外国人留学生受入れ：8名（中国 5名、インド 1名、ルーマニア 1名、インドネシア 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 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 

・科研費新学術領域研究（平成 21～25 年度）、“プラズマプロセスによる微粒子ミクロ表面のバイ

オ活性制御技術の開発と医療応用”   

・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”  

・科研費挑戦的萌芽研究（平成 21～22 年度）、“プラズマ反応場を用いた先進的タンパク質合成・ 

分解技術の開発” 

新聞報道等： 

日経新聞“医療器具用の殺菌装置”、(2009.11.27) 

【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活用し、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新たな学際領域の創出にチャレンジしていきたい。 
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電気電子工学科 

 

 

 
 

専任・教授  野口 敏彦（季彦） （NOGUCHI TOSHIHIKO） 

電気電子工学科 

専門分野： パワーエレクトロニクス、電気機器学 

 
  
 

【 研究室構成 】 

教    員：野口 敏彦（季彦）  

博士課程：2年（長岡技術科学大学からの研究指導委託学生 1名） 

修士課程：2年（長岡技術科学大学からの研究指導委託学生 4名） 

学  部：4年（3名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

単なる数理的な展開や理論の解説に終始しないよう、ときには卑近な例を採り上げるなどして、

学生がイメージを膨らませ理解しやすいように講義することを心がけている。試験においても、

教科書、参考書、ノート、電卓等を持ち込み可として、本質的な理解と思考力を問うようにして

おり、工学的な考え方を獲得できるよう指導している。 

 

＜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 

パワーエレクトロ

ニクス 
 学部4年 1 ○  

電気機器学  大学院1,2年 1 ○  

制御工学Ⅱ  学部3年 1  ○ 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

電力変換器に関する研究では次世代電力用半導体素子を念頭に置いた新トポロジーの創出と実

装技術の確立、各種 AC-AC 直接電力変換器の制御法の探究を目標とする。また、モータドライブ

に関しては、超高速モータの開発、センサレス制御法の探究を目標とする。 

 

＜実績＞ 

（１） 車載スーパーチャージャ用超高速モータの開発 

12 V という低電圧源で駆動する 150,000 r/min、1.5 kW の超高速モータを開発した。機械損を除

いた効率が 97 %、パワー密度が 13 W/cm3 のプロトタイプを試作し、種々の運転特性を確認した。 

（２） マルチレベル電力変換器の新トポロジー創出 

SiC を基材とする次世代電力用 MOSFET を適用すべく、全ての素子を同一電位で駆動できる新

しいトポロジーのマルチレベル電力変換器を提案し、その運転特性を実験的に検証した。 

（３） マトリックスコンバータへの直接電力制御法の適用 

マトリックスコンバータの新しい制御法として直接電力制御法の適用を試みた。その結果、プロ

トタイプを使った実験システムで 95.0 %の効率と 99.9 %の総合入力力率を確認した。 

 

パワーエレクトロニクスにおける
学理と技術の融合 
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電気電子工学科 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1) Suroso, and T. Noguchi, “Three-Level Current-Source PWM Inverter with No Isolated Switching 

Devices for Photovoltaic Conditioner,” IEEJ Transactions on Industry Applications Society, vol. 129, no. 

5, p.p. 505-510 (2009).  

2) K. Saito, C. Anyapo, P. Kamjitjam, and T. Noguchi, ‘Development of an Electric Wheelchair System 

Using PEM Fuel Cell,” Journal of Asian Electric Vehicles, vol. 7, no. 1, p.p. 1185-1190 (2009).  

国際会議発表 

1) T. Noguchi, and Suroso, “New Topologies of Multi-Level Power Converters for Use of Next-Generation 
Ultra High-Speed Switching Devices,” IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE2009), 
p.p. 1968-1975 (20-24 Sep. 2009, San Jose, USA).  

2) Suroso, and T. Noguchi, “New Generalized Multilevel Current-Source PWM Inverter with No-Isolated 
Switching Devices,” IEEE The Eighth International Conference on Power Electronics and Drive System 
(PEDS2009), CDROM, (2-5 Nov. 2009, Taipei, Taiwan).  

3) T. Noguchi, and T. Wada, “1.5-kW, 150,000-r/min Ultra High-Speed PM Motor Fed by 12-V Power 
Supply for Automotive Supercharger,” The 13th European Conference on Power Electronics and 
Applications (EPE2009), CDROM (8-10 Sep. 2009, Barcelona, Spain).  

4) T. Noguchi, and A. Sato, “Direct Power Control Based Indirect AC to AC Power Conversion System,” 
The 13th European Conference on Power Electronics and Applications(EPE2009), CDROM (8-10 Sep. 
2009, Barcelona, Spain).  

5) C. Anyapo, K. Saito, and T. Noguchi, ‘Design and Implementation of New DC Motor Drive Circuit for 
Electric Wheelchair Using PEM Fuel Cell,” International Symposium on Engineering, Energy and 
Environment (ISEEE2009), p.p. 468-473 (24-25 Nov. 2009, Rayong, Thailand).  

国内学会発表 

電気学会 計 8 件 

招待講演 

日本能率協会 第 27 回 2009 モータ技術シンポジウムほか 3 件 
解説・特集 

電磁環境工学情報 EMC 2009 年 12 月号ほか 3 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

浜名湖国際頭脳センター 自動車産業の組込み人材育成実行委員会委員ほか 3 件 

＜管理・運営＞ 

評価実施委員会委員 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等： 新潟日報 2009 年 10 月 3 日 「探る 柏崎低炭素社会モデル事業」 

外部資金獲得：    文部科学省 科学研究費補助金 基盤研究（C）20560262 次世代超高速

スイッチング形電力変換器の新トポロジーと実装に関する研究（代表） 
経済産業省 低炭素社会に向けた技術シーズ発掘・社会システム実証モデ

ル事業 新潟の自然と風土を活かした分散電源ネットワークと電気自動

車コミュニティーの構築 1 件（分担） 
共同研究 4 件（すべて代表） 
奨学寄附金 4 件 

 

【 今後の展開 】 

教育については、学生がパワーエレクトロニクスに親しみを持てるような講義をしていきたい。

研究では、企業との共同研究を軸に中長期的展望に立った新しい電力変換技術とモータドライブ技

術の確立を目指すとともに、量産化される工業製品へそれら技術の適用、実用化にも挑戦する。 
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電気電子工学科 

 

 

  

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    

学  部：4年（4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 

 
＜業績＞ 

（１）基本周波数を考慮した雑音混入音声の線形予測分析 

  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のためのコムフィルタによる雑音推定 

  コムフィルタを用いて雑音を推定して、分析精度を向上させた。 

（３）調波構造を強調するためのスペクトル減算を用いた雑音混入音声の基本周波数推定 

  スペクトル減算を用いて基本周波数推定を行う手法の効果を検証した。 

（４）雑音減算とﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ信号分離による音声の雑音低減  

  過去の雑音推定結果を考慮する効果について検討した。 

 

 

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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電気電子工学科 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

  “振幅調節と変調を施した振幅スペクトルを用いた雑音混入音声の基本周波数推定,” 小川 啓太,

深林 太計志, 電子情報通信学会論文誌, J92-D/5, pp. 639－649, May 2009. 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

テクノフェスタ委員会委員 

 

【 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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電気電子工学科 

 

 

  

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  

 
  

 

【 研究室構成 】  

教    員：道下 幸志    

修士課程：2年（2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。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）雷に伴う電荷量評価 

雷のエネルギーに起因する電力設備への被害を論じる際に重要な物理量の一つに電荷量があ

る。スローアンテナを用いた電界の測定結果が得られれば、電荷量を推定することが可能になる 。

本報告では、スローアンテナにより得られた電界波形の変化から雷雲の電荷中心点を推定し、電

荷の高さを決定し、各雷撃の電荷量を評価した。電荷中心や電荷量の推定結果を当日の高層気象

データ等と比較し、解析結果の妥当性を検証した。（電気学会放電誘電・絶縁材料高電圧合同研

究会、ED-10-012,DEI-10-036,HV-10-012、2010） 

 

雷に伴う環境電磁工学 
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（２）第一雷撃と第二雷撃の電界波形パラメータの相関 

雷により配電線等に発生する事故を論じる際には、構成要素である雷撃毎のパラメータに加えて

両者の相関が重要になる。本報告では、帰還雷撃電流と相似な関係にあるといわれる電界波形の

波頭部のパラメータについて、第一雷撃と第二雷撃の相関を求めた。界雷や熱雷、放電路が同一

あるいは異なる等、種々の条件により相関係数が異なることが分った。（電気学会放電開閉保護

高電圧合同研究会、ED-09-160,SP-09-31,HV-09-40 、2009） 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                      

1) 「配電線雷被害メカニズムの解明と被害率予測手法の高度化」、配電線雷被害メカニズム調査専

門委員会：2009 年、電気学会（ISSN:0919-9195） 

国際会議発表     

・ “Estimation of lightning striking points by time-of-arrival method with small network”, K. 
Michishita, Y. Hongo, S. Yokoyama, X International Symposium on Lightning Protection, 4-5, 
Curitiba Brazil (2009.11.11)  

他１件 

国内学会発表  

・電気学会など、計 6 件 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

電気電子工学科学科長 
 

【 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://cnt.eng.shizuoka.ac.jp/ 
 

【 研究室構成 】  

教    員：井上 翼    

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 センサー工学や安全工学では、日常生活と関連付けた内容を講義して、興味を引き起こすよう努め

ている。電気電子工学実験Ⅰ及びⅡでは、実験課題を円滑に進めることよりも、学生が問題に直面し

たときどのように解決するかを自分で考え実践することが重要であると考えている。なるべく自己解

決できるようサポートしている。 
 

＜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 

センサー工学 学部4年 1 ○   

固体物理Ⅰ 学部2年 1  ○  

安全工学 学部3,4年 2 ○  複数担当（15人） 

電気電子工学実験Ⅰ 学部2年 1.5  ○ 複数担当（9人） 

電気電子工学実験Ⅱ 学部3年 3  ○ 複数担当（11人） 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

カーボンナノチューブを作製し新規応用開発に関する研究を実施している。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ある。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ている。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

開発を進めている。また同時にナノチューブの紡績によるナノチューブ・ファイバー開発を目的とし

て研究を進めている。非常に軽い高強度ナノファイバーを目指している。 

 

＜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 3mm 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高強度ナノチューブファイバーを作製した。 

 

ナノワイヤ、ナノチューブの応用研究 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

"Seebeck effect in PbTe films and EuTe/PbTe superlattices", Akihiro Ishida, Tomohiro Yamada, Daoshe 

Cao, and Yoku Inoue, Martin Veis and Takuji Kita, J. Appl. Phys. 106, 023718 (2009). 他 2 件 

国際会議発表     

"Kinetic study of GaN nanowire morphologies", Yoku Inoue , Akihiro Ishida, Hidenori Mimura and 
Kensuke Akamatsu, The 36th International Conference on Compound Semiconductor (Sep/2009), Santa 
Barbara, USA. 他 5 件 

国内学会発表  

“塩化物 CVD 法による長尺多層カーボンナノチューブアレイの作製”, 村上篤，鈴木佑亮，南佳孝，

村松潤一，石田明広，井上翼，志水さやか，岡田守弘，三村秀典, 第 70 回応用物理学会学術講演

会 他 6 件 
招待講演 

“ソフト・柔軟・強靭・高導電カーボンナノチューブ繊維”, ３回カーボンナノ材料研究会  
他 4 件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

(1)イノベーションジャパン 2009 出展・発表,“ソフト・柔軟・強靭・高導電カーボンナノチュー

ブ繊維” 
(2)イノベーションブリッジ出展・発表,“ソフト・柔軟・強靭・高導電カーボンナノチューブ繊維” 
(3)米国宇宙エレベータ・ロープ強度競技参加・発表 
(4)米国ノースカロライナ州立大学博士課程学生を 1 名受け入れ、共同研究を進めた。今後も連携

を進める予定である。 
 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：JST A-STEP 事業 FS 起業検証「カーボンナノチューブファイバーの引張強度向

上と量産技術開発」採択 他企業共同研究 1 件、財団助成金 4 件 

 

【 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。 
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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）、2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  学部2年 2 ○   

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  ○ 複数担当（3人） 

ディジタル通信理論 大学院1,2年 1 ○  複数担当（2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）無線マルチホップネットワーク 

  複数の中継端末を介して送受信を行うネットワークについて、端末の消費電力なども考慮したネ

ットワーク全体の消費電力を評価し、省電力通信の可能性を検討した。 

（２）光無線通信 

  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を行った。 

放送型の光無線システムにおける階層型情報伝送の研究を行い、通信性能における伝播損失の影

響を検討した。 

次世代無線通信のための下位レイヤー技術 
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（３）直交周波数分割多重（OFDM）方式 

  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た。 

 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表     

・ Y.OKA, H.HABUCHI, K.OHUCHI, K.HASHIURA, “Construction of Hierarchical Optical 
Broadcasting Systems for Intelligent Transport System”, 2009 International technical conference of 
IEEE Region 10 (TENCON2009), THU4.P.30 P1190, 2009-11.  

・ K.MORITA, K.OHUCHI, M.SAITO, “Evaluation of PAPR Performance on OFDM Systems using a 
Sub-carrier Selection Method”, The 5th International Student Conference at Ibaraki University, 
2009-11. 

・ T.KOIKE, K.OHUCHI, H.HABUCHI, “Analysis of Multilevel Transmission using ASK and CSK in 
Optical Wireless Communications”, The 5th International Student Conference at Ibaraki University, 
2009-11. 

国内学会発表  

・ 高野, 大内, “マルチホップ通信における端末消費電力の影響に関する基礎検討”, 電子情報通

信学会信学技報 WBS2009-7, 2009-7. 
・ 森田, 大内, 齋藤, “OFDM 方式におけるサブキャリア選択法の PAPR 低減効果”, 電子情報通

信学会信学技報 WBS2009-10, 2009-7. 
・ 小池, 大内, 羽渕, “光無線通信における ASK と CSK による多値変調の一検討”, 電子情報通信

学会信学技報 WBS2009-15, 2009-7.  
・ 遠藤, 羽渕, 大内, “放送型路車間通信における非均一電力化ターボ符号の効果”, 電子情報

通信学会ソサイエティ大会, A-17-2, 2009-9. 
・ 岡, 羽渕, 大内, 橋浦, “光無線通信を用いた路車間通信における階層化変調法による信頼性向

上法の検討”, ITS シンポジウム, 1-C-04,pp.49-54, 2009-12. 
・ 岡, 羽渕, 大内, “光階層通信における伝搬損失を考慮した誤り率特性”, 情報通信基礎サブソサ

イエティ合同研究会, 信学技報 WBS2009-95, 2010-3.  
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

電気電子工学科カリキュラム検討委員会委員 
工学部教務委員会委員, 工学部等安全衛生管理委員会委員、 
浜松キャンパス安全衛生委員会補欠委員, 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、マルチキャリア伝送方式、

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  

 
  

 

【 研究室構成 】  

教    員：大橋 剛介    

修士課程：2年（3名）、1年（1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。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     ○ 

画像工学  学部4年 1   ○  複数担当 

情報処理  学部1年 1   ○   

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 

（２）高画質化支援システムの開発 

（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) 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Ｄ，Vol.129, No.6，pp.593-600(2009)  

2) 尾崎進之介，徳田裕一郎，大橋剛介，下平美文，"遺伝的アルゴリズムとガウス近似を用いた

等色関数の補正法"，映像情報メディア学会誌，Vol.63，No.10, pp.1447-1452 (2009)   

国際会議発表     

1) N.Ishikawa, G.Ohashi, Y.Shimodaira, Y. Shibata, H. Serizawa,"Color Perception Characteristics for 
Spectrally Mixed Colors in the Mesopic Condition", The 16th International Display Workshops, 
pp.1243-1246, (2009) 

2) S.Ozaki, G.Ohashi, Y.Shimodaira,"Correction of Color-Matching Functions using Genetic Algorithm 
and Gaussian Approximation: Discussion of Individuality", The 16th International Display 
Workshops, pp.1239-1242, (2009) 

3) K. Sawada, G.Ohashi, T. Hoshino, Y.Shimodaira,"Estimation of Overall Image Quality with the 
Mahalanobis-Taguchi System Focusing on Gamma, Maximum Luminance and Minimum 
Luminance", The 16th International Display Workshops, pp.1259-1262, (2009) 

4) T.Arikawa, T.Hisamori, G.Ohashi,"Query-by-Sketch Image Retrieval System focused on Stroke 
Order", Proceedings of the 16th Korea-Japan Joint Workshop on Frontiers of Computer Vision, 
pp.388-391, (2010) 

 

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 11 件 
 

特許出願・取得 

発明者名：大橋剛介、名称：Image Retrieval Device and Image Retrieval Computer Program Applied to 
the Image Retrieval Device（画像検索装置および同画像検索装置に適用される画像検索用コンピュ

ータプログラム）、区分（出願・公開、国内・国外）、番号：WO2009/147840 A1、年月：2009 年 12
月 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

高校出張講義 1 件（清水東高校） 
＜管理・運営＞ 

ＦＤ委員会の委員（1 年目）を務めた。 

＜特筆事項＞ 

受賞・表彰： (1) 外観検査アルゴリズム 2009 優秀賞 
  (2) The 16th International Display Workshops Outstanding Poster Paper Award 

外部資金獲得：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。学際領域的な研究にも積極的

に挑戦したい。現在、バイオイメージインフォマティックスに興味を持っている。 
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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    

修士課程：1年（1名） 

学  部：4年（1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。 
 

＜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 ○  複数担当 

応用英語C  学部3年 1 ○  複数担当 

システム制御工学  大学院1,2年 1  ○  

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

  非線形サンプル値系の制御理論(主に安定化制御系設計法)の拡張と船舶のサンプル値安定化、追

従制御系設計、フォーメーション制御系などへの応用である。 

 

＜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、船舶の出力フィードバックによる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) 船舶のフォーメーション制御系の設計 

コンピュータ制御の観点を考慮した非線形システムである船舶に対し適用可能な形に、線形制御

系のフォーメーション制御理論を拡張した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                            

1)  H. Katayama, Nonlinear sampled-data stabilization of dynamically positioned ships, IEEE Transactions 

on Control Systems Technology, Vol. 18, No. 2, pp. 463-468 (2010). 

 

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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国際会議発表     

・ H. Katayama, "Nonlinear sampled-data stabilization of dynamically positioned ships by reduced order 
observer-based controllers," Proceeding of 2009 European Control Conference (ECC2009), pp. 
4883-4888, Budapest, Hungary 平成 21 年 8 月 
他 9 件 

国内学会発表  

・計測自動制御学会 計 5 件 
 

【 その他の事項 】 
 

＜管理・運営＞ 

工学部研究企画室委員 
 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科学研究費 基盤研究 C (代表)。 
走航波外乱抑制機能を持つ中小型船舶用フォーメーション制御系の開発 
共同研究 1 件 

 

【 今後の展開 】  

非線形サンプル値制御理論の拡張と共に、ボートの運動制御の共同研究を通した既存理論の拡

張と構築した新しい制御理論を用いた、ボートの安定化制御系、追従制御系、フォーメーション

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（1名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜ 目標 ＞ 

  基礎科目である「電気回路」では，毎回の演習と宿題を通して実際の回路解析が可能となる

ことを目標としている。一方で講義では，電気回路理論が実際に応用されている事例を説明し，

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。 
大学院では電力システム工学と題し，簡単な電力系統の解析ができることを目標に講義して

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 4  ○ 複数担当（2人） 

電力工学Ⅰ  学部3年 1 ○  

電力工学Ⅱ  学部3年 1  ○ 

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＞  

（１）電力貯蔵装置による風車出力変動抑制実験 

 コンデンサを用いた高速応答電力貯蔵装置を試作し，直流リンク風力発電機の直流部分に

分散電源の小規模電力系統への影響 
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付加することにより，風車の出力変動を抑制し，それが連係された模擬小規模電力系統への

影響を抑制できることを確認した。一方でこの電力貯蔵装置により電力系統内部のじょう乱

を抑制することも考えられ，その可能性を検討した。 

（２）地域エネルギー供給システムにおけるエネルギー分配 

  コージェネレーションシステムにより電気・熱・冷熱を住宅地に分配する方法とその特性に

ついて検討した。住宅密度や気候などにより，最適なシステム構成やエネルギー分配方式が

変化することを確認した。 

（３）小規模電力系統における電力貯蔵装置の効果 

  離島のような小規模電力系統に風力・太陽光発電のような変動性電源を導入した場合，電圧

や周波数変動が問題となる。その対策として電力貯蔵装置が考えられるが，設置位置や運用

方法によりその効果が異なることを確認した。 

 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

・電気関係学会連合大会など，計 3 件 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工作技術センター協議会委員 
 

【 今後の展開 】  

 教育では，主として今年度初めて担当した電気回路Ⅱの充実をはかっていきた。 

 研究では，今までに引き続き，地域エネルギー供給，風力・太陽エネルギー，小規模電力系統

の各分野について，実用化に際して問題となりそうな事項の発掘，その性質の解明，対策など，

学術的な立場から研究していきたい。 
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専任・准教授  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    

修士課程：1年（1名） 

学  部：4年（4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, “Rotational Motion of Break Arcs Driven by Radial  

Magnetic Field in a DC Resistive Circuit,” IEICE Trans. Electron., Vol. E92-C, No. 8, pp. 992-997 (2009) 

 

国際会議発表     

1) Junya Sekikawa and Takayoshi Kubono, “Rotational Drive of Break Arcs using a Permanent Magnet 

Embedded in an Electrical Contact,” Proceedings of The 55th IEEE Holm Conference on Electrical 

Contacts, pp. 250-254, Vancouver, Canada, (2009 年 9 月). 

電気接点間で発生するアーク放電と接点消耗 

126



電気電子工学科 

国内学会発表  

1) 渥美友裕、関川純哉、窪野隆能、「直流 20-500V/5-30A 回路における開離時アークの諸特性」、

電子情報通信学会技術報告， Vol.109, No.44,45、pp. 21-26、東京都千代田区 (2009 年 5 月) 

2) 関川純哉、窪野隆能、「Ag 電気接点に埋め込まれた永久磁石によって磁気駆動される開離時ア

ークの回転速度」、電子情報通信学会技術報告,Vol.109, No.138、pp. 13-18、千歳市 (2009 年 7 月) 

3) Junya Sekikawa and Takayoshi Kubono, “Effects of Contact Materials on Rotational Motion of Break 

Arcs Driven by Radial Magnetic Field,” IEICE Technical Report, Vol.109, No.287, pp. 129-132, 東京都

千代田区 (2009 年 11 月). 

4) Tomohiro Atsumi, Junya Sekikawa, Takayoshi Kubono, “Characteristics of Break Arcs Driven by 

Transverse Magnetic Field in a DC High-voltage Resistive Circuit,” IEICE Technical Report, Vol.109, 

No.287, pp. 41-44, 東京都千代田区 (2009 年 11 月). 

5) 関川純哉、窪野隆能、「陰極に埋め込まれた永久磁石によって回転駆動される開離時アークの継

続時間と回転周波数」、2010 年 電子情報通信学会総合大会, エレクトロニクス講演論文集 2、

C-5-11、仙台市 （2010 年 3 月） 

6) 渥美 友裕、関川 純哉、窪野 隆能、「直流高電圧回路内で横磁界により駆動される開離時アー

ク」、2010 年 電子情報通信学会総合大会, エレクトロニクス講演論文集 2、C-5-10、仙台市 （2010

年 3 月） 

 

学術講演 

1) 関川純哉、「開閉電気接点間でのアーク放電の点弧・維持・消弧」、第 105 回 継電器・コンタ

クトテクノロジ研究会，東京都港区 (2009 年 6 月) 

 

【 その他の事項 】 
＜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 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：1) 平成 21 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 年目) 

  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・准教授  高野 泰 （TAKANO Yasushi）   

電気電子工学科  

専門分野：太陽電池、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（1名） 

学  部：4（4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 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。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、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。量子ドットを用いてエネルギー変換効率の向上を実現する。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。 

 

＜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。 

  発光ダイオード、太陽電池に使用できる高品質結晶を作製できた。 

（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。逆位相領域を減少させた。 

（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)Surface evolution of GaP grown on Si substrates using metalorganic vapor phase epitaxy, (Y. Takano, T. 

Takagi, Y. Matsuo, and S. Fuke) Jpn. J. Appl. Phys.(in print) 

2)Influence of PH3 preflow time on initial growth of GaP on Si substrates by metalorganic vapor phase 

epitaxy, (Y. Takano, T. Okamoto, T. Tatsuya, and S. Fuke), IEICE TRANS. ELECTRON., E92-C, No.12, 

pp.1443-1448 (2009). 

 

国内学会発表  

・応用物理学会、計 3 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・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 
2009 年度リフレッシュ理科教室現地実行委員(浜松) 
 

【 今後の展開 】  

 現在の研究を継続する。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。また太陽電池作製にトライしていきたい。 
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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/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：庭山 雅嗣 

修士課程：2年（4名）、1年（3名） 

研 究 生：1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。学部 4 年生の生体工学と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 ○ ○  

生体工学  学部4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 

光を用いた非侵襲生体計測 
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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

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。 

（６）無侵襲光計測の周産期医療への応用 

体表から経腹的に母体組織の酸素化状態を測定するうえでの基本的な計測特性を理論と生体

模擬試料実験により解析した。 

（７）キャリブレーション可能な非磁性 NIRS システムの開発 

fMRI や MRS 等の磁気共鳴装置と NIRS の同時計測において高精度化を可能とする校正機能

を有する非磁性体システムを試作した。 

 

＜業績・成果＞ 

著書 
K. Ohishi and M. Niwayama: "Influence of curvature and overlying tissues on cerebral oxygenation 
measurement using spatially-resolved and single-point NIRS," Brain Topography and Multimodal 
Imaging, Edited by T. Kobayashi, I. Ozaki and K. Nagata, pp. 203-206 (Oct 2009) 

 
学術論文 

1) N. Stuban and M. Niwayama: "Adjustable fetal phantom for pulse oximetry," Rev. Sci. Instrum., Vol. 80, 
pp. 054301 1-4 (July 2009) 

2) R. Kime, M. Niwayama, M. Fujioka, K. Shiroishi, T. Osawa, K. Shimomura, T. Osada, N. Murase, and 
T. Katsumura:"Unchanged muscle deoxygenation heterogeneity during bicycle exercise after 6 week 
endurance training," Adv Exp Bio Med, Vol. 662, pp. 353-358 (Mar 2010) 

 

国際会議発表 

K. Ohishi and M. Niwayama: The International Society for Brain Electromagnetic Topography 
(ISBET2009), Kyoto (Sep 2009) 

国内学会発表 

 日本生体医工学会にて 4 件、日本生体医工学会東海支部大会にて 1 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

高大連携実習講師 1 件 
教職員免許更新実習講師 1 件 

＜管理・運営＞ 

評価実施委員、高大連携 WG 

＜特筆事項＞ 

報道等： 平成２２年２月国立大学協会広報誌 JANU、p. 4 
 

【 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（4 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 ○  複数担当（2人） 

電子回路Ⅰ  学部2年 2  ○ 複数担当（3人） 

ロボット工学  学部4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桁以上高精度に計測可能な独自技術を開発した。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，その実用化に取り組んだ。 

・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＞ 

特許出願 2件・特許取得 1件 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

入試委員会の委員（2 年目）を務めた。 

 

高精度 3 次元画像計測技術の開発と応用 
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＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 

・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 

・企業との共同研究 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。 

 

133



電気電子工学科 

 

 

  

専任・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  ○ 

電気回路Ⅲ  学部2年 1  ○ 

新入生セミナー  学部1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  

・「統一理論に基づく埋込磁石同期電動機の解析」，電気学会回転機研究会， 

RM-09-42，（平 21-5） 

 

 

  
  

 

低速大トルク電動機の開発 
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【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

全学：学長適任者意向投票管理委員会委員 

工学部：ハラスメント防止対策委員 

 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：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）の理論の確立。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高出力化に関し、設計法を構築。 
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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 （兼担：創造科学技術大学院） 

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：2年（1名） 

修士課程：2年（2名）、1年（2名） 

学  部：4年（3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）１５３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。 

（２）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及び波形制御の新しい方法

を提案した。 

 

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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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               
1) “Simultaneous dispersion and dispersion-slope compensator based on a doubly-sampled 

ultrahigh-channel-count fiber Bragg grating,” X. Chen, J. Hayashi, and H. Li*, Applied Optics, Vol. 
49, No. 5, pp. 823-828 (2010). 

2) “Simultaneous optical pulse multiplication and shaping based on an amplitude-assisted phase-only 
filter utilizing a fiber Bragg grating,” X. Chen and H. Li*, IEEE/OSA J. Lightwave Technol. Vol. 27, 
No. 23, pp.5246-5252 (2009). 

3) “Multiplication of a multi-channel notch filter based on a phase shifted phase-only sampled fiber Bragg 
grating,” M. Li, T. Fujii, and H. Li*, IEEE Photon. Technol. Lett.. Vol. 21, No. 13, pp.926-928 
(2009). 

4) “Multiwavelength fiber laser based on the utilization of a phase-shifted phase-only sampled fiber 
Bragg grating,” M. Li, X. Chen, T. Fujii, Y. Kudo, H. Li*, and Y. Painchaud, Opt. Lett. Vol. 34, No. 11, 
pp. 1717-1719 (2009). 

5) “Advanced design of the ultrahigh-channel-count fiber Bragg grating based on the double sampling 
method,” M. Li, X. Chen, J. Hayashi, and H. Li*, Opt. Express Vol. 17, No.10, pp. 8382-8394 (2009). 

 

国際会議発表 
1) “Multiwavelength fiber ring laser utilizing a multiple phase-shifts phase-only sampled fiber Bragg 

grating,” Ming Li, H. Li, and Y. Painchaud, ECOC2009, Vienna(Austria), Paper. 7.1.4. 
他 3 件 
 

国内学会発表  

・電子情報通信学会など、計 3 件 
 

招待講演  

1) “Recent advances in the design and fabrication of high channel-count fiber Bragg gratings and their 
application to dispersion compensation and multi-wavelength fiber lasers,” H. Li, IEEE LEOS 2009 
Annual Meeting, Topic of Optical Fiber and Planar Waveguide Technology, Antalya(Turkey), Paper 
WD1 (Invited report). 

2) “High channel-count phase-only sampled fiber Bragg grating and its application to dispersion 
compensator and multi-wavelength fiber laser,” H. Li, POEM2009, Wuhan(China)  Proc. SPIE Vol. 
7516, 751608 (2009) (Invited report). 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・国際交流 1 件 

＜特筆事項＞ 

・外部資金獲得：財団法人国際コミュニケーション基金「調査研究助成」（2009） 

 多チャンネルＦＢＧによる全光学信号処理への応用（代表者） 

 

【 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 

 

 

  

専任・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   

 
  
 

【 研究室構成 】  

教    員：渡邊 実    

修士課程：2年（2名）、1年（3名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 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授業に努めている。 

 

＜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 

新入生セミナー  学部1年 1 ○  複数担当 

プログラミング  学部1年 2  ○ 複数担当(2人) 

電気電子工学実験II  学部3年 1  ○ 複数担当 

光波電子工学  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  9 件 

1. 学部長賞，静岡大学，瀬戸，2010 年 3 月． 

2. 奨励賞，計測自動制御学会 中部支部, 中島，2010 年 1 月． 

3. 連合大会奨励賞，電気関係学会東海支部連合大会，瀬戸，2010 年 1 月． 

4. IEEE 学生奨励賞，電気関係学会東海支部連合大会，中島，2010 年 1 月． 

5. デザインガイアポスタ賞，デザインガイア，瀬戸，2009 年 12 月． 

6. デザインガイアポスタ賞，デザインガイア，中島，2009 年 12 月． 

7. MHS 20th Anniversary Research Competition: Best Poster, IEEE International Symposium on 

Micro-NanoMechatronics and Human Science, D. Seto, Nov., 2009. 

8. 学生研究奨励賞, 社団法人電子情報通信学会東海支部, 中島, 2009 年 6 月． 

9. 学生研究奨励賞, 社団法人電子情報通信学会東海支部, 久保田, 2009 年 6 月． 

・ 著書  1 件 

1.  “Optoelectronic Device using a Liquid Crystal Holographic Memory,” M. Watanabe, New 

Developments in Liquid Crystals, IN-TECH, pp. 219-234, 2009. 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

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。 

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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＜実績＞  

（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 

（３） 高速動的光再構成型プロセッサの研究開発 

（４） 宇宙空間用・光デバイスの研究開発 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等   

[1]  “Optical buffering technique under space radiation environment,” M. Nakajima, M. Watanabe, 

Optics Letters, Vol. 34, Issue 23, pp. 3719-3721, Dec., 2009. 

[2] “A four-context optically differential reconfigurable gate array,” M. Nakajima, M. Watanabe, 

IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, No 20, pp. 4460-4470, Oct., 2009. 

国際会議発表     

[1]  “A multi-context programmable optically reconfigurable gate array without a beam splitter,” S. 

Kubota, M. Watanabe, IEEE International Midwest Symposium on Circuits & Systems, pp. 971-974, 

Aug., 2009. 

[2] “A sixteen-context dynamic optically reconfigurable gate array,” M. Nakajima, M. Watanabe,     

NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems, pp. 120-125, July, 2009. 

[3] "Inversion/non-inversion implementation for an 11,424 gate-count dynamic optically reconfigurable 

gate array VLSI," S. Kato, M. Watanabe, International Symposium on Systems, Architectures, 

Modeling and Simulation, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5657, pp. 139-148, July, 2009. 

[4] “A sixteen-context optically reconfigurable gate array,” M. Nakajima, M. Watanabe, IEEE 

International Conference on Application-specific Systems, Architectures and Processors, pp. 227-230, 

July, 2009. 

[5] “A programmable dynamic optically reconfigurable gate array,” S. Kubota, M. Watanabe, IEEE 

Northeast Workshop on Circuits and Systems, pp.323-326, June, 2009. 

[6] "Fast reconfiguration experiments of an optically differential reconfigurable gate array with 9 

configuration contexts,” M. Nakajima, M. Watanabe, IEEE International Symposium on Circuits and 

Systems, pp. 2013-2016, May, 2009. 他 20 件 

国内学会発表  

・応用物理学会 2件，電子情報通信学会技術研究報告 29 件 

 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

受賞・表彰： MHS 20th Anniversary Research Competition: Best Poster, IEEE International Symposium  
 on Micro-NanoMechatronics and Human Science, D. Seto, M. Watanabe, Nov., 2009 
外部資金獲得： 

 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） 

 

【 今後の展開 】  
光電子融合デバイスの研究を継続しつつ、新しい研究テーマにも挑戦していく。 
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電気電子工学科 

 

 

  

専任・准教授      和田 忠浩 （Tadahiro WADA ）   

電気電子工学科  

専門分野： 無線通信工学、無線ネットワーク、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（5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。 

･NIFEE プログラム生の第一期生の受入れと授業担当にあたり、NIFEE 学生の資質や事情に合わせた

授業を準備、実施する。 

･国際交流センター運営委員として引き続き留学生指導を実施。1年生への留学生ガイダンス指導や

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  ○ 

ディジタル通信理論  大学院 1 ○  複数担当 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

石橋助教、椋本技術職員との連携し、無線通信技術に関する次の研究を実施する。 

･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、本ネットワークは多

中継ネットワークであり、高速で信頼ある通信の実現が困難である。本研究では、多中継ネット

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。 

･可視光通信は、LED などの光源を利用した通信技術で、高速性や高セキュリティといった特徴をも

ち、また、免許無く利用できることから広い応用が考えられる。本研究では、WEB カメラを利用

した受信システムの構築を目指し、その基礎検討を行う。 

･ソフトウェア無線として、GNU ライセンスに基づく GnuRadio を利用した無線システムを構築する。 

･流星バースト通信のための再送制御方式を提案し、特性を評価する。 

 

 

無線ネットワークにおける伝送信頼性の向上 
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＜実績＞  

（１）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。 

（２）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。 

（３）可視光通信システムの受光システムを構築し、基礎特性を評価した。 

（４）GNURadio の送受信特性を測定し、その性能を評価した。 

（５）流星バースト通信システムのための新しい ARQ 方式を提案し、その性能を評価した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

「新インターユニバーシティ無線通信工学」（オーム社） 2009.11 共 

国際会議発表     

・T. Hashimoto, K. Ishibashi, and T. Wada, “A Proposal of New Hybrid ARQ Scheme suitable for 
Multi-hop Transmissions using LDPC Codes,”Proc. of IEEE GLOBECOM 2009, Honolulu, 
Hawai, Nov. 2009.  

他 2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 7件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

電子情報通信学会 和文論文誌編集委員 

工学部 NIFEE プロジェクトの参画 

ベトナムフエ市での NIFEE の入試業務、フエ市やハノイ市における工学部の広報活動 

留学生就職活動支援 

外国人留学生受入（1名） 

 

＜管理・運営＞ 

教務委員 

国際交流センター運営委員会 委員 

 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：無線ネットワークのための多中継伝送に適した新しい再送制御方式の提案”、 

若手研究（B）、研究代表者 

 

【 今後の展開 】  

 研究分野としては、科研費に基づく多中継ネットワークのための再送制御方式に関する研究を引

き続き実施する。また可視光通信のための受信システムの更なる検討や、流星バースト通信の再送

制御方式の新たな可能性について探る。 
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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.eng.shizuoka.ac.jp/~ishibashi/ 

 

【 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（6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 ○ ○  

 

【 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。本研究に関連して学会より 1 件の表彰を受けた。 

（２）コグニティブ（認知）無線技術にもとづく動的ターボ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、各端末が動的に通信状況を認知し、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）次世代無線センサネットワークの実装及び開発 

近年注目を集めているソフトウェア無線技術を用いた GNU Radioと USPR2を用いて提案協力通

信方式の実装に取り組んだ。 

（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 

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。 

次世代無線通信ネットワークの研究 
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 ＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               
1) K. Ishibashi, K. Ishii, and H. Ochiai, “Bit-interleaved Coded DPSK with Cyclic Delay Diversity: 

Design and Analysis,” IEEE Trans. on Wireless Commun., vol.8, issue 9, pp. 4762-4772, Sept. 2009. 
2) K. Sodeyama, K. Ishibashi, and R. Kohno, “An Analysis of Interference Mitigation Capability of Low 

Duty-Cycle UWB Transmission in The Presence of Wideband OFDM System,” Wireless Personal 
Communications (ONLINE FIRST), Apr. 2009. 

3) 石橋功至, 渡辺幸太朗, 石井光治, “ダイナミックスペクトルアクセスネットワークにおける
隠れ端末問題と通信接続性の解析,” 電子情報通信学会論文誌, vol-B, 92(11), pp. 1778-1787, 
Nov. 2009. 

 

国際会議発表 

1) K. Ishibashi, K. Ishii, and H. Ochiai, “Design of Adaptive Cooperation using Rate Compatible Turbo 
Codes,” in Proc. of IEEE VTC 2009 Fall, Anchorage, Alaska, Sept. 2009. 

2) T. Hashimoto, T. Wakiyama, K. Ishibashi, and T. Wada, “A Proposal of New Hybrid ARQ Scheme 
using Rate Compatible LDPC Codes for Multi-hop Transmissions,” in Proc. of IEEE VTC 2009 Fall, 
Anchorage Alaska, Sept. 2009.  

3) T. Hashimoto, K. Ishibashi, and T. Wada, “A Proposal of New Hybrid ARQ Scheme suitable for 
Multi-hop Transmissions using LDPC Codes,” in Proc. of IEEE GLOBECOM 2009, Honolulu, Hawai, 
Nov. 2009.   

4) K. Ishii, K. Ishibashi, and H. Ochiai "A Novel Cooperative Diversity Based on Multilevel Coded 
Modulation," in Proc. of IEEE ICC 2009, Dresden, Germany, June 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学会など、計 9 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・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（第 2 部会長） 

＜特筆事項＞ 

受賞・表彰：  2009 年度高柳賞(高柳研究奨励賞) 
       電子情報通信学会無線通信システム研究活動奨励賞 
       IEEE VTC2009-Fall Young Researcher's Encouragement Award (指導学生の受賞) 
外部資金獲得：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 
       文部科学省科学研究費補助金 若手研究 (B) 

 

【 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 22 年度より米国ハーバード大学への長期在外研究を予定しており、情報理論分野の新しい領域

を切り拓く挑戦的なテーマに取り組んでいきたい。 
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電気電子工学科 

 

 

 

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、電子材料工学、情報工学、反応工学 

 
 

 

【 研究室構成 】 

教    員：高橋 崇宏 

修士課程：2年（1名） 

学  部：4年（2名） 

連携教員：江間 義則教授 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  担当する実験、演習科目では、基礎力の強化を重視し、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、学習内容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I  学部2年 2 ○ ○ 複数担当 

電気電子工学実験II  学部3年 3  ○ 複数担当 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

ULSI など半導体デバイスの製造に用いられる CVD（Chemical Vapor Deposition）プロセスの開発、

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 

  マイクロメーターからナノメーターサイズの微小領域に生成した膜の形状実験データを自動的

に解析し、装置内部における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における最新の研究成果を取り入れ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。 

 

電子デバイス製造プロセスの自動解析システム
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

・T. Takahashi and Y. Ema, "Development of an Automatic Modeling System 
for Reaction Mechanisms in CVD Processes", ECS Transactions, Volume 25, 
Issue 8, pp. 483-489 (2009). 
 

国際会議発表 

・T. Takahashi and Y. Ema, "Development of an Automatic Modeling System 
for the Reaction Mechanisms in CVD Processes", EuroCVD 17 and CVD XVII, 
Vienna, Austria, October, 2009. 
 

国内学会発表  

・高橋崇宏, 江間義則, "薄膜微細形状評価を用いた CVD プロセスの反応機構自動解 

析システムに関する研究", 第 32 回情報化学討論会, 山口県宇部市, 2009 年 10 月. 

他 1 件 

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

日本化学会情報化学部会役員(幹事) 
平成 21 年度高大連携実験実習講座(浜松工業高校、磐田南高校) 担当 
 

【 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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電気電子工学科 

 

 

  

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（2名）、1年（2名） 

学  部：4年（2名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  授業担当科目においては学部 1 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．また，これからの日本を

支えるのは従来型の課題解決型人材のみならず，モデル創造型人材であると考え，研究テーマ選択

からその手法までを手取り足取り教えるのではなく，各自がビジョンを持つこと，また，自らが主

体的に取り組む意識を涵養することに注力した．前年度から年 2 回のペースで独自に行っている他

分野の研究室との合同中間発表会を継続・発展させることで，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 

工学基礎実習  学部1年 2 ○  複数担当 

創造教育実習  学部1年 2  ○ 複数担当 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

  当研究室では聴空間の「知覚」と「合成」に関する研究を 2 枚看板とし，空間の影響を考慮した

音の受音と再生について従事している．今年度は前年度に引き続き，実環境での動作や一般的なユ

ーザの使用を念頭に置いた研究の展開を目指した． 

  当該研究分野については，国内外において数多くの類似研究があるが，本研究室では，先に述べ

たとおりに「実環境で一般的なユーザが用いる」という切り口から，これまであまり考慮されるこ

とがなかったが実際に生じる制約条件に着目することとした． 

＜実績＞  

（１）マイクロホン前に障害物がある場合の音源分離 

   従来のアレー信号処理では直接音の到来が前提であったが，マイクロホンの前に障害物がある

場合，その前提は満たされない．そこで，周波数領域 ICA と時間周波数マスキングを組み合わ

せた方法を提案し，想定条件下において従来法より高品質に混合音を分離できることを示した． 

聴空間の知覚と合成 
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（２）音場再現システムにおける室内の残響構造を考慮した逆フィルタ設計 

音場再現システムの逆フィルタ設計においては複数のパラメータが存在するが，その多くは経

験的な値が用いられる．そこで，逆フィルタ設計に用いる室内インパルス応答の構造に着目し，

インパルス応答の自己相関関数を用いて設計パラメータを決定する手法を見出した． 

（３）複数の室内インパルス応答の並行測定 

   音場再現システムにおいては多チャネルの室内インパルス応答を必要とするが，これまでは各

チャネル単独で測定していたため，測定時間はチャネル数が多いほど長時間化した．そこで，

TSP 信号を用いたクロススペクトル法による測定において TSP 信号の時間構造に着目した方法

を見出し，測定時間を大幅に短縮させることに成功した． 

（４）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，不要な雑音を除去するアルゴリズムを提案し，そのロバスト性について評価を行っ

た．本研究の一部については論文投稿中である． 

 

 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表 

1) Yosuke Tatekura, Takeshi Watanabe, “An Inverse Filter Design Method Considering Control Points 
Arrangement and Control Band for Sound Reproduction System,” 16th International Conference on 
Digital Signal Processing (DSP2009), S3P.5, Santorini, Greece, July 2009. 

国内学会発表  

1) 梶弘祐，立蔵洋介，“音源～マイクロホン間の障害物を考慮した音源分離の検討,”日本音響

学会春季研究発表会，東京，March 2010. 

2) 本多祐典，立蔵洋介，中井孝芳，“音場再現システムの逆フィルタ設計における適切なインパ

ルス応答の切り出し,”日本音響学会春季研究発表会，March 2010. 

 

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，2010 年 1 月 

 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

 新聞報道：「音と生体 研究成果発表」，静岡新聞，2009 年 12 月 19 日 

外部資金獲得：（財）村田学術振興財団 海外派遣援助 

 

【 今後の展開 】  

音場再現の概念を発展拡張させ，ユーザ一人ひとりの好みに応じた音環境カスタマイズに関する研

究に着手する．その媒体として，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

発に取り組む．音源分離をはじめとした音声強調に関する研究が本格的に回り始めたので，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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電気電子工学科 

 

 

  

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：1名 

修士課程：2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 

電気電子工学実験I  学部2年 2 ○  担当テーマ「共振回路」 

電気電子工学実験II  学部3年 3 ○ ○ 担当テーマ「光学」、「応用光学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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電気電子工学科 

＜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）無反射膜の作製と評価 

  ナノインプリント技術により無反射構造を作製し、その性能を評価した。 

 

＜業績・成果＞ 

著書･総論 

冨木政宏, “自己形成による単一モードポリマ光回路”, 光アライアンス, 2010.5. 日本工業

出版,  2010.3.20 発行 

国内学会発表  

・ 則竹宏紀，冨木政宏，坂田 肇，山下達弥，各務 学, “自己形成導波路中への屈折率変調形

グレーティングの作製 II”, 第 70 回応用物理学会学術講演会, 8a-ZN-7, 2009.9.8(富山大学). 
・ その他研究報告会 1 件 

 

特許出願・取得 

冨木政宏, 坂田肇，他 4 名 “光学素子及びその製造方法” 特許公開 2010-8831 
 

学会開催等 

 電子情報通信学会時限研究会 ポリマー光回路研究会 

 第１７回研究会 テーマ「グリーンテクノロジー」 

 2010 年 3 月 15 日 東北大学 実行委員長・座長 

 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 
・戦略的イノベーション創出推進事業に採択（分担）された。 
採択課題は「ナノハイブリッド電気光学ポリマーを用いた光インターコネクトデバイス技術の提

案」 
・地元企業２社と共同研究を継続して行っており、うち１社からは研究員を受け入れている。 

 

【 今後の展開 】  

 光波動エレクトロニクスの研究を継続する。戦略的イノベーション創出推進事業の進展を図る。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 

 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：中野 貴之   

学  部：4年（2名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  将来エンジニアとして活躍できる人材の育成を目指している。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できるように工夫し、これまでに身につけてきた知識を実践の場で

使えるように指導を行っている。これらの実験で論理的な思考を身につけてもらうことにより、エ

ンジニアとしての礎を築いている。 
 

＜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）MOVPE 法を用いた GaN 極性反転結晶成長技術の開発 

  有機金属気相エピタキシー(MOVPE)法を用いた極性制御結晶成長技術の開発を行い、結晶成長

中において、 

（２）光触媒用Ⅲ族窒化物粉末の作製と高機能化 

  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。 

 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “Epitaxial growth of GaN on single-crystal Mo substrates using HfN buffer layers” Koichiro Okamoto, 

Ⅲ族窒化物半導体結晶成長と応用 
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Shigeru Inoue, Takayuki Nakano, Jitsuo Ohta, Hiroshi Fujioka, J. Crystal Growth, Vol. 311 (2009) 

1311. 

2) “Epitaxial growth of high purity cubic InN films on MgO substrates using HfN buffer layers by pulsed 

laser deposition” R. Ohba, J. Ohta, K. Shimomoto, T. Fujii, K. Okamoto, A. Aoyama, T. Nakano, A. 

Kobayashi, H. Fujioka, M. Oshima, Journal of Solid State Chemistry Vol. 182 (2009) 2887–2889 

3) “Growth and properties of ZnO films grown using PA-MOVPE with DMZn and N2O”, Takayuki 

Nakano, Kazuki Nishimoto, Masatomo Sumiya, Shunro Fuke, Journal of Automation, Mobile 

Robotics & Intelligent Systems, Vol. 3 No. 4 (2009) 124-126 

4) “Lateral Polarity Control in GaN Based on Selective Growth Procedure Using Carbon Mask Layers”, 

Hisashi Matsumura, Yasuo Kanematsu, Takayoshi Shimura, Takayuki Tamaki, Yasuyuki Ozeki, 

Kazuyoshi Itoh, Masatomo Sumiya, Takayuki Nakano, and Shunro Fuke, Appl. Phys. Express 2 (2009) 

101001 

・学会発表 海外２件、国内２件 
 

 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 
NIMS 特別ファンドによる学独連携研究 「Ⅲ族窒化物極性反転結晶成長技術の開発と紫外線セン

サーへの応用」 
共同研究 1 件 
村田基金研究助成 「Ⅲ族窒化物材料を用いた可視光光触媒の開発と応用」 
その他海外渡航助成 2 件 

 

【 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や、新規光機能デバイスを目指した新材料の探索などを行っていく。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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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：1年（1名） 

修士課程：2年（3名），1年（4名） 

学  部：4年（6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 

電気電子工学実験Ⅱ 学部3年 3 ○ ○  

 

 

【 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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＜実績＞  

（１）レーダネットワークを利用した車載用障害物検出システムや室内監視システムのための基礎

検討 

・ ターゲットの位置推定精度の向上を狙った各種アプローチの検討 

（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 

・ 癌腫瘍以外からの散乱波ノイズを除去する手法の検討 

・ 人体とのインターフェース部の開発 

（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提案，シミュレー

ションにて特性を評価． 

 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

・ 桑原義彦,羽多野裕之,里吉一浩,藤井亮三，“ISDB-T 簡易位相ダイバーシチアンテナ，” 電
子情報通信学会技術研究報告，vol. 109, no. 117, AP2009-52, pp. 47-52, July 2009 

・ 鈴木健太，堀江弘彦，桑原義彦，羽多野裕之，“マイクロ波マンモグラフィの設計，”電子情

報通信学会技術研究報告，vol. 109, no. 218, AP2009-103, pp. 1-6, Oct. 2009 
・ 水谷友治，羽多野裕之，桑原義彦，“障害物の位置推定誤差低減のための送信機の一検討，”

電子情報通信学会技術研究報告，vol. 109, no. 218, AP2009-116, pp. 79-84, Oct. 2009 
・ 水谷友治，羽多野裕之，桑原義彦，“レーダネットワークにおける受信機配置の検討，”電子

情報通信学会技術研究報告，vol. 109, no. 414, ITS2009-81, pp. 251-256, Feb. 2010 
・ 桑原義彦，羽多野裕之，里吉一浩，藤井亮三，“ISDB-T 簡易位相ダイバーシチアンテナの

試作評価，”電子情報通信学会技術研究報告，vol. 109, no. 417, AP2009-191, pp. 41-46, Feb. 
2010 

・ 杉山和哉，羽多野裕之，桑原義彦，“反射波を利用した位置推定誤差低減のための位置推定

アルゴリズム，”電子情報通信学会総合大会，no. B-20-48, p. 632, March 2010 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

電子情報通信学会 ITS（高度交通システム）専門委員 

＜管理・運営＞ 

城北地区交通対策委員 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 
・ 文部科学省科学研究費補助金若手研究(B)，“駐車支援に用いる広範囲監視のための複数アン

テナを利用したレーダネットワークの検討”，研究代表 
・ NEC C&C 財団若手研究員助成，“マイクロ波イメージングによる初期乳癌検出法” 
・ 財団法人電気通信普及財団研究調査助成，“近距離を対象とした複数アンテナ装置を用いた

車載用レーダネットワークの開発” 

 

【 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レーダネットワークは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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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 

修士課程：1年（1名）    

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、失敗と成功と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 ○ ○ 

 

 

【 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・建築物および施設園芸を対象として、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 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、施設園芸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ヒートポンプ給湯・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シミュレーションとヒートポンプシステムの構築を

行った。 

（２）施設園芸用の新機能 EHP の開発 

施設園芸用に、暖房時に瞬時に除湿への切替が可能な電気ヒートポンプの開発と実証試験を

行い、一次エネルギー換算消費エネルギー量で 3 割削減の目処を示した。 

（３）大学の省エネ・省コスト化 

見える化のための環境負荷モニタを構築するため、種々の検討を行い、仕様決定を行った。 

再生可能エネルギーによる省エネ・創エネ 
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＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

1) 静岡大学工学部電気電子工学科における学生実験での取り組み、 (松尾)、電気学会 平成

21 年基礎・材料・共通部門大会、O-3-I、(2009) 

2) ハイブリッドソーラーシステム連携ヒートポンプ給湯機による給湯・暖房実大実験、（白井、

松尾、鎌倉）、太陽／風力エネルギー講演論文集 2009、pp.471-474、(2009) 
3) 太陽熱を優先するヒートポンプ給湯機開発のための予備実験、（松尾、白井、鎌倉）、太陽／

風力エネルギー講演論文集 2009、pp.101-102、(2009) 
4) 免震エコハウスにおける創・消費エネルギー量と温湿度の 5 年間の計測結果、（松尾、鎌倉）、

太陽／風力エネルギー講演論文集 2009、pp.21-22、(2009) 
5) メロン栽培に用いるスリークォータ型温室の小型電気ヒートポンプ導入による省エネルギ

ー化、（松尾、大須賀、大橋）、平成 22 年電気学会全国大会講演論文集、7-023、(2010) 
招待講演 

1) 高柳記念館における環境技術と大学・住宅の省エネ化、（松尾）、第 39 回石油・石油化学討

論会講演要旨、pp.168-175、(2009)： JPIJS 招待講演 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・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 
・ 第 32 回須山グループ技術研究発表会特別講演講師(2009.7.28) 
・ 静岡農業ビジネス企業人育成講座講師(2008.7.30) 
・ 浜松市エコハウス推進協議会運営委員 
・ 技術相談に複数回応じた。 
 

＜管理・運営＞ 

・ 大学の省エネルギー・省コスト化： 環境負荷モニタの構築 
・ 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 

 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：  

1) 暖房除湿ヒートポンプ、施設園芸省エネ新技術等開発支援事業、施設園芸協会、2009 年

度、施設園芸用新機能 EHP 開発協議会代表 

2) ハイブリッドソーラーヒートポンプ空調給湯システムと超省エネルギー住宅の開発、平成

21 年度住宅・建築関連先導技術開発助成事業、国土交通省、代表 

 

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ヒートポンプ給湯・暖房システムおよび新機能 EHP では、制御システムを

検討構築し、効率を向上させる。大学の省エネにおいては環境負荷モニタを省エネコントロールシス

テムへと進化させる。 
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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: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~ttyamak/ 

 

【 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）低侵襲で頭蓋内に留置可能な SMA ガイドを用いた頭蓋内脳波計測用電極アレイの開発 

 頭蓋骨に開けた小さな穴から脳・軟膜・硬膜などの組織を傷つけることなく頭蓋内に挿入可能で、

頭蓋内の所望の位置に脳波計測用微小電極を配置する機能をもった頭蓋内電極アレイを開発した。

協同研究中の他大学において実施した動物実験において、サルの頭蓋骨に開けた直径 7mm の穴か

ら電極アレイを挿入し、体性感覚誘発電位を計測することに成功した。また、この成果について特

許出願も行った。 

 

（２）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 

 胸部の狭い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小型低コス

トのテレメトリー(遠隔計測)システムを開発した。実際に人体に装着する送信器は 5cm×3cm と小

型で、100 時間以上にわたって R 波発生タイミングを無線送信することができることを確認した。

送信された R 波の間隔(R-R 間隔)を受信モジュールにおいて計測し、100 時間以上連続して R-R 間

隔データを保存できることを確認した。 

低侵襲・非侵襲な生体信号計測システムの開発
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

 Toshitaka Yamakawa, Takeshi Yamakawa, Satoru Ishizuka, Zimin Lev Grigorievich, Michiyasu Suzuki, 
Masami Fujii, "Epileptic Burst measurement Using Microelectrodes Equipped On A Cryogenic 
Microprobe for Minimally Invasive Brain Surgery of Intractable Epilepsy Treatment", Journal of 
Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, Vol. 3, No. 4, pp.76-79, 2009 年 9 月 

 Yuya Hirayama, Takeshi Yamakawa, Satoru Ishizuka, Zimin Lev Grigorievich, Toshitaka Yamakawa, 
"Irreversible Blocking of Polar Excitations on Frog Sciatic Nerve Using Semiconductor Pulse Laser 
irradiation", Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, Vol. 3, No. 4, pp.210-212, 
2009 年 9 月 

 Toshitaka Yamakawa, Takeshi Yamakawa, Michiyasu Suzuki, Masami Fujii,"Epileptogenic ECoG 
Monitoring and Brain Stimulation Using a Multifunctional Microprobe for Minimally Invasive Brain 
Microsurgery", Advances in Neuro-Information Processing, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 
5506/2009, pp.369-376, 2009 年 7 月 
 

国際会議発表 

 Toshitaka Yamakawa, Takeshi Yamakawa, Satoru Ishizuka, Zimin Lev Grigorievich, Michiyasu Suzuki, 
Masami Fujii, "Epileptic Burst measurement Using Microelectrodes Equipped On A Cryogenic 
Microprobe for Minimally Invasive Brain Surgery of Intractable Epilepsy Treatment", Inter-Academia 
2009, pp.76-79, Kazimierz Dolny(ポーランド), 2009 年 9 月 

 Toshitaka Yamakawa, Takeshi Yamakawa, Michiyasu Suzuki, Masami Fujii, "Epileptogenic EEG 
Monitoring and Brain Stimulation Using A Multifunctional Microprobe for Minimally Invasive Brain 
Surgery",International Conference on electronics, Computers and Artificial Intelligence-ECAI'09, No. 5 
(ISSN-1843-2115), pp.1-4, Pitesti(ルーマニア), 2009 年 7 月 
他 3 件 
 

招待講演 

 Toshitaka Yamakawa, Takeshi Yamakawa, Satoru Ishizuka, Zimin L. Grigorievich, Michiyasu Suzuki, 
Masami Fujii, Hiroshi Fujioka, Toru Aoki, "Cryo-Neurosurgery: A Novel Approach to the Treatment for 
Intractable Epilepsy", 10th International Young Scientists Conference: Optics and High Technology 
Material Science, pp.27(Abstract), Kyiv(ウクライナ), 2009 年 10 月, 招待講演 
 

特許出願・取得 

 特願 2010-13482(出願)「配置システム、生体内計測装置及び制御方法」、山川 俊貴 他  
 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

 英文論文誌 IEICE Transactions on Fundamentals 査読員 
 英文論文誌 IEICE Transactions on Electronics 査読員 
 英文論文誌 IEEE Systems Journal 査読員 
 英文論文誌 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems 査読員 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 
平成 21 年度 科研費若手研究(スタートアップ) 課題番号：21800023 研究代表者 平成 22 年度ま

で継続 
平成 21 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 
平成 21 年度 JST 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（シーズ発

掘試験） 研究代表者 単年度 
 

【 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 コース制を採用してきた。２

つのコースには化学という共通の部分もあるものの、学問的背景がかなり異なっており、一つの学科と

して運営するには多くの課題があった。こうした背景から工学部の改組と連動して、2 コース制から 2

学科へ変更しようという機運が高まり、将来 2 学科として独立できるように講義や実験等の内容が修正

された。しかし、工学部改組案が否決されたため、物質工学科の将来像について再考せざるを得ない状

態になった。H22 年度 9 月に全学教育研究組織の見直し案が提案され、平成 24 年度 4 月から一部実施

に移すという状況になった。そこで、全学の組織改革と連動してどのような新しい物質工学科を構築す

ればよいかを種々議論したが、具体的な方針を決議するまでには至らなかった。 

平成 21 年度は、上記のように新しい学科を目指して種々検討を行うと同時に、従来の 2 コース制の

下で教育・研究の充実を図ってきた。学科共通のものや、各コース独自のものもある。以下に、本年度

の教育、研究の活動状況について簡単に述べる。 

（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 

  ①学科将来像の検討 ②学科将来に向けての人事 ③安全衛生の充実 

    物質工学科将来構想委員会ならびに各コース会議において、教育ならびに研究業績を格段に

高め、入口である受験生ならびに出口である企業に魅力のある学科を構築する方途ならびに組

織のあり方について議論した。 

化学システム工学コースでは１名の教授が 9 月に東京工業大学に転出した。この後任の人事

について、学科将来構想委員会で学科の将来像と授業担当の補充という両側面から議論し、公

募すべき教育研究分野を決定した。 

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 

   ①カリキュラムの変更 ②JABEE および非 JABEE 対応コース ③大学院 JABEE への対応  

   ④授業改善 

     各コースの教育方針に基づいて新たに策定されたカリキュラムを一部修正して平成 22 年度

から実施することにした。 

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、大学院についても全国初の

JABEE 認証を得ている。一方、材料科学コースでは、コースの学生教育範疇が JABEE 認証

の枠外にあるため認証の取得が困難であり、JABEE 以外の方法を模索することになった。 

2 コース制の大学院カリキュラムを実施（K コースは大学院 JABEE）した。また、学習目

標を達成するための履修方法を指導した。 

１～３年生に対し学科独自で中間授業アンケートを取り、担当教員へフィードバックして授

業改善を行っている。また、K コースでは、JABEE の一環として大学院の授業も含め、教員

による授業参観を実施し、教員にフィードバックした。 

３）就職について 

①学校推薦の早期実施 ②就職活動の積極的支援 
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前年度は不況の影響で求人が激減し内定率が芳しくなかったため、学部と大学院に対する学

校推薦を 12 月に開始した。更に、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、就職活動が円滑に行なえるようなシステムを構築した。 

K コースでは、就職支援用ホームページを開設し、就職活動の情報を学生に提供し、ほぼ全

学生が利用した。また、地元の研究会（静岡化学工学懇話会）の協力を得て、就職支援のため

のイベントを開催した。 

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 

学科ホームページに多様な入学試験制度を紹介し、最適な入試制度を探索できるコーナーを

用意した。 

学科独自のパンフレットを作成し高校訪問などの機会を通じて配布して本学科の情報を提

供した。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た。 

入試倍率は、前期で 2.5 倍、後期は 2.8 倍という結果になった。これまでの数年間に比べて

各段に良い結果が得られた。この要因として、不況で受験生が地元大学を優先したことや前年

度の入試倍率が非常に低かったなどの外的要因を考えられるが、これまでの地道な高校訪問や

教員の活発な研究成果がマスコミで紹介されるなどの内的要因も大きいと思われる。 

（２）【研究活動：目標、実績、今後の展望】 

１）研究について 

   ①研究組織の整備 ②マスコミでの研究紹介 

     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、大学や企業との共同研究も実施した。 

     電池や超臨界の研究がマスコミに取り上げられ、物質工学科の宣伝が大いになされた。 

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高校との連携 ③インターンシップの充実 ④佐鳴湖浄化 

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、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た。また、地域に密着した課題として佐鳴湖浄化を卒業研究の課題

としてとりあげ、地域貢献を積極的に推進した。 

平成 21 年度の学科の活動を総括すると、教育と研究について比較的良好な実績を残すことができ、

これが比較的高い入試倍率に反映されたものと考えられる。更に教育と研究の実績を高めるためには、

社会的要請の高い研究分野に速やかに対応できる組織の柔軟性と集中力が要求される。教員のグループ

化により、この要求はある程度達成されているが充分とは言い難い。教育と研究を分離した新しい物質

工学科の組織改革が今後の課題である。 
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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） 

博士課程：3年（1名）、1年（1名） 

修士課程：2年（3名）、1年（5名） 

学  部：4年（4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ドラグトルク予想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）高分子材溶着のためのシミュレーションコードの開発 

（５）低風圧構造物低減のためのシミュレーションコードの開発 

（６）血管内血流現象の解明のためのシミュレーションコードの開発 

 

 

数値計算を用いた移動現象の解明 
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＜実績＞  

（１）THM 法を用いた Si/Ge 単結晶育成最適条件の提案 

従来の磁場印加とるつの回転を最適に組み合わせることによりシリコン含有量が多く、しかも径

方向に均一性の高い Si/Ge 担結晶成長が可能であることを数値計算で予想した。（第 22 回計算力

学講演会 (2009)） 

（２）プラスティックしゅう動時における限界しょう動速度に及ぼす接触面積の影響の解明 

  ポリアセタール樹脂のしゅう動面温度を予想しうる 3 次元コンピューターシミュレーションコードの開発に

成功した。これにより既往の実験結果を良好に説明しうるだけではなく、従来測定不能な温度が予測可

能となったため、従来の実験の誤差が明らかとなり、今後のより精度の高い製品開発への貢献が期待で

きる。（化学工学会秋季大会(2009)、Chemca2009(2009)、ASCHT09 (2009)） 

（３）湿式クラッチにおけるドラグ・トルク予想プログラムの開発 

  湿式クラッチにおける引き摺り（ドラグ）トルクの低減を目的としたクラッチの最適構造の探索

を行うために、ドラグ・トルクを良好に予想しうるコンピューター・シミュレーション・コード

の開発を行った。本シミュレーション・コードを用いることにより実験結果を良好に説明しうる

ことが示された。これにより、試行錯誤実験を極力減らすことが可能となるため、効率的な構造

設計が可能となる。（中化連(2009)、化学工学会念会（2010）） 

（４）血管内血流シミュレーション・コードの開発 

  血管内の血流及びそれに伴うコレステロール濃度分布を算出しうるコンピューター・シミュレー

ション・コードの開発に成功した。（IA2009(2009)） 

  

＜業績・成果＞ 

  論文 

 Numerical Simulation of Temperature and Torque Curve of Multidisk Wet Clutch with Radial and  

 Circumferential Grooves (M. Miyagawa, M. Ogawa, Y. Okano, H. Hara, S. Sasaki and K. Okui)  

 Tribology Online, 4, pp.17-21 (2009). 他 2 件 

国際会議発表           

   10th International Symposium on Transport Phenomena, 7-10 July, 2008, Victoria, Canada 
他 7 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 他 6 件       

招待講演             

   化学工学会第41回秋季大会、展望講演、“バルク単結晶成長時のダイナミクス解析”他1件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・ Victoria 大学（カナダ）、上海大学（中国）客員教授 
 

＜管理・運営＞ 

・ 工学振興基金委員長 
 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：民間との共同研究 2 件、奨学寄附金 2 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とともに、マランゴニ対流現象に関する基礎的な実験的研究を開始する。 
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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（4名）、1年（2名） 

学  部：4年（4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 ○   

工学基礎・創造教育実習 学部1年 １ ○ ○ 創造教育センター兼担教員 

基礎電気電子工学 学部2年 1 ○   

基本技術実習 学部2年 4 ○   

物質工学実験Ⅰ 学部2年 1  ○ LabVIEW実習 

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）ナノファイバを用いた高感度 QCM 計測法の開発 

電界紡糸法を用いて、QCM センサ上にナノファイバを作成し、アンモニアガスを高感度にて

計測する方法を開発した。 

（２）気液二相流による骨切削時の冷却効果に対する液滴径の影響 

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、液滴径が

医用化学工学 
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小さいほど、冷却効果が大きいことを明らかにした。 

（３）光硬化反応と電界紡糸法を用いた、再生医療用スキャホールド材料の開発 

   電界紡糸法によって光硬化樹脂を用いたナノファイバを作成し、光硬化させることにより、化

学重合反応を使用しないスキャホールド材料作製法を開発した。 

 

 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

・ 光重合を用いたエレクトロスピニング法の再生医療材料への応用,生体医工学会 生体医工

学シンポジウム 2009(2009) 
その他 5 件 

 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学研究科物質工学専攻長 2009 年度  物質工学科副学科長 2009 年度 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：受託研究１件 

         厚生労働省科学研究費（分担）１件 

 

 

【 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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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（2名）、1年（3名） 

学  部：4年（5名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  材料開発の基本となる基礎電気・電子工学、無機化学 I, III を担当している。基礎電気・電子工

学では最初に静電場を学習させ、後半では実用的に重要な交流の問題を取り上げている。無機化学

I 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。前半では分子の構造や酸塩基の概念を説明し、後半では錯体化学を中心に講義を

行っている。理論と実験結果とを対比させながら現象を理解する方法の習得を指導している。無機

化学 III では化学結合を量子化学を基礎に学習し、後半では固体でのバンド理論を基に太陽電池や

発光ダイオードなどの動作原理を理解できるようにしている。 
 

＜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 

無機化学I  学部2年 2 ○   

基礎電気･電子工学  学部2年 2 ○   

無機化学3 学部3年 2  ○  

無機化学特論 大学院1,2年 2  ○ 複数担当（2人） 

 

【 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、量子ドットを含む

薄膜を高速でかつ安価で作製する新規な手法の開発を目指している。具体的には、Zn-O の前駆体

を用いた化学気相堆積法で、有機物の吸着過程で粒子成長を自動的に停止させるものである。この

応用として、有機 LED ディオスプレイに代わる無機量子ドットディスプレイの実現を目指す。第

3 に、ダイヤモンドや BN のように負の電子親和力を持つ材料にクラスタードーピング法を適応さ

せ、ｎ型のダイヤモンドや BN 薄膜の作製を目指す。ｎ型の BN 薄膜が実現できるとごく短波長の

LED や高機能の電子エミッターを得ることができる。しかしながら、通常のドーピング技術では

不可能であり、クラスタードーピング法を適応して、その優位性を検証する。また、BN 薄膜を用

いたエミターの試作も検討する。 

 

酸化亜鉛のｐｎ制御と発光デバイスの開発 
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＜実績＞  

（１）ZnO 量子ドットの作成 

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。

基板温度 120 度と低温で作製した薄膜は、5nm の粒子径を持つ ZnO ナノクリスタルから構成さ

れており、量子サイズ効果により、短波長シフトと極めて高い蛍光効率を示した。FTIR の解析

から、ZnO ナノクリスタルの成長機構は、反応過程で生成した酢酸が ZnO 結晶表面に吸着する

ことにより結晶成長を抑制するためであることが分った。 

（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。特に、Mg-N クラスターの安定性

が低いため、ZnO と MgN の供給を交互に行うというデルタードーピング法を採用した。これ

により、低抵抗のｐ型 ZnO 薄膜が得られた。 

（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、Ga-Zn-O を採用し、イオンビームスパッタ

リング、電子ビーム蒸着、パルスレーザー堆積法、RF スパッタリング法など種々の薄膜堆積法

を用いて、量子ドットへのマトリックス能力を評価した。その結果、イオンビームスパッタリ

ング、パルスレーザー堆積法が優れていることが明らかになった。 

（４）クラスタードーピング法によるｎ型 BN 薄膜の作製 

負の電子親和力を持つ BN の伝導制御を検討した。Mg は BN をｐ型にするものの優れた電子

放出特性は得られなかった。一方、Mg と Sｉを同時添加した資料では比較的優れた電子放出

特性が得られた。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “Photoanodic response of iron oxide electrode in aqueous solution and its application to  Pb2+ 

removal under visible light irradiation,Y. Maeda, Y. Morinaga, Y. Tomita and K. Kobayashi, 

Electrochim. Acta, 54, 1757-1761(2009). 

2)  Preparation of N-doped ZnO films by MOCVD, Kenkichiro Kobayashi, Hiroki Kobayashi, 

Yasumasa Tomita, Yasushisa Maeda, and Yosiumi Khono, Key, Engineering Materials, 421-422, 

123-126 (2010). 

3)  Fabrication Stabilization of flavylium dye by incorporation into bentonite clay, Yoshiumi Kohno, 

Ryo Hoshino, Shuji Ikoma, Masashi Shibata, Ryoka Matsushima, Yasumasa Tomita, Yasuhisa 

Maeda and Kenkichiro Kobayashi J. Jpn. Soc. Colour Mater.，83〔3〕，103-107（2010） 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

  中国人留学生 1名を受け入れた。 

 

＜管理・運営＞ 

物質工学科学科長 

 

【 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する。 
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兼担・教授  昆野 昭則 （KONNO Akinori）   

物質工学科 （専任：創造科学技術大学院） 

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：2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 

有機化学Ⅰ  学部2年 1 ○  複数担当（2名） 

物質工学総論Ⅱ  学部1年 1  ○ 複数担当（2名） 

電気化学  学部3年 2  ○ 

研究体験実習  学部1年 1 ○  複数担当（15名） 

化学工学特論   学部3年 1  ○ 複数担当（16名） 

化学工学実験法特論  大学院1,2年 1  ○ 複数担当（2名） 

 

【 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 

 チオシアン酸銅(CuSCN)を固体層とする全固体型色素増感太陽電池において、 CuSCN エチル

スルフィド溶液にトリエチルアミンチオシアン酸塩を添加して空気中放置することにより、

CuSCN の酸化が進行し、溶液を滴下して作製される CuSCN 薄膜の電気伝導度が大幅に上昇する

ことを見出した。この CuSCN を全固体型色素増感太陽電池の p 型半導体固体層に適用したとこ

ろ、作製したセル(TiO2/N719/CuSCN)の Jscが 0.90 mA/cm2から 10.52 mA/cm2に大幅に増加した。

その結果、擬似太陽光照射下における光エネルギー変換効率は、0.25 %から 3.39 %へと改善させ

色素増感型太陽電池の高性能化 
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ることができた。ここで得られた変換効率は、CuSCN を固体層とする色素増感太陽電池として

は世界最高値である。 

（２）多孔質酸化チタン電極におけるヨウ化銅の電解析出反応 

 析出時間、CuI と KI の濃度、電解析出時に流す電流密度などそれぞれの条件について検討を

行ったところ、CuI 溶液の滴下のみの場合や一度電解析出に用いる溶液を滲みこませた後、CuI

溶液を滴下した場合に比べ全体的に開放電圧（Voc）とフィルファクター（FF）が増加し、性能

の改善が見られた。特に、30 mA/cm2 の電流を流して電解析出を行うと安定したセル性能を得る

ことができた。多孔質 TiO2層を作製したスクリーンプリント法では 0.1 μm 以上の比較的大き

な空孔の分布の偏りから CuI の析出に偏りが生じるため性能にばらつきが生じてしまったと考

えられる。電解析出を用いて性能の高い固体型 DSSC を作製するためには、多孔質 TiO2層に比

較的大きな空孔を規則的に空け、かつ比表面積の低下による性能の低下を引き起こさない TiO2

層の構造を形成するなど、多孔質 TiO2 層の構造そのものを制御することでさらなる性能の向上

が期待できる。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) 昆野 昭則, “色素増感太陽電池固体化の展望”, 化学工業, Vol. 60, No. 4, pp 271-274 (2009). 

国際会議発表     

・4th Asian Conference on Electrochemical Power Sources, Taipei (2009.11.8-11), 
他 3 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 6 件 
 

特許出願  

・佐野、昆野、「半導体膜の製造方法、半導体膜および色素増感太陽電池」特願 2009-186993（2009.8.12） 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・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） 

高校生向け講演会 
「高校生のための化学講座」２００９（浜松）で講演した。（2009 年 12 月 13 日） 

 

【 今後の展開 】  

 我々は上記のように色素増感太陽電池の固体化と高効率化による実用化を目指している。当面の今

後の研究展開としては、これまでの研究成果および種々の電池作製工程におけるノウハウの蓄積を活

かして、多孔質材料形成プロセスおよび種々表面修飾法の開発を進展させ、色素増感型太陽電池の早

期の実用化を図りたい。 
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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 、藤島基裕、張弢 

博士課程：3年（1名）、2年（2名） 

修士課程：2年（5名）、1年（5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＞      

  

 

 
 
 
 
 
 
＜業績・成果＞ 

指導学生の受賞・表彰 

・Best Poster Award「Hydrolysis of paper sludge by subcritical water」、Supergreen 2009、仙台（2009
年 10 月 16 日）学生賞「超臨界アルコールによる炭素繊維強化プラスチックの完全リサイク

ル」、化学工学会第 41 回秋季大会、広島（2009 年 9 月 16 日） 
 

【 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

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） 

超臨界流体を用いる環境保全技術の研究開発 
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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。 
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) “Decomposition of silane-crosslinked polyethylene with supercritical alcohol”，Idzumi OKAJIMA, 
Akihiro KATSUZAKI, Toshiharu GOTO, Takanori YAMAZAKI and Takeshi SAKO，Journal of 
Chemical Engineering of Japan，43(2)，pp.231-237(2010)  

2) “エネルギー収支比の概念を用いた製造技術の評価方法”，後藤敏晴，天野 治，岡島いづみ，

佐古 猛，もったいない学会 WEB 学会誌，Vol.3，pp.1-6（2009） 
国際会議発表 
・“Chemical recycling of carbon fiber reinforced plastic with sub- or supercritical fluids”, Idzumi 

OKAJIMA, Kazuma ARAYA, Masataka HIRAMATSU and Takeshi SAKO, 9th International 
Symposium on Supercritical Fluids, Arcachon (2009.5) 他 6 件             

国内学会発表  

･“超臨界アルコールによる炭素繊維強化プラスチックの完全リサイクル”、新屋一馬、平松正敬、

岡島いづみ、佐古猛、化学工学会第 41 回秋季大会、広島大学 (2009.9.) 他 4 件 
招待講演  

･ “Utilization of biomass for fuels and energy productions using large-scale plants with sub- and 
supercritical water”, Takeshi SAKO, 9th International Symposium on Supercritical Fluids, Arcachon 
(2009.5) 他 3 件 

解説・特集等 

･“超臨界・亜臨界流体を用いる廃棄物の適正処理と資源化技術”、佐古猛、岡島いづみ、高温高

圧流体技術研究会 LETTER、27、1-22、(2009) 他 5 件 
特許取得 

 ・特許取得 4 件、特許出願 4 件 
  

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

出張授業の講師 1 件、外国人研究者の受け入れ 1 名 
＜管理・運営＞ 

工学部 評議員（副工学部長） 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等：「廃プラスチック＋生ゴミ＝石炭なみ燃料に」毎日新聞、日経新聞、中日

新聞、静岡新聞、中部経済新聞（2010 年 3 月 4 日） 

  「廃プラスチック＋生ゴミから高カロリー粉末燃料を製造」静岡だいいち

テレビで放映（2010 年 3 月 3 日） 
外部資金獲得：科研費、4 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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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・ナノマテリアル部門） 

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: http://telecom.eng.shizuoka.ac.jp/ 
 

【 研究室構成 】  

教    員：鈴木 久男（教授；兼任）、坂元 助教   

博士課程：3年（2名）、2年（1名） 

修士課程：2年（3名）、1年（3名） 

学  部：4年（6名） 

連携教員：脇谷尚樹 教授、符 徳勝 特任准教授 

【 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。 

 

＜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） 

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） 

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） 

 
【 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) “Stress engineering of the alkoxide derived ferroelectric thin film on Si wafer”, T. Ohno, B. Malic, 
H. Fukazawa, N. Wakiya, H. Suzuki, T. Matsuda, M. Kosec, J. Ceram. Soc. Jpn., 117 [10] 
(2009) 1089-1094 

(2)  “Low-temperature crystallization of CSD-derived PZT thin film with laser annealing”, T. 
Miyazaki, S. Sou, N. Sakamoto, N. Wakiya and H. Suzuki, J. Ceram. Soc. Jpn., 117 [9] (2009) 
950-953. 

ナノマテリアルのケミカルプロセシング 
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(3)  “Effect of Back-Etching on Electrical Properties of (111)-oriented PZT thin films”, Tomoya 
Ohno, Barbara Malic, Marija Kosec, Naoki Wakiya, Hisao Suzuki and Takeshi Matsuda, Trans. 
Mater. Res. Soc. Jpn., 34[1](2009)113-116.    他 10 件 

国際会議発表     

1)  “Stress Induced Giant Piezoelectricity of CSD-derived PZT Thin Films”, Hisao Suzuki, Yohei 

Matsubayashi, Naoki Wakiya, and Naonori Sakamoto, The 8th Pacific Rim Conference on 

Ceramic and Glass Technology, May 31 - June 5, 2009, the Hyatt Regency Vancouver, British 

Columbia, Canada. 

2)  “Tunable Barium Strontium Titanate Thin Films by CSD”, D. Iwasaki, M. Maruyama, N. 

Sakamoto, D.S. Fu and N. Wakiya, H. Suzuki, The 8th Pacific Rim Conference on Ceramic and 

Glass Technology, May 31 - June 5, 2009, the Hyatt Regency Vancouver, British Columbia, 

Canada.   他 1 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 

1) “Stress Induced Effect on Properties of CSD-derived PZT Thin Films”,  H. Suzuki, European 
Materials Society 2009, Spring Meeting, Strasbourg, June 8-12, 2009 

2) “Effect of in-situ magnetic field for the preparation of ferroelectric thin film by PLD”, N. 
Wakiya, K. Yamashita, N. Sakamoto, D. Fu, K. Shinozaki, H.Suzuki, IMF-ISAF2009 
(Xi’an.China),(2009) 

3) “Effect of in-situ magnetic field for the preparation of ferroelectric thin film by PLD”, N. 
Wakiya et al., IMF-ISAF2009, China  (2009) 

特許出願・取得 

1) 圧電体素子、野田 俊成、小牧 一樹、鈴木 久男、脇谷 尚樹、公開番号：2009-54934 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

1) The 8th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology, Session Co-chair (Symposium 
11:Advances in Electroceramics & Symposium 12: Microwave Materials and Their Applications), 
May 31 - June 5, 2009, the Hyatt Regency Vancouver, British Columbia, Canada. (開催) 

2) 第４５回粉体工学会夏期セミナー，世話人，8月 10 日～11 日，浜名湖グランドホテル(開催) 

3) 日本セラミックス協会第 22 回秋季シンポジウム・セッションチェアー，2009 年 9 月 16 日

（水）～18 日（金），愛媛大学(開催) 

4) 第 19 回日本 MRS 学術シンポジウム，セッションチェアー（セッション E），12 月 7 日～9日，

横浜市開港記念館 

外国人研究者・留学生受入 

１）Andrie Yusahrizal 学生 修士課程 2年(出身 インドネシア) 

＜特筆事項＞ 

受賞・表彰：第３回ものづくり日本大賞優秀賞「伝統漆塗技術にナノ粒子分散多層成膜技術を融 

 合し実現した超耐久性プラスチック製食器」（下村昭夫、下村順子、荻原 隆、 

 檜山 進、鈴木久男、加藤一実、佐治栄治、清水竜朗）経済産業大臣 

 第 4 回 (平成 21 年度)岡崎清賞（鈴木久男）フルラス・岡崎記念会 
外部資金獲得：各種の技術相談を受け入れ、共同研究を開始する事により資金を獲得している。 

 

【 今後の展開 】 
今後は優れた特性を示す機能性薄膜やナノ粒子のさらなる特性の改善のためのよりよいケミカル

プロセスを探求するとともに、社会で求められる環境・エネルギー分野やナノバイオ分野への応用を

目指した研究への展開を試みて行く。 
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s 

 

  

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：2年（1名） 

修士課程：2年（4名）、1年（2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 】 
＜目標＞ 

1． アルカリ形燃料電池のためのアニオン膜の作製と評価 

新規なアニオン伝導膜をプラズマ重合法により作製する。その膜特性を評価し、アルカリＤＭＦ

Cでの発電特性を検討する。 

２．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。 

３．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安定運転のための周期操作を検討する。 

エネルギー化学工学 
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４．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。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

１） 須藤雅夫 「古くて新しいエネルギーのはなし（静岡県資源環境技術研究会 監修）池田屋印刷

(2009) 

２） Design of direct methanol alkaline fuel cell with anion conductive membrane prepared by plasma 

polymerization(M. Sudoh, S. Niimi, N. Takaoka and M. Watanabe), ECS Transaction, 25(13), 

pp.61-70 (2010) 

３） Design of Multi-layer Sputter-deposited Anode to Reduce Catalyst Loading for Liquid DMFC (H. Saito, 

T. Nakashima, K. Nakase and M. Sudoh) J. Automation, Mobile Robotics & Intelligent systems Vol.3, 

No.4, pp.175-178 (2009) 

４） New Catalysts for a Zero-Gap Type Gas-Diffusion Electrode 

in Chlor-Alkali Membrane Process (M. Sudoh, Y. Izawa, T. Suzuki, M. Tanaka and Y. Nishiki)  ECS 

Transaction, 16(39), pp.61-66 (2009)   

特許出願・取得 

１) 須藤雅夫他：特願 2009- 64693  電気二重層キャパシタ用電極 (2009) 

国際会議発表  

１） Water transport in cathode diffusuin layer of direct methanol fuel cell (M. Sudoh, M. Tauchi, A. Kanada, 
T. Inuzuka and K. Furukawa)、ISTP-20 (Victoria, CANADA) (2009) 

２） Development of combined system with methane fermentation from food waste and PEMFC generation, 
(S Sakai, A.Yamamoto, N. Masuda, N. Hosaka, S. Motomori, Y. Matsumoto and M. Sudoh), ＩSTP-20 

(Victoria, CANADA) (2009) 

３） Design of multi-layer sputter-deposited anode to reduce catalyst loading for liquid DMFC   (H. Saito, T. 
Nakashima, K. Nakase and M. Sudoh)  Inter-Academia Poland (2009) 

４） Improvement techniques for carbon dioxide tolerance of PEMFC using hydrogen reformed from biogas 
( A.Yamamoto, K. Arai, M. Sudoh, S. Sakai and Y. Matsumoto) R’09 Twin World Congress (Sep.14-16, 
Nagoya Univ. )(2009)  他 7件 

国内学会発表  

・化学工学会、電気化学会他 13 件 
 

招待講演 

1） Design of direct methanol alkaline fuel cell using plasma polymerized anion conductive membrane (M. 
Sudoh) 4th LANL-AIST/NEDO Workshop, Parm Springs , CA, USA (2009) 

２） 記念講演「古くて新しいエネルギーのはなし」 静岡県資源環境技術研究会４０周年記念大会 (2009)  

表彰 

日本海水学会学術賞 「イオン交換膜の構造と機能に関する基礎研究およびセンサ―技術の開発」 

（2009.6.4） 

【 今後の展開 】 

燃料電池の劣化の直接観察法の開発、金属空気電池の開発、アニオン膜の輸送特性の実験、電気

化学システム及びデバイスのモデリングを展開する。 

173



物質工学科 

 

 

  

 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： 3 年（2名） 

修士課程： 2 年（4名）、1年（3名） 

学  部： 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）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）極性高分子界面での合金の非晶化構造の解明と応用 

 (５）プラスチック表面へのハードコーティング 

 (６）ラスチックの油脂添加熱反応で機能性オリゴマーの合成 

 

＜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トリメチレンテレフタレートに高電界を印加すると強誘電特性を

示し、圧電体とすることが出来た。電界で結晶転移を起こし、高度な双極子配列が実現で

きたと考えられる。 

高分子材料の表面・界面でのナノ構造発現 
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 (２）極性高分子界面でのガラス転移温度の可逆的変化 

ポリカーボネートや PVC の金属や空気界面において双極子配列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、耐衝撃性や表面特性の発現に関係している。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               
 “Thermal Oligomerization of Plastics in Stearic Acid without Catalysts” , Kunihiko Uemoto, Yasuhiro 
Matsuda and Shigeru Tasaka , Journal of Polymer Processing、Vol.29,No.5, 281-291(2009) 
 
“Lamellar Structure of a Reactive Blend of 1,2-Polybutadiene and Nylon 11” ,  Soeda,Yoshihiro; Zhang, 
Xiaomin; Matsuda,Yasuhiro; Tasaka, Shigeru. Journal of Thermoplastic Composite Materials ,Vol. 22, 
353-564(2009) 
 
“Aggregation behavior of the styrene unites in oil gel of stylene-butadiene-stylene triblock copolymer” ,  
S.Machida, N.Takahashi, Y.Matsuda and S.Tasaka, Nippon Reoroji Gakkaishi, Vol.37, No1, 25-29(2009) 
 
“粉体成形ポリテトラフルオロエチレンフィルムの熱分析”、近藤真伍，金沢岳信、松田靖弘、田
坂茂、高分子論文集、66 巻、No12,585-590（2009） 
 
“Depression of Melting Point of Eutectic Metal Alloy by the Interaction with Polyacrylates 
in  Metal-Polymer Composites” , Y.Matsuda, R.Matsukage, H.Suzuki, N.Sakamoto, and S.Tasaka  
Materials Letters 、 63 (2009), pp. 1886-1888 
 
“Ferroelectric Behavior and Structural Change of Poly(trimethylene trephthalate) induced by External 
Electric Field” ,  Y.Matsuda, G.Nakano and S.TASAKA, J.Polym.Sci, Polym Phys.Vol.47,1991-1996 
(2009). 
 
“Optically anisotropic structure of amides formed by the reformation by the hydrogen bonds induced by 
hige frequency electric field” ,   Y.Matsuda, Y.Hayashi, A.Sugita nand S.Tasaka, J. Molecular Liquids, 
152 , pp. 53-56 (2010). 
 
“ポリウレタン改質固体燃料の調整”、小寺洋一、本田辰三、田坂 茂、廃棄物資源循環学会誌、
21 巻、No.1.pp44-48 (2010). 

国際会議発表     

ACA2009 (the third Asian Conference on Adhesion) 浜松（6/2-5）、ACT-10(asian textiles)(9/7-9/9)上
田、FAPS（10/21-23）名古屋など 7 件 

国内学会発表  

高分子学会、繊維学会など 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。 

 

【 今後の展開 】 

  高分子表面界面現象の解明 

  （透明・耐衝撃材料の開発、環境に応じた接着・粘着材料の開発） 

 

175



物質工学科 

 

 

  

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。 

 

有機質廃棄物の微生物処理・資源化 
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(3) 油脂含有原料の高速コンポスト化 

    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                 

国内学会発表  
・ 化学工学会、廃棄物学会、生物工学会など、計 20 件 

特許出願・取得 
 ・ 特許出願 3 件 

 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・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＞ 

・ 工学部評価実施委員 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等： 新聞 3 件、科学系ウェブサイト 1 件、テレビ放映 1 件 

外部資金獲得： 
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 

修士課程：2年（4名）、1年（3名） 

学  部：4年（5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 

研究体験実習 学部1年 1 ○  複数担当 

新入生セミナー 学部1年 1 ○  複数担当 

物質工学総論Ⅱ  学部1年 2  ○ 複数担当（2人） 

物理化学Ⅰ  学部2年 1 ○  

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。 

環境協奏(harmony)型化学･触媒のデザイン 
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（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。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) C. Fukuhara and K. Kawamorita, “A structured catalyst : Noble metal supported on a plate-type 

zirconia substrate prepared by anodic oxidation for steam reforming of hydrocarbon”, Applied 

Catalysis A:General, vol.370, pp.42-49 (2009). 
 

国内学会発表  

1) 高橋，花澤，福原，“マイクロチューブ状 Ru 系構造体触媒によるＣＯの選択酸化反応”，化学

工学会第 41 回秋季大会，広島大学，2009.9.16. 

2) 村上，高松，福原，“Fe や Mn を添加した Co/Zn 系構造体触媒によるエタノールからの水素製

造”，化学工学会第 41 回秋季大会，広島大学，2009.9.16. 

3) 大倉，安田，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/Al2O3系構造

体触媒のメタン改質特性とその物性”，触媒学会第 104 回触媒討論会，宮崎大学，2009.9.29. 

4) 港，鎌田，福原，“Pd/ZnO 系構造体触媒のメタノール改質サイトの形成に及ぼす前処理条件

の影響”，触媒学会第 104 回触媒討論会，宮崎大学，2009.9.29. 

5) 櫛田，山田，福原，“メタノール改質用 Pd/ZnO 系構造体触媒上の表面化学種と反応性との相

関”，触媒学会第 104 回触媒討論会，宮崎大学，2009.9.29. 

6) 野中，福原，“マイクロチューブ型 Co/ZnO 系構造体触媒によるエタノールの水蒸気改質反応”，

石油学会第 39 回石油・石油化学討論会，アクトシティ浜松，2009.10.22. 

7) 高橋，高田，福原，“微小なチャンネル壁に創製した Ru 系構造体触媒のＣＯ選択酸化反応特

性”，化学工学会第 75 年会，鹿児島大学，2010.3.19. 
 

招待講演 

1) 福原，“構造体触媒による多機能性触媒反応システムの開発”，中部化学関係学協会支部連合

協議会 第 40 回秋季大会，岐阜大学，2009.11.7. 

2) 福原，“反応速度論”，新化学発展協会第 2 回化学工学講習会，東京都千代田区，2010.3.16. 
        

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：企業からの委託研究１件，共同研究２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、地元企業など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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専任・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: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tykouno/maeda/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：前田 康久 河野 芳海    

研 究 員：  

博士課程：2年（2名）、 1 年（1名） 

修士課程：2年（1名）、 1 年（1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・統計力学および量子論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

ネルギーおよびエントロピーの概念と身近な事象・環境との係わり、エントロピーと量子論の関係、

運動の量子論的取扱い等、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 ○  

物理化学Ⅰ  学部2年 1 ○  

物理化学Ⅱ  学部2年 1  ○  

量子化学   学部3年 1 ○   

エネルギーおよび資源  学部3年 1  ○  

総合科目   工学部、情報学部3年 1  ○ 複数担当（8人) 

物理化学特論  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調製とその光電気化学特性およびエネルギー

変換・環境浄化への応用に関する研究を行っている。光電極プロセスによる水の浄化を目的として、

主にチタンの電解酸化より調製した二酸化チタン電極上での有機物の光酸化処理特性を明らかに

するとともに、水の浄化処理装置を開発する。また、酸化鉄を用いた可視光による水の浄化、酸化

鉄と導電性高分子との接合による光機能素子の開発、光電極を基にした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り調製した二酸化チタン膜の光反応性と水浄化 

機能材料の光電気化学と応用 
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  チタンの電解酸化により調製した二酸化チタン膜の構造と有機物の光酸化反応性の相関に注目

し、構造の異なる光電極による水溶液中のヒドロキシ酸類の光処理特性を評価した。 

（２）酸化鉄/ポリアニリンの調製とその光電気化学特性 

  酸化鉄表面へのポリアニリン膜の光電解重合析出を行い、酸化鉄/ポリアニリンの電極-溶液界面

特性およびの光応答特性を明らかにした。 

（３）酸化亜鉛焼結体の光電気化学と水浄化への応用 

  二酸化チタンに替わる光触媒材料としての酸化亜鉛の特性に注目し、酸化亜鉛焼結体の光電気化

学特性および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。 

（４）導電性ダイヤモンド電極による溶液化学物質の検出 

  ダイヤモンド電極を用いて、水溶液中のメチレンブルー色素の濃度検出を電流測定より行った。

また、二酸化チタンによる色素の光酸化退色量をダイヤモンド電極により容易に決定できること

が分かった。   

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                         

1)“Stabilization of flavylium dye by incorporation into bentonite clay”  Y. Kohno, R. Hoshino, S. Ikoma, 

M. Shibata, R. Matsushima, Y. Tomita, Y. Maeda, K. Kobayashi  J. Jpn. Soc. Colour Mater. Vol.83, 

pp.103-107 (2010)  他 2 件     

国内学会発表  

・“Photoelectrochemical characteristics of titanium dioxide film prepared from anodic oxidation of 
   titanium in HNO3 aqueous solution”  Y. Maeda, E. Uchiyama, Y. Kohno, Y. Tomita, K. Kobayashi 

第 19 回日本 MRS シンポジウム 他 6 件 
 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

浜松市公共用水域等色汚染対策協議会委員を務めた。 

＜管理・運営＞ 

 就職担当(物質工学科材料科学コース)を務めた。 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：各種の技術相談を受け入れ、共同研究(1 件)を行った。 
 

【 今後の展開 】  

 種々の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、機能材料の光電気化学とバ

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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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  博士研究員（医療機器センター流動研究員）：2 名； 学術研究員：1 名；  
技術補佐員：1 名 

博士課程：5 名  修士課程：2 年（2 名） 学  部：4 年（5 名） 
外国人招聘研究者： 1 名（Veranja, KARUNARATNE 教授（スリランカ）） 

【 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。教養を身につけた後、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も大切であるので、それらの教育も重視する。 
 
＜授業担当科目および取り組み＞     （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 

物質合成工学Ⅱ 学部2年 1  ○ 主担当/複数教員担当（2人） 

総合科目 学部3年 1 〇  分担/複数教員担当（5人） 

安全工学 学部3年 2 ○  主担当/複数教員担当（10人） 

有機材料化学  学部3年 1  ○ 主担当/複数教員担当（2人） 

高分子材料科学 学部3年 1  ○ 複数担当（2人） 

USA論 情報学部 1 ○  複数教員担当 

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  ○ 主担当/複数教員担当（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） 
(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(加水・非加水分解、in vitro 及び in vivo

評価） 
(3) 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） 
(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 
(5) プラズマを利用した医用材料の開発（高分子材料） 

＜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。

がん撲滅を目指したナノバイオ・医用材料
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これらは現在臨床使用されている分子標的薬剤に勝り、臨床試験へ研究を展開できる。 
（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。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 
（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。安全性試験を行い、臨床試験に展開できる。 

（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、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した。  
（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対してプラズマの応用を

試みた。PTFE や PUR、PA 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に成功した。 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等  

1) Ozaki, A. U. R. Sankar, M. Yamashita, T. Aoki, Y. Tanaka, M. Kimura, M. Toda, M. Fujie, Y. Takehara, 
and H. Sakahara, “Synthesis, in vitro and in vivo studies of Gd-DTPA-XDA-D1-Glc(OH) complex as a 
new potential MRI contrast agent”, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(3), 932-934 (2010). 

他 14件 
国際会議発表  国際会議参加・発表  11 件 国内学会発表  11 件   

招待講演 
1) Mitsuji Yamashita,“Research and development of medicinal materials for early stage finding and curing tumors 

(がんの早期発見・早期治療のための医用材料の研究開発)”, Germany-Japan Joint Symposium and 
Graduate Students Forum for the Promotion of the DDP, Nov. 25, 2009, Shizuoka City.   他 2 件. 

  解説・特集 
   山下光司、尾崎伸久、山下純子「がん組織を捉える革新的 MRI 造影剤の開発」、化学、64(11) 56-61 (2009). 

特許出願・取得 
1) 山下光司,他「親水性組成物、親水性基材およびその製造方法」 特許第 3855030 号（2009.8.25）. 他 1件. 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞外国人研究者受け入れ（2 名）、外国人研究者招へい（1 人）、海外の国際会議・

共同研究に学生の帯同（2 名） 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：厚生労働科研費（平成 19～21 年度）；文部科学科研費（平成 21～23 年度） 
＜管理・運営＞ 

全学委員会委員、危険物貯蔵施設管理者、核燃料管理区域管理者、公認サークル顧問、 
創造科学技術大学院専任（工学部兼担） 

【 今後の展開 】  
 （1）リン糖抗がん剤では 2006 年～2007 年の大発見を、更に今後「トリブロ体」を中心として展開
する。今後のゴールは現行技術 Gleevec の 100 倍活性な多分子標的型分子標的抗がん剤を開発する。
（2）厚生労働科学研究費の「ナノメディシン研究」（平成 19 年度~21 年度）及び JSPS/文部科学省
の科学研究費「萌芽研究」（平成 19 年度～20 年度)、科研費（平成 21 年度～23 年度）の採択を受け
て、MRI 造影剤 DEN-OH の合成プロセスの改良と標的分子の化学修飾を行い、初期がんを超早期に
発見する医療技術を開発し、今後のゴールは、現行技術の 10 倍の造影剤開発を完成させること、更
にそれらの複合化である。（3）では、超親水性曇り止め剤の開発を完成させる。（1）～（3）では臨
床試験を経て実用化・起業化する。（4）～（5）では、基礎から実用化を目指した研究開発を行う。 
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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 

博士課程：3年（1名） 

修士課程：2年（4名）、1年（4名） 

学  部：4年（10 名） 

連携教員：高橋 雅樹 准教授、仙石 哲也 助教 

【 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  ○  

新入生セミナー 学部1年 1 ○  複数担当(22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）不斉金属（インジウム）錯体触媒を用いた新規エナンチオ選択的-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。-位にアミドカルボニル基と

エステル基をもつ場合を詳細に調査、検討し総合論文として発表した。 
（２）新規なピロリジジンアルカロイドである Hyacinthacine 類は糖尿病治療薬の有用なヒット化

合物となる可能性がある。本研究では C2，C3と C5-エピマーの初の全合成を達成するととも

にその絶対配置を明らかにした。 
（３）光学分割により得られるキラルヒドロキシラクタムの位置及び立体選択的付加反応における

有機化学，生命機能物質合成 
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物質工学科 

多重性の調査・開発を行うと同時に、“N-”複素環型生理活性天然物としてピロリジジン環上

に 3 つの不斉炭素が連続する macronecine 合成に成功したので総合論文として発表した。 
（４）アントラセンとペリレンが三級アミノ基を介し連結した色素分子四塩化金酸との酸塩基反応

により、色素分子が逆ミセル集合体へと自己組織化すると同時に、外部からの還元剤添加な

しに金ナノ粒子(GNP) がその内部に形成されるという新知見が得られたので報告した。 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “Indium-catalyzed Enantioselective Allylation of Aldehydes with -Carbonyl Allyl- stannanes: an 
Efficient Synthetic Method for Chiral -Methylene--lactones” Takamasa Suzuki, Jun-ichi 
Atsumi, Tetsuya Sengoku, Masaki Takahashi and Hidemi Yoda, Journal of Organometallic 
Chemistry, 2010, 695, 128-136.   

2)  “Total Synthesis of the Proposed Structures of Hyacinthacines C2, C3, and Their C5-Epimers” 
 Tetsuya Sengoku, Yasutaka Satoh, Masaki Takahashi, and Hidemi Yoda, Tetrahedron Letters, 2009, 

50, 4937-4940. 
3) “Extremely High Regio- and Stereoselective C-C Bond Formation of Substituted -hydroxylactams: 

Synthesis of Macronecines Based on Their Structural Duality” Tetsuya Sengoku, Takamasa 
Suzuki, Tatsuro Kakimoto, Masaki Takahashi and Hidemi Yoda, Tetrahedron, 2009, 65, 
2415-2423. 

4) “A New Approach toward Light-harvesting Reverse Micelles from Donor-acceptor Miscible 
Blends”Masaki Takahashi, Natsuko Nishizawa, Shuhei Ohno, Masahiro Kakita, Norifumi Fujita, 
Mitsuji Yamashita, Tetsuya Sengokua and Hidemi Yoda, Tetrahedron, 2009, 65, 2669-2677.  
他 1 件 

国際会議発表 

1) Takamasa Suzuki, Tetsuya Sengoku, Masaki Takahashi and Hidemi Yoda, Pusan National 
University-Shizuoka University Joint Symposium and Graduate Students Forum for Promotion of 
the DDP, Hamamatsu, 1 page, 2010. 2. 他 2 件 

国内学会発表  

1)  日本化学会第 89 春季年会 9 件 
2)  第 39 回複素環化学討論会 2 件 
3)  第 40 回中部化学関係学協会支部連合秋季大会 3 件 
4)  第 57 回高分子討論会 3 件 
5)  光化学討論会 1 件 

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

  1) 日本軽金属株式会社 第 200 回記念講演会招待講演 
   2)  Pusan National University-Shizuoka University Joint Symposium and Graduate Students Forum for 

Promotion of the DDP 発表   他２件 
   3)  静岡大学創立６０周年記念サイエンスフェスタ実験部門担当 
＜管理・運営＞ 

評価実施委員会副委員長 
＜特筆事項＞ 

特別研究員等審査会専門委員および国際事業委員会書面審査委員 

外部資金獲得：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。さらに化学酵素触媒反応の開発

を行うとともに、新しく取り組んでいて興味深い骨格を持つテトラミン酸系の化学を発展させたい。 
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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（3名）、1年（2名） 

学  部：4年（6名） 

連携教員：鈴木久男 教授、坂元 助教、符 徳勝 特任准教授 

 

【 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 ○   

無機材料化学   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） 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

 気相法を中心としたプロセッシングに重心を置き、機能および構造を複合化させた新しい磁性ナノ

セラミックス材料の創成を目指している。例えば、自然界には存在しない磁石、電気特性と相互作用

を示す磁石、光を通す磁石、生体親和性の高い磁石、環境を浄化する磁石などの研究を中心に行って

いる。 

  

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “Preparation of MgIn2O4 Epitaxial Oxide Electrode with Spinel Structure and Heteroepitaxial Growth of 
BaTiO3-NiFe2O4 Multiferroic Composite Thin Film”, N. Wakiya, S. Sawamura, K. Tanemura, M. Sano, N. 
Sakamoto, D. Fu, K. Shinozaki and H. Suzuki, Jpn. J. Appl. Phys. 48 (2009) 09KB06-1-5.  

2）“Doping effect of Dy on leakage current and oxygen sensing property of SrTiO3 thin film prepared by PLD”, 
N. Wakiya, Y. Kimura, N. Sakamoto, D. Fu, T. Hara, T. Ishiguro, T. Kiguchi, K. Shinozaki and H. Suzuki, 
J. Ceram. Soc. Jpn., 117 [9] (2009) 1004-1008. 

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 

3) “Valence-EELS analysis of local electronic and optical properties of PMN-PT epitaxial film”, T. Kiguchi, N. 
Wakiya, K. Shinozaki and T. Konno, Mater. Sci. Eng. B, 161[1-3] (2009) 160-165. 

他 6件 

 

特許出願・取得 

1) 圧電体素子、野田 俊成、小牧 一樹、鈴木 久男、脇谷 尚樹 

公開番号：2009-54934 

 

国際会議発表     

1) “Preparation of Hydroxyapatite-Maghemite Composite Particle by Ultrasonic Spray Pyrolysis”, N. Wakiya, 
M. Yamasaki, T. Adachi, N. Sakamoto, D. Fu, K. Shinozaki, H. Suzuki, 3rd International Conference on 
Science and Technology for Advanced Ceramics (STAC3)(2009) 

2) “Oriented Crystal Growth of Flower-like Structured InN on Sapphire Substrate by Halide Chemical Vapor 
Deposition”, N. Sakamoto, H. Sugiura, N. Wakiya, H. Suzuki, (ICMAT) (2009) 

3) “Electro-magnetic properties of BaTiO3-NiFe2O4 thin film prepared on MgIn2O4 electrode with spinel 
structure”, Naoki Wakiya, Shigeki Sawarura, Toru-Ookushi, Naonori Sakamoto, Kazuo Shinozaki and 
Hisao Suzuki, The Meeting on Ferroelectric Materials and. Their Applications, Kyoto, May (2009) 

他 6 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 2 件 
1) “Crystal Structure and Electrical Property of Ferroelectric Thin Film Deposited under Magnetic Field by 

Pulsed Laser Deposition”, N. Wakiya et al., 5th International Conference on Materials for Advanced 
Technologies, Singapore (2009) 

2) “Effect of in-situ magnetic field for the preparation of ferroelectric thin film by PLD”, N. Wakiya et al., 
IMF-ISAF2009, China  (2009) 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・ 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 
＜管理・運営＞ 

・ 工学部学生委員長 
・ 静岡大学生活実態調査委員 
＜特筆事項＞ 

外部資金：基盤研究(B)（代表）、シーズ発掘調査、旭硝子財団、渡辺記念会、 
共同研究 1 件 
 

【 今後の展開 】  
 今後も磁性体および関連する機能性セラミックス薄膜およびナノ粒子の研究を続けて行く予定で

ある。企業と実施している共同研究については実用化を目指したステージに進めればと期待している。 
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                                                                 物質工学科 

 

 

  

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    

修士課程：2年（3名）、1年（5名） 

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 ○  

物質工学実験II 学部3年 １ ○  

無機化学  学部3年 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。 

 

 

 

全固体リチウム二次電池の界面制御 
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                                                                 物質工学科 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 （国際論文 ６件 国内１件、著書（国内１、国際１））              

国際会議発表   （計２件）  

国内学会発表  （計１１件） 
 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等：  
TV 2 件（NHK スペシャル、名古屋ホットイブニング） 
新聞 7 件 （日経新聞 など） 
受賞・表彰： 電気化学会 学生ポスター賞 

外部資金獲得： JST-CREST（共同研究者） 

 NEDO 革新型蓄電池（共同研究者）、 

 NEDO 次世代電池（共同研究者） 

企業との共同研究（2 件） 
 

【 今後の展開 】  

 大学の研究であるので学術研究が主体ではあるが、学内外は問わず、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（5名）、1年（3名） 

学  部：4年（5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 

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） 

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 

従来の SnO2や ZnO に加え、TiO2にも着目し、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。 

 

光機能性薄膜の形成と応用 
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(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)“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). 

2)“Comparative Evolved Gas Analyses of Crystalline and Amorphous Titanium(IV)oxo- 

hydroxo-acetylacetates by TG-FTIR and TG/DTA-MS” J.Madarász, S.Kaneko, M.Okuya and G.Pokol, 

Thermochemica Acta, Vol.489, pp.37-44 (2009). 

3)“太陽電池 と 部材 の 開発・製造技術～構造・プロセスから見る、耐久性向上・高効率化を目指

した各種事例～, 第４章第１節第４項 太陽電池用 FTO 透明導電膜の開発～色素増感太陽電池

から～” 奥谷昌之, （株）情報機構, pp.237-245 (2010). 

他 1 件 

国内学会発表  

・鹿谷、鍋田、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形成とダイレクトパタ

ーニング」第 57 回応用物理学関連連合講演会、東海大、2010.3.17-20. 
・池場、高橋、奥谷「マイクロ波加熱による ITO 透明導電膜の作製」日本セラミックス協会 2010
年年会、東農工大、2010.3.22-24. 

・村本、山崎、任、坂井、山田、一杉、長谷川、奥谷「TNO 透明導電膜を利用した色素増感太陽電

池」電気化学会第 77 回大会、富山大、2010.3.29-31.  

他 10 件 
       
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

本学姉妹校のブダペスト工科経済大の G.Pokol 教授及び J.Madarász 教授の訪問を受け、共同研

究に関する打ち合わせを行った。 

＜特筆事項＞ 

・平成 21 年度科学研究費基盤研究Ｃ（分担） 
・共同研究 2 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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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：1 年（1 名）  
修士課程：2 年（4 名）、1 年（4 名） 
学  部：4 年（4 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（2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) 伊東卓哉（D1）, ベストプレゼンテーション賞, 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

有機低分子・高分子凝集体の構造と物性 
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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・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層状成長する様子を in-situ 観察するとともに、原子間力

顕微鏡から層状成長の妥当性を検証した。 

（２） 蒸着重合ポリ尿素薄膜における双極子配向 

蒸着重合により様々なポリ尿素薄膜を作製したところ、金属酸化物に対して双極子が垂直

に配向し、熱処理と共に水素結合性が変化することを明らかにした。 

（３） 液晶－高分子界面の電場印加に伴う粘弾性変化の解析 

粘性流体である液晶が特定の高分子配向膜上で形成する弾性体層が電場の印加や除去に伴

い形成したり崩壊したりする現象を発見した。 

＜業績・成果＞ 
学術論文・著書等               
1) 伊東卓哉, 久保野敦史, “水晶振動子マイクロバランスを用いた有機蒸着膜の初期成長カイネ

ティクスに関する研究”, 電気学会論文誌A, Vol. 129, No. 2, pp. 198-202, 2010. 
2) M. Morimoto, A. Kusakabe, K. Sakamoto, J. Gonda and A. Kubono, “Formation of Interfacial Layer 

between Liquid Crystal and Polymer Alignment Sublayer”, Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 48, No. 7, pp. 
070220 (1–2), 2009.  他 3 件 

国際会議発表     

1) K. Inaishi, J. Gonda and A. Kubono, “Viscoelastic Behavior of Interfacial Layers Formed between 
Adhesives and Adherends”, The 1st FAPS (Federation of Asian Polymer Society) Polymer Conference, 
Nagoya, Japan, Oct. 2009.  他 3 件 

国内学会発表  
・応用物理学会、高分子学会、日本液晶学会、日本結晶成長学会など、計 15 件 

招待講演   
・A. Kubono, “Fast Response of Hybrid TN LCDs with Wide Viewing Angle”, International Display 

Workshops (IDW09), Miyazaki, Japan, Dec. 2009. 

受賞  
・2009 年度日本液晶学会論文賞 

 
【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

・高大連携：磐田南高ならびに浜松工高の実験講座を担当した。 
＜管理・運営＞ 

・学部入試委員会の委員（１年目）を務めた。 
＜特記事項＞ 

・外部資金獲得：各種技術相談を受け入れ、共同研究を開始する事により資金を獲得している。 

 

【 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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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、化学工学、移動現象 

 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：孔 昌一    

修士課程：1年（4名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  専門科目では、有機化学Ⅰ、基礎有機材料、分離工学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。 
  大学院では、化工物性特論の講義をおこなっている。 
 
＜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 

新入性セミナー  学部1年 1 ○   

PC数学活用法  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） 

基礎有機材料  学部2年 2  ○  

分離工学  学部2年 1  ○ 複数担当（2人） 

化工物性特論  大学院1,2年 2 ○   

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

拡散、保持因子、部分モル体積、溶解度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やナノ粒子の表面処理技術の開発を

行っている。 

近年、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、地球環境汚染問題の解決

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やナノ粒子表面処理技術の開発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金属錯体の拡散係数の測定及び相関 

   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、

拡散機構の解明と環境負荷低減技術への応用 
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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部分モル体積測定法の開発 

   超臨界二酸化炭素中における金属錯体の部分モル体積の測定法を開発した。 

（３）超臨界流体急速膨張法による薬物微粒子創製技術の開発 

   超臨界二酸化炭素を溶媒として用いた超臨界流体急速膨張（RESS）法を用いて、鎮痛剤であ

るイブプロフェンとナプロキセ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。 

（４）金属微粒子の表面処理技術に及ぼす溶解部及び噴射部の影響 

   超臨界二酸化炭素を溶媒として用いた RESS 法による、Ni ナノ粒子の表面にシリコン樹脂を

用いてコーティング処理を行い、その溶解部および噴射部条件が膜厚生成に及ぼす影響につい

て検討した。 

 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表  

・ C. Y. Kong, M. Nakamura, K. Sone, T. Funazukuri and S. Kagei: “Measurements of Binary Diffusion 

Coefficients for Ferrocenes in Supercritical Carbon Dioxide”, the 9th International Symposium on 

Supercritical Fluids, Arcachon, France, May, 18-20, 2009 (C11). 

 他 4 件 
 

国内学会発表  

・ 孔 昌一, 鳥海秀, 船造俊孝, 影井清一郎: “液体および超臨界二酸化炭素中における各種金属錯体

の拡散係数の測定と相関”, 化学工学会第 75 年会（鹿児島）, 3 月 18-20 日 2010 年(K209).  

他 3 件 

 
解説・特集等  

1. 孔 昌一: “超臨界流体中の輸送物性の測定と相関”, 分離技術, 2010. 
 

特許出願・取得 

1 特願 2009-185880, 複合粒子の製造方法及び製造装置, 政岡雷太郎, 太田尚志, 阿部寿之, 佐古猛, 

孔昌一, 岡島いづみ, 村井拓也, 2009 年 8 月。 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

学生委員会の委員（1 年目）勤めた。 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：共同研究 1 件  
 

【 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関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、プリンタートナー軽量化のためのト

ナー粒子発泡に関する研究）。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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専任・准教授  杉田 篤史 （Sugita Atsushi）   

物質工学科  

専門分野： 高分子物理、光物性  

 
 

【 研究室構成 】  

教    員：杉田 篤史    

修士課程：2年（1名）、1年（2名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 基本原理から学問を理解できることを目標に授業や演習を進めるように心掛けている。大学 1･

2 年生を対象とした講義では同じ内容を説明するためにも複数回別の言い回しを用いて解説し、

多角的に講義内容を捉えることができるように配慮している。大学 3･4 年生を対象とした講義で

は実際の物理現象との対応を鮮明にイメージさせるために数値的な裏づけを示すようにしている。

大学院生を対象とした講義では生きた学問を伝えることを目指し、現役の技術者との交流を積極

的に行い、最新のものづくりに関する話題提供ができるよう努力している。 

 

＜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 

数値計算法Ⅰ  学部2年 1 ○  

材料科学演習I  学部3年 1 ○  複数担当2名 

物性化学  学部3年 1  ○ 

機能性材料特論  大学院1,2年 1  ○ 複数担当2名 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

分光学的手法を用いた高分子物性の調査を行っている。高分子が異種物質と接触する界面領域

特有の機能性の解明について重点的に取り組んでいる。高分子はそれを取り巻く環境によって

様々な構造的な性質を示し、それにより興味深い物性効果を示すことが知られている。このよう

な複雑系の物性解析を行う上で化学結合レベルから人間の目で分解することの出来るマクロスコ

ピックなオーダーまで広くカバーできる光を用いた計測技術は問題を解決するための強力なツー

ルとなりうる。研究では白色光源を用いたインコヒーレント分光からフェムト秒オーダーのパル

ス幅を持つ極超短パルスレーザーを光源とする時間分解分光に至るまで多角的な分光計測技術を

用いて問題解決を目指している。 

 

＜実績＞  

（１）粘着性高分子の界面配向現象の調査 

 ラマン散乱分光法を用いてアクリレート系粘着性高分子の分子運動性について調査した。熱分析

の結果より当該高分子は金属と接触する界面領域でガラス転移温度を大きく変化させることが明ら

かになっている。この研究では分子結合レベルで界面領域における高分子の構造的特性について明

分光学的手法を用いた高分子の物性評価 
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らかにした。 

（２）シアノフェニレン系高分子の界面非線形光学効果の調査 

 シアノフェニレン系高分子は、金属と接触する界面領域で極性構造を自己組織化し、焦電気性を

示す。この巨視的な分極構造の形成過程を明らかにするために第二高調波法による非線形光学分光

計測を実施した。 

（３）ルテニウム錯体の酸化チタン微粒子への吸着挙動の調査 

  色素増度太陽電池は太陽エネルギーを電力に変換するクリーンなエネルギー変換デバイスとし

て注目されている。本研究ではその基本構成要素である酸化チタン微粒子の吸着したルテニウム錯

体型色素の光化学の素過程についての理解を深める目的で共鳴ラマン分光法による分子運動性の調

査を行った。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “Optically anisotropic structure of amides formed by the reformation of the hydrogen bonds induced 

by high frequency electric field”, Y. Matsuda, Y. Hayashi, A. Sugita, and S. Tasaka , Journal of 

Molecular Liquid Vol. 152, pp53-56 (2010). 

国際会議発表     

・Atsushi Sugita, Masashi Morimoto, Yuhki Ishida, Yasuhiro Matsuda, Shigeru Tasaka , NWC2 “Second 

Order Nonlinear Optical Activity of Non-Electrically Poled Amorphous Polymers”, Nonlinear Optics, 

12-17 July, 2009, Hawai U.S.A. 

他 5件 

国内学会発表  

・杉田篤史,山原麻里,松田靖弘,田坂茂:“ AFM による直流電界中で結晶化されたポリ L 乳酸鎖の

構造調査 II” 第 58 回高分子学会年次大会, 神戸,2009 年 5 月 

・大石裕,神成文彦,杉田篤史,松下智紀,平等拓範:“セラミック Yb:YAG マイクロチップレーザーか

らの高出力超短パルス発生” レーザー学会第 388 回研究会「高機能固体レーザーとその応用」

大阪 2009 年 7 月 

・杉田 篤史,山原 麻里,松田靖弘,田坂 茂:“AFM による直流電界中で結晶化されたポリ L 乳酸鎖

の構造調査 III-電界強度および結晶化温度依存性の調査” 第 58 回高分子討論会,熊本 2009 年

9 月 

・森本 真史,石田 雄基,間瀬 暢之,田坂 茂,杉田 篤史：“パラニトロアニロン ポリシアノフェニ

レンスルフィドの複合系の二次非線形光学活性の調査” 第 3 回分子構造討論会,名古屋 2009

年 9 月 

・望月 良剛,田坂 茂,杉田 篤史：“ラマン散乱法によるポリエチルアクリレートの金属界付近にお

ける分子運動性の評価” 第 3回分子構造討論会,名古屋 2009 年 9 月 

・石田 雄基,森本 真史,間瀬 暢之,田坂 茂,杉田 篤史：“極性高分子中にドープした DR1 の光ポー

リング過程の温度依存性” 第 3回分子構造討論会,名古屋 2009 年 9 月 

・松下智紀,杉田篤史、孔維鵬,平等拓範：“エッジ励起セラミック Yb:YAG マイクロチップレーザか

らのモード同期パルス発振” 第 57 回応用物理学関係関連講演会, 東海大学湘南キャンパス 

2010 年 3 月 

 

【 今後の展開 】  

 レーザー分光を用いた高分子材料の構造解析を継続して行う。パルスレーザーの開発も平行して

行い、新しい分光分析技術への応用に役立てたい。また、新しい光加工技術を提案し、産業界への

貢献もしていきたいと考える。 
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物質工学科 

 

 

  

 

専任・准教授  高橋 雅樹 （TAKAHASHI Masaki）   

物質工学科  

専門分野： 有機化学、有機合成化学、有機光化学 

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

 

【 研究室構成 】  

教    員：高橋 雅樹 

博士課程：3年（1名） 

修士課程：2年（4名）、1年（4名） 

学  部：4年（10 名） 

連携教員：依田 秀実 教授、仙石 哲也 助教 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  有機化学Ⅲおよび生物化学Ⅰ、物質合成工学Ⅱについては、理論および実践を網羅できるようき

め細かい解説を心掛けている。また、講義時間内での演習や講義後に課す宿題を通し、受講生が講

義内容をより深く理解し習得することを目指している。材料科学基礎演習、物質工学実験ともに、

有機化学の講義内容を理論的、実践的に理解できるよう工夫を行っている。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 

材料科学基礎演習 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 

物質合成工学II 学部2年 2  ○  

応用英語Ｃ 学部3年 1 ○  

有機化学III 学部3年 2 ○  

生物化学I 学部3年 2 ○  前期15回分の8回を担当 

物質工学実験II 学部3年 1 ○  前期30回分の9回を担当 

物質工学実験III 学部3年 1  ○ 後期30回分の7回を担当 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

生理活性天然物の合成手法を確立する。生理活性天然物の合成を支援する新規合成手法を開拓す

る。新しい光機能性分子を開発する。 

＜実績＞  

（１）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 

（２）新規不斉触媒反応の開発 

  ルイス酸触媒を用いた新規不斉アリル化反応を開発した。 

（３）色素逆ミセル空間における金ナノ粒子の合成 

  色素集合体内部に金ナノ粒子を包接した新規複合材料を開発した。 

（４）新規増感色素の合成 

  色素増感太陽電池に利用可能な新規増感色素の合成を検討した。 

 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “Indium-catalyzed enantioselective allylation of aldehydes with -carbonyl allylstannanes: an efficient 

synthetic method for chiral -methylene--lactones” T. Suzuki, J. Atsumi, T. Sengoku, M. Takahashi, H. 

Yoda J. Organometallic Chem. Vol. 695, pp.128-136 (2010). 

2) “Total synthesis of the proposed structures of hyacinthacines C2, C3, and their C5-epimers” T. Sengoku, 

Y. Satoh, M. Takahashi, H. Yoda Tetrahedron Lett.  Vol. 50, pp. 4937-4940 (2009). 

3) “Extremely high regio- and stereoselective C-C bond formation of substituted -hydroxylactams: 

synthesis of macronecines based on their structural duality” T. Sengoku, T. Suzuki, T. Kakimoto, M. 

Takahashi, H. Yoda Tetrahedron Vol. 65, pp. 2415-2423 (2009). 

4) “A new approach toward light-harvesting reverse micelles from donor-acceptor miscible blends” M. 

Takahashi, N. Nishizawa, S. Ohno, M. Kakita, N. Fujita, M. Yamashita, T. Sengoku, H. Yoda 

Tetrahedron Vol. 65, pp. 2669-2677 (2009). 

国際会議発表     

・Masaki Takahashi, Tetsuya Sengoku and Hidemi Yoda “Synthesis of dye/gold hybrid nanoparticles within 
reverse micellar systems” Pusan National University-Shizuoka University Joint Symposium and Graduate 
Students Forum for Promotion of the DDP, Hamamatsu, 5 Feb. 2010. 他 2 件 

国内学会発表  

・ 高橋雅樹、大野修平、仙石哲也、依田秀実 "色素逆ミセル空間における金ナノ粒子形成機構の

検討” 2009 年光化学討論会、桐生、2009 年 9 月 他 14 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

サイエンスフェスタ 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科学研究費補助金基盤研究（C）（代表） 
 
【 今後の展開 】  

 生理活性天然物の合成研究と不斉触媒反応の開発、色素逆ミセル空間における金ナノ粒子の合成研

究を継続する。今年度開始した増感色素の合成については、大幅な進展が得られるよう積極的に研究

を行いたい。 
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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（2名）、1年（2名） 

学  部：4年（4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 ○  複数担当 

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 ○   

実践化学工学特論   大学院1,2年 1 ○  複数担当 

 

【 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

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）廃棄物処理施設の安全管理フレームワーク構築 

プロセスシステム工学 
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廃棄物処理施設の安全を確保するために、設備のライフサイクルと製品のライフサイクルを通じ

た安全管理の仕組みを提案し、試算した。 

（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) "労働災害防止を目的とした化学プラント安全運転管理業務モデリング－運転管理業務のた

めの参照モデル－",島田行恭、北島禎二、武田和宏、渕野哲郎、仲勇治, 労働安全衛生研究, 

Vol.2, No.2, pp.91-98 (2009).   

2) “Cause-Effectモデルに基づくプラントアラームシステム設計”, 化学工学論文集, Vol.36, No.2, 

(2010) 掲載決定 

国際会議発表     

・ Hitoshi Hamanaka,Kazuhiro Takeda,Yasunori Okano,Masao Sudoh,Choji Fukuhara,Kazuyoshi 
Furukawa,Shuhei Adachi,Yasuyuki Muramatsu, "Development of Hybrid Simulation for Direct 
Methanol Fuel Cells System", 20th ISTP, Jul. 2009, Victoria, Canada 

・ Hideyuki Nagaya,Kazuhiro Takeda,Yasunori Okano,Masao Sudoh,Choji Fukuhara,Kazuyoshi 
Furukawa,Shuhei Adachi,Yasuyuki Muramatsu, "Optimal Operation of Direct Methanol Fuel Cells on 
Vehicle to Minimize Start-up Time", 20th ISTP, Jul. 2009, Victoria, Canada 

・Yukiyasu Shimada, Teiji Kitajima, and Kazuhiro Takeda, "Practical Framework for Process Safety 
Management Based on Plant Life Cycle Engineering", 3rd International Conference on Integrity, 
Reliability & Failure, Jul. 2009, Porto, Portugal 

国内学会発表  

・化学工学会、安全工学会、石油学会、他 計 10 件 
 

解説・特集 

・計装、日本プラント・ヒューマンファクターズ学会 計 4 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（3名） 

学  部：4年（5名） 

 

【 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 ○  複数担当（10名） 

研究体験実習  学部1年 1 ○  複数担当（学科全体） 

新入生セミナー  学部1年 1 ○  複数担当（学科全体） 

数値計算法Ⅰ  学部2年 1 ○   

PC数学活用法  学部1年 1  ○ 複数担当（2名） 

機械的単位操作 学部3年 1  ○  

学際科目  工学部、情報学部2年 1  ○ 化学物質と人間：複数担当（8名） 

学際科目 工学部、情報学部3年 1  ○ 佐鳴湖から考える：複数担当（8名） 

化工特論  学部3年 1  ○ 複数担当（Kコース） 

分離・粉体工学特論  大学院 1  ○ 複数担当（2名） 

 

【 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。 

 流動層あるいは粒子層に振動を加えたときの粒子挙動を解析し，振動の影響を明らかにする。特に

振動の方向や強度などの振動モードを変更したときの粒子挙動を明らかにする。 

 固液流動層を用いた密度差分離による固体材料の分離特性を明らかにする。特に実際の場合を想定

して，固体材料の投入割合や形状の違いによる分離特性の変化を明らかにする。 

 

＜実績＞  

（１）減圧流動層乾燥によって乾燥した食品原料の特性評価 

  上述の乾燥方式によって乾燥した食品原料（ジャガイモ）の乾燥特性を調べ，他の乾燥方式と比

環境分離工学への流動層技術の応用 
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較し，乾燥方式と乾燥後の原料の性状との関係を確認した。 

（２）減圧流動層による液状材料の乾燥 

  減圧流動層を用いて液状材料を乾燥するときの乾燥速度と容器内圧力の関係を明確にした。 

（３）振動粒子内粒子挙動の数値解析 

  振動粒子層内の粒子挙動（混合特性）に及ぼす振動パラメータ（方向）の影響を明らかにした。 

（４）固液流動層による密度差分離 

  分離する固体の投入割合を変えたときの流動層ない挙動の変化状況を明確にし，その原因を知る

ための手がかりを得た。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1. Inoue, T., H. Iyota, T. Uemura, J. Yamagata, Y. Konishi and Y. Tatemoto; “Optimal Conditions for 

Popping of Amaranth Seeds,” Drying Technology, 27(7), 918-926 (2009) 

2. 立元雄治「樹脂の水系化/水性化技術－実製品での問題点改善と要求品質の確保－（分担執筆）

第 2 編，第 3 章，第 1 節」, 情法機構, pp.283-288 (2009) 

国際会議発表 

・Tatemoto, Y., M. Mori, Y. Suzuki, A. Ishii, Y. Bando and Y. Kawase; ”Separation by Density Difference 

in Liquid-Solid Fluidized Bed,” 8th World Congress of Chemical Engineering, Montrial, Canada, 2009 

(Aug. 23-27) 

国内学会発表  

・鈴木幸夫，立元雄治，坂東芳行，川瀬泰人「固液流動層を用いた固体材料の密度差分離におけ

る材料の層内挙動」，分離技術会 2009 年度年会（学生賞受賞） 
 計 3 件 

招待講演  

・計 3 件 

解説・特集  

・計 4件 

 

【 その他の事項 】 

 ＜管理・運営＞ 

 ・学科カリキュラム検討委員会 委員長 

 ＜特記事項＞ 

・共同研究 計 3 件 
・「減圧過熱水蒸気流動層による各種材料の低温・高速度乾燥技術」，国際食品機械工業展 アカデ

ミックプラザ（FOOMA AP），（AP 賞準グランプリ） 
 

【 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，電気化学  

 
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（2名） 

学  部：4年（4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  ○ 

材料科学基礎  学部1年 2 ○  

情報化学特論  大学院1,2年 1  ○ 

物質工学実験III  学部3年   ○ 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

新規な蓄電池、特にリチウムイオン二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＞  

（電解質溶媒分子にルイス酸性を付与する事で、全く新しい概念のリチウムイオン二次電池電

解質溶媒の開発を行った。この電解質溶媒の特異的な電気化学定期性質を発生する化学種の詳

細な検討により解明した。実際の電池として機能する事を検証した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

  Trans.Mater.Res.Soc. Jpn.Vol.33,pp.1309-1312(2009). 他 2 件 

国際会議発表     

1) Y. Tanaka, J. Kanako, M. Minoshima, Y. Iriyama, T. Fujinami, “Electrochemical Properties of a Mixed 

Boric Ester as a Novel Electrolyte Solvent”, 2nd International Conference on Advanced Lithium Battery for 

リチウムイオン二次電池の有機電解質合成 

204



物質工学科 

Automobile Applications, P38 (2009). 
T. Horino, A. Kishimoto, H. Tamada, Y. Iriyama, Y. Tanaka, T. Fujinami, “Interfacial Reactions at the 

Electrode Active Materials/Organic electrolytes with various Boroxine Compounds”, 2nd International 
Conference on Advanced Lithium Battery for Automobile Applications, P37 (2009) 

国内学会発表  

1) 堀野友博，岸本顕，玉田晴輝，入山恭寿，田中康隆，藤波達雄，“ボロキシン化合物を含む有機

電解質と電極活物質の界面反応”, 第 50 回電池討論会, 1C08 (2009). 

2) 金子淳哉，堀野友博，岸本顕，入山恭寿，田中康隆，藤波達雄，“混合ホウ酸エステル電解液の

電気化学的性質及び難燃性”, 第 50 回電池討論会, 1C09 (2009). 

3) 田中康隆，金子淳哉，蓑島正訓，入山恭寿，藤波達雄，“混合ホウ酸エステル電解液の電気化学

的性質及び難燃性”, 第 50 回電池討論会, 2A13 (2009). 

4) 岸本顕，入山恭寿，田中康隆，藤波達雄，“ホウ酸エステル-炭酸エステル混合系電解液の電気学

的性質”, 電気化学会第 77 回大会, 2C08 (2010). 

他２編 

 

藤波達雄，田中康隆，入山恭寿，“電解液用溶媒、電解液、及びゲル状電解質”, 特願 2009-223373, 

提出日:平成 21 年 9 月 28 日 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・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。 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等：藤波達雄，田中康隆，入山恭寿，“次世代 5V 級リチウムイオン電池用電解 

 液を開発”, 発表日：平成 21 年 11 月 24 日, プレス発表. 新聞掲載３紙. 

外部資金獲得：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）Li-EAD プロジェクト 

 （分担）． 

 他 企業との共同研究２件（研究代表者）。 

 

【 今後の展開 】  

 今年度以上に良好なイオン導電率を持ち、高い金属陽イオン輸率を有すし、かつ高い耐酸化性と

還元性を有する電解質溶媒分子の設計、合成、構造解析、電気化学的性質の評価を行う。 
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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：有機化学、環境科学  

 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：戸田 三津夫 

修士課程：2年（1名）、1年（2名） 

学  部：4年（5名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  自発的に考え、探求することを重視します。 
 

＜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 

環境負荷低減技術  学部2年 1 ○  

基本技術実習  学部2年 1 ○   

新入生セミナー 学部1年 1 ○  複数担当(22人) 

浜松市を交通からリ

デザインする 

 学部2年 1 ○  

研究体験実習   学部1年 1   ○   

佐鳴湖から考える 学部2年 1  ○  

地球環境科学•環

境技術 

学部1年 1    ○  

材料化学実験法 学部2年 1  ○  

天然資源工学特論  大学院1，2年 1  ○ 複数担当（2人） 

 

【 研究 】 

＜目標＞ 

（１） 社会の要請にかなったテーマを重視します. 

＜実績＞  

「混合包摂結晶の作成」 生成の確証を得つつある 

「超高圧下での粘土鉱物を使ったポルフィリン合成」 有機化合物の水素転移など新たな現象が見つか

った。 

「佐鳴湖内の物質動態」水の動態、栄養塩の動態など明らかになりつつある 

「佐鳴湖浄化方法の探求」飛躍的効果の上がるものはどうやらなさそうで、環境中のいろいろな作用が

大きな浄化効果を持っている可能性が見えてきた。 

 

有機結晶の化学、佐鳴湖の科学 
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物質工学科 

 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

秋田進哉、戸田三津夫  「安定同位体比による佐鳴湖底泥の脱窒評価」、第 18 回浜名湖をめ

ぐる研究者の会、東京大学大学院農学生命科学研究科附属水産実験所,2009.12.5 

新家正宏、戸田三津夫  「安定同位体比を用いた佐鳴湖水域水収支の検討」、第 18 回浜名湖

をめぐる研究者の会、東京大学大学院農学生命科学研究科附属水産実験所,2009.12.5 

奥原大輔、戸田三津夫  「鉄電解法によるリン酸除去」、第 18 回浜名湖をめぐる研究者の会、

東京大学大学院農学生命科学研究科附属水産実験所,2009.12.5 

清水秀一、戸田三津夫  「キートセラス食餌によるヤマトシジミの食性解析」、第 18 回浜名

湖をめぐる研究者の会、東京大学大学院農学生命科学研究科附属水産実験所,2009.12.5 

林信孝、戸田三津夫   「佐鳴湖水域の溶存態有機物による水質評価」、第 18 回浜名湖をめ

ぐる研究者の会、東京大学大学院農学生命科学研究科附属水産実験所,2009.12.5 

 

【 その他の事項 】 

＜管理・運営＞ 

工学部 FD 委員会委員、全学 FD 委員会委員 

 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等：  

“Team Earth 静岡大学環境関連”、静岡あさひテレビ、2009.11.22, 

                                         http://www.satv.co.jp/team_Earth/ 

“水の最先端に迫る“、中日新聞、2009.10.18 

“広がるエコ通勤 浜松で「LRT」構想 車依存社会脱却を”、読売新聞、2010.1.3 

公開講座等： 

市民向け講座  わかりやすく学ぶ「地球温暖化」について「基礎的な環境問題-水・大気・土」、浜松城

北工業高校（浜松市市民文化部）2009.6.3 

静岡大学創立 60 周年記念 静岡大学中日新聞連携講座、「水を生き返らせる〜佐鳴湖プロジェクとの

活動〜」佐鳴会館会議室、2009.10.17 午後 

静岡県西部高等教育ネットワーク会議 共同授業「村、街、都市というシステム」静岡文化芸術大学、

2009.10.17 午前 

 

【 今後の展開 】  

地域と大学（学生と組織）に対して、できることをやっていくだけですが、学生の資質と能力にます

ます不安が増す中、少しでもそれを身につけさせることが重要だと考えています。 
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物質工学科 

 

 

  

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（1名） 

学  部：4年（5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，親しみやすく感じられるように，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） 

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 ○  複数担当 

物質工学実験II  学部3年 2 ○  複数担当 

物質工学実験III  学部3年 2  ○ 複数担当 

材料科学実験法  学部2年 1  ○ 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） 

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＞ 

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、シリカなどの誘電体とのコ

ンポジットによるイオン伝導体の物性変化に着目し、高いイオン伝導性の実現を目指している。

酸化物薄膜の作製と素子応用 
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物質工学科 

正極材料では，鉄やマンガンなどの遷移金属元素を中心金属とした活物質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正極材料の合成と評価 

試料を微粉砕・表面処理することにより、正極活物質の電気伝導性改善および Li イオン移動

経路を小さくすることで、二次電池の出力特性を向上させた。 

(2) メソポーラスシリカを用いたイオン伝導性の向上 

メソポーラスシリカを合成・評価した。合成したシリカの細孔に固体電解質を充填すること

により、固体電解質バルクの状態に比べてイオン伝導性を 1 桁以上向上させた。 

(3) リチウムイオン二次電池用固体電解質の合成と評価 

Li3InBr6の In 置換化合物を合成し、構造・イオン伝導性について評価した。 

(4) LiFeX4系固体電解質の合成と評価 

X=Cl および Br の間の固溶体を合成し、構造とイオン伝導性を評価した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) 高性能蓄電池 ～設計基礎研究から開発・評価まで～, 第 4 節 5 項、西原 康師、冨田 靖正, NTS 
(2009) 

2) “Substitution Effect for Br on the Lithium Ion Conductivity of Lithium Indium Bromide”, Yasumasa 
Tomita, Hiroo Nishiyama, Kenkichiro Kobayashi, Yoshiumi Kohno, Yasuhisa Maeda, and Koji Yamada, 
ECS Trans., 16 (29), 137-141 (2009), 

3) “Photocatalytic Decomposition of Organic Thin Films in a Nanometer-Scale by an Atomic Force 
Microscope”, Kenkichiro Kobayashi, Yasumasa Tomita, and Yasuhisa Maeda, Journal of Nanoscience 
and Nanotechnology, 9(6), 3382-3386 (2009) 

4) “Photostability enhancement of anionic natural dye by intercalation into hydrotalcite”, Yoshiumi 
Kohno, Koichi Totsuka, Shuji Ikoma, Keiko Yoda, Masashi Shibata, Ryoka Matsushima, Yasumasa 
Tomita, Yasuhisa Maeda, Kenkichiro Kobayashi, Journal of Colloid and Interface Science, 337, 
117–121 (2009) 

他 3 件 

国際会議発表     

1) Yasuhisa Maeda, Kenkichiro Kobayashi,“Stabilization of Synthetic and Natural Anthocyanin by 
Incorporation into Fe-containing Mesoporous Silicate” 5th International Workshop on Anthocyanins, 
17 Sep. , Nagoya 

国内学会発表  

・日本化学会第 90 春季年会など、計 4 件 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

学生委員、創造教育支援センター併任、情報ネットワーク支援管理者を務めた。 
 

【 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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物質工学科 
 

 

 

  

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 

博士課程：1年（2名） 

修士課程：1年（3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 

化学工学実験法  学部2年 1  ○ 単独担当 

化学工学特論  学部3年 1  ○ 複数担当 

学際科目（佐鳴湖）  学部1年から社会人 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 

  硝化作用に関する解析を実施した。NH4
+から NO3

-へそして NO2
-への硝化作用は、極めて小さい

ことが判明した。しかし、この近辺での水中 NH4
+、NO3

-および NO2
-濃度が極低濃度であるため、

環境に依存した微生物生態系が構築されていると考えられる。また、これまで困難であった環境試

料からの DNA 抽出ならびに PCR 増幅に成功した。現在、分離菌株の硝化・脱窒特性を評価しな

がら、微生物群集構造解析に着手している。 

 

（２）高濃度水素存在下における集積培養物 TUT2264 の塩素化エテン類脱塩素化特性 

環境微生物生態工学 
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物質工学科 
 

  高濃度水素存在下では、テトラクロロエテン脱塩素化活性が極めて強く抑制される。効果的なバ

イオレメディエーション技術の構築を図る一環として、この抑制メカニズムに関する解析を実施

した。その結果から、高濃度水素存在下における脱塩素化活性の低下は、水素利用細菌との競合

ではなく、水素によって直接的に脱塩素化活性が阻害されていると判断された。 

 

（３）異属微生物間の相互作用解析 

  微生物生態系の仕組みを把握する一環として、Pseudomonas 属および Variovorax 属細菌それぞれ

３菌株（合計６菌株）を用いて増殖の面から相互作用を解析した。その結果、同属菌株であって

も応答性は著しく異なることが示された。 

 

（４）微生物を用いた廃棄性バイオマスからの電気エネルギー生産 

  生ゴミから直接電気エネルギーを取得可能な微生物燃料電池を構築し、その電気化学的および微

生物学的特性を評価した。発電効率の向上が確認されたため、どのような微生物が関与している

のかについて解析を進めている。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1. Futamata, H., S. Kaiya, M. Sugawara, and A. Hiraishi. 2009. Relationship between reductive- 
dehalogenase-homologous genes transcriptional level and dechlorinating activity in 
“Dehalococcoides”-containing tetrachloroethene-dechlorinating enrichment culture TUT2264. 
Microbes and Environ. 24:330-337. 

2. Narihiro, T. S. Kaiya, H. Futamata, and A. Hiraishi. 2009. Removal of polychlorinated dioxins by 
semi-aerobic fed-batch composting with biostimulation of “Dehalococcoides”. J. Biosci. Biotechnol.  
Available online 19 September 2009. 

3. 「過去」と対話してみませんか？土壌微生物通信（1962-1986）探訪(2) 博友社 2009 年（分担「農業

と微生物生態」 

 

国際会議発表 下記を含む合計 3件 

・ Bacterial community succession and performance of mediaorless microbial fuel cell. ○Hiroyuki 
Futamata, Orianna Bretschger, Jinjun Kan, Andrea Cheung, Rubaba Owen, Kenneth H. Nealson.  The 
2nd Microbial Fuel Cell Conference 2009 June 10-12 GIST (Gwangju Institute of Science and 
Technology), Gwangju, Korea 

国内学会発表：合計 3件 

招待講演：合計 6件 

 

【 その他の事項 】 

＜国際交流＞ 

DDP プログラムでの研究室院生の発表ならびに米国大学および研究所との交流を実施した。 

 

【 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、より微生物生態系に関する研究

を基礎および応用の両面から深化させていく。今後も研究費の獲得と学術論文での発表を積極的に進

めていきたい。 
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物質工学科 

 

 

 

専任・講師  前澤 昭礼 （MAEZAWA Akinoiri）   

物質工学科  

専門分野： 化学工学、環境化学工学 

 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：前澤 昭礼    

修士課程：1年（1名） 

学  部：4年（3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 

新入生セミナー  学部1年 １ ○   

研究体験実習  学部1年 １ ○   

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II  学部3年 2 ○  複数担当（9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。 

 

 

新しい廃水処理プロセスの開発 
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物質工学科 

 

＜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機構について検討を行った。 

（２）超音波を用いた難分解性有機化合物含有廃水の処理 

超音波による有機物の分解特性についいて評価した。 

 

 

＜業績・成果＞ 

著書等  

“分離技術ハンドブック”, 分離技術会, pp.331-333 (2009). 

国内学会発表  

“オゾンマイクロバブルを用いたメタクリル酸エステルモノマーの分解”, 安藤有、前澤昭礼、

渡辺正行, 分離技術会年会, (2009) 

 

 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

受賞・表彰： 奨励賞（月島エンジニアリング賞）“オゾンマイクロバブルを用いたメタクリル

酸エステルモノマーの分解”, 安藤有、前澤昭礼、渡辺正行, 分離技術会年会, (2009) 

 

外部資金獲得：共同研究 2 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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物質工学科 

 

 

 

 

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：2年（4名）、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 

研究体験実習 学部1年 1 ○  複数担当 

新入生セミナー 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  ○  

物質工学実験I 学部2年 1.5  ○ 複数担当 

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) 

物質工学実験II 学部3年 4 ○  複数担当 

生物化学II 学部3年 1  ○  

物質工学実験III 学部3年 4  ○ 複数担当 

物理化学特論 大学院1, 2年 1  ○ 複数担当 (2人) 

 

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 

【 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

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) 進化を続ける有機触媒 有機合成を革新する第三の触媒 4 章 プロリンおよびプロリン誘導体を用

いた Michael 付加反応，付加環化反応 ～ワンポットプロセスを中心として～ 化学同人 2009 年 

(2) "Protection-, Salt-, and Metal-Free Syntheses of [n]-Shogaols by Use of Dimethylammonium 

Dimethyl Carbamate (DIMCARB) without Protecting Groups" Mase, N.; Kitagawa, N.; Takabe, 

K.Synlett 2010, (1), 93-96. 

(3) "Effect of Long Chain Fatty Acids on Organocatalytic Aqueous Direct Aldol Reactions"Mase, N.; 

Noshiro, N.; Mokuya, A.; Takabe, K. Advanced Synthesis & Catalysis 2009, 351 (17), 2791-2796. 

(4) "Bifunctional Organocatalyst to Promote the Biginelli Reaction under Mild Conditions"Mase, N.; 

Nakamura, D.; Kawano, Y.; Suzuki, Y.; Takabe, K. Heterocycles 2009, 78 (12), 3023-3036. 

(5) "燃料ガス用の新規非硫黄系着臭物質の臭気特性について"高部圀彦; 間瀬暢之; 久永祐介; 高

橋正樹; 宮本武典; 近藤健; 植松烈平; 金辺民朗; 難波三男 におい・かおり環境学会誌 2009, 

40 (4), 248-255. 

(6) "Organocatalytic α-hydroxymethylation of cyclopentanone with aqueous formaldehyde: Easy access 

to chiral δ-lactones"Mase, N.; Inoue, A.; Nishio, M.; Takabe, K. Bioorganic and Medicinal Chemistry 

Letters, 2009, 19 (14), 3955-3958.  

国際・国内学会発表 ・日本化学会など、計 16 件 (招待講演 2 件含む) 
特許出願 ・計 3 件 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：萌芽研究（B）（代表） 
 

【 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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物質工学科 

 

 

  

専任・准教授  松田 智 （MATSUDA Satoshi）  

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（3名）、1年（2名） 

学  部：4年（3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3年 0.3〜１ ○ ○ 複数担当（科目により異なる） 

リサイクル量論  学部2年 １ ○  

 

【 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

化学環境工学—廃棄物処理とリサイクル 
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物質工学科 

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 

  キッチン組込み型の家庭用小型処理装置のプロトタイプを試作し、性能評価を試みた。反応器壁 

  に特殊な工夫を凝らすことにより、高い生ごみ分解率と安定した処理性能が得られることを示し 

  た。また微生物活性化物質の絞り込みを進めた結果、複数の候補が見つかった。 

（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。また、酵素活性を指標にターゲットとなる遺伝子の絞り込みを進めた。 

（３） 水質汚濁湖沼の原因解明と浄化対策の提案 

  佐鳴湖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を明らかにした。しかし新川については不明点が多い。 

（４） バイオマスのエネルギー利用に関する工学的評価 

  国内バイオマス資源の中心部を占める森林資源について、潜在的生産可能量を推算し、国内資源

で木材需要の全てが賄えることを示した。また搬出経費低減化の経済的手法について研究した。 

（５） 廃棄物処理・リサイクルへの LCA(Life Cycle Assessment)手法の適用 

  通常の LCA ではカウントされない「人手」のコストをエネルギー換算して「社会エネルギー消 

  費量」の概念を拡張し、塩ビ製品のリサイクル法評価に適用した。その結果、地中残置された 

  塩ビ管は、経済的価値が高まるまで保存する方が有利であることを定量的に示した。 

（６） 浜松市への新交通システム導入による環境改善効果の評価 

   浜松市に LRT(Light Rail Transit)を導入し年間 4600 万人が利用した場合を想定して、自然科学 

   的および社会科学的な環境負荷がどの程度軽減されるかを推算した。その結果、排ガス削減に 

   よる大気環境の改善は当然として、渋滞改善による経済効果の大きいことが示された。 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) S. Matsuda et. al.：“The Assessment of "JATROPHA" as Raw Material for BDF", J. Automation, Mobile  

    Robotics & Intelligent Systems, Vol. 3, No. 4, pp.18-20 (2009.10) 

  2) 久保田 宏・松田 智：“幻想のバイオ燃料ー科学技術的見地から地球環境保全対策を斬るー”、 

  日刊工業新聞社、ISBN978-4-526-06255-1, pp.202 (2009.4) 

国際会議発表     

1) S. Matsuda et. al.：“The Assessment of "JATROPHA" as Raw Material for BDF", 8th Int. Conf. on 

Global Research and Education, 14-17 Sep. 2009, Kazimierz Dolny and Warsaw, Poland 

国内学会発表  

・生物工学会、化学工学会など、計４件 

解説・特集 

・「21 世紀の羅針盤を求めて」静岡大学・読売新聞連続市民講座第 10 回(2010.2.6)、静岡市 

・「『幻想』に終わらないバイオマス利用のあり方を索(もと)めて」 

第 55 回バイオマス利用研究会  (2009.11.13)、京都市 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

大学教育センター学際科目部代表(連続４期目)。物質工学科入試方法検討委員会委員長。 
学部長補佐室委員(教育企画室)。工学部教務委員。工学部安全衛生委員。 

 
【 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全般)の評価を進める。企業との共同研究・外部資金獲得にも力を入れたい。 
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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   

研 究 員：関 将明、藤島基裕、張弢 

博士課程：3年（1名）、2年（2名） 

修士課程：2年（5名）、1年（5名） 

学  部：4年（6名） 

連携教員：佐古 猛教授 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  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Ⅰでは測定器具の基

本的な扱い方、物質工学実験Ⅱでは有機合成、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 

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Ⅰ  学部2年 2  ○ 複数担当（4人） 

物質工学実験Ⅱ  学部3年 2 ○  複数担当（8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、再利用する手法を確立した。 

（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の分解速度解析を行った。 

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。 
（５）亜臨界水による廃プラスチック混合食品廃棄物からの粉末燃料の生産 
  廃プラスチック混合食品廃棄物を亜臨界水中で処理することで、石炭並みの発熱量を有する粉末

燃料を生成する手法を確立した。 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “Decomposition of Silane-Crosslinked Polyethylene with Supercritical Alcohol”，Idzumi OKAJIMA, 
Akihiro KATSUZAKI, Toshiharu GOTO, Takanori YAMAZAKI and Takeshi SAKO，Journal of 
Chemical Engineering of Japan，43(2)，pp.231-237(2010)  

2) “エネルギー収支比の概念を用いた製造技術の評価方法”，後藤敏晴，天野 治，岡島いづみ，

佐古 猛，もったいない学会 WEB 学会誌，Vol.3，pp.1-6（2009） 
国際会議発表 
・“Chemical Recycling of Carbon Fiber Reinforced Plastic with Sub- or Supercritical Fluids”, Idzumi 

OKAJIMA, Kazuma ARAYA, Masataka HIRAMATSU and Takeshi SAKO, 9th International Symposium 
on Supercritical Fluids, Arcachon (2009.5) 他 6 件 

国内学会発表  
・“超臨界アルコールによる炭素繊維強化プラスチックの完全リサイクル”、新屋一馬、平松正敬、

岡島いづみ、佐古猛、化学工学会第 41 回秋季大会、広島大学 (2009.9.) 他 4 件 
招待講演 

・岡島いづみ、“亜臨界・超臨界流体を用いるプラスチック廃棄物のリサイクル”、第 39 回石油・

石油化学  討論会 JPIJS 企画講演、アクトシティ浜松 (2009.10) 他 2 件 
解説・特集 

・ 岡島いづみ、佐古 猛、“超臨界流体を用いる CFRP のリサイクル技術”、強化プラスチックス、

56(3)，pp.69-73（2010）. 他 4 編 
特許出願・取得 
・後藤 敏晴、山崎 孝則、安部 淳一、芦原 新吾、佐古 猛、岡島 いづみ、“ポリマーのリサイクル方法”、

特許番号 4396989 号（2009.10） 他特許出願４件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

国際会議（International Symposium on Supercritical Fluids 他）に参加し国際交流に務めた。 
＜管理・運営＞ 

ハラスメント防止対策委員（1 年目）を努めた。 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等： 「廃プラスチック＋生ゴミ＝石炭なみ燃料に」毎日新聞 
  （2010 年 3 月 4 日） 

 他 新聞 4 件 
外部資金獲得： 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，前田 康久教授    

博士課程：3名 

修士課程：2年（1名），1年（1名） 

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厳しく促している。

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 

材料科学基礎演習I 学部2年 1 ○  複数担当（3人） 

材料化学基礎演習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ハイドロタル

サイト等の層状化合物やメソポーラスシリカを用いている。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 

鉄を含有するメソポーラスシリカとフラビリウム色素や天然アントシアニンを複合化し，その耐

光性向上が鉄により発現する細孔内の酸性点によることを明確にした。 

（２）ハイドロタルサイトとの複合化による天然色素の安定化 

ハイドロタルサイト層間にアニオン性天然色素をインターカレートし，カチオン交換性粘土と同

様に安定性の向上が可能であることを示した。 

 

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) “Photostability enhancement of anionic natural dye by intercalation into hydrotalcite” Y. Kohno, K. 

Totsuka, S. Ikoma, K. Yoda, M. Shibata, R. Matsushima, Y. Tomita, Y. Maeda, K. Kobayashi, J. Colloid 

Interface Sci., 337, 117-121 (2009).  

2)  “Stabilization of flavylium dye by incorporation into bentonite clay”, Y. Kohno, R. Hoshino, S. Ikoma, 

M. Shibata, R. Matsushima, Y. Tomita, Y. Maeda, K. Kobayashi, J. Jpn. Soc. Colour. Mater., 83, 103-107 

(2010) 

他 3 件 

国際会議発表 

1) “Stabilization of Synthetic and Natural Anthocyanin by Incorporation into Fe-containing Mesoporous 

Silicate”Y. Kohno, M. Senga, S. Ikoma, K. Yoda, M. Shibata, R. Matsushima, Y. Tomita, Y. Maeda, K. 

Kobayashi, 5th International Workshop on Anthocyanins, Nagoya, 2009.9.15-18 

国内学会発表 

・日本化学会第 90 春季年会など、計 11 件 
 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：コスメトロジー研究振興財団 研究助成（代表） 
 

【 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。層状化合物の

層間内空間を界面活性剤で有機修飾し，疎水性の強い天然色素の取り込みと安定化を試みる。また，

無機多孔質体の細孔内に導入する光反応部位の高活性化に取り組み，より実用的な環境浄化用の光触

媒の開発を進めたい。 
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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 

博士課程：3年（2名）、2年（1名） 

修士課程：2年（5名）、1年（3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)  “Synthesis of CeO2 nanoparticles by rapid thermal decomposition using microwave heating”, H. 
Miyazaki, J.-I. Kato, N. Sakamoto, N. Wakiya, T. Ota and H. Suzuki, Advances in Applied Ceramics, 
109(2), 123-127 (2010) 

2) “Preparation of MgIn2O4 Epitaxial Oxide Electrode with Spinel Structure and Heteroepitaxial Growth of 

ナノマテリアル（薄膜及びナノ粒子）の合成と解析 
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物質工学科 

BaTiO3-NiFe2O4 Multiferroic Composite Thin Film”, N. Wakiya, S. Sawamura, K. Tanemura, M. Sano, N. 
Sakamoto, D. Fu, K. Shinozaki and H. Suzuki, Jpn. J. Appl. Phys. 48 (2009) 09KB06-1-5 

3) “Low-temperature crystallization of CSD-derived PZT thin film with laser annealing”, T. Miyazaki, S. Sou, 
N. Sakamoto, N. Wakiya and H. Suzuki, J. Ceram. Soc. Jpn., 117 [9] (2009) 950-953.  

4) “Shape controlled ZnO nanoparticles by microwave irradiation method”, N. Sakamoto, S. Ishizuka, N. 
Wakiya and H. Suzuki, J. Ceram. Soc. Jpn., 117 [9] (2009) 961-963. 

5) “Thermochromic tungsten doped VO2-SiO2 nano-particle synthesized by chemical solution deposition 
technique”, H. Miyazaki, N. Kusumoto, S. Sasaki, N. Sakamoto, N. Wakiya and H. Suzuki, J. Ceram. Soc. 
Jpn., 117 [9] (2009) 970-972. 

6) “Doping effect of Dy on leakage current and oxygen sensing property of SrTiO3 thin film prepared by PLD”, 
N. Wakiya, Y. Kimura, N. Sakamoto, D. Fu, T. Hara, T. Ishiguro, T. Kiguchi, K. Shinozaki and H. Suzuki, 
J. Ceram. Soc. Jpn., 117 [9] (2009) 1004-1008. 

7) “Depression of melting point of eutectic metal alloy by the interaction with polyacrylates in metal-polymer 
composites”, Matsuda Y., Matsukage M., Sakamoto N., Suzuki H., and Tasaka S., MATERIALS 
LETTERS, 63(21), 1886-1888 (2009) 

他 2 件 

国際会議発表     

 1) Oriented Crystal growth of Flower-like Structured InN on Sapphire Substrate by Halide Chemical 
Vapor Deposition, Naonori Sakamoto, Haruka Sugiura, Naoki Wakiya, and Hisao Suzuki, 
IUMRS-ICMAT2009, Singapore (2009) 

 他 1 件 

国内学会発表  

   1) 「CSD 法による Pb(Zr,Ti)O3-NiFe2O4 多層薄膜の作製とマルチフェロイック特性」 坂元尚

紀、堀雅仁、符徳勝、篠崎和夫、脇谷尚樹、鈴木久男、日本セラミックス協会 2010 年年会、東

京都小金井市 (2010) 

   2) 「APHCVD 法により作製された柱状／フラワー状 InN 結晶の結晶成長」 坂元尚紀，杉

浦永，符徳勝，脇谷尚樹，鈴木久男、2009 年秋季 第 70 回 応用物理学会学術講演会、富山県富

山市、(2009) 

3) 「CSD 法チタン酸バリウム薄膜の特性に与える電極構造の影響」 坂元尚紀，吉岡春奈，

符徳勝，脇谷尚樹，鈴木久男、2009 年度日本セラミックス協会秋季シンポジウム、愛媛県松山

市(2009) 

4) 「溶液からの 12CaO・7Al2O3 微粒子の合成と粉砕効果」 坂元尚紀、渡辺翔太、脇谷尚樹、

鈴木久男、大野智也、松田剛、2009 年度粉体工学会夏季シンポジウム、静岡県浜松市(2009) 

他 14 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： 2009 年度日本セラミックス協会秋季シンポジウムにて研究奨励賞を受賞 
 

【 今後の展開 】  
 透過型電子顕微鏡を中心とした顕微鏡技術により、特異的な形状あるいは電気的・化学的特性を有す

る薄膜・粉末等の解析を行う。また APHCVD 法により作製された InN 結晶の光学的応用を目的とし、柱状構造

InN のパターニングおよび InN/AlN 混晶半導体等への展開を目指す。 
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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） 

修士課程：2年（4名）、1年（4名） 

学  部：4年（10 名） 

連携教員：高橋 雅樹 准教授 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  材料化学基礎演習、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。材料化学基礎演習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 

材料化学基礎演習II 学部2年 1  ○ 複数担当、後期15回分の5回を担当 

応用英語C 学部3年 1 ○  複数担当、前期15回分の8回を担当 

物質工学実験I 学部2年 1  ○ 複数担当、後期15回分の6回を担当 

物質工学実験II 学部3年 1 ○  複数担当、前期30回分の9回を担当 

物質工学実験III 学部3年 1  ○ 複数担当、後期30回分の7回を担当 

 

 

【 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 Cの化学合成を達成し、その構造を明らかとした。 

（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トン環の立体選択的合成法を開発した。 

（３）色素逆ミセル空間における金ナノ粒子の合成 

  色素集合体内部に金ナノ粒子を包接した新規複合材料を開発した。 

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 

（４）新規増感色素の合成 

  色素増感太陽電池に利用可能な新規増感色素の合成を検討した。 

 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                           

1) “Indium-catalyzed enantioselective allylation of aldehydes with -carbonyl allylstannanes: an efficient 

synthetic method for chiral -methylene--lactones” T. Suzuki, J. Atsumi, T. Sengoku, M. Takahashi, H. 

Yoda J. Organometallic Chem. Vol. 695, pp.128-136 (2010). 

2) “Total synthesis of the proposed structures of hyacinthacines C2, C3, and their C5-epimers” T. Sengoku, 

Y. Satoh, M. Takahashi, H. Yoda Tetrahedron Lett. Vol. 50, pp. 4937-4940 (2009). 

3) “Extremely high regio- and stereoselective C-C bond formation of substituted -hydroxylactams: 

synthesis of macronecines based on their structural duality” T. Sengoku, T. Suzuki, T. Kakimoto, M. 

Takahashi, H. Yoda Tetrahedron Vol. 65, pp. 2415-2423 (2009). 

4) “A new approach toward light-harvesting reverse micelles from donor-acceptor miscible blends” M. 

Takahashi, N. Nishizawa, S. Ohno, M. Kakita, N. Fujita, M. Yamashita, T. Sengoku, H. Yoda 

Tetrahedron Vol. 65, pp. 2669-2677 (2009). 

 

国際会議発表     

・Masaki Takahashi, Tetsuya Sengoku and Hidemi Yoda 
“Synthesis of dye/gold hybrid nanoparticles within reverse micellar systems” 
Pusan National University-Shizuoka University Joint Symposium and Graduate Students Forum for 
Promotion of the DDP, Hamamatsu, 5 February 2010. 

・Tetsuya Sengoku, Masaki Takahashi and Hidemi Yoda 
“Synthetic studies of bioactive natural products containing acylated tetramic acids” 
Pusan National University-Shizuoka University Joint Symposium and Graduate Students Forum for 
Promotion of the DDP, Hamamatsu, 5 February 2010. 

・Takamasa Suzuki, Tetsuya Sengoku, Masaki Takahashi and Hidemi Yoda, 
”Development of novel asymmetric C-C bond formation reactions and their synthetic application to 
heterocyclic natural products” 
Pusan National University-Shizuoka University Joint Symposium and Graduate Students Forum for 
Promotion of the DDP, Hamamatsu, 5 February 2010. 

国内学会発表  

・仙石哲也、高橋雅樹、依田秀実 
“テトラミン酸のアシル化反応を経由する Penicillenol 類の合成研究” 
日本化学会第 90 春季年会、近畿大学、2010 年 3 月 他 14 件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

大学サイエンスフェスタ（国立科学博物館） 
 

【 今後の展開 】  

 今年度得られた成果を基盤とし、生理活性天然物の合成研究と不斉触媒反応の開発、色素逆ミセル

空間における金ナノ粒子の合成研究を継続して行う。また、実践的な単工程合成反応の開発や包括的

な化合物合成手法の開発などにも力を入れたい。 
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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（1名）、2年（2名） 

修士課程：2年（4名）、1年（3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、特に極性を有する高分子の極性溶媒中、

非極性溶媒中での形態と、金属界面との相互作用を解明する。 

 

＜実績＞  

（１）溶液中における高分子会合体の特性化 

大阪大学の研究者と共に、溶液中で高分子が形成する様々な会合体に関して、その構造を調

べた研究を総説としてまとめた。 

（２）ポリマーブラシによるトライボロジー制御 

九州大学の研究者と共に、固体表面からグラフト重合して得たポリマーブラシのトライボロ

ジーに関する研究を著書としてまとめた。 

（３）極性高分子と低融点合金のコンポジットの構造解析と融点制御 

物質工学科の田坂教授、鈴木教授、坂元助教と共に、極性高分子と低融点合金を溶融混合し

て得たコンポジット中において、合金の構造解析と融点制御を行った。 

高分子溶液と界面物性 
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物質工学科 

（４）接着性高分子の溶解機構解析 

接着性高分子の poly(2-ethyl-2-oxazoline)が水素結合作用、疎水性作用の両面から溶解すること

を主に粘度測定から明らかにした。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                        

1) “ Polymer Tribology (Chapter 18 Tribological Behavior of Polymer Brush Prepared by the 

''Grafting-from'' Method)” M. Kobayashi, Z. Wang, Y. Matsuda, M. Kaido, A. Suzuki, A. Takahara, 

Imperial College Press, London (2009). 

2) “Macromolecular Assemblies in Solution: Characterization by Light Scattering” T. Sato, Y. Matsuda 

Polym. J. Vol. 41, pp. T. Sato, Y. Matsuda (2009).  

3) “Ferroelectric Behavior and Structural Change of Poly(trimethylene terephthalate) Induced by External 

Electric Field” Y. Matsuda, G. Nakano, S. Tasaka J. Polym. Sci. Part B Polym. Phys. Vol. 47 pp. 

1991-1996 (2009). 

4) “Depression of Melting Point of Eutectic Metal Alloy by the Interaction with Polyacrylates in 

Metal-Polymer Composites” Y. Matsuda, M. Matsukage, N. Sakamoto, H. Suzuki, S. Tasaka Mater. Lett. 

Vol. 29 pp. 1886-1888 (2009). 

5) “Lamellar Structure of a Reactive Blend of 1,2-Polybutadiene and Nylon 11” Y. Soeda, X. Zhang, Y.  

Matsuda, S. Tasaka, J. Thermoplast. Comp. Mater. Vol. 22 pp. 353-364 (2009). 

他 6 件 

 

国際会議発表     

・Y. Matusda, M. Matsukage, S. Tasaka “Interfacial Interaction between Polyacrylates and Metals” The 1st 
FAPS Polymer Congress Oct. 21-23 2009, Nagoya. 

・Y. Matsuda, A. Sugita, S. Tasaka “Thermal Properties of Polyacrylates at Metal Interfaces” The Third 
Asian Conference on Adhesion 7-10 Jun. 2009, Hamamatsu. 

・Y. Matusda, M. Matsukage, K. Fukui, S. Tasaka “Interaction and Structure at the Interface between 
Polyacrylates and Metal” Osaka University Macromoleculae Symposium on Chemistry, Physics, and 
Biology in Macromolecular Science 12-13 Dec. 2009, Toyonaka. 

他 4 件 

国内学会発表  

・松田靖弘、松蔭真由子、伊藤芳、田坂茂 「高分子と合金のコンポジットの構造と融解挙動」 第

58 回高分子討論会 2009 年 9 月、熊本市 
高分子学会、繊維学会など、他 11 件 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

城北地区交通対策委員、工友会幹事 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：財団法人浜松科学技術研究振興会（代表） 科学技術試験研究助成（代表） 
「新しい融点制御機構を有する鉛フリーはんだの開発を目指した高分子・合金の相互作用解明」 
 

【 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、接着性高分子の溶解機構解析等を始めとして新

しい研究テーマにも果敢に挑戦していきたい。 
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物質工学科 

 

 

  

専任・助教  高木 洋平 （TAKAGI Youhei）   

物質工学科  

専門分野： 数値流体力学、乱流工学  

 
homepage: http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~okano-lab/ 
 

【 研究室構成 】  

教    員：岡野 泰則、高木 洋平  

博士課程：3年（1名）、1年（1名） 

修士課程：2年（3名）、1年（5名） 

学  部：4年（3名）、仮配属（1名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 専門科目では技術英語数学演習 I・II および化学システム演習 I などの演習科目、物質工学実

験 II・III などの実験科目(分担)を担当している。演習科目では移動現象論や反応工学において

必須となる基礎数学知識の確認および応用数学の習得を、授業時間内の演習と模範解答による復

習によって取り組んでいる。実験科目では、物質工学実験 II で PID 制御実験、物質工学実験 III

で対流伝熱実験を担当している。講義科目で学んだことをより確実なものとするため、実験によ

って現象やプロセスを各自体験し、実験データ整理とレポート作成によって研究遂行能力の習得

に務めている。 

 また、学部３年の工業数学、大学院の輸送現象特論の授業補助を行っている。 

 

＜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 

技術英語数学演習I 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(3人) 

物質工学実験II 学部3年 3 ○  複数担当(多数) 

技術英語数学演習II 学部2年 1  ○ 複数担当(2人) 

物質工学実験III 学部3年 3  ○ 複数担当(多数) 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

高精度な数値シミュレーションを活用し、熱・物質移動を含む各種移動現象を解明するととも

に、実験では容易に行うことができない選択的な操作条件の設定や目的とする製品開発のための

最適条件の数値的予測を目的とする。 

現在、直接メタノール形燃料電池、四輪・二輪車用湿式クラッチ、バルク単結晶成長過程、低

風圧型電線等を対象とした数値シミュレーションに取り組んでいる。基礎的な現象理解を図ると

とともに、設計段階を意識した「ものづくり」に直結する解析を行っている。また、共同研究企

業への解析技術提供を見据えてオープンソフトウェアによる解析システムの構築も行っている。 

＜実績＞  

(1)燃料電池特性に及ぼす二酸化炭素影響の解明 

数値シミュレーションによる流れの制御と最適設計 

228



物質工学科 

 直接メタノール形燃料電池(DMFC)の高性能化を実現するために、触媒反応層における二酸化

炭素の発生を考慮した二相流シミュレーションを行った。発生した二酸化炭素によって触媒反

応層表面が覆われると出力特性が大幅に減少するが、ガス拡散層の毛管圧力を高めることによ

って性能が改善されることがわかった。 

(2)湿式クラッチのドラグトルクシミュレーション 

 潤滑油で満たされた単板湿式クラッチ内の流動シミュレーションを行い、ドラグトルクに及

ぼす操作条件および摩擦材形状の影響を調査した。低回転数域でクリアランスの制御が重要で

あり、また高回転数域では径方向の溝を摩擦材表面に設けることによってトルクピークの発生

が低回転数に遷移することがわかった。 

(3)バルク単結晶成長時の移動現象シミュレーション 

 次世代の半導体材料として期待されているSi/Geに対して結晶成長時の融液内対流シミュレ

ーションを行った。Si/Ge では温度差・濃度差に起因する対流が容易に発生するが、外力とし

て磁場を印加すると対流が抑制され、またるつぼの回転によって径方向に均質な単結晶を育成

することが可能であることを示した。 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

Naito, M., Mizoguchi, K., Takagi, Y. and Okano, Y., “Numerical simulation of blood flow and cholesterol 

distribution for middle cerebalartery with coarctation”, J. Automation, Mobile Robotics & Intelligent 

Systems, 3, pp.179-183 (2009). 

国際会議発表     

Takagi, Y., Sone, A., Mori, T., Okano, Y., Okuizumi, R., Kada, M., Hirota, S. and Tajima, Y., “Numerical 
prediction of the surface temperature of polyoxymethylene with various sliding geometry”, Chemeca 
2009 (2009). 他 1 件 

国内学会発表  

高木洋平, 小川正敬, 岡野泰則, 鈴木孝典, 宮川将敏, 片山信行, “湿式クラッチにおけるドラ

グトルクに及ぼす溝形状の影響”, 化学工学会第 75 年会, G105 (2010). 他 1 件 

招待講演 

高木洋平, 岡野泰則, “バルク単結晶成長時のダイナミクス解析 (展望講演)”，化学工学会第 41
回秋季大会, C306 (2009). 

解説・特集 

化学工学年鑑 2009, 「相変化制御」, 分担執筆, 化学工学誌, 73 巻, 10 号 (2009). 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

国際会議(第 5回日中化学工学シンポジウム、Chemeca 2009)に参加し、国際交流に務めた。 

＜管理・運営＞ 

城北地区交通対策委員、工友会幹事を務めた。 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：中部電力基礎技術研究所による海外渡航費援助、東京大学および京都大学スーパ

ーコンピュータの若手利用制度による利用負担金援助を獲得している。また、スズキ株式会社と

の共同研究(分担)を開始している。 

 

【 今後の展開 】  

 バルク単結晶成長、湿式クラッチの研究を継続する。2009 年 9 月より開始した共同研究である自

動車燃料電池用水素充填シミュレーションは高度化を図り、実験データとの検証を行う。また、外

部資金による船舶用低抵抗塗膜制御技術の研究を 2010 年 4 月より開始する。 
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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  
この授業の目標は、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
ることである。２年次前期までに学んだシステム工学の手法を、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
とを学生が実体験することも本科目の教育上の狙いである。2009 年度後期のうち、10 月
16 日から 1 月 22 日までの 12 回を用いて、授業を行った。この期間において、巡回セール
スマン問題をテーマとして与え、システム工学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、グループ単位でシステムを完成
させた。最終日には、グループ対抗プレゼンテーション大会を開催し、プレゼンテーショ
ンで優秀なグループとプログラミングの性能で優秀なグループを表彰した。 
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）離散系シミュレーション：離散系シミュレー
ションの代表なモデルとして待ち行列モデルを取り上げ、システム分析・評価に必要不可
欠なモデル構築・シミュレーション技法を学ぶ。（3）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、（4）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。本年度で実施２年目となるが、昨年度、月、金実施だったため、金
曜日に出した課題を月曜日に回収すると時間的な余裕がなかったことや、学期末の変則時
間割りのため数回連続の日程になっていたことなど、時間割り上の問題について学生から
指摘されていたが、本年度は火、金実施に変更することにより改善を図った。 
 
【 研究活動 】 
システム工学科では、SE，IT，光電機械系の 3 つの パッケージを担当する教員のグルー

プでそれぞれ研究活動を進めている。 
 
●SE パッケージ 

＜目標＞ 
 SE パッケージでは、数理科学および情報科学を基盤とし、よりよい社会システムの構築

を目的として、様々な現象の解析、評価およびそのための手法に関する研究を行うと共に、
情報提供・収集インターフェース構築や政策提言、真理追究、新たな学際分野確立のため
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の研究を行っている。 
社会システムの複雑さの要因として、非線形作用や、複雑に入り組んだネットワーク間

の相互作用で成り立っているということが挙げられる。また、これらの作用には遅延が含
まれることもある。このような要因を含む現象を解析するための数学的手法やシミュレー
ション手法の開発、さらには、これらを用いた具体的（特に、生物・生態系）現象の解析
や評価を行っている．さらに，学術的成果を社会へ還元していくために、環境ボランティ
ア獲得支援システムの開発およびリスクシナリオ発見支援システムについての共同研究の
推進を行っている。 
＜実績＞ 
今年度までに，HIV と人間の免疫システムとの闘いの数理モデリング、自己免疫疾患の解明、
微生物の共生と種の多様性の解明、種の多様性を保障する生態系の構造の解明、生態ネッ
トワークにおける各々の種の特性の解明、ネットワークの統計的特徴がダイナミクスに与
える影響の解析、DF 制御法による周期的軌道の安定性評価解析における数学的基礎の整備、
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、環境ボランティア獲得支援シ
ステム「みんなできれいにしよう」の開発を行ったほか、リスクシナリオ発見支援システ
ムの開発に向けて米国 FDA、メリーランド大学との協議を進めている。 
＜展望＞実際の生態系データを用いた数理モデルの検証、DF 制御法の安定性評価の具体的
システムへの適用、非線形系に対する変分方程式の位置づけの数学的明確化、機能を担う
ダイナミクスが構造を決めるネットワークにどのような影響を及ぼすかの解析、環境ボラ
ンティア獲得支援システムの検証、リスクシナリオ発見支援システム共同研究の更なる推
進を行っていく。 
 
●IT パッケージ 
＜目標＞ 
IT パッケージでは、IT 技術を基盤として、音声、視覚インタフォース、コンピュータネッ
トワークの他 SCM などの経営工学的問題，環境対策についての研究を行っている。具体的
には、音声対話によるナビゲーションシステムの高度化、人間視覚系メカニズムの解明、
車々間アドホックネットワークによる走行支援の実現、佐鳴湖の浄化などに取り組んでい
る。 
＜実績＞ 
テレビ CM 割り付けに対するシステムソリューションの開発、浜松市の地下水流の数値解析
並びに雨水浸透ます設置強化地域の推定、車々間通信による自律的交通流把握手法の開発、
残響かにおける高精度話者認識技術の開発などを行った。 
＜展望＞ 
以上の研究・技術開発を促進し、工学学的現象ならびに生産活動における問題を数理的手
法で分析解決していくことを目指す。また、実環境における高速・高精度な話者認識技術
の開発、下水浄化センターのライフサイクルマネジメント、GPU を用いた環境ソリューショ
ンのためのソフトウェア高速化、道路上の無線通信環境に即した実用的な車々間通信アプ
リケーション技術の開発などに取り組む。 
 
●光電機械パッケージ 
＜目標＞ 
光電パッケージでは、光技術、センサ・回路技術、マンマシン・インターフェース技術の
分野で活発な研究を行っている。具体的課題としては、光技術分野においては、高機能半
導体レーザをシミュレートすることが出来るモデルの開発、新しい光情報セキュリティシ
ステムの構築を目指す。センサ・回路技術分野では、弾性表面波を使った新規センシング
技術、また従来センシングが難しかった複合材料の解析などを目指す。また、3次元大規模
回路高速シミュレーションを可能にするツールの開発などを目指す。マンマシン・インタ
ーフェースとしては、瞳孔検出技術に基づく眠気検知、注視点検出などの装置の開発、実
用化を目指す。さらに、安全で快適な人間－機械系の実現を図るための制御支援システム
の開発を目指す。 
＜実績＞ 
上記研究目標に対し、半導体レーザの安定化技術、超音波を用いたマイクロ実験室、瞳孔
検出を使った車載用眠気検知装置が開発された。特記事項として、大規模回路シミュレー
ション技術に対し、文部科学大臣賞を受賞している。 
＜展望＞ 
以上の研究・技術開発を促進し、海外との交流・共同研究などを目指す。 
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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（1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。この観点で専門科目“光電機械要素”、“能動回路”の

授業を進めるとともに、授業内容の定着と応用力の涵養を狙いとして毎回授業の後半 20～30 分間

の計算を主体とする演習を行った。また、修士の授業においても一部で演習を取入れた。 

応用英語 C では、英語力とともに、コミュニケーション能力と技術者としての常識の涵養を狙い

としてグループ学習と個別学習を組合せた授業を実施した。このため、授業の前半はグループ単

位で技術史に関する課題文献の内容をパワーポイントで発表させ、後半は当日配布課題の演習と

その解説を行った。 

 

＜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 

応用英語C 学部3年 2 ○  複数担当（6人） 

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  ○ 

【 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マルチ

パス干渉量（MPI）の測定法と、光ファイバ増幅器の高性能化・高機能化に関するものである。 

また、簡単な構成で時空間情報のリアルタイム特徴抽出が可能な時空間情報処理技術の実

現を目指して、動物や人間の情報処理方法の知見に基づき、アルゴリズムと装置構成法の研究

を行った。 

＜実績＞  

（1）光ファイバ伝送路のマルチパス干渉量（MPI）測定法の研究 

本年度は、科研費の課題となっているファイバ伝送路中の劣化コネクタ等で発生する離散マル
チパス干渉量を選択的に検出する測定法に注力し修士 1名と学士 3名を割当てて研究を進めた。 
 本測定法は、時間に対して光周波数が一定に変化する周波数掃引光を試験光として被測定フ
ァイバ伝送路に送出し、伝送路出力光の直接検波出力を電気スペクトラムアナライザ（ESA）で
分析するものである。ビート周波数から離散マルチパスの距離が、ビート電力から MPI が評価で
きる。 
 周波数掃引光の発生がキー技術であり、ディジタル信号処理を用いて直接変調された一般の

光ファイバ増幅器と中継伝送系の特性評価法の研究 
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通信用半導体レーザ（DFB-LD）から周波数掃引光を発生する方法の検討を進めた。この結果、時
間 2ms に亘り、掃引率約 4GHz/ms の周波数掃引光を実現した。 
 単一モードファイバ（1,10.559,12.66km）、光コネクタおよび可変反射器により全長 24.2km
の実験伝送路を構築し、ビート周波数から離散マルチパスの距離が、ビート電力から MPI が評価
できることを確認した。 

（2）時空間情報処理技術の研究 

人間の視覚神経系との対比により考案した時空間情報処理技術であり、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。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（輪郭強調、動体強調）を電圧

分布として出力する。また、触覚センサアレイからの信号でも適用可能である。さらに「動物の

反射」に相当する高度なフィードフォワード制御信号を出力できるので、高速な情報処理が要求

されるロボット等の制御分野への応用が期待できる。 

本発明について、新技術説明会で紹介を行った。さらに、JST の特許支援制度に申請した結果、

支援対象として認められたので国際出願（PCT 出願）を行った。 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

・相田一夫、“ディジタル信号処理による試験光を用いた多重散乱光干渉量測定法”、IEICE 

Technical Report OCS 2009-23, pp.23-28、平成 20 年 7 月 29 日 

・相田一夫、“光通信を支える計測制御技術”、計測自動制御学会中部支部創立 40 周年記念ポスタ

ーセッション、平成 21 年 10 月 2 日 

・佐藤友理、豊田真一郎、相田一夫、“周波数掃引光を用いたファイバ伝送路の離散多重散乱光干

渉量測定法”、2010 年電子情報通信学会総合大会、東北大学キャンパス、平成 21 年 3 月 18 日 

特許出願・取得 

・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）、“時空間データ処

理装置及びプログラム”、PCT/JP2009/69382、平成 21 年 11 月 13 日 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・新技術説明会(主催：静岡大学、JST）で「時空間データ処理技術」の紹介、平成 21 年 6 月 5 日 

・高校への学科説明（愛知県立五条高等学校）、平成 21 年 10 月 6 日 

・NEDO 技術委員、平成 21 年度 10 月 21 日から平成 23 年 3 月 31 日 

・システム工学科提案工学部講演会の企画と司会、平成 21 年 11 月 25 日 

・愛知工科大学大学院工学研究科非常勤講師（情報システム特論：15 回講義、2単位） 

・SICE 先端電子計測部会講演会「自然災害計測の現状と展望」の企画に参画、平成 22 年 3 月 1 日 

＜管理・運営＞ 

・発明審査委員 

・浜松国際交流会館館長 

・平成 22 年度就職担当（平成 21 年 12 月～） 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科学研究費補助金基盤研究Ｃ（代表）、“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 】  

 光ファイバ伝送路のマルチパス干渉量（MPI）測定法については、検討課題がより明確になって

きたので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研究を進めていく。 

CPU の高速化に伴い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。一方で、動物や人間の高度な情報処理機能を簡単な装置構成

で再現する手法（リバースエンジニアリング）は、低消費電力で安価な情報処理技術を実現する可能

性を有している。このため“時空間データ処理装置及びプログラム”の技術内容の高度化と応用展開

に向けた仲間つくりを含め、本テーマに関して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、論理思考   

 
 

【 研究室構成 】  

教    員：相原 憲一    

修士課程：2年（2.5 名）、1年（4.5 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地域や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地域オープンイノベーション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、地域性に関連するいくつかの内容が好評を得た。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

・相原憲一・加藤孝章・崎山みゆき『顧客目線を生むワークライフデザインと事業価値創造プ』 国

地域産業での人間力を活かすイノベーション経営
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際 P2M 学会誌 vol4,no.1 pp83-94 2009.10. 

・相原憲一『ICT 投資とクラウドコンピューティングの位置づけ』国際 P2M 学会誌 vol4.no2  

2010.2 

・相原憲一『MIT ポートフォリオモデルから観たクラウドコンピューティング展開』国際 CIO 学会

ジャーナル 2010.3 

・相原憲一『地域イノベーションとダイナミックコンテクストの役割』研究論文集「地域活性研究」 

2010.3    

国内学会発表  

・相原憲一・加藤孝章・崎山みゆき『組織感性『ゆとり』体質を生む『ワークライフバランス』効

果と P2M の展開』国際 P2M 学会春季大会 2009.4 

・相原憲一『ICT 投資とクラウドコンピューティングの位置づけ』国際 P2M 学会秋季大会 2009.9  

・相原憲一『地域社会イノベーションを生む仕組みとコンテクスト文化の関係』地域活性学会 第

1回研究大会 2009.７ 

 ・崎山みゆき・相原憲一『中小企業の成功事例における最終顧客情報に気づく能力を伸ばすワ

ークライフバランス』経営情報学会大会 2009.7  

・相原憲一『論理思考・プレゼンテーション能力という感性 』感性工学会大会 東京 2009.9 

・相原憲一『マーケティング感性を生むシャドーワークとしてのワークライフデザイン』同上 

・相原憲一『プロシューマ・マーケティング時代の感性バリュー・プロポジション』第３回横幹連

合コンファレンス 仙台 2009.12 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

外国人学生受入   

3 名 

 

【 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。地域リーダの役割、洞察力、などの新たな人間力が研究テーマの基本になる。 
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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：2年（2名）、1年（1名） 

修士課程：2年（2名）、1年（3名） 

学  部：4年（3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 ○  

新入生セミナー  学部1年 0.25 ○  

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)井上雄太（D2）電子情報通信学会回路とシステム研究会学生優秀賞、電子情報通信学会、2010.3 

2)石丸友紀（M1）電子情報通信学会回路とシステム研究会学生優秀賞、電子情報通信学会、2010.3 

【 研究 】 
＜目標＞ 

チップ、パッケージ、ボード間協調設計用パワー／シグナル・インテグリティ解析技術の確立。 

＜実績＞  

2007 年度後期から 2009 年度まで、超先端電子技術開発機構提案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。 

（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 

次世代パワー／シグナル・インテグリティ解析
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 車載用電子機器の進化的ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑによる最適化設計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) Yuji Okazaki, Takanori Uno, Kouhei Shinomiya, Hideki Asai:” Availability of Optimization Algorithm for 

the Problem of Reducing Common-Mode Current on Electronic Control Units”, RISP, J. of Signal 

Processing, Vol.13, No.4, pp.295-298, Juiy 2009. 

2) Tadatoshi Sekine, Hideki Asai:” CMOS Circuit Simulation Using Latency Insertion Method”, IEICE 

Trans. Fundamentals, Vol.E92-A  No.10  pp.2546-2553, Oct. 2009. 

国際会議発表 

1)T.Sekine, H.Asai: ”Block Latency Insertion Method (Block-LIM) for Fast Transient Simulation of Tightly 

Coupled Transmission Lines”, EMC2009, Austin, Aug. 2009. 

2)Y.Inoue, T.Sekine, H.Asai:” GPGPU-Based Latency Insertion Method : Application to PDN simulations”, 

EDAPS2009, Hong Kong, Dec.2009. 
3)S.Hussain, H.Asai:” Unconditionally Stable Alternate-Direction-Explicit 2D FDTD Algorithm”, APMC2009, 

Singapore, Dec.2009.  

4)Y.Okazaki, T.Uno, H.Asai: ”An Optimization System with Parallel Processing for Reducing 

Electromagnetic Interference on Electronic Control Unit”, EPTC2009, Singapore, Dec. 2009. 

5)S.Aono, M. Unno, H.Asai:” A Novel FDTD Algorithm Based on Alternating-Direction Explicit Method 

with PML Absorbing Boundary Condition”, ASP-DAC2010, Taipei, Jan. 2010.  

6)T.Watanabe, H.Asai:” Equivalent Circuit Modeling of Multilayered Power/Ground Planes for Fast Transient 

Simulation”, DATE2010, Dresden, March 2010. 

（他７件 計 13 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、電気学会など、計 16 件 

招待講演 

・ 計 2 件 
解説・特集 

・ 計 1 編 

【その他の事項】 

＜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 
国際会議の主催など     

・ASP-DAC2010 Track Chair 
学会運営など 
・エレクトロニクス実装学会理事 

＜管理・運営＞ 

2009 年度 システム工学科広報協力委員担当 

＜特筆事項＞ 

 受賞・表彰：  文部科学大臣表彰科学技術賞（研究部門）受賞、文部科学省、2009 年 4 月 

         高柳記念賞受賞、浜松電子工学奨励会、2009 年 12 月 

外部資金獲得： 共同研究 4 件 

 

【 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。 

237



システム工学科 

 

 

 

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 

 
  

 

【 研究室構成 】  

教    員：上田 芳伸    

修士課程：2年（8名）、1年（5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（4人） 

企業で活躍中の技術者含む 

分野科目 

現代の社会 

 情・工 学部3年 2 ○  複数担当（3人） 

分野科目 

経済と社会 

 情・工 学部1～4年 2  ○ 複数担当（8人） 

企業で活躍する技術者含む 

専門科目 

技術者倫理 

 システム工学科3年 2 ○  複数担当（4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） 

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１） 

 大学院1,2年 2 ○  複数担当（6人） 

最前線の企業経営者&実務者含む 

特論Ⅲ 

（ものづくり塾２） 

 大学院1,2年 2  ○ 複数担当（5人） 

最前線の企業経営者含む 

開発と生産の進化

レビュー 

 大学院1,2年 2  ○ 複数担当（4人） 

最前線の企業実務者含む 

 

実務経験からのプロジェクトマネジメント 
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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） 

 

ＥＲＰ（演習）  大学院1,2年 2 ○  複数担当（3人） 

ＳＣＭ専門家含む 

 

 

【 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 70 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 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・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 

 

【 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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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（3名）、1年（4名） 

学  部：4年（3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，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，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  ○ 

視覚システム計測   大学院1,2年 1 ○   

 

【 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）較正が容易もしくは不要な頭部の動きを許容する非接触の高精度視線検出装置の開発と子供を

被験者にした検証実験 

（１）瞳孔検出に基づく漫然運転・眠気検出装置の小型化と車載実験 

（３）瞳孔検出の眼鏡反射による検出率低下の改善 

（４）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(HMD)における視度変化

への対応の検討 

  特に，（１）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．（２）に関しては，２つの関

連企業と瞳孔検出装置を搭載しての実車実験を行う． 

 

＜実績＞  

（１）2 台のステレオ較正した光学系を用いた注視点検出装置において，PC ディスプレイの適当な

位置を見ているうちに自動較正ができるような方法を考案した．若干の注視点検出のずれは

ビデオカメラによる瞳孔検出技術とその応用 
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あるが，子どもや乳幼児など指定した位置を見てもらえない被験者に対して有効と考えられ

る．この装置を用いて，4 歳～12 歳までの 12 人の被験者に対して実験を行ってほぼ良好な結

果を得た．また，4 台の光学系を使用して，1 点だけを見るだけで較正ができる方法を考案し

て，良好な結果を得た． 

（２）夜間走行中の自動車等に瞳孔検出装置を搭載し，瞳孔検出実験を実施した．自動車については

良好な結果を得た． 

（３）2 台のステレオ較正をした瞳孔検出用の光学系において，光源による眼鏡反射が生じ，瞳孔検

出を低下させるのを改善する方法を考案し，それを実施し，効果を確かめた． 

（４）開発済みの注視点検出機能付き HMD は，将来は，被験者の目の焦点の合う位置に合わせて，

仮想的にディスプレイを表示させる必要があるが，視度を変化させても，容易に補正係数を

求める方法を提案し，有効性を確かめた． 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                          

1) 半田聡, 海老澤嘉伸, “身障者用パソコン入力のための注視点検出機能付き HMD”, 映像情報

メディア学会論文誌，63, 5, pp.685-691 (2009).   

   

国内学会発表  

・岩田将成, 深澤諒亮, 曽原洋二, 淵宏志, 富田浩行, 久保田整，今野裕之，海老澤嘉伸,“ドライビ

ングシミュレータによる瞳孔面積変動に基づく眠気検知の検討”, ビジョン技術の実利用ワーク

ショップ，パシフィコ横浜， 2009.12 
・村手広仁, 海老澤嘉伸, “近赤外照明とビデオカメラによる瞳孔と角膜反射検出法の改善”,映像

情報メディア学会冬季大会,  東京都，2009.12 
    他 4 件 
 
特許出願・取得 

・ 海老澤嘉伸, 瞳孔を検出する方法及び装置 (取得，国内) 特許第 4452832 号, 2010 年 2 月 
・ 海老澤嘉伸, 瞳孔を検出する方法及び装置 (取得，国内) 特許第 4452835 号, 2010 年 2 月 
・ 海老澤嘉伸, 瞳孔を検出する方法及び装置 (取得，国内) 特許第 4452836 号, 2010 年 2 月 
・ 海老澤嘉伸, 視線移動検出方法及び視線移動検出装置 (取得，国内) 第 4452836 号, 2010 年 2 月 
・ 海老澤嘉伸“顔姿勢検出方法”（取得，国内）特許第 4431749 号, 2010 年 1 月 
・ Y. Ebisawa, Eyeshot Detection Device Using Distance Image Sensor (取得，国外) US 7533988, 2009.5 
・ Y. Ebisawa, Sight-Line Detection Method and Device, and Three-Dimensional View-Point 

Measurement Device (取得，国外) US 7533989, 2009.05 
他 国内出願 1 件，外国出願１件，国際出願 2 件 

  
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学部長補佐 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科学技術振興機構 先端計測分析技術・機器開発事業 
「プロトタイプ実証・実用化プログラム」 
“自閉症児診断用の注視点検出装置の開発”（サブリーダー） 

共同研究：5 件 
報道：DigInfo News，http://www.diginfo.tv/2009/11/13/09-0286-r-en.php 
 

【 今後の展開 】  

  注視点検出装置の高精度化，光環境の大きな変化，人間の動き，眼鏡などの問題を克服するため，

光学系の改善を行いたい．それらの実現のために，さらに幅広く共同研究を進めたい． 
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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.sysy.eng.shizuoka.ac.jp/ohtubo1/ 
 

【 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（2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 

新入生セミナー  学部1年 1 ○  

英語C  学部3年 1 ○   複数担当(5人) 

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  ○ 

 

 ＜業績・成果＞ 

  ・教科書：フォトニクス情報処理入門 （大坪順次） コロナ社 (2009.9). 
  ・学生の受賞：立川友和（M2）、レーザー学会、優秀論文発表賞、平成 21 年 5 月 29 日 
 
【 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

非線形フォトニクス、情報フォトニクス 
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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

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               

・Dynamics of Broad-Area Semiconductor Lasers with Short Optical Feedback 

     (Tomokazu Tachikawa, Satoshi Takimoto, Rui Shogenji and Junji Ohtsubo) 

     IEEE J. Quantum Electron. Vol.46, No.2, pp.140-149 (2010).  

  他 6 編 

国際会議発表     

・Dynamics and Chaos Synchronization of TE-TM Orthogonal Optical Feedback in Semiconductor  

 Lasers, (Junji Ohtsubo, Yasutoshi Takeuchi, Rui Shogenji) CHAOS 2009 (2009.6) 

  他 3 件 

国内学会発表  

・応用物理学会他 計 14 件 

招待講演 

・Semiconductor Laser Chaos: Past, Present, and Future  

 (Junji Ohtsubo) CHAOS 2009 (CATS Workshop) (Crete, Greece, 2009.6). 

解説・特集 

     計 1 件 

 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費基盤(B)  
 

【 今後の展開 】  

 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ミュレータの構築

を目指したい。 
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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 

 
  

 

【 研究室構成 】  

教    員：末長 修 

修士課程：2年（4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 ○   

人間工学  学部3年 １  ○  

コンピュータ制御技法 学部４年 1 ○   

光電機械要素  学部2年 １  ○ 複数担当（2人） 

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 

人間の特性に基づく教育・訓練システム 
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（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 

（５）不安全行動評価法 

  自動車運転時に不安全行動評価法を提案した． 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

・末長 修，舟越敬介，小谷政弘：自動車運転時における不安全行動評価に関する実験的考察，

人間工学，45･2，pp.99-109，2009 

国内学会発表  

・鈴木将也，末長 修，澤田英宣，森 俊一，増田達史，曽根原努：オートマチック車のセレク

タ操作感評価に関する一考察，2009 年度日本人間工学会関東支部第 39 回大会，武蔵野大学，

2009 年 12 月 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

出張授業 ２件 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：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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専任・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（2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  ○ 

データ構造とアルゴリズム 学部1年 1  ○ 

データ構造とアルゴリズム（再

履修クラス１） 

学部2年 1  ○ 

データ構造とアルゴリズム（再

履修クラス2） 

学部3年以上 1  ○ 

グラフとネットワーク 学部3年 1  ○ 

アルゴリズム論  大学院1, 2年 1 ○  

新入生セミナー 学部1年 1 ○  

情報処理 学部1年 1 ○  

 

【 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．

数理計画モデリングと最適化アルゴリズム 
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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) 関谷和之、最適化モデリングと AHP、第 53 回システム制御情報研究発表講演会講演論文集、

53,P.727-730 （2009.5）. 

(2) T. Sueyoshi and K.Sekitani, ”An occurrence of multiple projections in DEA-based measurement of 

technical efficiency: theoretical comparison among DEA models from desirable properties” 

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH,196,764-794 (2009) 

(3) T. Sueyoshi and K. Sekitani, ” Congestion and returns to scale: A theoretical synthesis under an 

occurrence of multiple projections”, EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 

194, 592-607 (2009) 

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 2 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

出張授業等の教育支援： 
(1)静岡県立袋井高等学校    出張授業 2009 年 9 月 14 日 
 

＜管理・運営＞ 

1. 副学科長 
 

【 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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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・社会人（1名）、1年・社会人（1名） 

修士課程：2年（3名）、1年（2名） 

学  部：4年（5名） 

 

【 教育 】 
＜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。自分の頭で考え、問題解決の訓練をす

ることは、卒業後にも役立つと思う。最近の授業アンケートによると、以前に比べ、私の授業の評

価はあまり良くない。しかし、授業アンケートとくに学生コメントを考慮して、授業改善に取り組

んでいきたい。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。また、学生が最新

の研究内容に触れるため、毎週、論文紹介も行なっている。 
 

＜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 

シミュレーション技法Ⅰ  学部2年 1 ○  

モデリング技法ＩＩ  学部3年 1  ○ 複数担当（2人）           

システム工学応用実験  学部3年 4 ○  複数担当（7人）  必修      

環境生物システム論  大学院 1  ○  

  

学生帯同：学生と一緒に、国際・国内学会で研究成果の発表をするようにしている。 
 野外調査：学部卒研生を連れて、絶滅危惧種の水生植物の調査を行った。 
 

＜業績・成果＞ 
・指導学生の受賞  

比嘉慎一郎（学部 4年）情報処理学会第７２回全国大会 (2010 年 3 月東京大学) 学生奨励賞。 

 
【 研究 】 

＜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。昨年、我々の論文が PNAS に掲載され、

プレスリリースされた。今後、論文がもっと IP の高い雑誌に掲載されるようにいっそう努力する。 

 

生物進化とゲーム理論における最適化の研究 
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＜業績・成果＞ 
学術論文              

1. Y. Sakisaka, J. Yoshimura, Y. Takeuchi, K. Sugiura, K. Tainaka, Infection threshold for SIS model in site 

and bond percolation. J. Phys. Soc. Japan, in press. 

2. J. Yoshimura, Y. Tanaka, T. Togashi, S. Iwata and K. Tainaka, Mathematical equivalence of geometric 

mean fitness with probabilistic optimization under environmental uncertainty. Ecological Modelling, Vol. 

220 (2009) 2611–2617. 

3. Y. Tanaka, J. Yoshimura, C. Simon, J. R. Cooley and K. Tainaka, The Allee effect in the selection for 

prime-numbered cycles in periodical cicadas. Proc. Natl. Acad. Sci. USA (PNAS), Vol. 106, pp. 

8975–8979 (2009). 

4. Y. Tanaka, T. Hayashi, D. G. Miller III, K. Tainaka, J. Yoshimura, Breeding games and dimorphism in 

male salmon. Animal Behaviour, Vol. 77, 1409–1413 (2009).  

5. T. Miyazaki, T. Togashi, N. Nakagiri, Y. Sakisaka, K. Tainaka and J. Yoshimura. Do spatial effects appear 

at low dilution rate in chemostat? Ecological Complexity, Vol. 6, 191–196 (2009).  

6. K. Kitamura, J. Yoshimura, K. Tainaka and S. Yokojima, Potential impacts of flooding events and stream 

modification on an endangered endemic plant, Schoenoplectus gemmifer (Cyperaceae), Ecological 

Research, Vol. 24, 533–546 (2009). 

7. F. Kumazawa, T. Asami, N. Nakagiri, K. Tainaka, T. Togashi, T. Miyazaki and J. Yoshimura. Population 

dynamics of Müllerian mimicry under interspecific competition. Ecological Modelling, Vol. 220, 424–429 

(2009).  

8. 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). 

国際会議発表  

Nitta, T., et al. (2009): Spatial and temporal dynamics in mate-choice systems. Proc. 18th World IMACS 

Congress and Int. Congress on Modelling and Simulation, 2272-2278.など、計2件。 

国内学会発表  

日本数理生物学会、情報処理学会など、計 10 件。 

解説・特集 

１． 泰中啓一, 吉村仁，イースト菌における少子化パラドックス，生物科学, 61 (12 月号) (2009) 40-49. 

 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等：Wired Vision（プレスリリースされた PNAS 論文についての記事。YouTube 
にもリンクされた）。  

外部資金獲得： 科研費（基盤研究Ｃ） 
 

【 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、とくに生物共生系の進化

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複雑系の研究も行う。 
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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：2年（2名）、1年（2名） 

修士課程：2年（2名）、1年（1名） 

学  部：4年（5名） 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  学生自身が自分で問題・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・国内学会で発表をさせるようにしている。 
＜授業担当科目および取り組み＞      

 

 

 

 

 

【 研究 】 
＜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．  

＜業績・成果＞             

著書: 1. S. Iwami, Y. Takeuchi, X. Liu, A. Korobeinikov, E. Jung and Tae-Chang Jo, Theoretical Aspect of 

Prevention Policies against Influenza Pandemic, in Global View at Fight against Influenza，Nova Science 

Publishers, Inc., NY, 2009, July． 

2. S. Iwami, Y. Takeuchi, Potential risks of vaccination against avian flu epidemics, in Avian Influenza: 

Etiology, Pathogenesis and Interventions, Nova Science Publishers, Inc., NY, 2009． 

学術論文: 1. Immune impairment thresholds in HIV infection, S. Iwami, S. Nakaoka, Y. Takeuchi, Y. Miura, 

T. Miura, Immunology Letters, 123, 2, 149-154, 2009.  

2. Dynamical Adaptation of Parental Care, Y. Takeuchi, W. Wang, S. Nakaoka, S. Iwami, Bull. of Math. 

Biology, 71, 4, 931-951, 2009.  

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  ○  

数理モデルを用いた生物現象の解明 
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3. Adaptation of prey and predators between patches, W. Wang and Y. Takeuchi, J. of Theoretical Biology, 

258, 603-613, 2009.  

4. Complementary cooperation between two syntrophic bacteria in pesticide degradation, C. Katsuyama, S. 

Nakaoka, Y. Takeuchi, K. Tago, M. Hayatsu, K. Kato, J. of Theoretical Biology, 256,4, 644-654, 2009.  

5. The relationship between endophyte transition and the plant species coexistence, S. Iwata and Y. Takeuchi,  

J. of Biological Dynamics, 3, 4, 376-386, 2009.  

6. Effect of parental care and aggregation on population dynamics, S.Nakaoka, W. Wang, Y. Takeuchi, J. of 

Theoretical Biology,, 260, 1, 161-171, 2009.  

7. A mathematical design of vector vaccine against autoimmune disease, S. Iwami, Y. Takeuchi, K. Iwamoto, 

Y. Naruo, M. Yasukawa, J. of Theoretical Biology, 256, 3, 382-392, 2009.  

8. M-Matrix Structure and Harmless Delays in a Hopfield-type Neural Network, W. Ma, Y. Saito, Y. Takeuchi, 

Applied Mathematics Letter, Volume 22, Issue 7, pp. 1066-1070, July 2009． 

9. Immune impairment effect in HIV infection: Existence of risky and immunodeficiency thresholds, S. Iwami, 

T. Miura, S. Nakaoka, Y. Takeuchi, J. of Theoretical Biology,, 260, 4,490-501, 2009.  

10. Global Properties for Virus Dynamics Model with Beddington-DeAngelis Functional Response, G. Huang, 

W. Ma, Y. Takeuchi, Applied Mathematics Letters 22, 1690-1693, 2009.  

11．Paradox of vaccination: A vaccination is really effective against avian flu epidemics? S. Iwami, T. Suzuki,  

   Y.Takeuchi, PLoS ONE 4(3): e4915. 2009.3. 

12．Optimal control strategy for prevention of avian influenza pandemic, E. Jung, S. Iwami, Y. Takeuchi , 

   Tae-Chang Jo, J. of Theoretical Biology, 260, 2, 220-229, 2009.  

13．Avian flu pandemic: Can we prevent it?  S. Iwami, Y. Takeuchi, X. Liu, J. of Theoretical Biology, 257, 1,  

   181-190, 2009.  

14．A geographical spread of vaccine-resistance in avian influenza epidemics, S. Iwami, Y. Takeuchi, X. Liu,  

   S.Nakaoka, J. of Theoretical Biology,  259, 2, 219-228, 2009. 

国際会議発表件数 Mathematical Biology Special Session in the KMS-AMS joint meeting，Ewha Womans 

University, Seoul, Korea (December 16-20, 2009)など、計6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 14 件。 

招待講演:  2009 Annual meeting of Korean Society for Mathematical Biology,  Hotel Riviera, Daejeon, 

Korea (Oct. 29~30, 2009). など、計3件。 

【 その他の事項 】 

＜管理・運営＞ システム工学科長を務めた． 

【 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://www.second-sun.org/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：舘岡 康雄    

修士課程：1年（4名）、2年（5名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  私が 28 年間勤務していた N 社は 1998 年ごろ倒産に瀕した。毎日 100 万円ずつ借金を返済して

も、5000 年間返済し続けなくてはならなかった。当時、経理マンが大量に N 社を去っていった。

これを復活の過程で、3 年で全て返済し、しかもその後 5 年間に亘って当期純利益 5000 億円以上、

売上高利益率 10％まで立ち直ったのである。負債を作った人々も返済した人々もほぼ同じ人々で

ある。当時、世界一の V 字回復ともてはやされたが、なぜこのようなことが可能だったのだろう

か。この復活のエッセンスを纏めるためのプロジェクトが 2005 年に立ち上がる。それを私は担当

し、N 社の DNA として纏め上げた。経営は経営学を学んだだけでは行えない。実務経験に根ざし

た理論や哲学が必要である。当専攻は、経営者や経営者の卵を育てている。本研究室では、独自の

学習理論に基づき、授業はワークショップ形式で行い、教員と学生が一緒に授業を創りあげていく

方法を採っている。なぜならば、それにより真に自己変容が起こるからである。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、人間力、経営力を

自ら高めることができるよう授業はデザインされている。 
 
＜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 

経営戦略論  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  ○  

技術と組織ﾃﾞｻﾞｲﾝ  大学院1,2年 1  ○ 

支援（SHIEN）マ

ネジメント入門  

 大学院1,2年 1 （○）  2010年前期よりスタート 

 
【 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さえしなかった

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。 

技術経営と支援（SHIEN）学 
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＜実績＞  

（１） 支援概念の定義化 

       2008 年度に新たな“SHIEN”概念の定義を提唱したが、その内容を精緻化した。その内容

をホームページを新たに作成し発信した。 

（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 

        2008 年度に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

カニズムを明らかにしたが、これを発展させ、SHIEN を学べるワークショップの事業化案

を作成した。 

（３） SHIEN 活動時の参加者の心理の究明 

「SHIEN と心理」チーム（研究者、実務家 12 名で構成）を基軸に“SHIEN”を受ける人、

与える人の深層心理に関して研究を深めた。具体的には、マズロー、ゴフマン、ブーバー

などの文献を読み、自己実現、アイデンティテイィ論、自己概念を深め、それらを、SHIEN

概念を水平軸として纏め上げた。SHIEN マインドを考える上では一方向的 SHIEN と双方

向的 SHIEN が鍵概念となる。研究会は 4 回行った。 

（４） SHIEN 研究の組織化 

       国内で 3 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、支援研究会を発展させている（320 名）。現在、テーマに分かれ、組織的に研究を

進めている。2009 年 4 月 12 日には、研究発表大会を東京海洋大学で行った。 

＜業績・成果＞ 

招待講演 

1)「支援（SHIEN）学入門；関係性のマネジメント」東京海洋大学にて(2009.4.12) 

2) 「世界は SHIEN（支援）に向かっている 二項対立を超えて…」山城経営研究所にて(2009.6.16) 

3)「“ 支援(SHIEN) ”と“してもらう能力”；新たなる関係性の創造へ」日本コーチ協会神戸チャ

プター4周年記念イベントにて(2009.7.12) 

4)「“させる能力”から“してもらう能力”へ ；21 世紀型実践経営のエッセンス」文京学院大学

にて(2009.7.22) 

解説・特集執筆 

1) 「“させる能力”から“してもらう能力”へ」『ＫＡＥ情報－Vol.208 実践経営大学講義録』pp.1-35、

2009.11.10  

2) 「“管理”から“支援”への転換が組織の活性化につながる」、『ＴＫＣ医業経営情報』編 

【 その他の事項 】 

＜外部役員・委員など＞ 

１）ABEST21（専門職大学院認証機関）専門審査委員 
・ 南山大学大学院ビジネス研究科ビジネス専攻の審査委員長として、「認証評価計画」の審

査報告を纏めた。 
・ 関西学院大学大学院経営戦略研究科経営戦略専攻の申立て調整委員長として、関西学院

大学からの申立てに対する調整を行った。 
２）経営情報学会理事 

・ 財務委員長として、2008 年度の決算、2009 年度予算のまとめと執行、財団化に伴う決算

書のあり方について纏めた。 
３）支援研究会主宰 

・ 主宰として、分科会を推進し、SHIEN の研究、実践、発信をリードした。 

【 今後の展開 】  

 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。科研で「支援マネ

ジメントとしてもらう能力に関する研究」を提出しているが、2010 年度はこれを中心に進めたい。     
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専任・教授  新妻 清三郎 （NIITUMA Seizaburou）   

システム工学科  

専門分野： 視覚情報処理 

 
 

【 研究室構成 】  

教    員：新妻 清三郎    

修士課程：2年（1名）、1年（1名） 

学  部：4年（2名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

学部では、「計算のモデル」と「形式言語とオートマトン」の講義を行っている。これらの講義

では、情報分野の基礎的概念の習得を通じて、抽象的概念をいかにして獲得するかの訓練を目指

している。また、実習科目として「システム工学応用実習」を担当している。ここでは、コミュ

ニケーション能力およびリーダーシップの育成に心掛けている。 

 大学院では、「知覚システム論」の講義を行っている。脳の視覚系において画像情報がどのよう

に処理されるかを生理学的知見に基づいて講ずると共に、工学的画像処理法の説明を並行して行

うことにより、脳における情報処理を工学的に理解する眼を養う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 

計算のモデル  学部1年 1  ○ 

形式言語とオートマトン  学部3年 0.5  ○ 

システム工学応用実習  学部3年 2 ○  複数担当（2人） 

新入生セミナー  学部1年 0.5 ○  

知覚システム論  大学院1,2年 1 ○  

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

 研究の目的は視覚系における情報処理メカニズムを明らかにすることである。脳の研究は、

主に、神経生理学の研究者によって行われて来たが、それはハードの研究であり、情報処理マシ

ンとしての脳を理解するにはソフト、すなわち、情報処理メカニズムを解き明かさなければなら

ない。脳の優れた情報処理メカニズムを理解することができたならば、それをコンピュータで実

現することにより、ロボット等工学的応用への路が開けてくる。 

本年度は、視覚系における曲率検出のメカニズムを明らかにする、という目標の下に研究を進

めてきたが、その目標はほぼ達成できたと思われる。曲率検出は、視覚系のどのステージで、ど

の細胞が行っているか不明だったが、第一次視覚野にある end-stopped cell が行っていることを

示すことができた。この成果は英文の論文に纏め、Nature に投稿準備中であるが、学会等での発

表は行っていない。 

 

 

初期視覚系の情報処理モデル 
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【 今後の展開 】  

 上記研究の過程で、輪郭線の端点を検出する方法とコーナーの角度を計量する方法について一つ

の着想を得たので、これらについて詳細に調べることを来年度の研究目標とする。その着想は、修

士学生（１年生）によってコンピュータ実装中である。曲率や角度の計量は視覚系でどのように行

われているか、まったくわかっていない。これらの計量方法が明らかになれば、脳科学上、重要な

発見になる。また、工学的画像処理への応用も追及したい。 
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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：1年（1名） 

修士課程：2年（2名）、1年（4名） 

学  部：4年（5名） 

 

【 教育 】 
＜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。 
 

＜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 

意思決定分析  学部3年 1  ○ 

生物と環境  教養1-3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               

○ 吉村仁,「強い者は生き残れない‐環境から見た新しい進化論」 

新潮選書、新潮社、東京．2009.11.20. 

 

【 研究 】 
＜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。 

  

＜業績・成果＞ 

学術論文 

1. Koshi Kitamura, Jin Yoshimura, Kei-ichi Tainaka and Satoshi Yokojima. 2009. Potential impacts of 

flooding events and stream modification on an endangered endemic plant, Schoenoplectus gemmifer 

(Cyperaceae), Ecological Research, 24(3): 533-546. 

進化生態学の理論とモデル 
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2. T. Miyazaki, T. Togashi, N. Nakagiri, Y. Sakisaka, K. Tainaka, J. Yoshimura. 2009. Do spatial effects 

appear at low dilution rate in chemostat? Ecological Complexity, 6(2), June 2009, Pages 191-196. 

3. Yumi Tanaka, Jin Yoshimura, Taro Hayashi, Donald G. Miller III, Kei-ichi Tainaka. 2009. Breeding Games 

and Dimorphism in Male Salmon. Animal Behaviour, 77: 1409-1413, doi: 

10.10.1016/j.anbehav.2009.01.039. 

4. Yumi Tanaka, Jin Yoshimura, Chris Simon, John R. Cooley and Kei-ichi Tainaka. 2009. Allee effect in the 
selection for prime-numbered cycles in periodical cicadas. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 106:8975-8979; 
doi:10.1073/pnas.0900215106. (Selected for “This week in PNAS” press release) 

5. Jin Yoshimura, Yumi Tanaka, Tatsuya Togashi, Shigehide Iwata, Kei-ichi Tainaka. 2009. Mathematical 

equivalence of geometric mean fitness with probabilistic optimization under environmental uncertainty. 

Ecological Modelling 220:2611-2617; doi:10.1016/j.ecomodel.2009.06.046. 

6. Yukio Sakisaka, Jin Yoshimura, Yasuhiro Takeuchi, Koji Sugiura, and Kei-ichi Tainaka. 2010. Infection 
threshold for an epidemic model in site and bond percolation worlds. Journal of the physical society of 
japan, 79: (2010)023002 
 

国際会議発表 

・18th World IMACS/MODSIM Congress, Cairns, Austuralia 13-17 July 2009, page 197-203.  

など、計 3件。 

国内学会発表  

・数理生物学会など、計 4 件。 

招待講演 

 ・地球と宇宙の環境科学展ワークショップ：パナソニックキッズスクール「「素数ゼミ」の秘密」 

2009 年 7 月 19 日 日本科学未来館、東京 

    ・PHP 総合研究所 定期研究会  演題：変化する環境にどう適応するのか 

平成 22 年 2 月 5 日(金)  PHP 総合研究所 東京本部、東京都 

    ・ロータリー卓話  演題：素数ゼミの秘密 

2010 年 2 月 9 日(火) グランドホテル、浜松市 

 
【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等：  

・日本経済新聞 2009 年 5 月 25 日(月)夕刊「「素数ゼミ」の謎解明」PNAS 論文の記事発表 

・朝日新聞 2009 年 5 月 29 日(金)朝刊 24 面科学欄「科学：米の素数ゼミ 周期の訳にアリー効果」 

・朝日小学生新聞 2009 年 6 月 11 日(木)１面「素数ゼミのなぞ」 

・毎日新聞夕刊 2009 年 7 月 30 日(木)2 面「深遠なセミの世界」 

・日本経済新聞 2009 年 9 月 26 日(土)日経プラスワン 7 面「数学で生き延びたセミ？」 

・NHK 2010 年 2 月 2 日(火)23 時「爆笑問題のニッポンの教養」100 回スペシャル！「爆問学問」学 

・NHK 2010 年 3 月 6 日(土)深夜 1 時「爆笑問題のニッポンの教養」100 回スペシャル！「爆問学問」学 

＜再放送＞ 

・日本経済新聞 2010 年 3 月 8 日(月)5 面「最適者は危機で生き残れず」 

 

【 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。 
なお、地球環境経済学の研究も展開している。 
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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 

 

【 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, それらをコンピュータ

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, それ

ら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＞      

(本年度は, 教員特別研修のため担当授業はなかった.) 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

最小費用全域木ゲーム (Minimum Cost Spanning Tree Game, MCST ゲーム) は(費用) 協力ゲームの

1 つのクラスであり, 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. 現在私は, 最小費

用全域木ゲームの求解に対するアルゴリズムについての研究を行なっている. 目標の第一は, 一
般の最小費用全域木ゲームに関して, 種々の解の求解の計算複雑度を明らかにすることである. 
第二は, 種々の解の求解に対して多項式時間アルゴリズムが存在するような最小費用全域木ゲー

ムの部分クラスを明らかにし, その部分クラスに対してより効率的なアルゴリズムを設計するこ

とである.  

 

＜実績＞ 

(1) 超距離最小費用全域木ゲームのツリー型費用配分ゲームによる表現.  

最小費用全域木ゲームは, それを定義するネットワークの費用関数が超距離(ultrametric)であ

るとき, 超距離最小費用全域木ゲームと呼ばれる.超距離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として表現できることを示した. ツリー型費用配分ゲー

ムに対する既存の結果によって, 超距離最小費用全域木ゲームの Shapley 値, Dutta-Ray 解, 及

び, 仁を効率的に計算する O(n2)時間アルゴリズムの存在が導かれる. ここで, n はプレーヤ

ーの数である.  

(2) 超距離最小費用全域木ゲームの Shapley 値を計算する O(n2)時間アルゴリズムの開発. 

上記の(1)の結果によって, 超距離最小費用全域木ゲームの Shapley 値の多項式時間アルゴリ

ズムが得られる. このアルゴリズムは, 超距離最小費用全域木ゲームの Shapley値の求解の問

題をツリー型費用配分ゲームの求解の問題へと変換した後, 後者の問題に対するアルゴリズ

組合せ最適化の理論とその応用 
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ムを適用するというものである. 本研究では, 超距離最小費用全域木ゲームの Shapley 値を, 

ツリー型費用配分ゲームを経由することなく, 与えられたゲームから直接計算する新しい

O(n2)時間アルゴリズムを与えた.  

(3) 一般の最小費用全域木ゲームの Shapley 値の計算困難性. 

一般の最小費用全域木ゲームの Shapley 値の計算複雑度は未解決の問題であった. 本研究で

は, 一般の最小費用全域木ゲームの Shapley 値の計算は, #P-困難という問題クラスに属する

ことを証明し, この未解決問題に対する解答を与えた.  

(4) Shapley 値が多項式時間で計算可能な最小費用全域木ゲームの部分クラス. 

上記の(3)によって, 一般の最小費用全域木ゲームの Shapley 値を計算する多項式時間アルゴ

リズムは存在しそうにないことが示された. 次に考察すべきことの一つの問いは, どのよう

な場合に最小費用全域木ゲーム Shapley 値が多項式時間で計算できるかということである. 

本研究で, 最小費用全域木ゲームを定義するネットワークの枝の費用関数が部分木距離であ

るときには, そのゲームの Shapley 値は O(n4)時間で計算できることを示した. 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等  

1. K. Ando and S. Kato: Reduction of Ultrametric Minimum Cost Spanning Tree Games to Cost 
Allocation Games on Rooted Trees. RIMS Preprint No. 1674, Kyoto University, June , 2009. 

2. K. Ando: Computation of the Shapley Value of Minimum Cost Spanning Tree Games: #P-Hardness 
and Polynomial Cases. RIMS Preprint No. 1690, Kyoto University, February , 2010. 

3. K. Ando and S. Kato: Reduction of Ultrametric Minimum Cost Spanning Tree Games to Cost 
Allocation Games on Rooted Trees. Journal of the Operations Research Society of Japan, Vol. 53, No. 
1, March 2010, pp. 62-68. 

国内学会発表  

1. 安藤和敏, 加藤慎士: 超距離最小費用全域木ゲームの根付き木上の費用配分ゲームへの帰着. 
京都大学数理解析研究所研究集会「21 世紀の数理計画: アルゴリズムとモデリング」. 京大会館, 
2009 年 7 月 24 日.  

2. 安藤和敏, 加藤慎士: 超距離最小費用全域木ゲームの Shapley 値の計算に対する O(n2) 時間ア

ルゴリズム. 日本応用数理学会 2009 年度年会. 大阪大学豊中キャンパス, 2009 年 9 月 28 日. 
3. 加藤慎士, 安藤和敏: 超距離最小費用全域木ゲームに対するアルゴリズム. 第 37 回日本オペレー

ションズ・リサーチ学会中部支部研究発表会. 中部品質管理協会, 2010 年 3 月 13 日.  
4. 安藤和敏: Computation of the Shapley Value of Minimum Cost Spanning Tree Games: #P-Hardness 

and Polynomial Cases. 統計数理研究所研究集会「最適化: モデリングとアルゴリズム」. 統計数理研

究所, 2010 年 3 月 24 日.  
 

【 今後の展開 】 

最小費用全域木ゲームの Shapley 値の近似の計算複雑度を明らかにすることが今後の課題である. 

また, 最小全域木ゲームの Shapley 値以外の解の求解に対するアルゴリズムについても引き続き開

発を行う. さらに, 最小費用全域木ゲーム以外の組合せゲームの種々の解の求解のアルゴリズム

についても研究を行う.  

アルゴリズム的ゲーム理論以外のテーマ, 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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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  
e-mail address:  
homepage: http://apus.sys.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：石原 進 

研 究 員： 

博士課程：3年・社会人（1名） 

修士課程：2年（3名）、1年（2名） 

学  部：4年（4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  ○ 

コンピュータネットワーク特論  大学院1,2年 1 ○  

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 

 

1) 稲垣徳也(M2), 平成 21 年度山下記念研究賞，（社）情報処理学会, 2010.3 （卒業後の受賞） 
2) 谷本慧(M2) Young Researcher Workshop 2009 Best Poster Award 3rd prize, IEEE Shizuoka 

University Student Branch, 2009.10 

3) 小嶋明寿(M2) 情報処理学会モバイルコンピューティングとユビキタス通信研究会 第48回研

究発表会優秀発表, (社) 情報処理学会モバイルコンピュー ティングとワイヤレス通信研究会, 
2009.9 （卒業後の受賞） 

4) 稲垣徳也(M2) 情報処理学会モバイルコンピューティングとユビキタス通信研究会 第45回研

究発表会優秀論文, (社) 情報処理学会モバイルコンピュー ティングとワイヤレス通信研究会, 
2009.9 （卒業後の受賞） 

5) 星川雄大(M1), マルチメディア、分散、協調とモバイルシンポジウム（DICOMO2009）優秀

プレゼンテーション賞, （社）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

ジウム実行委員会, 2009-7 
 

モバイルネットワーク 
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【 研究 】 

＜目標＞ 

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を目標として、

車々間アドホックネットワーク、無線センサネットワーク、Mobile IP 応用技術、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) NEMO 技術を応用した車両による通信回線共有方式を開発・実環境で効果を実証 
(2) スマートアンテナの同期協調動作による階層化センサネットワークの省電力化手法を開発，シ

ミュレーションにより効果を確認 
(3) 問い合わせ頻度が未知のセンサネットワークにおける効率的データ複製管理方式を開発・シミ

ュレーションにより効果を確認 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) Tokuya Inagaki, Susumu Ishihara, "HGAF: A power saving scheme for wireless sensor networks," IPSJ 

Journal, Vol.50, No.10, pp.2520-2531 (2009-10). 他2件 

国際会議発表 

1) Susumu Ishihara, Tatsuya Suda, "Replica arrangement scheme for location dependent information on 
sensor networks with unpredictable query frequency," in proc. of IEEE ICC2009 (2009-6, Dresden, 

Germany). 他3件 

国内学会発表  

・ 情報処理学会、電子情報通信学会など計 12 件 

【その他の事項】 

＜社会貢献・国際交流＞ 

国際会議の主催等     

・ 実行委員: 12th International Conference on Humans and Computers, Hamamatsu, 2009.12 

・ Finance Co-Chair: 7th International Conference on Pervasive Computing (Pervasive 2009), 2009.05 
・ Program Committee Member: IEEE GLOBECOM 2009, IEEE ICC 2009 等全 6 国際会議 
学会運営等 

・ 電子情報通信学会論文誌常任査読委員，同学会ユビキタスセンサネットワーク研究会およびモ

バイルマルチメディア通信研究会専門委員，情報処理学会論文誌編集委員，同学会モバイルコ

ンピューティングとユビキタス通信研究会および放送コンピューティンググループ運営委員 
・ 学会チュートリアル講師 "GNU Radio と USRP を用いた無線通信プログラミング：グループ演

習," 電子情報通信学会アドホックネットワーク研究会主催チュートリアル (2009.10). 
技術指導等 

・ 静岡農業ビジネス企業人外育成講座・講師 (2009.9) 
＜管理・運営＞ 

・ 工学部広報室企画室委員，工学部評価実施委員会委員，全学男女共同参画推進委員, 技術英語習

得のためのオンデマンド型自習環境の整備作業チームメンバー, 創造科学技術大学院大学院長

等選挙管理委員 
＜特筆事項＞ 

受賞・表彰： 電子情報通信学会 通信ソサイエティ活動功労賞 (2009.9.16). 

外部資金獲得： 科研費基盤 A: アンテナの指向性を利用するユビキタスインフラストラクチャに

関する実証的発展（分担） 

【 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。 
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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（1名）、1年（2名） 

学  部：4年（3名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 担当している情報系の科目は，その他の専門科目の履修のためにその基礎と応用力を十分に身に

つける必要があるため，身近な物事との関連など広く話題を提供して広い視野と自ら考え学ぶ力を

身につけてもらうように努めると共に，十分に理解できるように演習や復習を工夫する． 
 
＜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 

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） 

音声情報処理論   大学院1,2年 1 ○   

 

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必修専門科目では，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している．そのことと関連して,学科 Web サーバに

おいて授業・演習支援するためのコンテンツ管理システム lecsys（moodle という LMS）の運用管理

や，プログラミングコンテストで Web アプリケーション開発の演習課題に用いる演習用サーバの運

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研究や，音声認識・理解シス

テム，音声対話インタフェースなどの応用システム開発を行っている．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． 

＜実績＞  

（１）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の定量化方法の開発を行った。 

音声情報処理とその応用システムの研究 
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（２）音声の韻律特徴を併用したタスク指向発話の音声認識の高精度化 

複数のキーワードを含むタスク指向の発話における韻律特徴のモデル化とその応用による音

声認識の高精度化を行った． 

（３）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の開発を行った。 

（４）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

認識法の開発を行った． 

 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表 
・ Longbiao Wang, Yoshiki Kishi, Atsuhiko Kai, “Distant Speaker Recognition Based on the Automatic 

Selection of Reverberant Environments Using GMMs”, Proc. CJKPR2009, pp.954--958 (2009.11). 
・ Yonggee Jang, Atsuhiko Kai, Longbiao Wang, “Speech Interface for Isolated Words Based on 

Combination of Search Candidates from the Common Word Parts”, Proc. of the 10th Western Pacific 
Acoustics Conference (WESPAC X 2009), pp.0261 (7 pages)(2009.9). 

国内学会発表  

・ 尾崎健太郎，小暮悟，甲斐充彦，小西達裕，伊東幸宏, “複数の車内機器操作と雑談を扱えるマ

ルチタスク音声対話システムのユーザビリティの向上 '”, 情報処理学会研究報告, SLP80-6 
(2010.2) 

・ 張 用起, 甲斐充彦, 王 龍標, “共通部分単語の提示を併用した単語音声入力インタフェース”, 
情報処理学会研究報告, Vol.2009-SLP-79, No.38 (2009.12) 

招待講演  

・ 甲斐充彦， “音声認識技術の現状と課題”, 生体情報処理と高度情報処理シンポジウム 2010, 
K-1 (2010.1) 

 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・ 夏季オープンキャンパス（2009 年 8 月） 
・ 工学部研究室公開（2009 年 11 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，講義コンテンツ管理システム lecsys(LMS)の管理 

 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 

・ 科学研究費補助金，基盤研究 C，テーマ名：「対話音声認識における環境や話し方の影響評定を

備えた音声理解システムの研究」（研究代表者） 

・ 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），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技術課題に関する研究にも積極的に取り組む。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（2名）、1年（2名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  電磁気学で扱う現象は我々の身の回りに多く存在している．しかし，目に見えないから理解しに

くい．そこで，電磁気学演習では図や写真を用いて現象を提示すると同時に式を導出し，式と現象

の対応付けができることを目標にしている． 
システム工学実験では，オシロスコープの使い方，波形の読み方など工学部出身者として必要な

知識を身につけることを目標としている． 
波動エレクトロニクスでは，圧電結晶を伝搬する弾性波を取り上げ，弾性論と電磁気学を融合さ

せた波動解析法，等価回路法について講義している． 
 
＜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 

システム工学実験  学部2年 1 ○  複数担当（4名） 

電磁気学演習  学部2年 3  ○ 

波動エレクトロニクス   大学院1,2年 1 ○   

 

【 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とワイヤレス弾性表面波センサの研究

である． 
 

＜実績＞  

(1) 弾性表面波センサの実用化研究において，耐久試験などを行い使用される環境下でセンサと

して利用して問題ないことを明らかにした． 
(2) ワイヤレス弾性表面波センサ実現に向けての基礎研究を行い，反射型センサを用いることに

より液体計測が行えることを明らかにした． 
(3) 弾性表面波の反射特性が反射器のインピーダンスに依存することを利用し，既存のセンサと

弾性表面波素子を組み合わせた計測法について検討し，その有効性を明らかにした． 
(4) 「マイクロ実験室」として提案しているデジタル式マイクロ流体システム上で生じる音響流

について可視化を行い，その特徴を明らかにした． 

表面波を用いたセンサ・アクチュエータの開発 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                          

(1) Novel Micro-Laboratory on Piezoelectric Crystal, N. Yasuda, M. Sugimoto, J. Kondoh, Jpn. J. Appl. 

Phys., Vol. 48, 07GG14 (2009). 

(2) Measurements of standard viscosity liquids using shear horizontal surface acoustic wave sensors, T. 

Morita, M. Sugimoto, J. Kondoh, Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 48, 07GG15, 2009.07.  

(3) Parametric study of SH-SAW device response to various types of surface perturbations, K. 

Mitsakakis, A. Tsortos, J. Kondoh, E. Gizeli, Sen. & Actuators B, Vol. 138, pp.408-416, 2009.07. 

国際会議発表     

J. Kondoh, “Experimental consideration of high frequency ultrasonic atomization using SAW devices,” 
IEEE Ultrasonic Symp., Roma, Italy (2009.09.20-23).   他 2 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 30 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 11 回 
招待講演 

(1) 近藤他，“音による液滴制御を利用したマイクロ実験室の研究，”圧電材料・デバイスシンポ

ジウム，2010.02.02． 
(2) J. Kondoh, et al., “Shear Horizontal Surface Acoustic Wave Sensor for Liquids -Development of 

methanol sensor for direct methanol fuel cell-,” Fourth International Symposium on Acoustic Wave 
Devices for Future Mobile Communication Systems, 2010.03.03. 

 
解説・特集 

(1) 近藤 他，“液相系弾性表面波センシングシステムの開発，”超音波テクノ，Vol. 21, Mo. 3, pp. 
76-80 (2009.06). 

(2) 近藤，“弾性表面波素子を用いた高周波超音波による霧化，”塗装工学，Vol. 44, No. 5, pp. 
206-212 (2009.06). 

(3) 近藤，“横波型弾性表面波を用いた液体計測，”化学工学，Vol. 60, No. 9, pp. 691-695 (2009.09). 
(4) 近藤，森田，“横波型弾性表面波を用いた粘度校正液の測定，”超音波テクノ，Vol. 22, No. 1, 

pp. 56-59 (2010.01). 
 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

 出張授業等の教育支援 

 出張授業，工学部説明，学科説明 5 件 

 ニュートンチャレンジプロジェクト 2 名（5日間） 

＜管理・運営＞ 

 入試委員会の委員（1年目）を務めた． 

＜特筆事項＞ 

受賞・表彰：  

USE2008 論文賞，超音波シンポジウム運営委員会、平成 21 年 11 月 19 日． 

 平成 21 年度「はましん賞」平成 22 年 3 月 30 日． 

外部資金獲得： 

科研費（挑戦的萌芽），JST シーズ発掘，共同研究 6件 
 

【 今後の展開 】  
 研究成果の実用化のため，企業と共同で弾性表面波センサやアクチュエータの研究を進める．また，

新しい機能素子の研究として，マイクロ実験室やワイヤレス弾性表面波センサの研究に加え，弾性表

面波バイオセンサの研究を行う． 
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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 

 
 

 
 

【 研究室構成 】  
教    員：佐藤 一憲 

修士課程： 

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) “Allee threshold and extinction threshold for spatially explicit metapopulation dynamics” Kazunori 

Sato Population Ecology 51 巻, 
pp.411-418 (2009). 
 

国内学会発表  

佐藤一憲“生態ネットワークにおける頑健性と脆弱性”,日本数理生物学会, 東京,2009 年 9 月. 
佐藤一憲“生態ネットワークの脆弱性と頑健性”, 個体群生態学会, 京都,2009 年 10 月. 
佐藤一憲“個体群動態とアリー効果”,日本数理生物学会, 京都,2009 年 11 月. 

 
 

 

確率モデルの生態学への応用 
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システム工学科 

 

【 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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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（3名）、1年（2名） 

学  部：4年（2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．シミュレーション技法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（4人） 

新入生セミナー 学部1年 1 ○   

学際科目  学部2，3年 1  ○ 複数担当（7人） 

環境移動現象論 院1,2年   ○  

 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

  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
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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，DEM 併用による粉体流

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．さらに，ＧＰＧＰＵによる並列計算により，大規模・高速化を試みる． 

 

＜実績＞  

（１）佐鳴湖流動・生態モデルによる佐鳴湖水質評価 

  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  

  高性能リン吸着剤による水質浄化実験を行った．懸濁態（有機態）リンに対しては，微量オゾン含

有マイクロバブルにより，溶存態（無機態）へ変化させ，湖水中のリン除去を試みた．  

（３）離散要素法（DEM）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． 

（5）浜松地域の地下水流動解析 

  従来のタンクモデルではなく，3 次元有限要素法により，地下水の流れ解析を行った．この研究課

題は浜松市環境保全課からの調査研究業務委託の一環として実施した．成果を以下の講演会で発表

した． 

5-1「浜松市の地下水について」，西遠地域地下水利用対策協議会，Ｈ21.7.6，対象；協議会役員、

企業関係者、浜松市，静岡県関係部署職員等 

5-2「浜松地域の地下水解析と雨水浸透枡による地下水涵養対策」，ＮＰＯ地球環境改善手法研究会，

Ｈ21.10.15，対象：市民グループ 

 

＜業績・成果＞ 
国内学会発表  2 件（国内講演会発表） 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

浜松市環境保全課 調査研究業務委託「佐鳴湖流域における雨水浸透に関する調査研究業務」 
＜管理・運営＞ 

学生委員会，特管物委員 
 

【 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． 

・ＧＰＧＰＵにより，「環境ソルーションのためのソフトウェア」の大規模・高速化を試みる． 
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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（3名）、1年（1名） 

学  部：4年（3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。大学院では弾性波動論の講義を行っている。弾性力学の

素養が乏しいシステム工学科学生を考慮し、弾性力学の基礎を一通り説明したうえで弾性波動の講

義を行うことで、理解を深めることが出来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 

材料力学  学部2年 1  ○ 

信号処理  学部3年 1 ○  

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 2 年目となる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」を引き続き担当した。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。昨年度、月、金実施だったため、

金曜日に出した課題を月曜日に回収すると時間的な余裕がなかったことや、学期末の変則時間割り

のため数回連続の日程になっていたことなど、時間割り上の問題について学生から指摘されていた

が、本年度は火、金実施に変更することにより改善を図った。 

 

 

【 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

弾性波動を用いた材料の非破壊評価 
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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

することで新たな展開を図りたい。 

 

＜実績＞  

（１）レイリーラム混合モデルを用いた層間剥離の評価 

（２）CFRP 材料を伝播する Lamb 波の伸展性モードの直接解法による波源位置評定法 

（３）CFRP 材料を伝播する Lamb 波の分散性を用いた波源位置評定法の検討 
 

  ＜業績・成果＞ 

   国内学会発表 

   “異方性材料を伝播する Lamb 波の分散性を用いた波源位置評定法”、福井清香、林 康久、 

電子情報通信学会超音波研究会、2009 年 11 月 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

 学科説明会 県立豊田北高等学校 （平成 21 年 7 月 27 日） 

＜管理・運営＞ 

 代議員 

 

【 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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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：1年（3名） 

学  部：4年（1名） 

 

【 教育 】 
＜ 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。 

 

＜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）      

地震防災  学部3年 1 ○  複数担当（14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  ○ 

統計分析及び演習 大学院1年 1 ○   

リスクマネジメント論  大学院1, 2年 1 ○   

シミュレーション及び演習  大学院1, 2年 1  ○  

 

【 研究 】 
＜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。 

 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表     

1. Y. Maeda, T. Nakano and K. Matsuda: Information sharing support system for disaster risk communication, 

Asian Conference on Risk Assessment and Management 2009 (EARAM-2009), Beijing, China, May, 

2009. 

2. Yasunobu Maeda: Text processing Techniques for supporting risk management, The 2nd International 

Conference on Risk Analysis and Crisis Response (RACR-2009), Beijing, China, October, 2009. 

 

環境リスク分析への情報システムの応用 
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3. Y. Maeda, T. Nakano and K. Matsuda: ASSARIS: An Information sharing system for disaster risk 

communication, Society for Risk Analysis 2009 Annual meeting, Baltimore, USA, December, 2009. 

国内学会発表  

1. 前田恭伸，森 保文，伊藝直哉，犬塚裕雅，淺野敏久，杉浦正吾，井田国宏：環境ボランティア

獲得のための情報提供システム，環境科学会 2009 年会，札幌，2009 年 9 月. 

2. 関澤純，濱田（佐藤）奈保子，蒲生恵美，前田恭伸：食の安全と安心のギャップの分析と解決を

目指して，日本リスク研究学会第 22 回年次大会，東京，2009 年 11 月. 

 

招待講演  

1. 前田恭伸：リスクマネジメント支援のための情報検索技術，静岡県率大学環境物質科学月例セミ

ナー，静岡，2009 年 12 月 

2. 前田恭伸：市民のためのリスクマネジメント，大阪大学大学院工学研究科附属サステイナビリテ

ィ・デザイン・オンサイト研究センター 環境リスクマネジャ養成プログラム 平成 21 年度冬季

環境リスク公開セミナー，大阪，2010 年 2 月. 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・コープしずおか リスクコミュニケーション委員会 座長 

・ユーコープ事業連合 リスクコミュニケーション委員会 副委員長 

・浜松市景観審議会 委員 

・浜松市建築紛争調停委員会 委員 

・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） 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費等 種目、テーマ名 

H21 年度科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究 

「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 】  

  昨年米国滞在中に、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。また、今年度 2 度の北京滞在をきっかけに、北京師範大学との交流もできた。これら協力関係

をもとに、リスク管理支援のための情報システム研究を強化していきたい。 
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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） 

学  部：4年（6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（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連続系に対する Delayed Feedback 制御法を，離散系に対して適用

する場合に従来数多くなされてきた手法とは異なる手法を提示し，その場合について特性方程式

の導出に成功した． 

結合 van der Pol 方程式の同期解（特に逆相解）を Delayed Feedback 制御項をもつ微分方程式で

記述することにより，同期解の安定性を数値的に評価することに成功した． 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                          

1) “Delayed Feedback 方程式とその性質” 宮崎倫子，内藤敏機，申正善， 

RIMS 講究録，Vol. 1637，pp. 74-86，(2009)．      

2) 「常微分方程式の基礎・基本」宮崎倫子，牧野書店，（2009）．    他 1 件 

 

常微分方程式におけるタイムラグの影響 
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国内学会発表  

・“線形で拡散的に結合された 3 結合 van der Pol 振動子の安定性”宮崎倫子，斉藤勝也 
第 58 回理論応用力学講演会，日本学術会議，2009 年 6 月．      他 2 件 

 

解説・特集  

・“微分方程式入門：基本的な微分方程式モデルより”宮崎倫子， 

理系への数学，9 月号，pp. 4-9，(2009)．              他 4 件 

 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

 静岡県高等学校教科「情報」教育研究会総会にて講演を行った． 

題目：時間的に変化する現象のモデル化とシミュレーション，2009 年 7 月． 

 

＜管理・運営＞ 

・ 男女共同参画推進委員会の委員（2年目）を努めた． 

・ ハラスメント防止対策委員会の委員（1年目）を努めた． 

・ 工学部ハラスメント防止対策委員の委員を努めた（2年目）． 

 

＜特筆事項＞ 

 日本数理生物学会の会計幹事を務めた． 

 

【 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． 

結合 van der Pol 方程式の逆相解を与える Delayed Feedback 項をもつ van der Pol 方程式につい

て，周期解の存在や時間遅れと周期との関連について数学的解析を行う． 
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専任・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（2名）、1年（1名） 

学  部：4年（3名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  専門科目では、社会の動向に興味をもち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 

新入生セミナー  学部1年 1 ○  複数担当（8人） 

情報処理  学部1年 1 ○  複数担当（2人） 

安全工学  学部3, 4年 1 ○  複数担当（10人） 

応用英語C  学部3年 1 ○  複数担当（5人） 

環境解析論  学部3年 1 ○   

環境計画  大学院1, 2年 1 ○   

環境適合設計 学部3年 1  ○  

インターンシップ  学部3年 1  ○ 

インターンシップ  大学院1, 2年 1  ○ 

 

 

【 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) T. Miyahara, S. Ochiai, and T. Sato, Interaction mechanism between a post-discharge flow and water 

surface, Europhysics Letters, Vol.86, No.4, pp.45001, (2009).  

水循環の環境マネジメント 
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国際会議発表     

1) Takashi Miyahara, Shiro Ochiai, and Takehiko Sato, Mechanism of Radical Generation and Sterilization 

by a Plasma Flow at Atmospheric Pressure, Proceedings of the 9th International Symposium on 

Advanced Fluid Information and Transdisciplinary Fluid Integration (AFI/TFI2009), pp.60-61, Sendai 

(Japan), (2009). 

2) Takehiko Sato, Masanobu Oizumi, Takashi Miyahara, and Tatsuyuki Nakatani, Development of Bubble 

Generation Method by Plasma, Proceedings of the 9th International Symposium on Advanced Fluid 

Information and Transdisciplinary Fluid Integration (AFI/TFI2009), pp.102-103, Sendai (Japan), (2009). 

国内学会発表  

1) Masanobu Oizumi, Takehiko Sato, Takashi Miyahara, and Tatsuyuki Nakatani, Effect of Applied Voltage 

Polarity on Water Characteristics in Aqueous Plasma, 第 22 回プラズマ材料科学シンポジウム

(SPSM-2)アブストラクト集, p.7, (2009). 

2) 佐藤岳彦，大泉雅伸，宮原高志，中谷達行, 水中プラズマによる水の特性変化への印加電圧極

性の影響, 電気学会プラズマ技術委員会プラズマ研究会資料, pp.33-36, (2009). 

3) 佐藤岳彦，落合史朗，宮原高志, 大気圧アルゴンプラズマ流と水の干渉機構, 日本機械学会熱

工学コンファレンス 2009 講演論文集, No.09-33, pp. 101-102, (2009). 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

1) 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 

2) 日本水環境学会、嫌気性微生物処理研究委員会委員 

3) 廃棄物資源循環学会、バイオマス部会委員 

 
＜管理・運営＞ 

情報基盤設備仕様策定検討作業部会委員 
浜松地区防災・安全委員会委員 
情報系科目部運営委員会委員 
学科内広報委員 
学科将来構想検討委員会委員長 
 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 
科研費(基盤研究Ｃ)(代表)、下水管渠におけるバイオガス発生リスクの制御に関する研究 
科研費(基盤研究Ａ)(分担)、生体反応プラズマ流生成輸送制御による細胞活性化の促進抑制機構 
 

【 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、システムとしての最

適化と共に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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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：2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） 

 

 

【 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＞  

（３） 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。 

（４） 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) “SEARCH FOR NEUTRINOS FROM GRB 080319B AT SUPER-KAMIOKANDE,” E. Thrane, K. Abe, 

Y. Hayato, T. Iida, M. Ikeda, J. Kameda, K. Kobayashi, Y. Koshio, M. Miura, S. Moriyama, M. 

Nakahata, S. Nakayama, Y. Obayashi, H. Ogawa, H. Sekiya, M. Shiozawa, Y. Suzuki, A. Takeda, Y. 

Takenaga, Y. Takeuchi, K. Ueno, K. Ueshima, H. Watanabe, S. Yamada, M. R. Vagins, S. Hazama, I. 

Higuchi, C. Ishihara, T. Kajita, K. Kaneyuki, G. Mitsuka, H. Nishino, K. Okumura, N. Tanimoto, F. 

Dufour, E. Kearns, M. Litos, J. L. Raaf, J. L. Stone, L. R. Sulak, M. Goldhaber, K. Bays, D. Casper, J. P. 

Cravens, W. R. Kropp, S. Mine, C. Regis, M. B. Smy, H. W. Sobel, K. S. Ganezer, J. Hill, W. E. Keig, J. 

情報システムの教育利用や科学実験への適用 
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S. Jang, I. S. Jeong, J. Y. Kim, I. T. Lim, M. Fechner, K. Scholberg, C.W.Walter, R.Wendell, S. Tasaka, 

J. G. Learned, S. Matsuno, Y. Watanabe, T. Hasegawa, T. Ishida, T. Ishii, T. Kobayashi, T. Nakadaira, K. 

Nakamura, K. Nishikawa, Y. Oyama, K. Sakashita, T. Sekiguchi, T. Tsukamoto, A. T. Suzuki, A. K. 

Ichikawa, A. Minamino, T. Nakaya, M. Yokoyama, S. Dazeley, R. Svoboda, A. Habig, Y. Fukuda, Y. 

Itow, T. Tanaka, C. K. Jung, G. Lopez, C. McGrew, C. Yanagisawa, N. Tamura, Y. Idehara, H. Ishino, A. 

Kibayashi, M. Sakuda, Y. Kuno, M. Yoshida, S. B. Kim, B. S. Yang, T. Ishizuka, H. Okazawa, Y. Choi, 

H. K. Seo, Y. Furuse, K. Nishijima, Y. Yokosawa, M. Koshiba, Y. Totsuka, S. Chen, G. Gong, Y. Heng, 

T. Xue, Z. Yang, H. Zhang, D. Kielczewska, P. Mijakowski, H. G. Berns, K. Connolly, M. Dziomba, 

and R. J. Wilkes, The Astrophysical Journal, Vol. 697, pp.730-734 (2009). 

他 

 

国際会議発表     

・ “Implementation of Automatically Sorting Events with the Hough Transformation for the DCBA 
Experiment,” E. Tashiro, T. Ishizuka, N. Ishihara, G. Iwai, H. Iwase, K. Takahashi, T. Ohama, Y. Kato, 
Y. Yamada, T. Ishikawa, T. Sumiyoshi, S. Kitamura, K. Tanaka and R. Ito, Accepted for The 2009 
IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (2009) 米国 

他 
 

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 
 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・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 

 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：王 龍標    

学  部：4年（1名） 

 

【 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） 

プログラムコンテスト 学部3年 0.5  ○ 複数担当（4人） 

プログラム基礎および演習  学部3年 1.5  ○ 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，悪環境に頑健な特徴を抽出し、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 

インパルス応答の後部残響の影響は加算性雑音と見なし、スペクトルサブトラクションを使っ

て，残響音声とインパルス応答のパワースペクトルを用いてクリーン音声のパワースペクトルを

推定する。インパルス応答の推定誤差の影響を減少するために、推定したインパルス応答を用い

音声信号処理 
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たスペクトルサブトラクションの代わりに、CMNを使って初期残響を正規化する。様々な残響条

件下でのマルチチャンネルのインパルス応答と東北大・松下単語データベースのクリーン音声を

畳み込んで作成した残響音声により提案手法を評価した。提案手法は従来のCMNより大幅な改善

ができた。 

（２）位相情報を用いた悪環境下における話者認識の提案と評価 

  従来の話者認識では、MFCCを用いている。しかし、MFCCは時間領域の音声フレームのフーリ

エ変換の振幅だけを利用するので、位相情報が無視されている。位相情報は音源情報を有する可能性

があるので、話者認識に有用であると期待される。我々は、音声波形の異なる切り出し位置による位

相のずれを一致させる位相の利用法を提案した。悪環境下で、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。なお、Image 法で作ったインパルス応答

とクリーン音声をたたみ込んで作った残響音声から学習した話者モデルを用い、実環境下における話

者認識の有効性を示した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等     

・“Speaker recognition by combining MFCC and phase information in noisy conditions”,  L. Wang, K. 

Minami, K. Yamamoto, S. Nakagawa, IEICE Trans. on Information and Systems, 2010 (to appear).  

国際会議発表     

・“Speaker identification by combining MFCC and phase information in noisy environments”,  L. Wang, K. 

Minami, K. Yamamoto, S. Nakagawa, Proc. of IEEE ICASSP 2010, pp. 4502-4505, March 2010.  他 4 件 

国内学会発表  

・“MFCC と位相情報を用いた雑音環境下でのＪＮＡＳデータベースにおける話者認識の評価”, 王
龍標、中川聖一、 日本音響学会春季研究発表会、2-Q-20、(2010.3)．  他 1 件 
  

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

国際会議に参加し国際交流に務めた。共同研究打合せを目的に中国科学院声学研究所、南京理工大学

を訪問し、話者認識や実環境下における音声処理などの最新研究内容を交流し、以上の分野で共同研究

（博士学生の共同指導など）や日中国際共同研究の研究費の申請を合意した。 

 

＜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 

 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：研究助成金 2 件（代表）、科研費 2 件（分担）と学内競争的なプロジェクト 2 件を

獲得した。 

 

【 今後の展開 】  

会議室や自動車などの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、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、国内外の大学と企業との共同研究のさらなる展開を目指す。 
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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） 

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。チェ

ッカパターンを用いた視覚復号型暗号は、周期パターンの重ね合わせにより画像が浮かび上がる

キャリアスクリーン画像と考えることができる。チェッカパターンを用いることで、「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。 

特にサンプリング処理による復号では、コンパクトデジタルカメラを利用した復号手法を提案

している。コンパクトデジタルカメラの液

晶モニタへの表示の際に行われるサンプ

リング処理を利用することで、対象の暗号

画像にカメラを向け、撮影距離・デジタル

カメラの傾斜角度などを調整することで、

液晶モニタ上に復号結果が表示される。一

方、コンパクトデジタルカメラを利用した

復号では、デジタルカメラの機種依存性が

あり、復号条件の違いや復号結果のコント

ラストの著しい低下が問題となっている。

そのため、幅広い機種に対応した暗号化手

法の開発が課題である。さらに、提案手法

の視覚的な復号処理を活かした、新しい応

用技術の創出が課題である。 

 

チェッカパターン視覚復号型暗号 

デジタルカメラを用いた復号 
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システム工学科 

＜実績＞  

（１）誤差拡散法による潜在化手法の開発 

誤差拡散法による潜在化手法を考案した。コントラスト調整と 2 値化処理（誤差拡散法）の単

純な処理による潜在化を実現している。ラプラシアン−ガウシアンフィルタを用い、境界線長に基

づく複雑さを求め評価を行い、高い潜在化効果を確認した。 

（２）複数秘密画像の埋め込み手法の開発 

解像度の異なる秘密画像を用いることで、1 枚の暗号画像から複数の秘密画像の復号を実現した。

特に、ランダムパターンを用いた視覚復号型暗号と組み合わせて使うことで、簡易な暗号とセキュア

な復号とを併せ持つ視覚復号型暗号画像の生成が可能であり、より実用的な応用技術の創出が期待で

きる。 

（３）コンパクトデジタルカメラを用いた復号 

コンパクトデジタルカメラを用いた復号手法について、異なる機種間での比較やサンプリング処理

による復号手法との比較を行い、その特性について調査した。複数の機種においてデジタルカメラを

用いた復号が可能であることを確認した。また、ソフトウェアによるサンプリング処理による復号と

の比較から、液晶モニタへの縮小表示処理は単純なサンプリング処理ではなく、補間処理などを行っ

ており、これらの影響を考慮した暗号化手法の開発の必要性を確認した。また、チェッカパターンの

同色の画素をサンプリングするような角度でデジタルカメラを傾斜させたとき、復号結果のコン

トラストが最大になることがわかった。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

“Hiding Information Using a Checkered Pattern,” Rui Shogenji, and Junji Ohtsubo, Optical Review 16, 
5, pp.517-520 (2009). 

国内学会発表 

“周期パターン視覚復号型暗号における誤差拡散法による潜在化”, 生源寺類, 大坪順次,第 3 回

新画像システム・情報フォトニクス研究討論会 (東京工業大学百年記念館, 2009.5.20). 
“複数の秘密画像の復号が可能な周期パターン視覚復号型暗号”, 生源寺類, 大坪順次, 第 70 回

応用物理学会学術講演会 (富山大学五福キャンパス, 2009.9.8-11) . 
“非正方補助画素を用いた周期パターン視覚復号型暗号”, 生源寺類, 大坪順次, 第 57 回応用物

理学関係連合講演会 (東海大学湘南キャンパス, 2010.3.17-20) . 他 11 件 

 

【 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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専任・講師 守田 智 （MORITA Satoru）   

システム工学科・共通講座留学生担当 

専門分野： 非線形動力学，統計物理学  

 
homepage:http;//tamori0.sys.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：守田 智 

修士過程：1年（1名） 

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。留学生

(NIFEE)の情報処理の講義も担当しおり、ここでは基本的な日本語の処理を含めた情報リテラシー

の構築に努める。 

 

＜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 

システム工学応用実習  学部3年 4 ○  

情報処理（NIFEE）  学部1年(NIFEE) 1  ○ 複数担当（2人） 

 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

  物理学的な視点から複雑なシステムの構造特性を調べ、 そのダイナミカルな機能との関係を明

らかにすることを目指している。特に、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、

生態系から社会・経済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） 複雑ネットワーク研究で頻繁に用いられる指標の一つであるクラスタ係数の統計物理学的な

意味を追求した。 

（２） 歩行運動の加速度時系列を用いた非線形解析を行うことで、脳梗塞治癒後の障害の度合いを

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、社会構造と戦略の関係について論じ

た。 

複雑なシステムにおける構造の数理解析 
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システム工学科 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                           

1) "Analysis of stroke patient walking dynamics using a tri-axial accelerometer", Chihiro Mizuike, Shohei 

Ohgi, Satoru Morita, Gait & Posture 30 (2009) 60-64. 

他 2 件 

国際会議発表     

・"Random Networks with Clustering", Satoru Morita, International Symposium on Complex Systems 

Biology 29 Sep. - 1 Oct. 2009 Tokyo, Japan   

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 9件 

 

【 その他の事項 】 

＜管理運営＞ 

テクノフェスタイン浜松実行委員会、委員城北地区交通対策委員会、国際交流センター運営委員会

の委員を務めた。 

 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：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していく。数理モデルに統計的手法を取り込ん

だ新しい解析方法の構築を目指す。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

的な研究が行えると思う。また、非線形時系列解析は医工連携分野として期待でき、共同研究者の

協力のもとさらに発展させていきたい。 
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 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 

 

【 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）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。 

（2）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。 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

Kitamura, K., Yoshimura, J., Tainaka, K. and Yokojima, S.: “Potential impacts of flooding events 

and stream modification on an endangered endemic plant, Schoenoplectus gemmifer (Cyperaceae)”, 

Ecological Research, Vol.24, pp.533-546, 2009. 

Yokojima, S. and Shima, N.:“Applicability of elliptic-relaxation method to free-surface 
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                                 システム工学科 

turbulence”, Fluid Dynamics Research, Vol.42, 035505, 2010. 

国際会議発表  （2件） 

Nakayama, A., Kitano, Y. and Yokojima, S.: “Structure of large scale turbulence in smooth and 

rough surface channels deduced by explicit filtering”, Proc. Sixth Int. Symp. on Turbulence and 

Shear Flow Phenomena, pp.911-916, Seoul, Korea, 2009.06. 

Yokojima, S.: “Direct simulation of fully-developed turbulent flow bounded by 

perfectly-permeable wall”, Bulletin 62nd Annual Meeting of the American Physics Society 

Division of Fluid Dynamics, Minneapolis, Minnesota, USA , 2009.11. 

招待講演 （2件） 

Yokojima, S.: “Direct simulation of fully-developed turbulent flow bounded by 

perfectly-permeable wall”, Invited talk, RIMS Workshop: Mathematics and Physics across the 

Diversity of Turbulence Phenomena (2009) Kobe Institute, Kobe. 

Yokojima, S.: “Direct simulation of fully-developed turbulent flow bounded by 

perfectly-permeable wall”, Invited talk, Korea-Japan Mini-Symposium on Advanced Techniques of 

Numerical Simulations and Laboratory Experiments for Turbulent Flows (2009) Yonsei University, 

Seoul, Korea. 

解説・特集 （1 件） 

横嶋 哲: “海外混相流事情：南カリフォルニアの青空の下で（続・カリフォルニア工科大

学滞在記）”, 混相流, Vol.24, No.1, pp.80-82. 

 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

静岡大学工学部・村川二郎基金の援助を受けて、2009 年 09 月より 1 年間の予定で米国カリフォル

ニア工科大学に長期滞在中。 

 

【 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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専任・助手  寺田 秀文 （TERADA, Hidefumi） 

学科等 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  

 
  
 

【 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。 

 

＜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 4 ○   

 

【 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

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。 

 また、他研究室との共同研究において、視覚情報処理と粒子シミュレーションの GPU による

並列化などを行う。 

 

＜実績＞  

（HDL によるプログラム記述と小規模 FPGA 上への実装 

   大規模 FPGA（Virtex6）上への実装が進行中。 

  共同研究 

  ・視覚情報処理については、共著論文を投稿中。 

・粒子シミュレーションの並列化については、共同研究研究室の修士学生などへの指導の結果、 

良好な実行時間改善が得られた。共同研究室での GPU 導入が成功した。 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・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）を行った。

2名の高校生に対してプログラミング課題の設定からプレゼンテーションまでの指導を行った。 

 

 

動的再構成可能システムにおける基本セル 

288



システム工学科 

 

 
【 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。現在作成中のプロトタイプの実装

を進めるなかで、基本セルの最小構成と相互結合網を明らかになることが期待できる。 

 共同研究において、昨年度から開始した視覚情報処理の研究協力からの知見をプロトタイプ上に

実装することで従来にはない画像処理の実現が期待できる。さらに、本年度から開始した粒子シミ

ュレーションについては GPU による並列化に加え、データ並列性の乏しい部分に対しては FPGA を使

用する新たなシミュレーション実現法などを計画している。 
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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。特に基礎の科目である

線形代数学と微分積分学について、全員に工学部生として必要な学力を修得させること。 

実績：線形代数学は前期に、微分積分学は後期に演習の時間をもうけており、学生の学力低下に

一定の歯止めをかけることができている。また、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（今年度は前期

427 名、後期 163 名が利用）。 

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、学生の学力にはかなりのバラツキがある。今後は全体の学力の底上げをす

るための方策を検討、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ており、今年度は 25 名の参加があった。この

分野の研究拠点のひとつと認知されるようになっている。 

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。 
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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

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。また，物理グループで共同執筆した

教科書「力学・波動（日新出版）2001 年版」の改訂を行ったので，2010 年から講義で使用します。 

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 21

年度には 7 名の卒業研究生と 6 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 22 年度からは、新たに出版した「物理・化学実験」の教科書を使用した化学

実験を実施する。「工学基礎化学」の教科書については平成 23 年度の出版を目指す。これらの教

科書を使用した基礎教育を展開することによって、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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専任・教授  明山 浩 （AKIYAMA, Hiroshi）   

学科等 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＞ 

 理系基礎科目の「線形代数学Ⅰおよび演習」と「線形代数学Ⅱ」では、高校で学習した事柄を確認・

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事項からはじめ、工学に現れる偏微分方

程式のうち代表的なもの（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。授業ではプリントを配り、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

代物理学などでは普通に用いられてき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・配布して入門的講義を行い、大学院生の将来に役立つ数学の幅を広

められ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 

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。質問

事項は本学工学部の数学の授業・演習に関するものだけでなく、数学以外の他の科目や学科・専攻

での研究室のゼミなどで生じる数学関連の問題、大学院入試（他大学院を含む）問題に関するもの

等、極めて多岐にわたっている 

 

＜業績・成果＞ 

・ “工学系の線形代数学” 菊地光嗣,他 （共著） 学術図書出版社 (2009)  

 

 

多様体上の解析への超準解析学の応用 
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【 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はディラック作用素と

の関連からも重要である。本研究では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ているが、それを用いれば、熱核の（短時間）漸近展開も

自然な方法で得ることができる。このことについて以下のシンポジウムで講演した。 

 

＜業績・成果＞ 

招待講演 

 ・ “熱核の超準的考察” 明山 浩, 「2009 年度超準解析シンポジウム」（於．名古屋大学）, 

2009 年 11 月 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学部学生委員会の副委員長と、全学学生委員会委員（１年目）を務めた。また、電子科学研究

科総務・教務委員（２年目）も務めた。 

 

【 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ていきたいと考えている。 
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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＞ 

  理系基礎科目として「工学基礎化学」および「物理・化学実験」を担当している。化学を専門と

しない多くの学生に化学の面白さを伝えていければと思っている。平成２１年度は外国人秋季入学

生に対するＮＩＦＥＥ教育にも関与した。今後さらに多くの留学生に入学していただき実績を積み

重ねていきたい。また、情報学部の学生に対しては、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 

化学の世界  情報学部3年 1 ○  

工学基礎化学２  学部1年 3  ○ 

物理・化学実験  学部2年 4 ○  複数担当（10人） 

基礎化学演習  学部1年（ＮＩＦＥＥ） 1  ○ 複数担当（３人） 

 

【 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。平成 21 年度は、従来難しいと

されてきた、酸化物の分解と酸化性ラジカルの選択的生成に成功した。  

＜実績＞  

(1)  加熱イリジウム触媒体を用いた酸素等の酸化性ガスの分解と酸化性ラジカルの定量、およ
び発生過程の解明 

(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 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “Detection of Radical Species Produced by Catalytic Decomposition of H2, O2 and their Mixtures on 
Heated Ir Surfaces” H. Umemoto, H. Kusanagi, K. Nishimura, and M. Ushijima, 

  Thin Solid Films, 517, [12] 3446-3448 (2009).  
2) “Catalytic Decomposition of H2O(D2O) on a Heated Ir Filament to Produce O and OH(OD) Radicals” 

H. Umemoto and H. Kusanagi, Open Chem. Phys. J., 2, 32-36 (2009). 

化学気相堆積過程の基礎的理解と応用 
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3) “Substrate Temperature Dependence of the Photoresist Removal Rate using Atomic Hydrogen 
Generated by Tungsten Hot-Wire Catalyst” M. Yamamoto, T. Maruoka, A. Kono, H. Horibe, and H. 
Umemoto, Jpn. J. Appl. Phys., 49, [1] 016701 (2010). (6 pages) 

4) “Order of Reaction between Photoresist and Atomic Hydrogen Generated by a Tungsten Hot-Wire 
Catalyst” M. Yamamoto, T. Maruoka, A. Kono, H. Horibe, and H. Umemoto, Appl. Phys. Express, 3, 
[2] 026501 (2010). (3 pages) 

5) 「工学基礎化学実験」生駒修治、植田一正、梅本宏信、平川和貴、山田眞吉 編  

(株)学術図書出版 (2010). 

国際会議発表     

・T. Miura, M. Kekura, H. Horibe, M. Yamamoto, and H. Umemoto 

“Novel plasmaless photoresist removal method in gas phase at room temperature” 215th Electrochemical 

Society Meeting (San Francisco) 2009 年 5 月 28 日 

国内学会発表  

・H. Umemoto and H. Kusanagi 

“Non-Arrhenius temperature dependence of H2O decomposition on heated Ir catalysis” 

第 25 回化学反応討論会（さいたま） 2009 年 6 月 2日 

・梅本宏信、草薙弘樹 

「水蒸気分子触媒分解過程における非アレニウス温度依存」 

第６回Ｃａｔ－ＣＶＤ研究会（金沢） 2009 年 6 月 19 日 

・梅本宏信 

「化学気相堆積過程における並進、回転、振動励起種の発生とその緩和過程」 

第 6回Ｃａｔ－ＣＶＤ研究会（金沢） 2009 年 6 月 20 日 

・梅本 宏信、柏木 雄大、大平 圭介、小林 弘幸、安井 寛治 

「Ru および W触媒体上でのアンモニアの分解によるラジカル発生機構」 

春季第 57 回応用物理学関係連合講演会（平塚） 2010 年 3 月 18 日 

他 2 件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

日本工学教育協会業務委員会委員 
＜管理・運営＞ 

防災委員会委員 
システム工学科教授選考委員会委員 
共通講座教授選考委員会委員長 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：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」（分担） 

 

【 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。そして、窒素ガスから窒素原子が生成するのかどうかについての論争に決着をつけたい。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 

    
       

 

【 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：火 16:00～18:00  後期：火 16:00～18:00 

 

＜業績・成果＞ 

著書               

1) 「工学系の線形代数学」，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) 

 

【 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。 

 

＜実績＞  

（１）勾配ヤング測度の理論を有界変動函数に拡張した。また，その 1 つの応用として一次増大

度のエネルギー汎函数を持つ双曲型方程式系に対する線形近似の理論を構築した。 

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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（２）有界変動函数列の収束に関しいくつかの所見を得た。 

＜業績・成果＞ 

学術論文               

 “Constructing a solution in time semidiscretization method to an equation of vibrating string with an 

obstacle” K. Kikuchi, Nonlinear Analysis, 71, No. 12, (2009), e1227-e1232 

国内学会発表  

“有界変動函数列の収束について”  菊地光嗣, 夏の偏微分方程式セミナー2009, 2009 年 8 月 

 

【 その他の事項 】 
＜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，共通講座副講座長 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：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，課題番号 19540212。（代表） 
 

【 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。教育面に関して，現在学内限定で販売され

ている線形代数学の教科書「工学系の線形代数学」を 2010 年度中に市販する計画である。 
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【 研究室構成 】  

教  員：高野 優    

 

【 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 2 ○    

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。夜間主学生

で微分積分学の単位未修得者３名に対して、前期夜間に特別に授業を開講した。 

 

２）「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。 

 

 

 
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） 
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【 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」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。 

ボラティリティを変動させるモデルも多くのものが提案されている。現在興味を持っているモデル

は、2001 年に Barbdroff-Nielsen and Shephard が発表したもので、ボラティリティが次の確率微分方程

式で定まる一般化された Ornstein-Uhlenbeck 過程 V(t)： 

    dV(t)=－λV(t)dt ＋ dZ(t)    （ λは定数、Z(t) はジャンプのみで増加するレヴィ過程）

であり、株価過程 S(t)=S(0)exp[X(t)] の X(t) は次の確率微分方程式： 

    dX(t)={γ ＋ βV(t)}dt ＋√[V(t)]dW(t)   （ γ、βは定数、W(t) はブラウン運動） 

で定まるものである。このモデルは BNS-model として多くの研究があり、また拡張が考えられてい

る。オプション価格は,元の確率空間の確率 P と同値で、株価 S(t) をマルチンゲールとする確率 P* の

期待値で与えられる。しかし、一般には市場は完備でなく、このような確率 P* は多数存在する。そ

の中で、考えたいモデルにとって一番適切なものは何かが問題になる。その尺度としてよく用いられ

るのはエントロピーを最小にするものがある。これらに関する Hubalek-Sgarra の結果[2009] に関心が

あり、その拡張を考えている。 

 

【 その他の事項 】 

＜管理・運営＞ 

全学評価会議委員 

＜学生支援＞ 

  学生相談室相談員 

＜社会貢献＞ 

  教員免許状更新講習講師 

【 今後の展開 】  

 あと 1年で定年退職のため、数理ファイナンスの研究を続けるとともに、今後は確率論全般につい

て勉強してみたい。 
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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  

 
 

 

【 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、高校物理と大学物理の違いである微分・積分・ベクトル

を用いた解析法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

らうため、出来るだけ単純な例を用いて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 

力学・波動Ⅰ  学部1年 １ ○  

力学・波動補習  学部1年 1 ○  複数担当（5人） 

電磁気学  学部2年 2 ○  

物理・化学実験  学部2年 1 ○  

力学・波動Ⅱ  学部1年 2  ○ 

基礎物理学演習 NIFEE学生 1  ○ 複数担当（5人） 

波動光学  大学院1,2年 1  ○  

 

 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

  近年、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製すること

が難しく、これが高解像度 X 線顕微鏡イメージング法の障害となっている。そこで、近年，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の回折波強度分布のみから

回折波の位相を回復し、その再生波面を逆伝搬させて，直接、物体を再生する方法の研究が，国内

外において盛んになってきている．本研究では，独自の新しい高解像度 X 線回折イメージング法

の開発を目標としている． 

 

 

光 ・画像情報処理及びその光計測への応用 

300



共通講座 

＜実績＞  

（１）回折波強度からの物体再生において解像度を上げるためには，従来用いられていたフレネル回

折条件を超えた広範囲な回折強度から位相を回復する必要がある．そこで，最近提案した合

成開口アレイフィルターを用いた位相回復法の改良を行い，フレネル条件を超えた範囲から

高解像度な物体再生を行う方法を提案し，その有効性をシミュレーションにより示した。 

（２）合成開口アレイフィルターを用いた位相回復によるイメージング法の実証実験をレーザー光

を用いて行い，有効性を示すデータを得た。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                         

1) N. Nakajima, “Phase retrieval using an aperture-array filter under partially coherent illumination,” Opt. 

Commun., 282, 2128-2135 (2009).  

2) N. Nakajima, “Phase retrieval from a high-numerical-aperture intensity distribution by use of an 

aperture-array filter,” J. Opt. Soc. Am. A 26, 2172-2180 (2009).  

 

解説・特集 

1) 中島伸治：「合成開口アレイフィルターを用いた X 線位相回復」，光学，38 巻，10 号, 2009, pp. 

516-522． 

国内学会発表  

・中島伸治：“開口アレイフィルターを用いた位相回復：高開口数強度からの物体再生”，第 70 回応

用物理学会学術講演会、富山大学，2009 年 9 月． 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

附属図書館浜松分館長 

共通講座物理グループ平成 21 年度当番 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：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」（代表） 
 

【 今後の展開 】  

 提案したイメージング法の実証実験を行い，有効性を示すデータを得た．しかし，予算の関係で簡

易実験システムを用いたため，十分な精度のデータが得られなかった．今後は，実験装置を揃え，さ

らに精度の良い実験を行う予定である． 
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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 

【 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I, II 学部1年 2 ○ ○ 習熟度別クラスの基礎クラスの1つを担当。 

現代物理 学部2年 １ ○ ○ 前期ＥＤ 

自然と物理 情工2、3、4 1  ○ 共通科目 

物理・化学実験 学部2年 4.5 ○  Ｍ、ＥＤ、Ｃの3クラスの物理実験を担当 

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。 

基礎物理学演習 NIFEE学生 1  ○ 複数担当（5人） 

ナノテクノロジー材料工学 大学院1,2年 1 ○  機械工学専攻 

 

【 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、ホイスラー合金、遷移金属シリサイドなど）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。また、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」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) 

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 
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 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)、遷移金属シリサイドの

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） 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、Ni2MnAl, Fe3Al, Al3Sｃなどのバンド計算結果が、Ni,Fe,Al 中の不純物相互作用エ

ネルギーの計算で、４体まで取り入れれば、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（日本金属学会、国際会議で発表、論文 2）。 

（２） 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

バイスとして重要)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。今年度は、Co2MnSi, Co2CrAl の構造欠陥エ

ネルギーと構造欠陥による母体磁性変化を第一原理計算で調べ、実験結果を統一的に説明し

た。（日本金属学会、国際会議で発表、論文１）。 

（３） 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、２不純物の格子歪エネルギーを計算中（日本金属学会で発表）。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

(1) 力学・波動（改訂版）、2009 年 10 月 30 日発行、日新出版、浅田寿生、星野敏春、 

中島伸治、藤間信久、野田直剛 

国内学会発表：日本金属学会などの発表、4 件。国際会議発表：第 16 回準安定材料、メカニカルア

ロイング、ナノ結晶材料に関する国際シンポジウムでの発表、2 件。 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学部長補佐、工学部広報企画室長、工学部高大連携ＷＧ纏め役、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、キャンパスミュージアム運営委員会委員、静大 60 周年記

念誌部門委員（創造大学院の委員） 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：１．科研費基盤研究（C、平成 20-22 年、代表）「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」、２．科研費基盤研究（C、平成 20-22 年、分担）

「金属（アルミニウム、鉄）中の不純物原子間相互作用エネルギーと格子歪の第一原理計算」、

３．奨学寄付金（新日鐵先端研究所、先端研所長橋本操）「Ｆｅ中の原子間相互作用の研究」 
 

【 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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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  

 
  

 

【 研究室構成 】  

教    員：山田 眞吉 

修士課程：2年（1名） 

学  部：4年（1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 

工学基礎化学Ⅰ  学部1年 2 ○  

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 1  ○ 

 

【 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ピリジンおよびピリジンカルボン酸を取り上げ、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察した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1) 山田眞吉（分担執筆） 「工学基礎化学実験」、静岡大学工学部共通講座化学教室編 

学術図書出版社，ISBN978-4-7806-0186-2 C3043 (2010 年 3 月). 

 

分析化学 
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国内学会発表  

1) 八木 淳，山田眞吉 「ペルオキソ二硫酸塩によるピリジン類の硝酸塩への酸化」，第 40 回中

部化学関係学協会支部連合秋季大会，岐阜 (2010) 

 

 

【 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  ○  

 

【 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）準線形性と非線形性の強さの関係に着目して準線形楕円型方程式の正値解の一意性を示した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

・“G-invariant positive solutions for a quasilinear Schrodinger equation” S. Adachi and T. Watanabe 

変分法による非線形微分方程式の研究 
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submitting. 他１件          

国内学会発表  

・On the existence of G-invariant standing waves for a class of quasilinear Schrodinger equations 
第 35 回発展方程式研究会，他２件 
 

 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：・平成 21 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」（代表） 
              ・平成 21 年度科学研究費補助金 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」（分担） 

 

【 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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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（1名） 

 

【 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 ○  機械工学科前半クラス 

物理・化学実験 学部 2 年 4 ○  機械工学科、複数担当（5 人） 

物理・化学実験 学部 2 年 4 ○  電気電子工学科、複数担当（5 人） 

物理・化学実験 学部 2 年 4 ○  物質工学科、複数担当（5 人） 

物理・化学実験 学部 2 年 4 ○  システム工学科、複数担当（5 人） 

基礎有機化学 学部 1 年 2  ○ 物質工学科 C1 クラス 

基礎有機化学 学部 1 年 2  ○ 物質工学科 C2 クラス 

基礎化学演習 学部 1 年 2  ○ NIFEE プログラム、複数担当（3 人） 

物性工学特論 大学院 1,2 年 2  ○ 複数担当（2 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。 

 

 

有機分子を用いた材料作成と素子応用 
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＜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。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) (5E)-2-[4,5-bis(methylsulfanyl)-1,3-dithiol-2-ylidene]-5-(4-iodo-1,3-dithiol-2-ylidene)-1,3-dithiolan-4

- one (K. Ueda, K. Yoza) Acta Cryst. Vol. E65, o2920 (2009). 他 3 件 

国際会議発表     

・ Synthesis of a π Extended Tetrathiafulvalenoquinone-1,3-dithiolemethide Derivative and its 

Aggregating Property of Metal Compounds (Kazumasa Ueda, Kenta Suzuki, Kengo Suzuki) 8th 

International Symposium on Crystalline Organic Metals, Superconductors and Ferromagnets 

(ISCOM 2009), Abst. No. PS2-5, p. 181 (September 12 – 17, 2009, Rusutsu, Japan.). 

国内学会発表  

・ 扇型有機ドナー分子による多孔質結晶の作成と空孔での金属化合物の自己凝集 （植田一正、片

山真宏、鈴木健吾）日本化学会代 89 春季年会(2009) (2009) 船橋 

 
【 その他の事項 】 
＜社会貢献・国際交流＞ 

国際会議（ISCOM2009）に参加し国際交流に努めた。 
＜管理・運営＞ 

工学部等安全衛生管理委員会委員 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：1)「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）（代表） 
：2)「ナノ粒子の超高密度配列制御のための鋳型分子の探索」(財)はましん地域振興 

財団 （代表） 
：3)「ナノデバイス実現のためのナノ粒子の三次元配列法の構築」（財）化学技術戦 
略推進機構 （代表） 

 

【 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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専任・准教授  岡部 拓也（OKABE Takuya）   

共通講座 

専門分野： 物性理論  

 
web site: http://phys.eng.shizuoka.ac.jp/~okabe,  http://jaguar.eng.shizuoka.ac.jp 
 

【 研究室構成 】  

教    員：岡部 拓也  

学  部：4年（1名）（電気電子工学科）   

 

【 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、まずなにより履修内容に興味をも

ってもらう．その上で，広範な理工学分野の基礎として，それぞれの科目の意義有用性をしっか

りと理解し習得してもらう。講義に満足してもらえるよう，講義関連のことがらのみならず評価

基準や結果などもふくめて，できるかぎり受講者が納得できる形で提示する。課題を多く与え，

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 

基礎物理学演習  学部1年  (NIFEE) 1  ○ 複数担当 

電磁気学  学部2年 2 ○  A科 M科 

物理・化学実験  学部2年 2 ○  A科，M科 複数担当  

力学・波動II  学部1年 1  ○  

熱統計力学   学部2年 2  ○ A科 ED科 

量子力学 大学院 1 ○   

力学・波動I  (補習) 学部1年 1 ○  複数担当 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

電子間相互作用が重要な役割を演じる系におけ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に解明する。 

＜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 

 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

１） 物理学実験 ---「物理・化学実験」テキスト--- 共通講座物理教員編（第 1 章，第 8 章の執

筆および全体編集を担当）（2010.3） 

２） T. Okabe, Spin-fluctuation drag thermopower of nearly ferromagnetic metals, J. Phys.: Condens. 

Matter 22 (2010) 115604. 

強相関電子物性 
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国内学会発表  

１） 岡部拓也、「 電子熱抵抗係数 Bの非自明な温度・不純物依存性 」，日本物理学会 

 （2010 年 3 月） 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

日本物理学会領域運営委員(領域８(磁性)) 

＜管理・運営＞ 

城北地区交通対策委員 
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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       

              
 

 

【 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。 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 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 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 1  ○ 

 

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４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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【 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 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 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 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 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。 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

附属図書館委員。工学部 FD 委員。 
 

【 今後の展開 】  
グラフは１次元複体とみなせば位相空間となり、その意味ではグラフ理論は位相幾何学の１分野

である。一方で、組み合わせ論の側面も持ち、数え上げの手法でさまざまな結果が導かれている。こ

の性格をうまく使いこなせばトポロジーに対する新たな切り口が見いだせると思う。 
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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   

学  部：4年（1名）  

 

【 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 

基礎物理学演習 NIFEE学生 1  ○ 複数担当（5人） 

力学・波動I(補習) 工学部1年 1 ○  複数担当（5人） 

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  ○  

固体物性特論 工学研究科電気電子工学専攻 1  ○ 複数担当（2人） 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

近年，分子または原子からなる極微メモリ素子の開発を目指した研究が進みつつある．最近では，

CuN 薄膜上の Fe 原子(S=2)が双安定の異方性エネルギーDSz
2 (Szはスピンの z 成分, D～－1.55 meV)

を持つことが実験と理論解析により示された[C. F. Hirjibehedin et al., Science 317, 1199 (2007)]．こ

のような単一原子スピン系では，スピンスイッチングにおけるスピン緩和の影響が重大な課題にな

っている．しかしスピン緩和の一因であるスピン－原子振動相互作用 VSAの理論的研究はあまり進

んでいない．そこで今年度は，結晶場中の単一原子スピン系に対して，VSAとそれによるスピン緩

和時間の表式の導出を目標にして研究に取り組んだ． 

＜実績＞  

（１）結晶場分裂エネルギーを無摂動項，スピン軌道相互作用 Hsoおよび原子振動による結晶場エネ

ルギーの変化ΔVcを摂動項として，VSAおよびスピンフリップハミルトニアン VSFの表式を導

出した．ここで，HsoとΔVcには原子核の微小振動変位 r と電子のそれの差Δr を考慮に入れ

た．主な結果として，スピン軌道相互作用の結合係数の大きさが 10meV 以上の場合(Fe は約

ナノ磁性材料に関する理論的研究 
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12meV)，振動数が 1THz 以下で，|VSAの係数|＞|VSPの係数|になることを示した．ただし，VSP

は従来のスピン－フォノン相互作用を表す．この結果をまとめたフルペーパーは現在投稿中

である． 

（２）強磁性体の異方性磁気抵抗効果(AMR)の理論的研究を行った。Campbell, Fert, Jaoul らによる従

来理論[I. A. Campbell et al., J. Phys. C: Metal Phys., Suppl. No.1, S95 (1970)]を拡張することで，

通常の強磁性体(Fe, Co, Fe4N など)だけでなくハーフメタリック強磁性体(CoMnAl1-xSix ホイ

スラー合金など)の AMR の実験結果も説明できる単純モデルを提案した．この研究は東北大

学電子物理工学(実験グループ)との共同研究であり、現在フルペーパーは投稿中である． 
 

＜業績・成果＞ 

 学術論文 

1) Satoshi Kokado, Kikuo Harigaya, and Akimasa Sakuma, phys. stat. solidi (c) 6 No. 10 (2009) 2113 - 

2118.   

“Switching of a single atomic spin induced by spin injection: Effect of spin relaxation” 

2) Masakiyo Tsunoda, Yosuke Komasaki, Satoshi Kokado, Shinji Isogami, Che-Chin Chen, and Migaku 

Takahashi, Appl. Phys. Express 2 (2009) 083001-1 – 083001-3.  

“Negative Anisotropic Magnetoresistance in Fe4N Film” 

国際会議発表     

1) Satoshi Kokado, Kikuo Harigaya, and Akimasa Sakuma 

“Spin-Atomic Vibration Interaction and Spin-Flip Hamiltonian of A Single Atomic Spin”  

Trends in Nanotechnology 2009 Conference, Barcelona, Spain,  September 01-05, 2008  

2) Satoshi Kokado, Kikuo Harigaya, and Akimasa Sakuma 

“Switching of A Single Atomic Spin Induced by Spin Injection: A Model Calculation” 

Proc. of the 9th Int. Symp. on Foundations of Quantum Mechanics in the Light of New Technology - 

ISQM-TOKYO’08 (2009) 142 – 145. 

国内学会発表  

1) 古門聡士, 針谷喜久雄, 佐久間昭正  “単一原子スピンのスピン－原子振動相互作用” 日本

物理学会 熊本大学 9 月 25 日－ 28 日 

2) 角田匡清, 駒﨑洋亮, 古門聡士, 磯上慎二, 陳哲勤, 高橋研  “Fe4N 薄膜の負の異方性磁気抵

抗効果 ～少数スピン伝導の証拠～” 日本磁気学会 長崎大学 9 月 12 日－ 15 日 

3) 角田匡清，駒崎洋亮，古門聡士，磯上慎二，陳哲勤，高橋研  “γ'-Fe4N 薄膜の負のスピン

分極と磁気抵抗効果” 日本金属学会 筑波大学 3 月 28 日－ 30 日 

 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ テクノフェスタ実行委員会，評価実施委員会 

＜特筆事項＞ 外部資金獲得： 

科学研究費補助金 若手研究(B)  
「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」（代表） 
科学研究費補助金 基盤研究(C)  
「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」 （分担） 

 

【 今後の展開 】  

スピン－原子振動相互作用によるスピン緩和時間の表式の導出を行う．さらに，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． 

315



共通講座 

 

 

  

専任・准教授  関根 義浩 （SEKINE Yoshihiro）   

共通講座  

専門分野： 作用素環論  

 
 

 

【 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 
 

【 研究 】 
＜目標＞ 

   無限のもつ対称性を理解する。 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

防災・安全委員会委員 
 

【 今後の展開 】  

 作用素環論の研究、数学の基礎教育を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
作用素環論 
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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 

 

【 研究室構成 】  

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。 
全学科の 1 年生が参加する創造教育実習（1 チームあたり 8 人の班に分かれて自律型ロボットを作

成し、与えられた課題を競う。今年度より 2 年間今年度より創造教育支援センターの併任教員とし

て担当。）では、学生の自主性を重視した指導をこころがけた。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【 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。  
 
 

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 ○   

創造教育実習  学部 1 年 2  ○  

熱統計力学  学部 2 年 1  ○  

ナノ構造物の電気

伝導論 
 大学院 1,2 年 1 ○   

 

基礎物理学演習  NIFEE 学生 1  ○ 複数担当（5 人） 

力学・波動 I(補習)     学部 1 年 1 ○  複数担当（5 人） 

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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＜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、層間の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やグリーン関数を用いた摂動論により直感的な説明を与えた。これに

関して現在、論文を投稿中である。 

 

＜業績・成果＞ 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

情報基盤設備仕様策定検討作業部会工学部内委員 
工作技術センター協議会委員 
創造教育支援センター併任教員 
 

【 今後の展開 】 
単層ナノチューブと単層グラフェンが接触した構造や 2 層グラフェンの層間電流についても上述の摂動論 
を適用する。また、グラファイトは Li 電池電極としても重要であるが、Li が層間にインターカレートされた 
ナノチューブ、グラフェン、およびそれらの複合系についても層間電流に注目した解析を行う。 
 

 

 

 

319



共通講座 

 

 

  

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    

 

 

【 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 4 ○  

線形代数学Ⅱ  学部1年 2  ○ 

応用数学Ⅱ  学部2年 1 ○  

現代数学入門  NＩFEE 学生 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 】 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：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：2年（2名）、1年（3名） 

学  部：4年（2名） 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  学部生対象の授業では、物理化学分野を主に担当しているが、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。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。NIFEE 学生には、

日本語能力の向上を目指し、特に化学に関する専門用語の学習に力を入れている。３、４年生対象

の安全工学では、放射線安全学に関する数少ない講義なので、実践でき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 

安全工学  学部3,4年 2 ○  複数担当（10人） 

物理・化学実験  学部2年 4 ○  複数担当（10人） 

研究体験実習  学部1年 2 ○  複数担当（26人） 

基礎化学演習  学部1年（NIFEE） 1  ○ 複数担当（3人） 

工学基礎化学ⅠⅠ  学部1年 2  ○ 

物性工学特論   大学院1,2年 1  ○ 複数担当（2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）を担当。 

＜業績・成果＞ 

教科書 生駒修治、植田一正、梅本宏信、平川和貴、山田眞吉 著（五十音順）、工学基礎化学実

験、学術図書出版社、2010 年 

【 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。今年度は、

主に合成ポルフィリンを用い、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。特

に、最新の抗がん剤のように特定の生体分子を選択的に攻撃する光増感剤の開発を進めている。ま

た、従来の光増感剤は、活性が酸素に依存していたが、酸素濃度が低いがん細胞内でも活性を維持

させるため、酸素に依存しないメカニズムの光増感剤の開発も行っている。 

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 

  薬剤が相互作用する DNA 塩基配列の効果を詳細に明らかにした。 

（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開発 

  新規ポルフィリン P(V)錯体を合成し、新規機構(電子移動)による作用を明らかにした。 

（３）電子ドナー直結ポルフィリンの開発 

  上記の光増感剤の活性制御の基礎となる電子ドナー直結ポルフィリンを合成し、第二励起状態か

らの高速電子移動などの光物理過程を明らかにした。 

（４）ビタミン B類を用いた可視光線光毒性モデルの構築 

 光毒性モデルの詳細な機構について、新たに HPLC を用いた実験で明らかにした。 

（５）白金ナノ粒子による活性酸素除去 

  白金ナノ粒子触媒による紫外線および活性酸素に対する防護機構を明らかにした。 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等              

1) “Anomalously selective quenching of S2 fluorescence from upper excited state of zinc 

5-(1’-pyrenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin derivatives through intramolecular charge transfer state” 

K. Hirakawa, K. Saito and H. Segawa, J. Phys. Chem. A Vol. 113, pp. 8852-8856(2009).  

2) “Platinum nanoparticle catalyst scavenges hydrogen peroxide generated from hydroquinone” K. 

Hirakawa and S. Sano, Bull. Chem. Soc. Jpn. Vol. 82, pp. 1299-1303 (2009). 

3) “Visible light-assisted sterilization activity of water-soluble antimonyporphyrin toward 

Saccharomyces Cerevisiae” M. Yasuda, T. Nakahara, T. Matsumoto, T. Shiragami, J. Matsumoto, H. 

Yokoi, T. Hirano and K. Hirakawa, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. Vol. 205, pp. 210-214 (2009).   

4) “DNA damage and apoptosis induced by photosensitization of 5,10,15,20-tetrakis 

(N-methyl-4-pyridyl)-21H,23H-porphyrin via singlet oxygen generation” S. Tada-Oikawa, S. Oikawa, 

J. Hirayama, K. Hirakawa and S. Kawanishi, Photochem. Photobiol. Vol. 85, pp. 1391-1399(2009).  

他 2 編 

国際会議発表     

“The relaxation process of photoexcited state of DNA-binding photosensitizers and the sequence-dependent 

generation of singlet oxygen” K. Hirakawa, Y. Nishimura, T. Arai, T. Hirano and Y. Nosaka, The 6th 

Korea-Japan Joint Symposium on Frontier Photoscience & 2009 International Conference on Frontier 

Photoscience and Function Materials, 30 Oct ~ 3 Nov 2009, Deajeon, Korea 他 1 件 

国内学会発表  

“DNA 認識による電子ドナー直結型ポルフィリンの電子遷移制御”平川和貴、日本化学会第 90 春

季年会 他 10 件 

招待講演 

“光毒性の評価および化学防護における新規材料の応用”第 31 回日本光医学･光生物学会 他 2件 

【 その他の事項 】 

＜管理・運営＞ 

浜松キャンパス安全衛生委員会、テクノフェスタ実行委員会、薬品管理システム運営委員会、物

質工学科入試方法検討委員会 

＜特筆事項＞ 

受賞・表彰： ・日本光医学・光生物学会奨励賞（生物・化学領域）・IJRC 奨励賞 

外部資金獲得： 科研費若手 B、DNA 認識による光線力学的療法用光増感剤の活性制御（代表） 

【 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、

実用化を視野に入れた改良を目指したい。 
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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    

 

 

【 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。 

 

非線形波動方程式の解の挙動 
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＜実績＞  

 n×n 型一階双曲系偏微分方程式の古典解のライフスパンを評価することに成功した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

The lifespan of solutions to quasilinear hyperbolic systems of n×n in the critical case, Saitama Mathematical 
Journal, Vol. 26, pp.15-38, (2009) 
 

 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科学研究費 基盤研究（C）平成２０年度～２２年度（代表） 
             基盤研究（C）平成１９年度～２２年度（分担） 
 

【 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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共通講座 

 

 

  

専任・講師  武石 薫 （TAKEISHI Kaoru） 

共通講座    

専門分野： 触媒化学、新エネルギー 

 
  

 

【 研究室構成 】  

教    員： 講師・武石 薫 

学  部： 4年（1名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  学生実験、科学英語の演習などを担当しているが、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(化学システム演

習 II)。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 

K 技術英語数学演習 I  学部2年 1 ○  複数担当（2人） 

K 技術英語数学演習 II  学部2年 1  ○ 複数担当（2人） 

K 化学システム演習 II  学部3年 1  ○ 複数担当（2人） 

K 物質工学実験 I  学部2年 1.5  ○ 複数担当（6人） 

K 物質工学実験 II  学部3年 4 ○  複数担当（10人） 

K 化学工学特論  学部3年 1  ○ 複数担当（16人） 

NIFEE新入生セミナー NIFEE 1年 1  ○ 複数担当（2人） 

   (* K: 物質工学科 化学システムコース) 

 

【 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。 

 

 

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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＜実績＞  

(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）     

1. “Dimethyl Ether (DME): A Clean Fuel for the 21st Century and Catalysts for It”, K. Takeishi, The 5th 

IASME / WSEAS International Conference on ENERGY & ENVIRONMENT (EE'10).   (2010.2)  

(Cambridge, United Kingdom)   (Plenary Lecture) 

2. “Hydrogen production by DME steam reforming over copper alumina catalysts prepared by the sol-gel 

method, 6th Asian DME Conference.   (2009.9)   (Seoul, Korea) 

3. “Catalysts for direct synthesis of dimethyl ether from syngas, EuropaCat IX, Catalysis for a Sustainable 

World.   (2009.8)   (Salamanca, Spain) 

他 6 件 

国内学会発表 （依頼講演 1 件） 

1.“21 世紀のクリーン燃料ジメチルエーテル(DME)”, 武石 薫, 科学技術振興機構 新技術説明会 

バイオ燃料 (2009.8).  （東京） （依頼講演） 

他 5 件 

特許出願・取得 1 件 

1.“水素生成装置”, 武石 薫, 瀬川 昇, 山田 和矢, 福島 公親, 出願番号 平成 03-410859, 登録番

号 4375719 (2009.9). 

論文 

1.“Dimethyl ether and catalyst development for production from syngas”, K. Takeishi, Biofuels, 1 (1), 

217–226 (2010.1). 

2.“21 世紀のクリーン燃料”ジメチルエーテル(DME), ケミカルエンジニヤリング, 55 (1), 11-19 

(2010.1). 

3.“Hydrogen Production from Dimethyl Ether (DME)”, Kaoru TAKEISHI, Hiromitsu SUZUKI, Recent 

Advances in Energy & Environment, 396-400 (2010.2). 

 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・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 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：共同研究費 1 件 
奨学寄附金 2 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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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：  田中 繁一(機械工学科准教授)，山下 淳(機械工学科准教授)， 

関川 純哉(電気電子工学科准教授)，立蔵 洋介(電気電子工学科助教)， 

木村 元彦(物質工学科教授)，冨田 靖正(物質工学科准教授)， 

生源寺 類(システム工学科助教)，田村 了(共通講座准教授) 

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 コマ数 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 21 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。 

 
2009.4.18（土）浜松理科教育研究会 学習会 30 名 
2009.7.28（火）磐田市中学技術科教員研修 14 名 
2009.7.29（水）浜松市理科研究部 研修会 43 名   
2009.8.4（火）夏休み、親と子で楽しむ「ものづくり」 22 名  
2009.8.11（火）サイエンスパートナーシッププロジェクト飯田小学校 教員研修 4 名   
2009.9.3（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 63 名   
2009.9.4（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② 100 名   
2009.9.8（火）サイエンスパートナーシッププロジェクト砂丘小学校 ロボット講座 55 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 

2009.9.11（金）サイエンスパートナーシッププロジェクト飯田小学校 ロボット講座 128 名   
2009.9.24（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① 109 名   
2009.11.26（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② 109 名   
2010.1.14（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③ 109 名   
 
2009.8.8～9 女子中高生の理系進路支援選択事業「感じる？最新のカガ

ク」 53 名（右写真） 
2009.8.27～28 女子中高生の理系進路支援選択事業「感じる？最新のカガ

ク」 53 名 
2009.11.20～29 大学サイエンスフェスタ「東海道ひかり旅－光が拓く未

来社会－」一部担当 
2009.12.23  女子中高生の理系進路支援選択事業「感じる？最新のカガ

ク」 11 名 
 
 

＜外部資金・プロジェクト等＞ 

平成 21 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」継続 
(創造教育支援センターが中心となり企画・申請) 
平成 21 年度文部科学省女子中高生の理系進路支援選択事業

「感じる？最新のカガク」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） 
 2010.1.12（火）浜松市立平山小学校 6 年生 1 クラス (約 11 名)   
 2010.2.2（火）浜松市立北小学校 6 年生 1 クラス (約 42 名)   
 2010.2.4（木）浜松市立砂丘小学校 6 年生 2 クラス (約 55 名)   
 2010.2.8（月）浜松市立冨塚小学校 6 年生 3 クラス (約 94 名)   
 2010.2.16（火）浜松市立芳川小学校 6 年生 3 クラス (約 110 名)   
 

＜著書＞ 

工学基礎実習としてのメカトロニクス 2009 藤間 信久他，学術図書出版社(2009). 
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 

 
  

 

【 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               

・「工学基礎実習としてのメカトロニクス 2009」藤間信久他，学術図書出版(2009). 
・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 
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【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

浜松市理科支援員等配置事業特別講師（理科） 
2009.6.25（木）浜松市立有玉小学校 6 年生 4 クラス (約 104 名)   
2010.2.2（火）浜松市立北小学校 6 年生 1 クラス (約 42 名)   

小中学校教員，児童・生徒向け研修，実習教室開催 
2009.4.18（土）浜松市理科教育研究部 学習会 30 名 
2009.7.28（火）磐田市中学技術科教員研修 14 名 
2009.7.29（水） 浜松市理科研究部 研修会 43 名 
2009.8.4（火）夏休み、親と子で楽しむ「ものづくり」 20 名  
2009.8.11（火）サイエンスパートナーシッププロジェクト飯田小学校 教員研修 4 名   
2009.9.3（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 63 名   
2009.9.4（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② 100 名   
2009.9.8（火）サイエンスパートナーシッププロジェクト砂丘小学校 ロボット講座 55 名 
2009.9.11（金）サイエンスパートナーシッププロジェクト飯田小学校 ロボット講座 128 名 
2009.9.24（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－電流のは

たらき 109 名   
2009.11.14（土）-15（日）テクノフェスタ in 浜松 ロボット体験会 201 名（14 日）、325 名（15
日） 
2009.11.20（金）-29（日）大学サイエンスフェスタ 
2009.11.26（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－回路パ

ターンの製作 109 名   
2010.1.14（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－ロボット

のプログラミング 109 名 
産学連携実習教室開催 

2010.3.28（日）マルツロボット講座 60 名 
 

＜管理・運営＞ 

創造教育支援センター専任教員 

＜特筆事項＞ 

受賞・表彰：   日本工学教育協会 第 18 回工学教育賞業績賞 受賞 
社団法人 日本理科教育振興協会 「卓越した理科特別講師」認定 

 
外部資金獲得： 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」 

【 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 

 

 

  

教授  藤間 信久 （ FUJIMA Nobuhisa） 

共通講座（物理）・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    

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）、 

（創造教育支援センター） 

教員：鈴木 康夫（機械工学科教授・同センター長） 

教員：東 直人（教授） 

技術職員：石野 健英，江藤 弘昭，水野 隆，永田 照三，戎 俊男，太田信二郎 

 

【 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＞ 

著書 

・「工学基礎実習としてのメカトロニクス 2009」藤間信久他，学術図書出版(2009). 

・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＞ 

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

ナノ物質の原子構造・物性の第一原理計算 
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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。 

 

【 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・著書等               
   Bonding properties and structures of titanium clusters on (10,0) single wall carbon nano capsule, 

N,Fujima, T. Oda,  Euro.J.Phys.D, 52 33-36 (2009). 他 1 件 

国際会議発表     

・ISMANAM2009 等 2 件 

国内学会発表  

・“日本金属学会等 2件 

 

解説・特集 

 2 件 

 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

浜松市理科支援員等配置事業特別講師 

＜管理・運営＞ 

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ク：浜松 RAIN 

房」平成 20 年～22 年 （代表） 

＜特筆事項＞ 

受賞・表彰： 日本工学教育協会 第 18 回工学教育賞業績賞 

  社団法人 日本理科教育振興協会 「卓越した理科特別講師」認定 

 
外部資金獲得： 平成 21 年度文部科学省女子中高生の理系進路支援選択事業 

「感じる最新のかがく」採択 （分担） 

 

【 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 

【 工作技術センター構成 】 

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 

 

【 教育 】 

＜授業担当科目および取り組み＞ 

  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   ○ 

 

【 研究支援 】 

 １)全学研究室からの実験装置・試料等設計・製作依頼 

  平成２１年度実績 年間２７４件 

 ２)実習以外での学生の機械工作指導 年間５０２件 

 

【 学生活動支援 】 

 １)フォーミラー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 

 

【 その他の事項 】 

 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 21 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(11 名)、

(4)情報技術系支援室(4名)、(5)安全衛生支援室(3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 2009 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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(3) 基盤技術系支援室 人員：室長 1、補佐 2、室員 8 

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 3 

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 2 

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 

4) 浜松キャンパスの巡視 

5) 薬品管理システムの運用 

 

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) 

 

  2009 年度研修題目及び代表者一覧 

代表者 研修題目 参加人数 

大橋 和義 DNA チップによる ALDH2 遺伝子 SNP 型判定 ７名 

岡本 哲幸 レーザー加工機及び CAD/CAM[AP100]の実務実習 15 名 

水野 保則 VBScript 徹底活用 ６名 

黒川 正明 パソコン通話について 10 名 

中山 政勝 高圧ガスボンベ管理システムの構築 ４名 

 

西部キャンパス研修 

336



技術部 

  講演題目：世界一受けたい防災研修 

  講演者 ：静岡大学 防災総合センター准教授 

 会場  ：佐鳴会館 会議室 

 

(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) 

 2009 年度発表題目および発表者名 

発表者名 発表題目 

草薙 弘樹 浜松キャンパス共同利用機器センター機器習得の取り組み 

石田 敬三 E3 年 DSP 学生実験における Windows7 対応 

水野 隆 創造教育における金属加工 

 

② 技術研究会 

発表者名 発表題目 研究会名 

草薙 弘樹 共同利用機器センターでの機器習得の取り組み 

(有機微量元素分析装置) 

機器・分析研究会 

後藤 克嘉 共同利用機器センターでの機器習得の取り組み 

(走査型電子顕微鏡) 

機器・分析研究会 

水野 保則 デバイ遮蔽現象の３次元粒子シュミレーション法 機器・分析研究会 

江藤 昭弘 創造教育実習教材としての色素増感型太陽電池搭

載触覚ロボットの製作 

機器・分析研究会 

 

③ 他大学での技術報告会 

発表者名 発表題目 大学名 

増田 健二 温室効果気体のリモート計測技術の開発 岐阜大学 

佐原 正芳 平成 21 年度学内研修｢レーザー加工機及び

CAD/CAM[AP100]の実務実習｣ 

三重大学 

増田 健二 UV－VIS－NIR 波長域における天空光同時観測

システムの開発 

名古屋工業大学 
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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 

静岡大学工学部プロジェクト 

超解像画像処理プロジェクト 平成 21 年度活動報告書 

 

プロジェクトリーダー：三浦 憲二郎 （創造科学技術大学院，工学部機械工学科，教授） 

主な研究テーマ：「局在光エネルギの動的空間分布制御による高解像力イメージング手法の開発」 

「超解像画像処理とその次世代半導体欠陥計測への応用に関する研究」 

「GPU による大規模画像処理の高速化」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「超解像画像処理プロジェクト」は、平成 21 年 11 月、文部科学省第 3 期科学技術基本計画の重点推進分

野である「ナノテクノロジー・材料」において萌芽型プロジェクトとして発足しました．当該分野に関する情報交

換，講演会，共同研究を推進し，大型外部資金の獲得を目的として活動しています． 

 

平成 21 年度活動内容 

1. 超解像画像処理プロジェクト定例ミーティング（毎月 2 回程度） 

工学部機械工学科三浦研究室研究会（システム工学科棟 6F ゼミ室）と合同開催 

2. HC2009（International Conference on Humans and Computers，平成 21 年 12 月 9 日～12 月 10 日） 

プロジェクトリーダー三浦による指揮のもと国際研究会議 HC2009 を開催した（12/9 佐鳴会館会議室，

12/10 総合研究棟 10F 会議室）．国内外から教員 26 名，学生 29 名が参加し，招待講演 5 件を含む 37

件の研究発表と意見交換を行った． URL: http://ktm11.eng.shizuoka.ac.jp/HC2009/index.html 

3. 超解像画像処理プロジェクト第１回拡大ミーティング（平成 22 年 3 月 25 日） 

プロジェクトメンバーが一堂に会しプロジェクトの研究内容や今後の方針についての意見交換を行った． 

   

HC2009（三浦の研究発表）       HC2009（臼杵の研究発表）     拡大ミーティング（臼杵の発表） 

プロジェクトメンバー（平成22年3月26日現在）： 

      所 属                  職名      氏 名  

創造科学技術大学院，工学部機械工学科        教授      三浦 憲二郎 

工学部機械工学科                  准教授     山下 淳 

若手グローバル研究リーダー育成拠点         特任助教    臼杵 深 

創造科学技術大学院                 博士課程３年  伊部 公紀 

創造科学技術大学院                 博士課程１年  川西 亮輔 

工学研究科機械工学専攻               修士課程２年  高橋 賢治 

工学研究科機械工学専攻               修士課程１年  宇津山 大二郎 

工学部機械工学科                  ４年      加仲 啓祥 

工学部機械工学科                  ４年      河内 陽介 

工学部機械工学科                  ４年      村木 拓也 
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「瞳孔検出技術と応用」プロジェクト活動報告 

研究代表者：海老澤 嘉伸（システム工学科） 

  

(1)浜松医科大学および㈱タイカとの共同研究「注視点検出に基づく乳児の自閉症スクリーニング機

器の開発」 

・メンバー：浜松医大こどものこころの発達研究センター，土屋賢治，鈴木勝昭，森則夫 他 

      ㈱タイカ 次世代商品開発室 桜井敬久，徳谷恵樹（イノベーションセンター在駐）他 

      静岡大学 海老澤嘉伸，研究室修士学生 3名，学部学生 1名 

・実施プロジェクト：科学技術振興機構（JST）先端計測分析技術・機器開発事業 

「プロトタイプ実証・実用化プログラム」 H21 年度～H23 年度 

・メディカルイノベーションフォーラム 2009（2009 年 11 月，浜松）にて， 

連携プロジェクト及び連携形成への取り組みの紹介として発表（新聞報道 2件）． 

・イノベーションジャパン 2009 で注視点検出装置の展示（2009 年 9 月 16 日～18 日） 

取材を受け，装置について動画配信:DigInfo News，"System for detecting where people are  

looking", http://www.diginfo.tv/2009/11/13/09-0286-r-en.php 

・外部の注視点検出装置開発者ら 2名と注視点出装置とその利用方法についてディスカッション

（2010 年 2 月） 

・米国ニュージャージー州大学の技術移転本部長に装置デモと研究説明，本機器の技術移転に関して

ディスカッション，University Research & Entrepreneurship Symposium へ応募(2010 年 3 月) 

・JST サイトビジットにて，成果プレゼンテーション及びディスカッション（2010 年 3 月）  

・その他，メンバー同士で頻繁にディスカッション 

・学会発表：ステレオカメラを利用した 3次元注視位置検出システム，ViEW2009 ビジョン技術の実

利用ワークショップ講演集,pp.343-348 ，2009.12.4 発表，他 1件 

・特許出願：米国仮出願，System for Detecting Diagnostic of Autism，2010.3.30 出願, 61/318,956 

・特許取得：国内 3件，米国 2件 

・研究内容：較正不要な注視点検出装置の開発と子供を被験者にし，人の顔を PC ディスプレイに写

した時の注視点分布取得実験による装置検証，注視点検出装置の使用カメラのディジタル化の検討 

(2)乗用車メーカとの共同研究「ドライバの運転状態検知技術の研究」 

・研究内容：ドライビングシミュレータを使用した眠気検知実験後のデータ解析を実施 

・特許取得：国内 2件     ・学会発表：2件 

・解説論文：富田，久保田，今野，岩田，深澤，海老澤，漫然運転検知技術の開発，SUZUKI TECHNICAL 

REVIEW, pp.64-69 (2010.3.31) 

(3)大手輸送業社との共同研究「瞳孔検知による眠気検出」 

・研究内容：夜間走行中の輸送車の運転席に眠気検知装置を取りつけて長期実験の実施．カメラの視

野角の検討を行った． 

(4)㈱タイカとの共同研究「高照度条件下での瞳孔検出」 

・研究内容：近赤外光源の発光強度の増強（主に㈱タイカ担当） 

・光学機器開発業者との光学系についての検討，高速度カメラの選定（主に静大担当） 

・学会発表:近赤外照明とビデオカメラによる瞳孔と角膜反射検出法の改善,村手，海老澤，映像情報

メディア学会冬季大会(2010.12.16) 
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            研究プロジェクト 

 
 

静岡大学工学部プロジェクト（川田グループ）研究会 
平成 21 年度活動報告書 

 
プロジェクトリーダー  川田善正      工学部 機械工学科 

 
 
1. プロジェクト概要 

 本プロジェクトでは、光を用いて生きた生物試料を実時間で観察でき、10 ナノメートルの空間分解能を有す

る実時間観察可能なナノイメージング法を実現することを目的とし、実際にシステムを試作し、生きた生物試料

を実時間で高分解能に観察するための技術開発および理論構築を行う。実時間で観察可能な高分解能光学顕微鏡

を実現することによって、分子・たんぱく質レベルでの機能解析から細胞・臓器レベルでの機能解析まで、統一

的な観察を行うことが可能となる。また、液晶分子やコロイド粒子など、走査型電子顕微鏡では観察が困難であ

った試料のダイナミクス解析・観察を行なうことも可能となる。本プロジェクトは、既に外部資金を獲得してい

るため、外部からの学術アドバイザーを招聘し、研究内容へのアドバイスをお願いしている。 

2. プロジェクトメンバー 

 工学部 川田善正, 江上 力, 昆野昭則, 岩田 太, 杉田篤史, 宮川厚夫（学術研究員） 

 若手グローバル研究リーダー育成拠点 居波 渉, 小野篤史 

3. 活動報告 

下記の研究会を実施するとともに、研究打ち合わせを行ない、本プロジェクトへのアドバイスを頂いた。 

○ 第１回工学部プロジェクト研究会開催 

 日時：平成22年 2月 24日（水） 

 場所：高柳記念未来技術創造館１階ラウンジ 

 参加者：45名 

 内容：講演「フォトンマニピュレーションが拓く光科学」笹木敬司 氏（北海道大学電子科学研究所） 

○ 第２回工学部プロジェクト研究会開催 

 平成22年 2月 5日（金）第２回工学部プロジェクト研究会開催 

 場所：静岡大学工学部総合研究棟 205室 

 参加者：16名 

 内容：講演「ＤＮＡナノワイヤーのプラズモニクス」中尾秀信 氏（物質・材料研究機構） 

○ 第３回工学部プロジェクト研究会開催 

 日時：平成22年 3月 11日（木） 

 場所：静岡大学浜松キャンパス 総合研究棟10階 大会議室 

 参加者：42名 

 内容： 講演1「有機薄膜トランジスタおよびELデバイスの開発」中山健一 氏（山形大学） 

    講演 2「15フェムト秒紫外光パルスを用いた光電子イメージング分光」藤 貴夫 氏 

                            （自然科学研究機構 分子科学研究所） 

    講演 3「電子線励起蛍光体の作製と評価」 原 和彦 氏（静岡大学 電子工学研究所） 

    講演4「固体型色素増感太陽電池に適したナノ多孔質酸化チタン電極の開発」昆野昭則 氏 

                               （静岡大学工学部物質工学科） 

    
図. 研究会の実施風景 
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積層欠陥デザインによる 

新規強誘電性･強磁性発現 

プロジェクトリーダー ： 脇谷 尚樹     工学部  物質工学科 

１．プロジェクトの概要 

   本研究プロジェクトは、磁場中でＰＬＤ成膜が可能なダイナ

ミックオーロラＰＬＤ装置を用いることにより、成膜時の磁場印

加が誘起する特殊な結晶構造や物性（強誘電性や強磁性）を引き

起こす現象を解明するとともに、このような現象がどのような物

質に対して生じるかを検討することを目的としている。２１年度

はチタン酸ストロンチウム薄膜を中心に検討を行った。

２．プロジェクト組織： 

 所 属          職名     氏 名                    役割分担 

物質工学科         教授    脇谷 尚樹  試料の作製、結晶構造評価、応力測定（Ｘ線）

物質工学科        教授    鈴木 久男  強誘電体特性測定、応力測定（ラマン分光） 

物質工学科        教授    坂元 尚紀  電子顕微鏡観察 

創造科学技術大学院    ﾃﾆｱﾄﾗｯｸ准教授   符 徳勝  圧電特性測定                                  

 

３．研究プロジェクト活動実績 

 本研究は今年度申請した基盤研究（Ｂ）の採択に向けての準備期間である。このため、今年度は通常

は量子常誘電体となるチタン酸ストロンチウムがダイナミックオーロラＰＬＤ法により薄膜を作製し

た場合に強誘電性を示す場合の薄膜作成条件の検討ならびに作製した薄膜の電気特性測定と薄膜の断

面TEM観察を行った。断面TEM観察については本学の透過型電子顕微鏡での観察以外に、１２月２１日

（月）～２３日（水）にかけて東北大学金属材料研究所の透過型電子顕微鏡を用いた観察も行った。 

 また、ＰＬＤ法で成膜をする過程において磁場印加がどのような影響を及ぼすのかについて、独立行

政法人産業技術総合研究所の研究者を招聘して研究打ち合わせを行った。 

 本プロジェクトの本年度の研究成果は日本セラミックス協会平成２２年年会において３月２３日

（火）に『 ダイナミックオーロラＰＬＤ法によるホモエピタキシャル成長SrTiO3薄膜の磁場印加成膜時

における結晶構造と電気特性 』という演題で発表予定である。 
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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 21 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ｓために発足した。その中の超臨界流体技術グループの活動を報告する。 

 

平成 21 年度の活動内容 

 超臨界・亜臨界流体に関する共同研究の推進では、研究会参加企業の 7 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る。また国家プロジェクトへの応募では、経済産業

省の「低炭素社会に向けた技術発掘・社会システム実証モデル事業」に採択され、超臨界流体を用いる

未利用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る。 活動の一例として、グループミ

ーティング（講演会＋見学会）の様子を紹介する。 

 

平成 21 年 6 月 5 日 第 8 回超臨界流体技術グループミーティング 

     場所：静岡大学イノベーション共同研究センター（浜松市） 

     参加者数：32 名 

     内容：講演 1「水熱反応を前処理に用いたキノコ栽培使用済み培地の利活用」佐藤伸明氏（信州

大学工学部） 

         講演 2「注目される色素増感太陽電池－現状と課題－」昆野昭則氏（静岡大学工学部） 

         講演 3「リチウム電池の開発の現状と課題および将来展望」藤波達雄氏（静岡大学工学

部） 

         水熱粉末燃料化ベンチプラント、亜臨界水を用いたペーパースラッジの連続処理装置及

び高柳記念未来技術創造館の見学 

         質疑応答 

 

 

高柳記念館の見学風景 講演会の様子 
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                             研究プロジェクト 

マリンバイオマス由来のグリーンケミストリーの構築研究プロジェクト 

平成 21 年度成果報告書 

 

プロジェクト代表者：佐古 猛（物質工学科） 

参加人数：4 名（佐古猛、孔晶一、岡島いづみ、チャン・トウ） 

 

本プロジェクトでは、国内に大量に存在し、再生産可能でカーボンニュートラルの未利用マリンバイオ

マスを用いて、有用な化学品やバイオ燃料等を高効率で生産するグリーンケミストリーの基礎・基盤技

術を構築することを目的としている。平成 21 年度は、反応溶媒として亜臨界水、マリンバイオマスとして

海藻を用いて、①マリンバイオマスの成分分離技術、及び②バイオ燃料の生産技術の開発を検討して

いる。21 年度の具体的な活動内容は以下の通りである。 

 

平成 21 年度の活動内容 

 主に、(1)亜臨界水によるマリンバイオマスの成分分離技術、(2)分離した各成分の利活用技術、(3)藻

類による二酸化炭素の吸収効果、の 3 項目に関する情報収集を行った。特に海藻に関して、最近、磯焼

け等で育生量が激減している地域もあることから、藻場再生に関する情報収集も併せて行った。 

 

 マリンバイオマス
バイオ燃料 

・CO2の固定 

・脱化石資源 

・食料と競合しない 

亜臨界・超臨界流体を用い

るグリーンケミストリー

プロジェクトの概要 

マリンバイオマス(海藻、魚、貝・・) 

単糖類 

たんぱく質 

アミノ酸 

多糖類 
無機物 

亜臨界水処理 

（可溶化、低分子化等） 

研究内容－マリンバイオマスの成分分離技術の開発－ 
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新聞報道 

 

 

 
掲載日 見出し 紙名 

平成 21 年 4 月 3 日（金） 新素材 CFRP  新たなビジネス期待 
 浜松に 「事業化研」 を設立 

中日新聞 

4 月 19 日（日） ものづくり親しもう 
 静大工学部で親子らに教室 

中日新聞 

同 ホーバークラフト 子どもたちが試乗 
 静大浜松キャンパス 

朝日新聞 

4 月 25 日（土） 浅井教授（静大）が大臣表彰 
科技省受賞 電気解析 飛躍的に向上 

中日新聞 

5 月 2 日（土） 飛行機の翼 独創的 
城北図書館 企画展 静大生が手作り 浜松 

中日新聞 

5 月 25 日（月） 13、17 年周期で大量発生 素数ゼミ、なぜ誕生？ 
静大教授ら 進化過程を計算で再現 

中日新聞 

6 月 13 日（土） 東三河と産学官の「光・電子」創造拠点事業を採択 
計画概要浜松で発表 新産業創出目指す 

中日新聞 

6 月 20 日（土） 浜松と東三河地域の産学官 
新産業の創出へ連携 

朝日新聞 

同 コンピューター科学の未来 
第一人者が講義 中区で米・大学教授 

中日新聞 

6 月 30 日（火） 金属レンズ可能性評価 
安藤学術奨励賞小野さん（静岡大特任助教）受賞 

静岡新聞 

7 月 10 日（金） 「チタン事業化研」発足 
浜松産業創造センター 用途開発へ連携 

静岡新聞 

8 月 6 日（木） 光・電子技術で新産業 
浜松・東三河地域 創出拠点事業が始動 

静岡新聞 

9 月 4 日（金） 動け「右だ」「回転だ」小学生がロボット実習 
命令語を入力し操作 広沢小学生 静大工学部 

中日新聞 

同 光電子技術の成果発表 
知的クラスター創成事業 浜松で 200 人参加 

朝日新聞 

9 月 11 日（金） 電子楽器の進化紹介 浜松で電気学会永井氏（元

ヤマハ楽器研究所長）講演 
静岡新聞 

9 月 18 日（金） 学生フォーミュラ静大浜松キャンパスチーム 
全日本大会で総合 5 位 県勢初入賞 

中日新聞 

9 月 20 日（日） 地域と連携未来を拓く 静岡大学創立 60 周年 
興直孝学長に聞く 佐鳴湖浄化から画像工学まで 

中日新聞 

9 月 25 日（金） FCC と静大連携協定 
技術交流会や人材育成図る 

中日新聞 

9 月 29 日（火） 
 

友好都市・静岡を訪問 
静大工学部 フェ市の留学生 

静岡新聞 

10 月 7 日（水） 
 

母国と友好の懸け橋に 
静大で入学式 ベトナム留学生意気込み 

朝日新聞 
 

同 
 

東南ア留学生が入学  
静大工学部 現地自治体と協定 

日経新聞 

10 月 17 日（土） 
 

静大・浅井教授の大臣表彰 
関係者ら受賞を祝う 

中日新聞 
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掲載日 見出し 紙名 

平成 21 年 10 月 17 日（土） 産業界強化へ協定 
人材育成や技術など支援 県と静岡大、県立大 

中日新聞 
 

10 月 18 日（日） 「水」の最先端に迫る 水を生き返らせる 
～アメニティ佐鳴湖プロジェクトの活動とその成果～ 

中日新聞 

同 静大・中日連携講座が開講 
「暮らしをひらく最先端」 「水をめぐる最先端」 

中日新聞 

同 経済ナビ 光電子技術を軸産業創出へ始動 
地域中核産学官連携拠点に認定 

静岡新聞 
 

10 月 20 日（火） 浜松地域テクノポリス推進機構 
3 件の試作開発支援 

中日新聞 

10 月 22 日（木） 研究交流協定に調印 人材育成でも連携強化 
  静岡大と沼津高専 

静岡新聞 

10 月 30 日（金） 次世代自動車に注目 
浜松で研究会発足 事業家目指し 27 社参加 

中日新聞 

11 月 11 日（水） 静大に米マイルストーン賞 
元教授・高柳氏のテレビ開発功績 

中日新聞 

11 月 13 日（金） 
 

故高柳氏の TV 研究評価 電気電子工学会 
静大にマイルストーン賞 

中日新聞 

同 
 

子育ての悩みネットで支援 
浜松の静大教授らサイト開設 

中日新聞 

11 月 16 日（月） 
 

デジタルの“匠”養成 工学部・中村教授 
浜松市、浜松商議所と協力 育成事業を解説 

中日新聞 

12 月 4 日（金） 
 

高柳賞に浅井教授（静岡大）ら 
電子工学の功績評価 

静岡新聞 
 

12 月 5 日（土） 
 

産学官研究拠点事業 
浜松の構想採択 

静岡新聞 

12 月 7 日（月） 
 

「６次産業」創出を 
浜松 地域活性を考えるセミナー 

静岡新聞 

12 月 8 日（火） 
 

利用者視点のプロを 静大技術者育成研究を報告 
 

中日新聞 

同 
 

静岡大 技術系学生・実践力育成策 
開発の成果報告 

静岡新聞 

12 月 11 日（金） 
 

電気自動車 重電技術や軽量化 
静大 次世代の交通網研究 

日経新聞 

12 月 13 日（日） 
 

静大・中日連携講座 中区で藤間教授講演 
理科離れ浜松の危機 科学する心育成必要 

中日新聞 

同 
 

電気自動車の開発紹介 
浜松で近未来交通シンポ 

静岡新聞 

12 月 26 日（土） 
 

体温で発電科学実験挑戦 
 静大浜松で牧ノ原の２中世 

中日新聞 

平成 22 年 1 月 4 日（月） 
 

「ものづくりの浜松」強化 静大が人材教育センター 
 若手技術者から小学生まで対象 ５月設置へ 

中日新聞 

1 月 5 日（火） 
 

半導体、蒸気で洗浄  
静岡大、１００ナノの微粒子除去 

中日新聞 

1 月 10 日（日） 
 

中区で静大・中日連携講座 子育て悩んで当然 
竹林教授 情報記述活用を解説 

中日新聞 

2 月 4 日（木） 
 

水だけで半導体を洗浄真田・静岡大助教授が開発 
水蒸気の凝縮効果利用 医療、食品分野へ応用も 

中部経新聞

同 
 

半導体薬品使わず洗浄  
水と水蒸気混合噴射 静岡大の真田助教授開発 

静岡新聞 

2 月 1 日（月） 静岡大 薬液不要の洗浄技術 蒸気と水を混合噴

射 電子、医療向け期待 
科学工業 

日報 
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掲載日 見出し 紙名 

平成 22 年 2 月 5 日（金） 
 

水蒸気と水で洗浄新技術 静岡大・真田助教授が

開発 精密部品や食品、家庭でも応用期待 
中日新聞 

2 月 11 日（木） 
 

静岡大 インドネシアに事務所 
海外３か所目 学生らの交流促進 

静岡新聞 

2 月 12 日（金） 
 

半導体デバイス製造で薬液を一切使わず洗浄 静

岡大 －低環境負荷型技術を開発－ 
科学新聞 

2 月 12 日（日） 静岡大・中日新聞連携講座 最終回 
テレビ・光技術の最前線 高画質の仕組み説明 

中日新聞 

2 月 24 日（水） 静岡大 フェ大（ベトナム）と協定  
アジア研究で学術交流 

静岡新聞 

2 月 27 日（土） LED を使った高速通信システム 
川人教授（静大工学部）ら開発 

静岡新聞 

2 月 29 日（土） 石田静大教授ら３４件の研究助成 
スズキ財団 

中日新聞 

3 月 3 日（水） 静岡大工学部 浜松南高と連携へ 
愛知・豊丘高も８日覚書締結 理数教育の人材育成 

静岡新聞 

3 月 4 日（木） 「臨界水」で粉末燃料 原料は廃プラ、生ごみ 
静大教授ら試験成功 

静岡新聞 

同 廃プラ、生ごみから燃料 
静岡大佐古教授ら ３年後実用化目指す 

中日新聞 

3 月 9 日（火） 静岡大 理科教育の「高大連携」 
浜松南高などとも覚書 

中日新聞 

3 月 10 日（水） IT 人材育成の成果報告 
静大大学院情報学研究科など浜松で公開討論会 

静岡新聞 

3 月 11 日（木） 静大工学部と浜松南高など 
教育連携の覚書締結 

静岡新聞 

3 月 14 日（日） 研究室拝見 静岡大学工学部電気電子工学科 桑

原義彦教授 マイクロ波の性質応用 
読売新聞 

3 月 30 日（火） ものづくりの未来探る  
中区静大工学部でシンポ 

静岡新聞 

3 月 31 日（水） 平川准教授ら４人表彰 
静大 IJRC 初の授賞式 産学連携で成果 

中日新聞 
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外部資金関係 

 

 

科学研究費補助金（科研費） 

     採択件数 60 件 

     交付額  13613 万円 

 

受託研究 受入件数 42 件 

受入額  47752 万円 

 

共同研究 受入件数 132 件 

受入額  15467 万円 

  （※複数年契約等で 21 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２１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によるプラズモン顕微鏡の開発と自己組織化膜の高

分解能観察 

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効率的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 

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) 
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) 
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) 
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(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) 
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 
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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) 
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 

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 

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) 
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 

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) 
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) 
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) 
野口敏彦 

（電気電子工学科） 

次世代超高速スイッチング形電力変換器の新トポロジーと実装に関する

研究 

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) 
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バ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) 
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関する研究 

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) 
金子透 

（機械工学科） 
視覚障害者支援のためのコンピュータビジョン 

基盤研究(C) 
甲斐充彦 

（システム工学科） 

対話音声認識における環境や話し方の影響評定を備えた音声理解シス

テムの研究 

基盤研究(C) 
竹前忠 

（電気電子工学科） 
磁気併用 3 次元生体電気インピーダンス・トモグラフィ 

基盤研究(C) 
高橋雅樹 

（物質工学科） 

光捕集色素クラスターで機能化されたハイブリッドコア・シェルナノ粒子

の開発 

基盤研究(C) 
坂田肇 

（電気電子工学科） 

機械的に誘起された長周期グレーティングに基づくファイバレーザセン

シング 

基盤研究(C) 
長谷隆 

（機械工学科） 
都市交通の信号制御とシミュレーション 
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研究代表者 研究題目 

基盤研究(C) 
坂井田喜久 

（機械工学科） 
3 放射線の相補利用による浸炭焼入鋼の残留応力測定法の開発 

基盤研究(C) 
中村保 

（機械工学科） 

直接通電加熱焼結によるセラミックス被覆純チタン製クラウンのネット

シェイプ成形 

基盤研究(C) 
道下幸志 

（電気電子工学科） 
高精度配電線フラッシオーバ率評価手法の開発 

基盤研究(C) 
片山仁志 

（電気電子工学科） 

走航波外乱抑制機能を持つ中小型船舶用フォーメーション制御系の

開発 

挑戦的萌芽研究 
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 

挑戦的萌芽研究 
東郷敬一郎 

（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 

挑戦的萌芽研究 
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 

挑戦的萌芽研究 
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ネットワーク構造の解明 

挑戦的萌芽研究 
間瀬暢之 

（物質工学科） 
マイクロ・ナノバブルを用いた環境調和型新規有機合成手法の開発 

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） 
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） 
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） 
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） 
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 

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） 
大橋剛介 

（電気電子工学科） 

セマンティックギャップを軽減する対話型スケッチ画像検索へのデー

タマイニングの応用 

若手研究（B） 
清水昌幸 

（機械工学科） 
再利用可能な実環境適応型ロボット作業技能に関する研究 

若手研究（B） 
朝間淳一 

（機械工学科） 
極薄形遠心ポンプ用３次元ベアリングレスモーターの基礎研究 
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若手研究（B） 
羽多野裕之 

（電気電子工学科） 

駐車支援に用いる広範囲監視のための複数アンテナを利用したレー

ダネットワークの検討 

若手研究（B） 
石橋功至 

（電気電子工学科） 
協力マルチホップ伝送を用いた低消費電力無線ネットワークの研究 

若手研究（B） 
和田忠浩 

（電気電子工学科） 

無線ネットワークのための多中継伝送に適した新しい再送制御方式の

提案 

若手研究（スター

トアップ） 

山川俊貴 

（電気電子工学科） 

低侵襲で頭蓋内に留置可能な自動展開型硬膜下電極アレイと専用集

積回路の開発 

若手研究（スター

トアップ） 

松井 信 

（機械工学科） 
高性能マッハツェンダー干渉計の開発及びプリカーサ現象の解明 

奨励研究 
太田諭之 

（機械工学科） 
ＤＴＭを用いたヴァイオリン奏者への演奏支援の効果 

奨励研究 
江藤昭弘 

（創造） 

創造教育実習教材としての色素増感型太陽電池搭載触覚ロボットの

製作 
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