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はしがき  

 

本報告書は、平成22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。  

 

・ 報告書に活動状況を記載する教員は、平成22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。  

報告書記載上の補足事項  

・ 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」2010 年度版の発行によせて 
 

                          2010 年度工学部長 東郷 敬一郎 

 

 静岡大学工学部「教育研究活動報告書」2010 年度版の発行によせて挨拶申し上げます。従来、

工学部では、「静岡大学工学部研究報告」を冊子体や電子媒体で発行しておりましたが、2008 年

度より、教育と研究における活動実績を学科等の組織および教員個人として取りまとめて紹介す

る新しい形の「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公表することとし

ました。一昨年 2008 年度版を発行し、本報告書は 3 年目に当たる 2010 年度版ということになり

ます。 

 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教育研究活動状況を、一年間を区切りとして取りま

とめることにより、自己評価し今後の展望を描く機会にするということです。また、教員評価に

おいて、研究評価はある程度の共通認識の上で行われていますが、教育評価はなかなか難しいの

が現状です。「教育研究活動報告書」における教育活動の記述内容等により、教育評価の共通認識

が構築されていけばよいと思っております。二番目のねらいは、工学部の教育研究活動を社会に

知ってもらうことです。本報告書には、工学部で行われている教育・研究活動の詳細が記述され

ていますので、例えば、工学部でどのような研究が行われているかを知るには、有効な資料とな

ります。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。 

 一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、静岡大学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、創造教育支援部門、工作

技術部門、地域連携部門の３部門より構成される次世代ものづくり人材育成センター、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、次世代ものづくり人材育成センターでは、創造教育支援部門が学

生の「ものづくり」教育の実践等を担当、工作技術部門が学生の工作実習や教員の実験装置製作等を遂

行、地域連携部門は浜松地域などの企業と連携して人材育成の推進を行なっている。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、次世代ものづくり人材育成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。 
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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 

工学部の組織 

技術部 

次世代ものづくり 
人材育成センター 

創造教育支援部門 

工作技術部門 

地域連携部門  
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以下に、各学科に設置されているコース等の概要を示す。 

  機械宇宙コース： 

機械工学科 

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

に関する力学の他、環境に関する技術や航空・宇宙開発技術について学ぶ。 

 

  機械知能コース： 

マイクロマシンなどの小さな機械やインテリジェントなロボットや福祉機器の基礎とな

る精密計測、光工学、情報工学、ロボティクス、バイオメカトロニクス、知能化設計生

産システム、フェールセーフ設計システム等について学ぶ。 

 情報・通信コース： 

電気電子工学科 

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

カルエレクトロニクスなどの最先端技術について学ぶ。 

 デバイス・光コース： 

電子デバイス・半導体光エレクトロニクス・電子材料・新機能材料・レーザ・超電導な

どの最先端技術について学ぶ。 

 エネルギー・制御コース： 

高度な電気エネルギーの利用を目指した、電力・プラズマ・制御・ロボット・自然エネ

ルギー発電などの最先端技術について学ぶ。 

   材料科学コース： 

物質工学科 

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

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

   化学システム工学コース： 

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

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

ぶ。 

System Engineering 系パッケージ＊： 

システム工学科 

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

Information Technology 系パッケージ： 

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

て学ぶ。 

光電機械系パッケージ： 

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

て学ぶ。 

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

に対応して設定したカリキュラムの科目群) 
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機械工学科の教育研究活動状況（2010年度） 

 

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． 

昨年度，JABEE の継続審査を受審し，今年度，認定され，引き続き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．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，宇宙エレベー

タ技術競技会，ロボット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，熱エネルギー，材料解析，計測情報，知能ロボット，メカトロニクス，生産加工の

分野で研究を行う． 

(1) 航空宇宙 

大形宇宙構造物の分割モード試験法，大型ターボファンエンジンの燃費向上，宇宙テザー等新規宇宙輸送お

よび推進システムの性能評価，太陽電池を用いた飛行体の概念設計等の研究を行った． 

(2) 流体・環境 

壁面効果ベクトルを用いた応力方程式モデルの検証と改良，CO2/PAG 混合物の減圧発泡状態における潤滑特

性，画像を用いた単一CO2気泡の物質移動係数の算出等の研究を行った． 

(3) 熱エネルギー 

粒子充填総の熱流動特性，マランゴニ対流に関する研究，交通流と渋滞に関する研究，多孔質体の熱分散に

関する研究，生体組織の熱伝導に関する研究等を行った． 

(4) 材料解析 

生体適合複合材の作製と機械的特性評価，ＣＦ／エポキシ複合材の強度特性の関する研究，純銅箔の変形お

よび強度特性に関する研究，切削加工による炭素鋼の強度向上の関する研究等の研究を行った． 

(5) 計測情報 

大気中でのレーザートラッピングとその応用，高分解能蛍光顕微鏡の開発，離散的対数型美的曲面フィルタ

の開発，電子顕微鏡用ナノマニピュレータに関する研究等の研究を行った． 

(6) 知能ロボット 

全方位レンジファインダ搭載ミミズ型ロボット，魚眼ステレオカメラを搭載した水中ロボット，遠隔医療診

断ロボットに関する研究，色覚障害者への色情報提示法等に関する研究を行った． 

(7) メカトロニクス 

二足歩行ロボットに関する研究，パラレルメカニズムの校正に関する研究，ウォーターマットに関する研究，

振動等に対する人体の応答に関する研究等を行った． 

(8) 生産加工 

窒化処理コーティング超硬工具の切削特性の関する研究，プレス成形における製品形状評価，レーザーアシ

スト超微粒子積層造形に関する研究，繰り返し板材成形向け摩擦試験特性等の研究を行った． 

 

これらの研究は，数多くの論文・学会で発表され，さらに，世界初の宇宙実験実施，数多くの教員および

学生の学会賞受賞等の成果を挙げた． 
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機械工学科 

 

 

  

専任・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：3年（1名）  

修士課程：2年（4名）、1年（4名） 

学  部：5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 ○   

情報処理入門  学部1年 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）高速原子間力顕微鏡を用いたナノマニピュレータの開発 

  リアルタイムで観察しながら操作できるなのマニピュレーション技術を開発した。 

（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 

光マニピュレータを応用したナノ材料の局所的堆積法とその堆積物の物性評価を行った。 

ナノ計測、ナノ加工、精密機器開発 
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機械工学科 

（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               

1. S．Ito, T． Keino, and F． Iwata“Volume Control of Metal-Plating Deposition Using a Nanopipette 
Probe by Controlling Electric Charge”Jpn. J. Appl. Phys. 49 (2010) 08LB16 (5page) 

2. F．Iwata, Y．Mizuguchi, K．Ozawa, and T．Ushiki“Operation of Self-Sensitive Cantilever in Liquid 
for Multiprobe Manipulation”Jpn. J. Appl. Phys．49 (2010) 08LB14 (5page) 

3. R. K akei a , A . O gino, F. Iwata, M . N agatsu“Production of  ul trafine a tmospheric pr essure 
plasmajetwithnano-capillary” Thin Solid Films 518 (2010) 3457-3460 

4. 伊東 聡、岩田 太、中尾 秀信、七里 元晴“マイクロ磁気プローブで操作された磁性

体微粒子による生体試料のマニピュレーション”精密工学会誌 76（2010.01）64-68 
国際会議発表     

Y O hashi, T U shiki and F  Iwata ： Interactive na nomanipulation unde r r eal-time obs ervation by  

high-speed i maging T he 18t h I nternational C olloquium on S canning P robe M icroscopy (Atagawa）

2010.12.9-11 

 その他 11 件  

国内学会発表  

・応用物理学会、精密工学会など、計 16件 

特許出願・取得  

岩田 太 ：特願 2010-202497号 

   名称：走査型プローブ顕微鏡を用いた表面加工装置 

岩田 太 ：特願 2010-159971号 

   名称：接触状態検出装置接触状態検出方法および接触状態検出用コンピュータプログラム 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

   一般への講演、展示会 8 件 （オプトロニクス関連新開発試作品紹介フォーラム その他 7 件）  

韓国・建国大学との共同研究（ナノピペットプローブを用いた研究） 
＜管理・運営＞ 

   工学部企画室、改組ワーキンググループ、将来構想委員会、共同利用機器センター 

＜特筆事項＞ 

表彰・受賞： 

・2010 年度精密工学会春季大会学術講演会ベストプレゼンテーション賞「ナノピペットプロー

ブを用いた微細立体造形法の開発」（深田 徹 指導学生）(2010.3.16) 

・2010 年度精密工学会秋季大会学術講演会ベストポスタープレゼンテーション賞「ナノピペッ

トプローブを用いた電気泳動による液中堆積加工法の開発」（伊東 聡 指導学生）（2010.9.2） 

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) 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） 

3) 文部科学省科学研究費 基盤研究(C) (代表) 
【 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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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，超精密位置決め  

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

 

【 研究室構成 】  

教    員：大岩 孝彰  

修士課程：2年（2名）、1年（3名）、研究生（1名） 

学  部：4年（6名）、研究生（2名） 

連携教員：朝間 淳一 准教授、佐藤 元宥 助教 

【 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，講議に用いた資料フ

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１

cm〜１m 程度の大きさの部品をナノメートルオーダの精度［相対不確かさ：10–７〜10–９（ナノ）］

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

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

外乱（力・振動・熱）などのために，運動精度の向上は非常に困難である．本研究室では，アッ

ベの原理に代表される精密機械の基本原理を遵守しつつ適切な計測制御技術を応用することによ

り，6 自由度完全相対運動を実現する超精密メカニズムの開発を目指している．  

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) 大岩孝彰，牧野陽平，佐藤元宥，朝間淳一：超音波振動による歯車歯面の摩擦力減少と潤

超精密な機械の実現を目指して 
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機械工学科 

滑性向上（歯車軸の設計と試作），日本機械学会論文集Ｃ編，77 巻 775 号(2011)737-741． 
2)  Takaaki O IWA: Precision Mechanisms B ased on Parallel Kinematics, International J ournal of  

Automation Technology, 2010, Vol.4, No. 4, 326-337． 

国際会議発表 

1) Takaaki O iwa, Masahide Katsuki, M ituji ka rita, Gao Wei, S usumu M akinouchi, Kaiji S ato a nd 
Yasuji O ohashi: Questionnaire S urvey on U ltra-precision Positioning, Proceedings of  t he 4t h 
International Conference on Positioning Technology ICPT2010, pp. 160-165 (2010). 

国内学会発表  

1)  日本機械学会機素潤滑設計部門講演会 1 件 
2)  日本機械学会年次大会 1 件 
3)  精密工学会秋季大会  3 件 
4)  第 19 回 MAGDA コンファレンス 1 件 
5)  精密工学会春季大会  3 件 
6) 高専シンポジウム 1 件 
 

招待講演 

 大岩孝彰：，精密機構としてのパラレルメカニズムの基礎と応用，精密工学会生産自動化専門委員会

１月度定例会，2011 年 1 月． 
 大岩孝彰：精密機構としてのパラレルメカニズム，精密工学会超精密位置決め専門委員会９月度定例

会，2010 年 9 月 17 日． 
 大岩孝彰：超精密位置決めアンケート調査：精密工学会超精密位置決め専門委員会９月度定例会，

2010 年 9 月 17 日． 
 

解説・特集 

 大岩孝彰：パラレルメカニズムの歴史と現状，今後の技術展望，自動化推進，Vol. 1, No. 40 (2011)1. 
 
特許出願・取得 

・特許登録：超音波ガイドユニット，発明者：大岩孝彰，申請者：静岡大学，特許登録番号：特許第

4560626，登録日：2010 年 8 月 6 日  
・特許出願：特願 2010-214580 インチワーク式アクチュエータ，発明者：大岩孝彰，朝間淳一，出願人：国

立大学法人静岡大学，出願日 2010.9/24． 
・特許出願：計測装置，発明者：大岩孝彰，申請者：静岡大学，出願番号：特願 2010-133282，出願日：

2010 年 6 月 10 日 
  

【 その他の事項 】 
＜社会貢献＞ 

  1)精密工学会超精密位置決め専門委員会運営委員，アンケート小委員会委員長  
  2)日本機械学会論文集 C2 編集委員，表彰部会委員，出版センター委員，東海支部幹事，機素

潤滑設計部門広報委員会副委員長，機素潤滑設計部門機械設計技術企画委員会委員 
  3) 精密工学会論文賞 2 次審査委員，東海支部幹事 
  4) 浜松テクノポリス推進機構先端精密技術研究会幹事 
  5) 日本学術振興会科学研究費委員会委員 
＜管理・運営＞ 

機械工学科副学科長，機械工学専攻副専攻長 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：JST A-Step 1 件，奨学寄附金 2 件，受託研究代表 3 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：2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（6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 ○  複数担当 

精密測定特論  修士 1  ○ 複数担当（2人） 

 

＜業績・成果＞ 

指導学生の受賞・表彰 
  ・川西 亮輔（博士 2 年） 2010 年度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 

2010 年 9 月 29 日. 
・喜多岡 雅明（修士 2年） Asia International Symposium on M echatronics(AISM2010) Best Paper 

Award, 2010 年 12 月 17 日. 
・松井 彰良（2009 年度修士修了）計測自動制御学会 SI 部門 若手奨励賞, 2010 年 12 月 24 日. 
・南川豊浩（学部 4 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, 2011 年 2 月 19 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）全方位レーザーと全方位カメラからなるレンジファインダーをミミズ型移動ロボットに搭載

し、配管内部の 3次元形状計測及び表面状態の取得を行った。 

（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に提案した、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について、ぼけ円半径を自動的

に設定する方式を組み込み、良好な結果を得た。 

（４）視覚障害者支援技術として、ステレオカメラを用いたタッチパネルの操作支援、プロジェクタ

ーとカメラを用いた色覚特性者への色情報提示、ステレオ画像を用いた書籍画像の形状歪み・陰

影補正による文字認識および読み上げ順序を考慮した音読システム等の検討を行った。 

（５）その他、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及び水中画像センシン

グ、ガラス越し遠景夜景画像からの映り込み除去等に関する研究を行った。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1)  川西 亮輔, 山下 淳, 金子 透: "全方位画像列からの特徴点および直線エッジ情報を併用し

た Structure f rom Mot ion による 3 次元環境モデル生成", 電気学会論文誌 C, Vo l.130, No.9, 
pp.1494-1503, September 2010. 

2)  松井 建樹, 山下 淳, 金子 透: "全方位レーザ・全方位カメラからなるレンジファインダの

自己位置推定と配管の 3 次元モデル生成", 電気学会論文誌 C, Vol.130, No.9, pp.1504-1512, 
September 2010.  

 

国際会議発表 

1)  Kenki Matsui, Atsushi Yamashita and Toru K aneko: " 3-D S hape Mea surement o f P ipe b y 
Range Finder C onstructed with O mni-Directional L aser and  Omni-Directional C amera", 
Proceedings of  the 201 0 IEEE International C onference on R obotics a nd A utomation 
(ICRA2010), pp.2537-2542, Anchorage (U.S.A.), May 2010. 

2)  Atsushi Yamashita, Akiyoshi Matsui and Toru Kaneko: "Fence Removal from Multi-Focus Images", 
Proceedings of t he 20t h I nternational C onference on Pattern R ecognition ( ICPR2010), 
pp.4532-4535, Istanbul (Turkey), August 2010. 
他 4 件 

     

国内学会発表 

1) 第 16 回画像センシングシンポジウム 2件 
2) 第 16 回ロボティクスシンポジア 4 件 

他 16 件 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

学生相談室相談員 評価会議委員 
＜特筆事項＞ 

 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 
 
【 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）、千葉 明人 

博士課程：2年（2名） 

修士課程：2年（5名）、1年（3名） 

学  部：4年（7名） 

連携教員：居波 渉（特任助教） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

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

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

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

研究者の基礎を身につけてもらえるように努めている。 

 ＜授業担当科目および取り組み＞      

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

基礎製図  学部3年 3 ○   

プログラミングⅠ  学部2年 2 ◯   

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 ○   

機械工学実験Ⅱ    学部3年 2  ◯  

フォトニクス工学  大学院1年 1 ○   

 
【 研究 】 

＜目標＞ 

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

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

ている。当面の研究目標を以下に列記する。 
（１） 多光子過程を利用したワイドギャップ半導体材料の内部欠陥観察および制御 
（２） 多層記録による超高密度光メモリの開発 
（３） 拡張型 Mie 散乱理論による光散乱および光局在の開発 
（４） バイオ試料のための高分解能近接場光学顕微鏡の開発 
（５） 多光子過程による３次元微細構造の作製 

 
＜実績＞  

（１）多光子過程を利用したワイドギャップ半導体材料の内部欠陥観察および制御 
多光子過程を用いてワイドギャップ半導体材料の内部欠陥を観察する手法を世界で初めて提案

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

光ナノサイエンス 
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機械工学科 

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

結果と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) Wataru Inami, Kentaro Nakajima, Atsuo Miyakawa, and Yoshimasa Kawata, “Electron Beam Excitation 

Assisted Optical Microscope with Ultra-High Resolution”, Optics Express, Vol. 5, No. 10 (2010). 
2) 川田 善正, 居波 渉, “電子線励起を利用した近接場光学顕微鏡”, 光学, Vol. 39, No.5, pp.  241-243 

(2010). 他 8 件 

国際会議発表     

・International Symposium on Optical Memory 2010 他 29 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 36 件 

招待講演 

・国際会議（Optical Data Storage など）6 件 
・国内会議（日本光学会年次学術講演会など）14 件 

解説・特集 
・川田善正, “光メモリに関する国際会議シンポジウム 2009 (ISOM'09)”, エレクトロニクス コミュニケーショ

ン, No. 26, pp. 19-20 (2010). 他２件 
 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

1） 韓国延世大学と共同シンポジウムの開催（Yonsei U niv.-Shizuoka Univ. I nternational J oint 

Symposium）および部局間交流協定更新を締結 

2） University of Applied Sciences Jena より留学生の受入（Christian Williges 氏） 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等：毎日新聞 2010 年 6 月 14 日朝刊 
「生きた細胞高倍率で観察 EXA 顕微鏡 静岡大グループ開発 光学と

電子融合 医療分野に応用可能」他 6 件 
外部資金獲得：CREST（戦略的創造研究推進事業）、科研費（基盤研究（B）,特定研究 代表者） 
             

【 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）   

機械工学科 （専任：創造科学技術大学院） 

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：齋藤 隆之   

博士課程：2年（1名） 

修士課程：2年（5名）、1年（2名） 

学  部：4年（5名） 

連携教員：真田 俊之 助教 

 

【 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 】 

光ファイバープローブによる流体計測技術が世界的に高い評価を受けた．また，農工連携による地

域環境保全技術の開発を推進し，地域貢献を積極的に進めている． 

 
【 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 

混相流，光応用流体計測と環境技術 
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機械工学科 

（６）酸性雨計測技術の開発 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) T. Saito, T . Kajishima and K . Tsuchiya, “Deep Ocean CO2 Sequestration via G LAD ( Gas-Lift 
Advanced Dissolution) System”, Journal of Environment and Engineering, Vol. 6, No. 2, pp. 412-415, 
(2011). 

2) M. Higuchi and T. Saito, “Quantitative characterizations of long-period fluctuations in a large-diameter 
bubble c olumn ba sed on point-wise v oid fraction measurements”, Chemical Engineering J ournal, 
Elsevier, Vol. 160, pp. 284–292, (2010). 

3) K. Hanyu a nd T. Saito, “Dynamical Ma ss T ransfer Process of  a  C O2 Bubble Me asured by us ing 
LIF/HPTS Visualization and Photoelectric Probing”, Canadian Journal of Chemical Engineering, Vol. 
88, pp. 551–560, (2010). 

他 5 編．  

国際会議発表     

Y. Mizushima and T. Saito, “Newly developed measurement technique for bubbles by an Optical f iber 
probe i mproved b y us ing t he “ Pre-signal” m ethod”, American Physical S ociety 6 3rd Annual DFD 
Meeting (2010.11). 

他 7 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 

 可視化情報シンポジウム，日本機械学会流体工学部門講演会など 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＞ 

日本混相流学会年会講演会 2010 を実行委員長として開催．2010.7.17～19． 
創造科学技術大学院 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），2010.6． 
齋藤隆之ほか 4 名 
日本混相流学会 技術賞，齋藤隆之ほか 4 名．2010.7． 

 
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．農工連携による異分野の技術を融合する学際領域研究を推進し，この成

果を鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の防疫技術に応用する研究にもチャレンジしていきたい． 
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機械工学科 

 

 

  

専任・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 

修士課程：2年（3名）、1年（3名） 

学  部：4年（5名） 

連携教員：吉田  始 助教  

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  機械工学者にとって必修科目である「機械材料Ⅱ」の基礎を理解し，部品を設計する際の材料選

択ができる能力を身につけることを目指した授業を展開．その中で企業の研究者を招き，最新情報

と学んでおくべきことを伝えてもらう機会を設ける．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．大学院の材料強度設計では，材料選択に必要な材料構造

とマクロ特性の関係を理解することを目指した授業を展開． 
 

＜授業担当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  ○  

設計工学  学部3年 1 ○  朝間教員と2人で分担 

材料強度設計  大学院1,2年 1 ○  矢代教員と2人で分担 

応用英語Ｃ  学部3年 1 ○  少人数制で12回講義 

 
【 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 
・浸炭などの炭素鋼の熱処理後の残留応力場や変形挙動解析 

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 

・高じん性アルミナのき裂面架橋応力の破壊力学的評価 
・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 

（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鉄鋼部品の硬化状態の非破壊評価 
・日本刀の微構造と強度特性評価 
・表面改質した鉄鋼部品の変形評価と残留応力測定 
・ピーニング処理など強加工された鋼の強度，疲労寿命評価 
・高じん性アルミナの高じん化メカニズムの解明 
・耐火セラミックスの破壊強度とじん性評価法の開発 

 

＜業績・成果＞ 

 学術論文・著書等 
1)  “Residual S tress Distribution in Hardened C ase L ayer of  Cr-Mo Steel af ter C arburizing and 

Quenching”, Y. S akaida, S. Yamashita and  M . M anzanka, Materials Science F orum Vol. 681, p p 
346-351, (2011). 

2) “Influences of Crack Face Bridging Stress and Microstructure on Fracture Toughness of Toughened 
Alumina Ceramics”, Y. Sakaida, H. Yoshida and S. Mori, Key Engineering Materials, Vols. 462-463, 
pp 972-978, (2011). 他 3 件， 

国際会議発表 

1) “Residual S tress D istribution of  C arburized S teel a fter Q uenching E valuated by  X -ray D iffraction 
and Finite E lement M ethods”, Y. S akaida, S . Y amashita and  M . M anzanka, T he 8t h E uropean 
Conference on Residual Stresses (ECRS8), p.33 (2010), Riva del Garda, Italy. 他 1 件 

国内学会発表  

・日本材料学会 計 4 件 
・日本機械学会 計 6 件 他 1 件 
招待講演 

  ・2 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 3/23
に実施．63 名の応募に対し，61 名の参加があり，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＞ 

学生副委員長 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費（基盤研究Ｃ 代表者），研究助成による学外施設実験（代表者） 
 

【 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，日本古来からの伝統技術である日本刀は微構造を制御した構造部品といえる．本研究室では，

日本刀の微構造や残留応力の観点から日本刀の強さのメカニズムを解明しようと取組んでいる． 
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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（1名） 

学  部：4年（5名） 

 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

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

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

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

流体力学Ⅰ  学部2年 2 ○   

応用英語C  学部3年 １ ○   

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

乱流工学  大学院1,2年 1  ○  

 

 
【 研究 】 

＜目標＞ 

   乱流の実用計算に広く使われる応力方程式モデルの構築を目指している。 
 
＜実績＞  

上の目標の達成に向けて 2007 年に新しいモデルを提案した。現在までに、基本的に重要な 10
種程度の流れ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) S.Yokojima, N .Shima, “Applicability of  e lliptic-relaxation m ethod t o f ree-surface t urbulence”, Fluid 

Dynamics Research, 42, 035505, 2010. 

国内学会発表 

1) 野村駿, 島信行, “レイノルズ平均モデルのよどみ点アノマリーについて”, 日本流体力学会年会

2010, 北海道大学，2010 年 9 月. 
 

 

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 

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

日本流体力学会代議員 

 

＜管理・運営＞ 

定員委員会委員（機械工学科） 

入試委員会委員（機械工学科） 

NIFEE委員会委員（工学部） 

 

【 今後の展開 】  

 2011 年 3 月，定年退職 
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機械工学科 

  

 

  

専任・教授  鈴木 康夫 （SUZUKI Yasuo）   

機械工学科  

専門分野： 機械加工、環境対応生産技術 

 
homepage: http://sites.google.com/site/kikaikousaku 

 

【 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（3名） 

学  部：4年（5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I   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 
研究や低コストＣＦＲＰ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）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。 

（２）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極めて有効な窒素切削はドリル加

工には全く適していない。主な原因は窒素雰囲気中での切削では大規模な溶着物が発生すること

である。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。 

（３）レーザー溶接技術に関する研究 
 レーザー溶接は加熱状態のコントロールが容易であるため、従来の溶接法では全く接合不可能

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

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

とができ、溶接の適用範囲を大幅に広げることができた。 

（４）低コストＣＦＲＰ製造法の開発 
ＣＦＲＰの製造には一般にオートクレーブ法を用いることが多いが、設備が大がかりなことか

ら製造コストが高くなる。これを新開発した改良ハンドレイアップ法に置き換える技術を開発

した。その結果、材料特性はほぼ同等でありながら大幅に製造コストを抑えることに成功した。   
＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

1) 酒井克彦、佐野勝則、鈴木康夫、新村得夫「焼き入れ鋼の cBN 砥石による研削における砥石

への溝入れ効果」2010 年日本機械学会年次大会講演会 名古屋工業大学 2010.9.5.6.7  
2） 長坂将史、酒井克彦、鈴木康夫「アルカリ電解水ミストによる鋳鉄切削における工具寿命の

改善」2010 年精密工学会秋季大会 名古屋大学 2010.9.29  
3)  渡邊公也、山下和芳、酒井克彦、鈴木康夫「油含浸工具の切削特性」日本機械学会生産加工

工作機械部門講演会 岡山大学 2010.11.19 
4） 酒井克彦、鈴木康夫「高出力半導体レーザによる異種金属の直接溶融接合」電気加工学会全

国大会 アクトシティ浜松 2010.11 
・日本機械学会、精密工学会、電気加工学会など、計 10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 
・ 浜松地域チタン事業化研究会委員，浜松地域 CFRP事業化研究委員会委員 他 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：   株式会社カナック 研究助成金 

          スズキ株式会社 研究助成金 

 株式会社ケイアイ静岡 研究助成金 

【 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  

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

連携教員：島村 佳伸 准教授、藤井 朋之 助教 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

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

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

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

自発的な研究態度の育成に努めている． 

＜授業担当科目および取り組み＞ 

   

 

 

 

 

 

 

＜業績・成果＞ 

・指導学生の受賞・表彰 

１）野田益宏（M2）, Distinguished Achievement Award, JSSUME2010, 2010 年 8 月 

２）森澤直樹（M1）, Distinguished Achievement Award, JSSUME2010, 2010 年 8 月 

 
【 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）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． 

（2）原子力発電プラント用構造材料の応力腐食割れシミュレータの開発 

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

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

テカルロ・シミュレーション，さらに大きなき裂まで解析できるように階層化シミュレーショ

ンの手法を開発し、計算の効率化を図った． 

（3）構造用鋼スポットウェルドボンド継手の疲労強度と破壊形態に関する研究 

車両構造体の接合技術として用いられている構造用鋼スポット溶接継手およびスポットウェ

ルドボンド継手の疲労強度と破壊形態について，実験および有限要素法解析を行い，疲労破壊

機構に及ぼす母材強度レベルの影響を明らかにした． 

（4）セラミックス－チタン系生体適合複合材料の開発と強度評価 

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

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

作製方法について検討し，作製された複合材料について強度評価および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． 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等  

1) K. Tohgo and Y. Shimamura, “Reciprocating Bending Deformation and Mechanical Response of 
Shape-control P late U sing N iTi S hape Memory A lloy W ire”, Journal of  Intelligent Material 
Systems and Structures, Vol.21 (2010), pp.941-951. 

2) Y. Jiang, K. Tohgo and Y. Shimamura, “An analytical model to study the effective stiffness of the 
composites with periodically distributed sphere particles”, Composite Structures, Vol.92 (2010), 
pp.216-222. 

3) H. Suzuki, K. Tohgo, Y. Shimamura, G. Nakayama and T. Hirano, “Monte Carlo Simulation of 
Stress C orrosion C racking on S mooth S urface o f a  S ensitized S tainless S teel Type 304 und er 
Non-Uniform Stress Condition”, Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering, Vol . 4  
(2010), pp.898-907. 

4) Y. Jiang, K. Tohgo and H. Yang, “Study of the Effect of Particle Size on the Effective Modulus of 
Polymeric Composites o n t he Basis of t he Molecular Chain Network Microstructure”, 
Computational Materials Science, Vol.49 (2010), pp.439–443. 

5) T. Fuji, K. Tohgo, H . Araki, K . Wakazono, M . Ishikura and Y. Shimamura, “Fabrication a nd 
Strength Evaluation of Biocompatible Ceramic-Metal Composite M aterials”, Journal of Solid 
Mechanics and Materials Engineering, Vol.4 (2010), pp.1699-1710. 
他 5 件 

国際会議発表件数 
・FEOFS (Far East and Oceanic Fracture Society) 2010 , Kuala Lumpur, Malaysia, (2010.6), 他 11件 

国内学会発表件数 
・日本機械学会，日本材料学会など 10 件 

招待講演件数 
・JSMAMS2010（中国）「Mechanical P roperties and Fracture Toughness o f Ceramic-Metal 

Sintered Non-Graded Composites and Functionally Graded Materials」（2010.8.13） 
【 その他の事項 】 

＜管理運営＞ 

・工学部長，全学委員会委員 8 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

強度評価とともに実際のはく離破壊の再現実験法の確立，応力腐食割れ挙動の塑性変形を考慮した

評価法の確立を進めていきたい．また，これまで行ってきた研究においてもさらに進め，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，生体適合性複合材料の開発と強度評価，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の解明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（3名）、1年（1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計測を行い、成果を学会発表した。 
（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を行い、成果を学会発表した。 
（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。 
 
 
 
 
 

 

機械・構造物の振動解析 
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機械工学科 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表 

・ ”ポリウレタンフォームの動特性のモデル化に関する研究” ，鳥居孝夫，中村允人，清水

昌幸，森田信義 

・ “ねじり振動を受ける座位状態の人体の応答”，鳥居孝夫，横山統人，清水昌幸，森田信義 

・ ”人の動的バランス制御系のモデル化”， 清水昌幸,前田晋平,齋藤辰弥,鳥居孝夫  

・ ” 新ウォーターマットの開発と体圧分散効果の検証” 大島 新，鳥居孝夫，美津島隆，高

野純一，中村利治，森田 信義 

 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学部評価実施委員会の副委員長を務めた。 
＜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（6名）、1年（5名） 

学  部：4年（17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 
  （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 

塑性加工におけるトライボロジー 
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機械工学科 

（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 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                        

1) K. Hayakawa, T. Nakamura, S. Tanaka: Elastic-Plastic Constitutive Equation of WC-Co Cemented Carbides for 
Forging Tool with Anisotropic Damage, International Journal of Damage Mechanics, 19-4, pp.421-440, 2010. 

2) N. Bay, A. Azushima, P. Groche, I. Ishibashi, M. Merklein, M. Morishita, T. Nakamura, S., Schmid, 
    M. Yoshida: Environmentally Benign Tribo-systems for Metal Forming, CIRP Annals Manufacturing  

Technology, 2-, pp.   ,  2010. 
3) K. Hayakawa, K. Saito, T, Nakamura, S, Tanaka: Detection of tribological condition during 

 sheet metal forming using fractal property of acoustic emission, Steel Research International, Proceedings of 
Metal Forming 2010, 81-9, pp.702-705, 2010.  

4) M. Azri, S. Tanaka, K. Hayakawa, T. Nakamura, Y. Yamaya, AQ. Morino, H. Omata Rapid laser bending  
with line-shaped beam spot, Steel Research International, Proceedings of Metal Forming 2010,  
81-9, pp.962-965, 2010. 

5) Y. Kubota, T. Nakamura, S. Tanaka, K. Hayakawa, Net shape forming of thin-walled cylindrical 
 can by DC pulse resistance sintering process of titanium powder metal, Steel Research  
International, Proceedings of Metal Forming 2010, 81-9, pp.1336-1339, 2010. 

6) K. Hayakawa, K. Sawano, T. Nakamura, Y. Imai, Y. Kubota, Y. Namba, Y. Tabuchi: Influence of  
anisotropic property of plastic-deformation-dependent Young’s modulus of stainless steel  
on analytical accuracy of springback, Steel Research International, Proceedings of Metal 
Forming 2010, 81-9, pp.1380-1383, 2010. 

7) T. Nakamura & I Ishibashi: Evaluation of Environmentally Friendly Lubricants for Cold Forging,  
Proceedings of the 11th Asian Symposium on Precision Forging, pp. 90-95, 2010. 

8) Y. Kubota, T. Nakamura, S. Tanaka & K. Hayakawa: Net Shape Forming of Thin Walled Cylindrical  
Can by DC Pulse Resitance Sintering Process of Titanium Alloy,  Proceedings of the 11th Asian  
Symposium on Precision Forging, pp. 112-117, 2010. 

9) K. Hayakawa, T. Nakamura & S. Tanaka: Elastic-Plastic Constitutive Equation of WC-Co  
Cemented Carbides with Anisotropic Damage, Proceedings of the 11th Asian Symposium on Precision  
Forging, pp. 169-174, 2010. 

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 
【 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 2 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/lab/top.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（2名）、1年（5名） 

学  部：4年（5名） 

連携教員：桑原 不二朗 准教授 

 

【 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 r igorous derivation of  t he bi oheat e quation f or l ocal t issue he at t ransfer ba sed on a  v olume 
averaging theory”, Nakayama A, Sano Y, Yoshikawa K, HEAT AND MASS TRANSFER   Volume: 
46   Issue: 7   Pages: 739-746   Published: AUG 2010. 

2) “A synthesis of tortuosity and dispersion in effective thermal conductivity of porous media”  Yang 
C, Nakayama A , INTERNATIONAL J OURNAL OF  HEAT AND M ASS T RANSFER   Volume: 
53   Issue: 15-16   Pages: 3222-3230   Published: JUL 2010.  

3) “A not e o n a bronchial t ree w ith 23 l evels of  bi furcation”, Nakayama A ., HEAT AND  M ASS 
TRANSFER   Volume: 46   Issue: 5   Pages: 547-547   Published: MAY 2010. 

4) “Computational study of forced convective heat transfer in structured packed beds with spherical or 
ellipsoidal pa rticles”, Yang J , Wang QW, Z eng M,, Nakayama A., CHEMICAL E NGINEERING 
SCIENCE   Volume: 65   Issue: 2   Pages: 726-738   Published: JAN 16 2010. 

5) “Forced Convection Heat Transfer Enhancement by Porous Pin Fins in Rectangular Channels”, Yang J, 
Zeng M, Wang QW, Nakayama A., JOURNAL OF HEAT TRANSFER-TRANSACTIONS OF THE 
ASME   Volume: 132   Issue: 5 Article Number: 051702   Published: MAY 2010. 

6) “Enhancing h eat t ransfer i n t he c ore f low by  us ing po rous m edium i nsert i n a  t ube”, Huang Z F, 
Nakayama A, Yang K , INTERNATIONAL J OURNAL OF  HE AT A ND MASS 
TRANSFER   Volume: 53   Issue: 5-6   Pages: 1164-1174   Published: FEB 2010. 

7) “Numerical Modeling of a Composting Process with Aeration”, Kuwahara F, Sano Y, Nakayama A, 
JOURNAL OF POROUS MEDIA   Volume: 12  Issue: 10   Pages: 927-938   Published: 2009. 

8) “Heat Transfer Characteristics in Consolidated Porous Media” Ando K., Nakayama A., Imai Y., Hirai 
H., Proc. 3rd International Conference on Porous Media and its Applications in Science, Engineering 
and Industry, AIP Conference Proceedings 1254, Pages: 27-32 Published: JUNE 2010. 

国際会議発表     

・A. Nakayama, “Tortuosity, dispersion and turbulence in porous media”, Keynote, 2010 3rd International 
Conference on Porous Media and its Applications in Science, Engineering and Industry, Montecatini, 
Italy, June 20-25, 2010, 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 2 件 
 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

外国人研究者受入，Prof. Kambiz Vafai, 2010.10.27-2010.11.3 
＜管理・運営＞ 

日本機械学会熱工学部門熱工学コンフィレンス実行委員長  

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：平成 22 年度科学研究費補助金（基盤研究（B））局所体積平均理論に基づく生体

伝熱の定式化とマルチスケール解析モデルの開発と検証 
 

【 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 

修士課程：2年（2名）、1年（3名） 

学  部：4年（8名） 

連携教員：益子 岳史 助教 

 

【 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               

学術論文               

1） Freezing transition in four-directional traffic model for facing and crossing pedestrian flow, Physica A 
389, 1729-1738 (2010) T. Nagatani, K. Komada 

 
2） Traffic f low t hrough m ulti-lane t ollbooths on a  t oll hi ghway, P hysica A  389,  22 68-2279 ( 2010) K . 

Komada, T. Nagatani 
 

3） Jamming a nd f reezing t ransitions i n C A m odel f or f acing pe destrian t raffic w ith a  s oft bou ndary, 
Physics Letters A 374, 1686-1689 (2010) T. Nagatani 

 

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 

4）  Randomness control of  vehicular motion through a  s equence of t raffic s ignals a t irregular i ntervals, 
Physics Letters A 374, 2823-2826 (2010) T. Nagatani 

 

5） Effect of speed fluctuation on green-light path in 2d traffic network controlled by signals, Physica A 389, 
4105-4115 (2010) T. Nagatani 

 

6） Vehicular motion in 2d c ity t raffic ne twork with s ignals controlled by phase shift, P hysica A 390, 5 , 
914-928 (2011) K. Komada, K. Kojima, T. Nagatani 

 

7） Safety-collision transition induced by lane c hanging in traffic flow, P hysics Letters A  37 5, 1 0, 
1319-1322 (2011) Y. Naito, T. Nagatani 

 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学振興基金事業部会委員長、機械工学科将来構想委員会委員 
＜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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機械工学科 

 

 

 

  

専任・教授  平田 邦夫 （HIRATA Kunio）   

機械工学科  

専門分野：宇宙工学、ロケット推進工学、複合サイクルエンジン 

 
  

【 研究室構成 】  

教    員：平田 邦夫 

修士課程：2年（3名）、1年（2名） 

学  部：4年（6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 

ラボワーク  学部3年 1  ○ 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。 
＜実績＞  

（１）航空機用ジェットエンジンの燃料消費率の向上 

ロケットエンジンの信頼性向上と産業転用， 

複合サイクル化によるエンジン効率の向上 
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機械工学科 

大型ターボファンエンジンについて、圧縮機の高熱を利用したバイパス流加熱を採用

することにより、優位な性能を持つ航空用ジェットエンジンを提案した。 
（２）宇宙輸送ロケットの余裕推進薬の低減 

大型の輸送ロケットについて、品質工学の手法を飛行解析に導入することにより、上段

の余裕推進薬の搭載量に影響を与えるエンジンパラメータを明確にし、これを安定に制

御することで、ロケットの打上げを向上させる方法を提案した。 
（３）複合火力発電所の CO2 排出量の削減 

複合火力発電所について、バイオメタノールの蒸留装置を組み込むことにより、化石燃

料の削減と CO2 排出量の削減が可能な発電システムを提案した。 
（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＞ 

国際会議発表  

・佐々木宏樹、平田邦夫、Performance Analysis of  the S mall Turbofan E ngine that i s A pplied Heat 
Recovery System、11th Joint Symposium among Sister Universities in Mechanical Engineering 2010、
Daegu（韓国）、2010 年 8 月 

・中山尚司、平田邦夫、Study of Large Thrust Hydrogen Rocket Engine with Use of Cluster Technology、
11th Joint Symposium among Sister Universities in Mechanical Engineering 2010、Daegu（韓国）、2010
年 8 月 

・和泉雄生、平田邦夫、Reliability Enhancement for Staged Combustion Cycle Engine with Use of 
Combined Cycle、11th Joint Symposium among Sister Universities in Mechanical Engineering 2010、
Daegu（韓国）、2010 年 8 月 

国内学会発表  

・中山尚司、平田邦夫、1 段水素エンジンのクラスタ技術による大型化に関する研究、宇宙科学

技術連合講演会、静岡、2010 年 11 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  

・工学部等安全衛生管理委員会：委員 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得 ：地球観測衛星開発費補助金（継続） 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エンジンシステムの

研究テーマにも取り組んでいきたい。 
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機械工学科 

 

 

  

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（2名）、1年（6名） 

学  部：4年（6名） 

研究生（1名） 

 

【 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 

安全工学  学部3年 2 ○  複数担当（15人）  

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 ○   

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

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

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

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

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

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

く，当該分野への人材輩出や国内外の企業との共同研究より実績を上げていく． 
 

＜実績＞  

（１）二酸化炭素膨張機における遷移臨界膨張過程の解明 
二酸化炭素冷凍サイクルで用いられる膨張機における膨張過程は，超臨界から二相域に変わる遷

環境負荷の小さな冷凍機および流体機械の研究 
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機械工学科 

移臨界膨張過程であり，膨張過程における相変化，熱伝達率等を明らかにした．  
（２）二酸化炭素／PAG 混合物の減圧分離特性 

二酸化炭素用冷媒圧縮機のしゅう動部には冷凍機油に冷媒が混合した油が供給され，減圧にとも

ない冷媒が分離発泡する．冷媒の分離過程，及び粘度変化を明らかにし，スラスト軸受け部の油

膜形成状態を可視化により評価した． 
（３）ロータリ圧縮機内におけるミスト発生機構に関する研究 

空調用に多く使用されるロータリ圧縮機において，冷媒とともに吐き出される油量を低減するた

め，シェル内のミスト発生機構について，可視化実験を行い，ミストの発生メカニズムを明らか

にするとともに，LDSA を用いて粒径分布測定を行った． 
（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スクロール歯形間に生じる押しつけ力の解析において，軸受け油膜解析法が

押しつけ力の解析に及ぼす影響を明らかにした． 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) 福田，足立，柳沢，小木，二酸化炭素冷凍サイクル用膨張機内の漏れ流動特性，日本冷凍空調

学会論文集，Vol.26，No.2, 169-178，2010. 
2) 鶸田，澤井，作田，森本，福田，柳沢，CO2 冷媒対応スクロール圧縮機におけるラップ間に作

用する押接力に関する研究，日本冷凍空調学会論文集，Vol.26，No.2, 75-86，2010. 

国際会議発表     

・M．Fukuta, Y. N akahara, N. T anabashi, H . S uzuki, T . Y anagisawa, Lubricating C ondition b etween 
Swashplate and Shoe in Swashplate Compressor, 20th Int. Compressor conference at Purdue, 1207, 2010. 
他 4 件 

国内学会発表  

日本冷凍空調学会年次大会等 5 件 

特許取得 

特許第 4662246号，発明の名称：膨張機，平成 23年 1月 14日 

 

【 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 御殿場南高等学校，春日井高等学校 
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，海の星高等学校 
技術指導 多数 

＜管理・運営＞ 

工学部長補佐室 
学生支援・入試戦略室室長 
学科カリキュラム検討委員 

＜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 3 件 
外部資金獲得： 科研費 基盤（C) 熱交換器効率向上を目的とした高性能油分離器の開発（代表） 

   共同研究 6 件（代表），委託研究 1 件（代表） 
               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 （専任：創造科学技術大学院） 

専門分野： 形状処理工学、ナノ・マイクロ形状モデリング  

 
homepage: http://ktm11.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】  
教    員：三浦 憲二郎    

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） 

 

【 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ックス、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 

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1，2年 1  ○  

 
【 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画像処理、ナノ・マイクロ形状モデリングについて研究を行っている。形状
生成や点群処理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 
  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新たに 1 件出願した。 
（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） マルチビームの 3 次元干渉に基づいた広範領域 3 次元空間変調照明の生成・制御手法の提案。 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) Daijiro Uzuyama, Mamoru Kikuta and Kenjiro T. Miura, “Development of a Grain Milling System by Use 

ナノ・マイクロ形状モデリング 
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of Digital Data,” Computer-Aided Design & Applications, Vol. 7, No.3, pp.291-296, 2010.  
2) Kenjiro T. Miura, Ryo Shirahata and Sin'ichi Agari, “Non-stationarization of the  Typical Curves and its 

Extension to Surfaces,” Computer-Aided Design & Applications, Vol. 7, No.4, pp.297-308, 2010.  
3) R.U. Gobithaasan, Jamaludin Md. Ali, Kenjiro T. Miura, “Computing the Fairness of Parametric Curves,” 

The Journal of Three Dimensional Images, Vol.24, No.3, pp.43-50, September 2010.  
4) Shin Usuki and Kenjiro T. Miura, “High-Resolution Tolerance Against Noise Imaging Technique Based on 

Active Shift of Optical Axis," International Journal of Automation Technology, Vol.5, No.2, pp.206-211, 
2011. 

国際会議発表     

1) Daijiro Uzuyama, Mamoru Kikuta and Kenjiro T. Miura, "Development of  a  G rain M illing System b y 
Use of Digital Data", Presentation at the 2010 International CAD Conference and Exhibition, Dubai, 
UAE, June 21-25, 2010.  

2) Kenjiro T. Miura, Ryo Shirahata and Sin'ichi Agari, “Non-stationarization of the Typical Curves and its 
Extension to S urfaces,” 2010 International C AD C onference and Exhibition, Dubai, UAE, June 21 -25, 
2010.  

3) Ryo Shirahata, Sin'ichi Agari, Kenjiro T. Miura, “Input of Log-aesthetic Curves by Use of Control Points 
-Plugging an LA Curve Module in A Commercial Modeler,” ASME 30th Computers and Information in 
Engineering Conference, Montreal, Canada, August 15-18, 2010.  

4) S. Usuki, K.T. Miura，“High-Resolution Imaging Technique Based on Active Shift of Optical Axis,” 10th 
International Symposium on Measurement and Quality Control，C1-094，pp.1-4, September 5-9, 2010.  

5) Kenjiro T . M iura, S hin'ichi A gari, M akoto F ujisawa, T akashi Hada, T omonobu Nishikawa, “Input of  
Compound-rhythm L og-aesthetic Curves and Its Applications for Car Styling Design,” Proceedings of 
IDMME - Virtual Concept 2010, PRIDE, Oct. 20-22, (2010) Bordeaux, France, 2010. 

国内学会発表  

精密工学会、情報処理学会など、計 9件 

招待講演  

・ “Log-aesthetic C urve and  Its A pplications For I ndustrial S tyling D esign,” 3rd I nternational 
Conference on Science and Technology (ICSTIE2010): Applications in Industry and Education, The 
Gurney Resort Hotel and Residences, Penang, Malaysia, December 16-17, 2010. 

特許出願・取得 

 「表面加工データの作成方法および装置」特願 2010-052123、PCT 出願番号：PCT/JP2011/055301 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

国際会議（人とコンピュータに関する国際会議 HC2010 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＞ 

工学部入試委員会委員長,創造技術大学院インフォマティクス部門長･情報科学専攻長､設計工学

専攻長 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 1.科研費基盤（Ｂ）分担研究者 2.カルソニックカンセイ株式会社との共同研究 
 3.ヤマハ発動機との共同研究 4.株式会社ゾディアックの奨学寄附金  

受賞・表彰： 三浦憲二郎,日本機械学会設計工学･システム部門，2010 年度フロンティア業績表彰 

【 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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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（2名） 

学    部：4年（6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，構造物の質量特性を考慮したグル

ープ化による方法を提案した．また，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，射影ノルムを用いた方法を提案した． 
(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した．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についても明らかにし，最適な位置に質量を取付ける場合に

大形宇宙構造動力学 
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は質量の誤差は振動特性の予測精度に影響しないことを確認した． 
(3)センサー配置 
  少ないセンサー数で大形構造物が振動するときの形状を推定する方法を提案し，簡単な梁に対し

てその有効性を示した． 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書     

・ Misawa, M ., a nd H irano, A., " Improvements t o obt ain a  U nique S olution i n S ystem Identification," 
AIAA Journal, Vol. 48, No. 7, July, 2010, pp. 1561-1563. 

・ Misawa, M., "Component Modal Tests with Additional Mass and Stiffness," AIAA Journal, Vol. 48, No. 
8, August, 2010, pp. 1840-1847. 

国際会議発表     

・ Misawa, M., Kawasoe, H., Nakajima, J. and Kobayashi M., "Selection of Tested Component to Predict 
Dynamic Characteristics of  Large Structures by Component Modal Tests," 17th International Congress 
on Sound and Vibration,  Paper No. 1015, 2010. 

国内学会発表  

大庭，三澤，"質量行列及び剛性行列のグループ化によるシステム同定"，第 54 回宇宙科学技術連合

講演会，1P33，2010. 
 

【 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，振動方程式を満たす方法を検討する．また，精度の高い連

立一次方程式の近似解法に関し，新たな方法を検討する． 
(2) 大形構造物の振動特性の予測 
   解析モデルに誤差がある場合について，試験法の有効性を検討し，実際に大形構造物の振動特

性を精度良く予測できるか否かを明らかにする． 
(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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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（5名）、1年（4名） 

学  部：4年（10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。また、テザー

技術応用としての宇宙エレベータの実現に向けた基礎技術の確立を目標としている。 
＜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宇宙実験を実施した。 

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 
 科研費補助による研究を実施し、従来より微粒子帯電効率を２桁上げることに成功した。 

将来型宇宙輸送システムの研究 
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（３）プラズマセイルの研究 
 科研費補助（分担）により研究を実施し、３次元解析モデルを作成しプラズマセイルの姿勢安定を

評価した。この研究により、研究室学生（山本直樹）が第 54 回宇宙科学技術連合講演会学生セッ

ション優秀賞を受賞した。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) Current Collection Experiment of  B are E lectrodynamic T ether U sing S ounding R ocket, ( Y. 

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

Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences, Space Technology Japan, 

Vol.8, pp.Tb5-Tb10 , (2010) 

2) Ichinose D ., Matsushita T., Matsui M ., and Yamagiwa Y., “Plasma C harging and Acceleration of  

Micro-Particles f or a S pace T hruster, (D. Ichinose, T. Matsushita, M . M atsui a nd Y. Yamagiwa), 

Frontier of Applied Plasma Technology, Vol.3, pp.120-122. (2010) 

3) MHD Analysis of  M agnetic D iffusion E ffect on M agneto P lasma S ail, ( T. F ujimoto, H . Otsu, I . 

Funaki and Y. Yamagiwa), Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences, 

Vol.53, No.180, pp. 84-90, (2010) 

国際会議発表     

1) Magnetohydrodynamic N umerical A nalysis of  M agnetic pl asma S ail I ncluding the Effect o f 

Interplanetary M agnetic Field, N . Yamamoto, M . M atsumoto, I. Funaki, Y. Yamagiwa, 49th AIAA 

Aerospace Sciences Meeting including New Horizons Forum, Orlando, USA, Jan. 4-7, 2011 

2) Relation between thrust and the number of charges in a dusty plasma space thruster, T. Matsushita, K. 

Ishii, M . M atsui, Y . Y amagiwa, 49th AIAA A erospace Sciences M eeting including N ew H orizons 

Forum, Orlando, USA, Jan. 4-7, 2011 

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 10 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

夢ナビ web; 夢ナビ教授（web サイトアップ：10 月） 
講義 No.03315「エレベータに乗って宇宙へ行こう！」， 
講義 No.03316「宇宙に漂う塵（ちり）を使い、はるか彼方の星へ」 

  浜松商工会議所宇宙利活用研究会（ＳＡＴ研）アドバイザー 

浜松市かわな野外活動センター「第１回キラキラわくわく体験教室」講師 

ほか 

 

【 今後の展開 】  

「宇宙エレベータ」の基礎技術検証にたね、成層圏プラットフォームと地上をエレベータで繋ぐ「成

層圏エレベータ」を提案中。資金獲得による実現を目指す。また、香川大学と共同で、導電テザーを

備えた小型衛星および Cube-Sat を提案中。資金獲得による実現を目指す。 
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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 

修士課程 ：1年（3名） 

学  部 ：4年（4名） 

連携教員 ：大岩 孝彰 教授，佐藤 元宥 助教 

 

 

【 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，1 講義につき 2 回の小テスト

を実施し，文法，語彙，読解力のさらなる向上を目指す．「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．「機械要素設計」では，多く

の演習問題を宿題として与え，復習を強化する．「創造教育実習」でのロボットコンテストでは，

ルールを極力与えず，新入生の柔軟な発想を生かしたロボット製作を試みる． 
 

＜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（大岩教授） 

機械要素設計 学部3年 1  ○ 担当教員2名（坂井田教授） 

メカトロニクス 学部3年 1  ○ 担当教員2名（大岩教授） 

創造教育実習 学部1年 2 ○ ○  

 

【 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．2010 年度は，①小形遠心ポンプ用ベアリングレスディスクモータの基礎研究，②シ

ングルドライブベアリングレスモータの基礎研究，③円板回転子を有するシングルドライブベア

リングレスモータの研究，④ホモポーラ形超高速ベアリングレスモータの基礎研究，の研究を行

っている．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．その結果，本年度は，4 件のジャーナル論文が発行され，9 件の学会発

表を行った．また，今年度の成果を，来年度学会発表，ジャーナル論文投稿を行う． 
 

ベアリングレスモータの基礎・応用研究 
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＜実績＞  

① 小形遠心ポンプ用ベアリングレスディスクモータの基礎研究 
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

で，干渉力が低減可能なことを数値解析で示し，実験による検証を行った．これに関して，

ジャーナル論文を投稿した． 
② シングルドライブベアリングレスモータの基礎研究 

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．世界で初めて，3 相インバータ 1
台のみで，回転と磁気浮上を同時に実現した．研究成果を，国内会議で発表し，来年度，

国際会議で発表予定である． 
③ 円板回転子を有するシングルドライブベアリングレスモータの研究 

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，昨年度は，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．本年度も引き続き，電磁界解析を行い，2 種類のシングルド

ライブベアリングレスディスクモータを試作している． 
④ ホモポーラ形超高速ベアリングレスモータの基礎研究 

100W，100,000rpm の超高速ベアリングレスモータの実現を目的としている．回転子構造

が堅牢な，ホモポーラモータ構造を採用する．また，小形化，低消費電力化のため，巻線

には集中巻，極数は従来の 8 極から 6 極に変更した．今年度は電磁界解析を行った．  

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1. J. A sama, T. Asami, T . I makawa, A . C hiba, A. N akajima, a nd M . A. Rahman, “ Effects of  

Permanent-Magnet P assive-Magnetic-Bearing on a 2 -axis A ctively R egulated Low-Speed Bearingless 

Motor”, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 26, No. 1, pp. 46-54, March 2011.（他 3 件） 

国内学会発表 

1. 浜崎佑樹, 朝間淳一, 大岩孝彰, 千葉明, “3 相インバータ 1 台のみで駆動可能な 1 自由度制御形

ベアリングレスモータ”, 第 19 回 MAGDA コンファレンス講演論文集, p p.61-64, 札幌, 11 月

22-23 日, 2010. （他 8 件） 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

2011 年 1 月 28 日に豊橋商工会議所で開催された産学官マッチング会にて，ベアリングレスモー

タの発表を行った． 
＜管理・運営＞ 
浜松キャンパスの工学部学生委員を務めた． 

＜特筆事項＞ 
外部資金： 科研費若手(B)継続 1 件，民間助成金 2 件． 
 

【 今後の展開 】  
引き続き，ベアリングレスモータの基礎・応用研究を行う．特に，既存のベアリングレスモー

タの実機への応用，と新しいベアリングレスモータの基礎研究を行う．年間 5 件のジャーナル論

文，および，10 件の学会発表を目標とする． 
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専任・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（6名）、1年（7名，内 3名は松丸教員の転出により 10月から引き受け） 

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1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＞ 

・指導学生の受賞・表彰 

学生サークル「静大ロボットファクトリー」、努力賞、第１０回レスキューロボットコンテスト、2010

年 8 月 
  

【 研究 】 
＜目標＞ 

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

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

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

＜実績＞  

（１）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て人と機械（ロボット）とのインターフェースとして用いる手法を検

ロボット・制御技術の応用 
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討し，身体動作や感情など，様々な状態を血流変化から識別することに成功した．また，識

別率を高めるための処理手法についての検討を行った． 
（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の試作・改良を行い，改良の効果を検証した． 
（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，測定デー

タから人の歩行特徴を明らかにするための手法について基礎検討を行った． 
（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，実験により機械部品の組み立て作業に

ついて分析を行い，熟練者の作業戦略を明らかにした．また，その戦略に基づいて作業支援

と自動化の実験を行い，効果を確認した． 
（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 

・伊藤，福島，他 4 名，遠隔医療診断ロボットシステムの構築－安全に配慮した診断ロボット

システムの試作改良，ロボティクス・メカトロニクス講演会，旭川，2010 年 6 月 
・伊藤，牛居，他 3 名，NIRS を用いたブレインマシンインターフェースの構築，ロボティクス・

メカトロニクス講演会，旭川，2010 年 6 月 
・伊藤，鮫島，他 4 名，NIRS を用いた被験者の動作および志向の識別手法の検討，第 28 回日

本ロボット学会学術講演会，名古屋，2010 年 9 月 
・伊藤，鮫島，他 4 名，人体下肢の運動計測・評価システムの構築と有効性の検討，第 31 回バ

イオメカニズム学術講演会，浜松（主催者として活動），2010 年 11 月 
・伊藤，伴野，他 2 名，山林管理ロボットのための周囲環境認識手法の検討，第 16 回ロボティ

クスシンポジア，鹿児島，2011 年 3 月 
 ・他 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 静岡農業ビジネス起業人育成講座（9 月），県立韮山高等学校（12 月） 
外国人留学生受け入れ 2 名 
展示・イベントの開催 
 ・ものづくり体験イベントの開催 
   親子で楽しむロボット工作教室 2010 年 7 月 

ロボットスカベンジャー大会 in 浜松 2010 年 10 月 
高校生のための機械工学体験セミナー 2011 年 3 月 

＜管理・運営＞ 

工学部評価実施委員，工学部教務委員，学科評価実施委員長，学科カリキュラム委員など． 
＜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 2 件，奨学寄附金 1 件 
 

【 今後の展開 】  

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

システムの実用化につなげていく． 
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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： 1年（3名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

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

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

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

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

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

ような方向性を示せるよう努めている。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナー  学部1年 1 ○  複数担当（機械工学科全教員） 

応用英語Ｃ  学部3年 1 ○  複数担当（機械工学科全教員） 

確率・統計  学部3年 2 ○   

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） 

確率・統計  学部2年 2  ○  

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 
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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） 一様磁場下の MHD プラズマにおけるエネルギー交換の評価を実行して、その複雑性を報告

している。 
 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表     

・ M. Okamoto, "Direct Numerical Simulation for the MHD Homogeneous Shear Turbulence with the 
Uniform Magentic F ield", The 63rd Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, pp.26 8 
(2010), Caltec, USA. 

国内学会発表  

・日本機械学会年次大会、日本流体力学会年会、数値流体シンポジウム、理論応用力学講演会、

計 12 件 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

評価実施委員会委員 
３年担当（機械工学科） 
評価委員（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） 
総合研究棟の支線管理者 

＜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. 
：科学研究費， 基盤研究 C， 「圧縮性コヒーレント構造型 1 方程式サブグリッド

モデルの開発研究」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：1年（3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，また身近な製品や応用例を挙げて解説し，難

解な部分は適宜演習で補いならが，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 ○   

キャリアデザイン  学部2年 1  ○ 複数担当 

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  ○  

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）高アスペクト比の

鉛直流体層内自然対流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 

48



機械工学科 

＜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）高アスペクト比の鉛直流体層内自然対流に関する研究 

    高アスペクト比の鉛直流体層内における自然対流について数値シミュレーションを行い，特

に高レイリー数条件での不安定挙動と熱伝達特性を明らかにした． 
 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表 

・ T. Masuoka, Y. ka kimoto, H. I to a nd K . I noue, “ Natural C onvection Heat Transfer i n Vertical F luid 
Layers of  H igh A spect R atio”, A SME/JSME 8t h Thermal E ngineering J oint C onference, Honolulu, 
March 2011. 

国内学会発表 

・ 柿本益志、岡村鮎夢、増岡隆士，「多孔質体で被覆された固体角柱まわりの熱流動特性」，第 47

回日本伝熱シンポジウム，札幌市，2010年 5月（日本伝熱学会）． 

・ 伊藤宏和、増岡隆士、井上浩一、柿本益志，「高アスペクト比の鉛直流体層内自然対流の不安

定挙動と熱伝達特性」，第 47回日本伝熱シンポジウム，札幌市，2010年 5月（日本伝熱学会）． 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

平成 22年度「高校生のための機械工学体験セミナー」の講師を務めた． 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：共同研究 1件 

 
【 今後の展開 】  

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

いきたい．また共同研究や外部資金の獲得にも力を入れたい． 
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機械工学科 

 

 

  

専任・准教授  桑原 不二朗 （KUWAHARA Fujio）   

機械工学科  

専門分野： 伝熱工学、多孔質体内熱移動  

 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：桑原 不二朗    

修士課程：2年（2名）、1年（3名） 

学  部：3名 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

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

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

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

ンを含む様々な学習の必要性や、この分野とのかかわりを理解することに勤めている。  

 
＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

熱力学Ⅰ  学部2年 2 ○  複数担当（2人） 

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） 

熱力学特論Ⅰ  大学院1,2年 1  ○ 複数担当（2人） 

設計製図  学部3年 2  ○ 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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機械工学科 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等              

(1) F. Kuwahara, N. Sogawa and T. Kuroiwa, A visualization study of mechanical dispersion in porous 
media, The Open Transport Phenomena Journal, pp.103-108, 2010.  

他 41件 

国際会議発表     

1. F. Kuwahara, An analytical model for bifurcation flow and mass transfer in a human lung, 

JSSUME2010, 2010.8. 

2. F. Kuwahara, N. Sogawa and T. Kuroiwa, A concentration visualization for the study of mechanical 

dispersion in porous media, 3rd Int. Conf. Porous Media, 2010.6．  

3. Y. Sano and F. Kuwahara, Heat transfer enhancement in cross-flow heat exchangers resulting from 

thermal dispersion, 3rd Int. Conf. Porous Media, 2010 June 20-25. 

他 24件 

国内学会発表    

・日本伝熱学会、日本機械学会など、計 56件 

 

解説・特集等   

・他 2 編   

 

【 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)代表、共同研究 1件 

受賞・表彰： 日本機械学会熱工学部門 部門一般表彰   

 

【 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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機械工学科 

 

 

  

専任・准教授  酒井 克彦 （SAKAI Katsuhiko）   

機械工学科  

専門分野： 機械加工、環境対応生産技術、レーザ加工  

 
 homepage: http://sites.google.com/site/kikaikousaku/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：酒井 克彦    

修士課程：2年（2名）、1年（3名） 

学  部：4年（5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、4 年次の科目で

は機械の設計や実験の経験および、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  ○   

機械材料I  学部2年 2 ○  複数担当（2名） 

図  学  学部2年 2  ○ 複数担当（3名） 

材料加工学  学部2年 2  ○ 複数担当（4名） 

機械工学実験I  学部3年  ○  複数担当 

応用英語Ｃ  学部3年 1 ○   

応用加工学  学部4年 1    

生産システム特論II   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、工具寿命改善効果を検証した。 
（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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機械工学科 

（３）油含浸処理による超硬工具の特性改善 
    切削試験及び、工具表面のＦＴＩＲ分析から切削工具への油含浸効果を評価した。  
（４）高出力半導体レーザによる異種材料溶接 
  アルミニウム合金およびチタン材の溶接特性および接合機構について検討した。 
（５）アルミニウム−鋳鉄同時切削の高能率化 
  高価なダイヤモンドに変わってサーメット工具による高生産性加工法を提案した。 
（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＞ 

国内学会発表  

1) 酒井克彦、佐野勝則、鈴木康夫、新村得夫「焼き入れ鋼の cBN 砥石による研削における砥石

への溝入れ効果」2010 年日本機械学会年次大会講演会 名古屋工業大学 2010.9.5.6.7 他 2
件 

2） 長坂将史、酒井克彦、鈴木康夫「アルカリ電解水ミストによる鋳鉄切削における工具寿命の

改善」2010 年精密工学会秋季大会 名古屋大学 2010.9.29 他１件 
3)  渡邊公也、山下和芳、酒井克彦、鈴木康夫「油含浸工具の切削特性」日本機械学会生産加工

工作機械部門講演会 岡山大学 2010.11.19 
4） 酒井克彦、鈴木康夫「高出力半導体レーザによる異種金属の直接溶融接合」電気加工学会全

国大会 アクトシティ浜松 2010.11 
5)  丸井暁、酒井克彦、鈴木康夫「型彫り放電加工による炭素繊維強化プラスチックの加工に関

する研究」精密工学会 東洋大学 2011.3 
6） 福島亮平、酒井克彦、鈴木康夫「特殊窒化処理によるコーティング超硬工具の切削特性に関

する研究」精密工学会 東洋大学 2011.3 

招待講演  

1) 酒井克彦「高出力半導体レーザーによる純チタン板とアルミニウム合金板の溶融溶接」第 200
回電気加工研究会 名古屋工業大学 2010.7.16 

 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

1) 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 
2) はままつデジタルマイスター育成事業講師 
3) はままつ産業創造センター、新素材新成形技術講座講師 
4) 静岡県工業技術研究所、浜松工業技術支援センター外部研究員 
5) 浜松地域チタン事業化研究会委員 
6) 浜松地域 CFRP 事業化研究会委員 
7) 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 
8) 静岡医療科学専門学校非常勤講師 

＜特筆事項＞ 

 2011 年 3 月 29 日 はましん産学連携大賞最優秀賞受賞 
 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開始している。また、従来の実験による解析に加えて切削

シミュレーションソフトウエア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

論的裏付けを行っている。 
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機械工学科 

 

 

  

専任・准教授  島村 佳伸 （SHIMAMURA Yoshinobu）   

機械工学科  

専門分野： 複合材料工学・材料強度学・材料力学 

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

【 研究室構成 】 

教    員：島村 佳伸 

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） 

連携教員：東郷 敬一郎 教授、藤井 朋之 助教 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  機械工学において必須である材料力学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 

材料力学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のシートならびに紡績糸を用い

た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プリフォームを用いた複

合材料の成形手法の検討とその機械的特性の計測をおこなった． 
（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，回収炭素繊維の界面強度特性の計測を実施した． 

（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疲労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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機械工学科 

（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               

・ Microscopic Structure Control of  Carbon Nanofiller/Epoxy Composite by Using AC Electrical Field 
and t he E ffect on P hysical P roperties, S himamura Yoshinobu, C hiba T oshihiro, Okuda N aoki a nd 

Tohgo Keiichiro, Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering, Vol.4, No.11, pp.1550-1562 

(2010) 

・ 日本材料学会編，界面強度評価ハンドブック，日本材料学会，pp.55-62 （2011） 

他 14 件 

国際会議発表     

・ Cyclic B ehavior of  Electrical R esistance Type Low S tiffness, Large S train Sensor by  us ing Carbon 

Nanofiber/ Flexible Epoxy Composite, Yoshinobu Shimamura, Kyohei Kageyama, Keiichiro Tohgo 

and Tomoyoki Fujii, P roc. 8th I nternational C onference on F racture a nd S trength of S olids, ( 2010), 

A261(6p), Kuala Lumpur, Malaysia 

・ Estimation of  Effective Young's Modulus of Spun Yarn in Composite Materials Using Yarn Theory, 
Yoshinobu S himamura, T etsuo H ayama, Keiichiro T ohgo a nd Tomoyuki Fujii, IWGC-6, ( 2010), 

pp.155-157, Gumi, Korea 

他 8 件 

国内学会発表  

・ 超音波ねじり疲労試験装置の浸炭鋼への適用，島村佳伸, 成田康一郎, 石井仁, 東郷敬一郎, 

藤井朋之，矢ヶ崎徹, 原田雅道, 日本材料学会第 59 期学術講演会, 2010, pp.89-90, 札幌 

他 10 件 
特許出願・取得 

 「超音波ねじり疲労試験システム及び超音波ねじり疲労試験方法」，特開 2010-271248 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

工学部主催「高校生のための機械工学体験セミナー」（2011 年 3 月）の企画運営を担当した． 
嶺南大学（大韓民国）との姉妹校ワークショップ（JSSUME2010）の Executive Committee を担当した． 

＜管理・運営＞ 

工学部入試委員（２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． 

＜特筆事項＞ 

日本材料学会学術奨励賞を受賞（「マイクロ・ナノ繊維強化プラスチックの電気特性に着目した材料高機

能化に関する研究」，島村佳伸） 
工学部プロジェクト「カーボンナノチューブ構造体による新規複合材料開発」（分担） 
平成 22 年度静岡大学若手研究者重点支援対象者 
外部資金獲得：奨学寄附金 
 科研費（若手Ｂ 代表者） 
 

【 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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機械工学科 

 

 

  

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（2名）、1年（2名） 

学  部：4年（5名） 

連携教員：早川 邦夫（准教授），中村 保（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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機械工学科 

(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               

・ Rapid Laser Bending With Line-Shaped Beam Spot, Mohd Azri, Shigekazu Tanaka , Kunio 
Hayakawa, Tamotsu Nakamura, Yasushi Yamaya, Asami Morino, Hitoshi Omata, Steel Research 
International, Sp. Iss.1, pp.962-965 (2010). 

・ Net Shape Forming of Thin Walled Cylindrical Can by DC Pulse Resistance Sintering Process of 
Titanium Powder Metal, Yoshihiro Kubota, Tamotsu Nakamura, Shigekazu Tanaka, Kunio 
Hayakawa, Steel Research International, Sp. Iss.1, pp.1336-1339 (2010). 

・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     

・Numerical simulation of high speed laser bending with line shaped beam spot, Mohd Azri, Shigekazu 
Tanaka, Kunio Hayakawa, Tamotsu Nakamura, Yasushi Yamaya, Asami Morino, Hitoshi Omata，塑性加

工連合講演会 6th International session 2010, pp.69-70 (2010). 
 

国内学会発表  

・フェムト秒レーザーを用いたクラックのクリーニング，中村英雄, 本村一朗, 山本 仁, 田中繁一，平成

22年度日本歯科用レーザー学会, pp.19 (2010). など、計5件 

シンポジウム講師など 

・軽金属学会第 86 回シンポジウム「軽金属の特殊加工『金属薄板のインクリメンタル成形とその歯科等

への応用』」，(2010).など 2 件 

 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

教務委員 
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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機械工学科 

 

 

  

専任・准教授  早川 邦夫 （HAYAKAWA, Kunio） 

機械工学科 

専門分野：塑性加工学、塑性加工における損傷・破壊の解明 

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

 

【 研究室構成 】  

教    員：早川 邦夫 

修士課程：2年（1名）1年（3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) 

材料力学II  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，2010 

 
【 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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機械工学科 

 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 

・K. Hayakawa, T. Nakamura and S. Tanaka; Elastic-Plastic Constitutive Equation of WC-Co Cemented 

Carbides for Forging Tool with Anisotropic Damage, International Journal of Damage Mechanics, 19-4 

(2010), pp.421-440. 

・K. Hayakawa, K. Sawano, T. Nakamura, Y. Imai, Y. Kubota, Y. Namba, Y. Tabuchi; Influence of 

Anisotropic Property of Plastic-Deformation-Dependent Young’s Modulus of Stainless Steel Sheet on 

Analytical Accuracy of Springback, Steel Research International, 81-9 (2010), pp.1380-1383. 

国際会議発表 

・K. Hayakawa, T. Nakamura; Elastic-Plastic Constitutive Equation of WC-Co Cemented Carbides with 
Anisotropic Damage, Asian Symposium on Precision Forging, 2010, pp. 169-174. 

・Y. Kubota, T. Nakamura, S. Tanaka, K. Hayakawa; Net Shape Forming of Thin-Walled Cylindrical Can by 
DC Pulse Resistance-Sintering Process of Titanium Powder Metal, Asian Symposium on Precision 
Forging, 2010, pp. 112-117. 

・K. Hayakawa, K. Saito, T. Nakamura, S. Tanaka; Detection of Tribological Condition during Sheet Metal 
Forming Using Fractal Property of Acoustic Emission, Metal Forming 2010, 2010, pp.698-701. 

国内学会発表 

・日本塑性加工学会，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＞ 

はままつデジタルマイスター養成講座（文部科学省地域振興調整費） 
製造中核人材育成事業（浜松市） 

 

【 今後の展開 】  

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

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

 

 

  

専任・准教授  矢代 茂樹 （Yashiro Shigeki） 

機械工学科  

専門分野： 材料力学，複合材料工学，計算力学 

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

 

【 研究室構成 】 

教    員：矢代 茂樹 

学  部：4年（4名） 

連携教員：坂井田 喜久 教授，吉田 始 助教 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  まず，臨場感と緊張感のある授業を目標とする．そのため，予習レポートなどを課すことで自ら

考える時間を作り，授業の場で理解の手がかりをつかめるよう心がける．また，なるべく黒板近く

に座らせる工夫をする，中間テストを実施することにより，適度な緊張感を保つ。さらに，「体験

する材料・構造の力学」を目標とし，学習する内容を身近な物で見せ，現場で利用されていること

を説明することで臨場感を出し，興味を持続させることを心がける． 
 

＜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 

新入生セミナー  学部1年 1 ○  複数担当（27人） 

弾性力学  学部3年 1 ○   

応用英語C  学部3年 1 ○  複数担当（29人） 

材料力学I  学部1年（クラスM1） 1  ○  

材料力学I  学部1年（クラスM2） 1  ○  

機械工学演習I  学部1年（クラスM1） 1  ○ 複数担当（2人） 

機械工学演習I  学部1年（クラスM2） 1  ○ 複数担当（2人） 

材料強度設計  大学院1，2年 1 ○  複数担当（2人） 

 
【 研究 】 

＜目標＞ 

 (1) 不連続繊維強化プラスチックの成形過程における繊維配向メカニズムを解明する．成形シミュ

レーションを構築し，成形材の物性の予測を通じ，成形プロセスの最適化を提案する． 
 (2) 複合材料の飛翔体高速衝突損傷プロセスを実験・解析の両面からのアプローチにより解明する． 
 (3) 複合材料積層板に光ファイバセンサを埋め込むことにより，センサ情報から材料の状態（ひず

み，損傷）を常に監視できる構造ヘルスモニタリングを構築する． 

 

＜実績＞ 

 (1) 粒子法を用いた不連続繊維強化プラスチックの成形シミュレーションを構築した．2 つの方法

によって繊維配向を予測し，実験結果とよく一致することを示した． 

材料力学，複合材料・物性 
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機械工学科 

 (2) 粒子法を用いた飛翔体衝突損傷シミュレーションを実施し，観察される損傷状態を再現できる

ことを示した．また，熱負荷を与えたセラミックス基複合材料の飛翔体衝突試験と曲げ試験を

実施し，熱負荷が損傷プロセスに与える影響を明らかにした． 
 (3) チタン／炭素繊維強化プラスチック積層板に FBG センサを埋め込み，円孔の近傍に発生する

静的引張損傷をセンサの信号から検出できることを示した． 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

(1) Shigeki Yashiro, N obuyuki T oyama, J unji Takatsubo, T etsuro S hiraishi. Laser-generation based 

imaging of ultrasonic wave propagation on welded steel plates and its application to defect detection. 

Materials Transactions, Vol. 51(11), 2069-2075 (2010). 

(2) Keiji O gi, T omonaga Okabe, M anabu Takahashi, S higeki Y ashiro, A kinori Y oshimura, T oshio 

Ogasawara. Experimental cha racterization of hi gh-speed i mpact da mage be havior i n a  

three-dimensionally woven SiC/SiC composite. Composites Part A, Vol. 41(4), 489-498 (2010). 

他 2 件 

国内学会発表 

(1) 上西宏幸, 矢代茂樹, 岡部朋永, 松島紀佐. 短繊維強化プラスチックの射出成形解析と配向

テンソルに基づく繊維配向予測. 第 35 回複合材料シンポジウム, 広島市, 2010 年 10 月. 

(2) 矢代茂樹. 粒子法を用いた短繊維強化 プラスチックの成形流動解析と配向テンソルに基

づく繊維配向予測. 複合材料に関する講演・討論会, 三島市, 2010 年 8 月. 

他 3 件 

招待講演 

(1) 矢代茂樹. CFRP の構造健全性評価技術の構築. 日本複合材料学会 2010 年度東海・北陸支部

総会・講演会, 石川県野々市町, 2010 年 12 月. 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

高校生のための機械工学体験セミナー 実験テーマ担当 
浜松地域ＣＦＲＰ事業化研究会 協力研究員 

＜管理・運営＞ 

機械工学科 評価実施委員会 委員 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科学研究費補助金 若手研究 B（代表者），基盤研究 B（分担者） 
   共同研究（代表 1 件） 受託研究（分担 2 件） 

 
【 今後の展開 】 

 これまでの研究に引き続き，複合材料の成形に関するシミュレーションの構築に取り組む．今後は

粒子法による解析手法を複合材料の加工にも適用し，技術者のノウハウで行われているプロセスの改

善を提案したい． 
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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：2年（3名）、1年（3名） 

学  部：4年（4名） 

連携教員：金子 透 教授 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  機械工学科における演習を担当しており，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 

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

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） 

情報工学特論  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) 画像センシング技術の開発 
(2) 全方位カメラ搭載移動ロボットによる周囲環境センシング・モデリング 
(3) レーザレンジファインダ搭載移動ロボットを用いた動的環境における地図生成 
(4) 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 
(6) 画像処理技術を用いた福祉機器 
 

ロボット，センサ情報処理 
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機械工学科 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1)  川西 亮輔, 山下 淳, 金子 透: “全方位画像列からの特徴点および直線エッジ情報を併用し

た Structure from Motion による 3 次元環境モデル生成”, 電気学会論文誌 C, Vol.130-C, No.9, 
pp.1494-1503, September 2010. 

2)  松井 建樹, 山下 淳, 金子 透: “全方位レーザ・全方位カメラからなるレンジファインダの

自己位置推定と配管の 3 次元モデル生成 ”, 電気学会論文誌 C, V ol.130-C, N o.9, 
pp.1504-1512, September 2010. 

3)  Atsushi Yamashita, Akira Fujii and Toru Kaneko: "Stereo Measurement of Objects in Liquid and 
Estimation of Refractive Index of Liquid by Using Images of Water Surface", Advances in Theory 
and Applications of Stereo Vision (Asim Bhatti (Ed.)), INTECH, pp.189-202, January 2011. 

 
国際会議発表 

1)  Kenki Matsui, Atsushi Yamashita and Toru Kaneko: “3-D Shape Measurement of  P ipe by Range 
Finder C onstructed w ith O mni-Directional L aser and O mni-Directional C amera”, P roceedings of  
the 2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2010), pp.2537-2542, 
Anchorage (U.S.A.), May 2010. 

2)  Atsushi Yamashita, Akiyoshi Matsui and Toru Kaneko: “Fence Removal from Multi-Focus Images”, 
Proceedings of t he 20t h I nternational C onference on Pattern R ecognition ( ICPR2010), 
pp.4532-4535, Istanbul (Turkey), August 2010. 

3)  Atsushi Y amashita, Yudai S hirane a nd Toru K aneko: “ Monocular Underwater Stereo -3D 
Measurement Using Difference of  Appearance Depending on O ptical Paths-“, P roceedings of  the 
2010 I EEE/RSJ I nternational C onference on  I ntelligent Robots and S ystems ( IROS2010), 
pp.3652-3657, Taipei (Taiwan), October 2010. 

4)  Atsushi Yamashita, Rie Miyaki and Toru Kaneko: “Color Information Presentation for Color Vision 
Defective by  Using a Projector C amera S ystem”, P roceedings of  t he ACCV2010 Workshop on  
Application of  Computer Vision for Mixed and Augmented Reality, Queenstown (New Zealand), 
November 2010. 

他 2 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 23 件 
 

招待講演 

1) 山下 淳: “見え難い情報をみる画像処理技術～水中センシングをはじめとして～”, 北海道

大学大学院情報科学研究科グローバル COE 講演会, 札幌, September 2010.  
2) 山下 淳: “見え難い情報を精密にみるセンサ情報処理”, 精密工学会アフィリエイト委員会

主催 平成 22 年度大阪大学見学会・講演会, 大阪, December 2010. 
他 1 件 

 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

学生委員会委員（2 年目），広報企画室委員（1 年目） 
 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費（若手研究 A 代表者） 
 

【 今後の展開 】  
 人の役に立つロボット・画像処理技術の研究を継続する．また，産業現場で役に立つ部品検査技術

などの研究にも引き続き積極的に挑戦したい． 
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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  

修士課程：2年（2名）、1年（5名） 

学  部：4年（11名） 

連携教員：大岩 孝彰 教授、朝間 淳一 准教授  

  

【 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。 

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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＜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

式のディーゼル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が、自動車用ディーゼ

ルエンジンとしては排気ガスの問題が今後の重要な課題となっている。 

 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表 

1) “サイクロイド遊星歯車機構に関する研究（第３報）－２気筒１クランクの機構－” 松田 孝、

佐藤元宥 自動車技術会 2010 年度春季大会、パシフィコ横浜(横浜市) 2010.5.21  
2) “超音波振動による歯車歯面の摩擦力減少と潤滑性向上に関する研究” 大岩孝彰、牧野陽平、

佐藤元宥、朝間淳一 日本機械学会 第 10 回機素潤滑設計部門講演会、華鳳(新発田市)  
2010.4.19 

3) “６自由度パラレルメカニズムの校正に関する研究(第８報)－多項式近似を用いたキャリブ

レーション－” 大岩孝彰，寺田一輝，朝間淳一，佐藤元宥 日本機械学会2010年度年次大会、

名古屋工業大学(名古屋市) 2010.9.7 

4) “超音波振動によるキネマティックジョイントの位置決め精度向上” 加藤大貴，大岩孝彰，

佐藤元宥，朝間淳一精密工学会春季大会学、東洋大学(東京都) 2011.3.16 
 

【 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。これまでに、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検討を行ってきた。 東北地方太平洋沖地震による

原発事故で内燃機関に求められるものが大きくなるように思われる。 今後も内燃機関の最大の弱点

である排気ガスの問題をクリアしたサイクロイド遊星歯車機構エンジンの実現に向けて検討を継続

していきたい。 
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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（5名）、1年（3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 】 

本年度は新しい実験装置を使用して、円柱まわりの圧力分布を詳細解析することで、抗力のメカニ

ズムをより詳細に理解させることが可能となった。また、実験の取りまとめを行い、新規実験立ち上

げなどに伴う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し、産業への応用を目的としている。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

化に力を入れる。物理洗浄の確立と洗浄工程への応用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 
  自由界面で反発する気泡に関して、その現象の解明とモデル化を行った。また前後非対称を有

する気泡に働く抗力について，詳細な数値解析結果より変形の影響を定量的に明らかにした。 
（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、発生圧力に及ぼす対象物の硬さの影響について明らかにした。 

（３）半導体製造工程における洗浄 
  ノボラック系レジストの剥離試験を行い、密着力やレジストの機械的特性と剥離特性との関連

を明らかにした。 

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) "Flow st ructure of  steam-water mixed spray", T. Sanada, Y. Mitsuhashi, H. Mizutani and T. Saito, 

Nuclear Engineering and Design, 2010, vol.240, 3974-3983. 

2) "Shock propagation through a bubbly liquid in a deformable tube", K. Ando, T. Sanada, K. Inaba, J. S. 

Damazo, J. E. Shepherd, T. Colonius, C. E. Brennen, Journal of Fluid Mechanics, 2011, 671, 339-363.  

3) "Modeling of bouncing of a single clean bubble on a free surface", A. Sato, M. Shirota, T. Sanada, M. 

Watanabe, Physics of Fluids, 2011, 23, 013307. 

国際会議発表     

1) T. Sanada, K . A ndo and T . Colonius, N umerical analysis of  hi gh s peed dr oplet i mpact, 7t h 

International Conference on Multiphase Flow, Tampa, USA, 2010.6. 

2) T. Sanada, M. Shirota, Drag force acting on an ellipsoidal bubble with fore-aft asymmetry, 63th 

Annual Meeting, American Physical Society, Division of Fluid Dynamics, Long Beach, USA, 2010.11. 

他 9 件 

国内学会発表  

1)  日本混相流学会年会講演会 5 件 
 

招待講演 

1) 真田俊之、JICC 洗浄技術フォーラム 2010、「物理洗浄による洗浄剤削減の試み」。 
2) 真田俊之、Electronic Journal 第 259 回 Technical Symposium，「水蒸気と水の混合噴流による洗浄

技術」 
 

解説・特集 

1) 益子岳史、真田俊之、渡部正夫、関映子，林田充司、「水蒸気と水の混合噴流による表面洗

浄技術-物理力による表面薄膜剥離-」、クリーンテクノロジ、8 月号、pp.65-69，（2010） 
 
【 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。 
 「薬液使わず水と水蒸気を噴射 低環境負荷の洗浄技術」、 日経エコロジー、 p125 (2010.4)。 
 「薬液を使用しない低環境負荷型洗浄技術」 クリーンテクノロジ、 p78 (2010.4)。 
 「薬液を使用しない低環境負荷型の洗浄技術を開発」ジャパン フォー サステナビリティWeb（2010.4）。 
 「Nettoyage industriel à l’eau seule」Green news TECNO, No.44, p.6 (2010.4) 。 
 「環境負荷を低減できる！」 螢雪時代６月号 （2010.5）。 
 「薬液を使用しない低環境負荷型の洗浄技術を開発 静岡大学」JETI7 月号。 
外部資金獲得 ： 奨学寄付金 1 件、共同研究 1 件、助成金 1 件，科研費（分担）2 件 
 

【 今後の展開 】  

 これまでに開発してきた水蒸気と水の混合噴流による洗浄技術の詳細メカニズム解明のため、真空

および蒸気チャンバによる液滴衝突実験の準備を進めている。今後新たな成果が予想される。また、

流体力学の基礎研究である気泡に働く抗力に関しても，その形状変化による影響がより詳細な数値解

析によって明らかにされつつある。今後詳細物理を解明する予定である。 
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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    

修士課程：2年（4名）、1年（3名） 

学  部：4年（7名） 

連携教員：鳥居 孝夫 教授 

 

【 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三次元 CAD による製図技法の習得を目標としている。さらに，設計製図で

は、三次元造型機を用いて実物の模型を作成し、設計する機械の機構を体験的に理解させる取り組

みも行っている。 
 

＜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 

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。加えて、ヒューマノイドロボットによる作業の実現にも取り組んでいる。 
 

＜実績＞ 

（１）実環境接触作業の安定性を保証する力制御法の開発 
  実環境接触作業を安定的に行うためのインピーダンス制御法を開発した。 
（２）手先作業に適した二足歩行ロボットの歩行法の開発 
 手先作業への影響を低減するためのヒューマノイドロボットの歩行法を開発した。 
（３）遊脚接地時の衝撃力の低減法の開発 
  歩行時の衝撃が手先作業に悪影響を与えないための遊脚制御法を開発した。 
（４）シミュレーションと実機制御のシームレス化 
  ロボット制御プログラムの開発効率向上ためのソフトウェア開発環境を構築した。 
 

ロボットによる実環境作業の実現 
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＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

・ 清水，“動作範囲制限のための非線形インピーダンス特性の設計”，日本機械学会ロボティク

ス・メカトロニクス講演会 2010，旭川，2010 年 6 月． 
・ 清水, 齋藤 鳥居，“人の動的バランス制御能力の定量化”，日本機械学会ロボティクス・メカト

ロニクス講演会 2010，旭川，2010 年 6 月． 
・ 清水，玉置，鳥居，“目標 ZMP 軌道の巨視的な特性に着目した二足歩行ロボットの重心軌道生

成法”，第 28 回日本ロボット学会学術講演会，名古屋，2010 年 9 月． 
・ 清水，前田，齋藤，鳥居，“人の動的バランス制御系のモデル化 -時間遅れ要素および変位積分

要素の有用性の検討-”，第 31 回バイオメカニズム学術講演会，浜松，2010 年 11 月． 
・ 玉置，清水，鳥居，“遊脚接地時の衝撃による ZMP 追従誤差の低減法”，第 11 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，仙台，2010 年 12 月． 
・ 清水，音田，“シミュレーションと実機制御をシームレスに実現するための RT コンポーネント”，

第 11 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，仙台，2010 年 12 月． 
 

【 その他の事項 】 

＜学会開催＞ 

 1) 第 31回バイオメカニズム学術講演会（浜松） 実行委員 

 2) I nternational C onference o n S imulation, M odeling, a nd Programming f or A utonomous R obots 

(Darmstadt, Germany) プログラム委員 

＜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。特に、作業技能の汎用化を目指し、よ

り抽象度の高い作業戦略の獲得や作業記述法に関する研究を進めていく。また、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（4名） 

連携教員：東郷 敬一郎 教授、島村 佳伸 准教授 

 

【 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、材料の変形・破壊機構、疲労強度の評価である。構造材料や機能性材料を問わ

ず、構造物の健全性は材料の強度によって担保されており、材料の強度評価が最も重要である。

特に近年では、微視構造制御により強度・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。破壊挙動

は箔厚が結晶粒径よりも大きい場合には延性破壊である一方で、箔厚が結晶粒径よりも小

さい場合には粒界破壊の様相を示した。さらに引張強さは箔厚が結晶粒径程度になると急

激に減少した。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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（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。  

（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）塑性変形場に発生する応力腐食割れ挙動評価の高精度化 

塑性変形場に発生する SCC き裂挙動評価のため、非線形破壊力学パラメータを提案する

とともに、SUS304を対象に非線形破壊力学パラメータによる SCCき裂進展挙動評価を行っ

た。  

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1) Tomoyuki F UJII, Keiichiro TOHGO, Hiroyasu ARAKI, Katsunori W AKAZONO, M asaki  
ISHIKURA and Yoshinobu SHIMAMURA, Fabrication a nd Strength E valuation of Biocompatible 
Ceramic-Metal C omposite M aterials, Journal of  S olid Mechanics and  Materials Engineering, Vol. 4 , 
No.11, 2010, pp. 1699-1710 

2) Tomoyuki FUJII, Keiichiro TOHGO, Yu ITOH, Daisuke KATO and Yoshinobu SHIMAMURA, 
Analysis of Crack-tip Field of Particulate-Reinforced Composites Taking Account of Particle Size 
Effect and Debonding Damage, Key Engineering Materials, Vols. 452-453, 2011, pp. 625-628. 
（他 6件） 

国際会議発表 

1) Tomoyuki FUJII, Keiichiro T OHGO, K atsunori W AKAZONO, H iroyasu A RAKI, M asaki 
ISHIKURA and Yoshinobu SHIMAMURA, Effect of Material Composition on Mechanical Properties 
of Ceramics-Metal Composite Materials, Proceedings of 8th International Conference on Fracture and 
Strength of Solids (FEOFS2010), Kuala Lumpur, 2010, A028(CD-ROM) 
（他 15 件） 

国内学会発表 

1) 日本機械学会 M&M2010 材料力学カンファレンス １件 

2) 日本材料学会 第 59 期通常総会・学術講演会 2 件 

3) 腐食防食協会 第 57 回材料と環境討論会 １件 
（他 15 件） 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・姉妹校セミナー（JSSUME2010）や国際会議（FEOFS2010他）に参加し国際交流に務めた。 

＜管理・運営＞ 

・テクノフェスタ実行委員（2年目）、防災・安全委員（2年目）を務めた。 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：研究助成金 1 件、共同研究（分担 2件） 

 

【 今後の展開 】  

 引き続き材料の変形・破壊メカニズムの解明を行う。特に材料の長期信頼性保障を目的に、疲労・

応力腐食割れに関して、微視的観点より研究を実施する予定である。 
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専任・助教  益子 岳史 （MASHIKO Takashi）   

機械工学科  

専門分野： 非線型現象、流体力学、交通流 

 
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（2名）、1年（2名） 

学  部：4年（9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は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、対象とする現象の把握に

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、マランゴニ対流の遷移メカニズムの解明や、水蒸気・水の混合噴流による洗浄技術の開発な

ど、流体に関する基礎理解および応用化を目的とした実験的研究も行っている。 
 

＜実績＞  

（１） 変形可能な自己駆動体の多体系の研究：2008 年に提案した FCW（Flexible Chainlike Walker）
モデルについて詳細な検討を行うとともに、その交通流への応用を模索した。特に、変形可

能な自己駆動体の集団輸送系において、対向流の存在によって流量の増加が起こり得ること

を発見した（論文準備中）。 
（２） 水蒸気・水の混合噴流の研究：混合噴流が噴射対象物に与える物理作用を調べるため、レジ

スト膜剥離実験や金属壊食実験を行い、噴流に混合する水量等が物理作用に大きく影響する

ことを明らかにし、物理作用の詳細なメカニズムの解明やその洗浄技術への応用に向けた見

通しを立てた。 
   
 

自己駆動体の多体系、熱流体 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                         

(1) 益子岳史，林田充司，真田俊之，渡部正夫，「水蒸気・水混合噴流の物理的作用の実験的評価（ド

ライエッチング残渣除去・レジスト剥離・金属壊食）」，『混相流』24 巻 5 号，703-709（2011 年 3

月） 

 
解説・特集                         

(1) 益子岳史，真田俊之，渡部正夫，林田充司，関映子，「水蒸気と水の混合噴流による表面洗浄技

術―物理力による表面薄膜剥離―」，『クリーンテクノロジー』20 巻 8 号，65-69（2010 年 8 月） 

 

国際会議発表 

(1) T. Mashiko, T. Sanada, H. Horibe, I. Nishiyama, M. Watanabe, and A. Hayashida, "Measurement of  

adhesion force of  r esist t o wafer b y us ing SAICAS: C haracteristics of  l ift-off of  r esist b y st eam-water 

mixed s pray", 10t h International S ymposium on Ultra-Clean P rocessing of  S emiconductor S urfaces: 

Ostend, Belgium, Sep. 20-22, 2010 

他 3 件 

 

国内学会発表 

(1) 益子岳史，「変形可能な鎖状移動体の集団現象」，日本物理学会 第 66 回年次大会，新潟大学，

2011 年 3 月 

(2) 益子岳史，林田充司，真田俊之，渡部正夫，「水蒸気・水混合噴流の物理力の実験的評価」，日本

混相流学会年会講演会 2010，静岡大学浜松キャンパス，2010 年 7 月 
他 4件 

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

・高校生のための機械工学体験セミナー（静岡大学工学部）実習担当，2011 年 3 月 
＜管理・運営＞ 

・工学振興基金事業部会委員 
・機械工学科美化委員 
・機械工学実験ワーキンググループ委員 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：共同研究 2 件 
 

【 今後の展開 】  

 FCW モデルの拡張・一般化や、その輸送系への応用の検討を通じ、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ことを目指す。また、得られた知見を機械工学に応用するこ

とも視野に入れた研究を展開したい。流体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。なお、学会においては、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てきたが、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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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（4名）、2年（6名） 

学  部：4年（10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 4 ○  複数担当（12名） 

機械工学実験Ⅱ 学部3年 4  ○ 複数担当（12名） 

基礎製図 学部3年 3 ○  複数担当（6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惑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、レーザー吸収分光法により LSP コア部の温度を評価した。ま

た酸素を作動ガスとして地球低起動上の原子状酸素環境を模擬するため 5km/s の高速酸素

原子流の生成に成功した。 

2) 真空紫外吸収分光法による基底原子数密度測定システムの開発 

誘導結合プラズマを真空紫外光源として真空紫外吸収分光システムを構築した。常温のキ

セノンガスを用いて本システムの性能を評価した。 

3) スターダスト推進機の開発 

直径 10µm の炭素粒子を推進剤として重力を利用しない供給システムを開発し、プラズマ

プラズマ帯電による加速実験を行った。その結果、推進剤利用効率を大幅に改善すること

に成功した。 

プラズマ、レーザーの宇宙工学への応用 
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4) 触媒性試験装置の研究開発 

JAXA と共同で地球再突入機の熱防護材表面触媒性を評価するための装置を新たに開発し、

その基礎実験を行った。 

5) 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) Mastui, M ., T anaka, K ., Y amagishi, S ., M atsumoto, S., Yamagiwa, Y., K omurasaki, K .,  a nd 

Arakawa, Y., “Temperature Measurement of Atmospheric Pressure CO2 Plasma Flows Generated by 

a Laser Driven Plasma Wind Tunnel,” Frontier of Applied Plasma Technology, Vol.4, 2011 (In press). 

2) Matsui, M., Yamagishi, S., Komurasaki, K., Yamagiwa, Y., and Arakawa, Y., “Thermal Efficiency of 

Laser D riven Inductively C oupled Plasma Generator F lows,” Transactions of  t he JSASS Arospace 

Technology Japan, Vol.8, No.ISTS27, 2010 (In press). 

国際会議発表     

1) Matsui, M., Yamagishi, S., Yamagiwa, Y., Komurasaki, K., and Arakawa, Y., “Emission Spectroscopy 

of High Pressure CO2 Plasma Flows,” 27th AIAA Aerodynamic Measurement and Ground Testing 

Conference, Chicago, 2010.（他 3 件） 

国内学会発表  

1) 山極芳樹, 神戸篤, 若槻賢, 三輪周平, 高木暁生, 吉村尚倫, 松井信, 田中孝治, 佐原宏典, 藤
井裕矩,” 観測ロケットによるベアー導電テザー帯電粒子収集実験,” 第 54 回宇宙科学技術連

合講演会, グランシップ,  2010.（他 12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（2年目）を務めた。 
＜特筆事項＞ 

受賞・表彰：     K. T anaka, H . Nakamura, M. M atsui, Y . Yamagiwa, K . Komurasaki a nd Y . 
Arakawa, “Temperature Measurement of High Pressure Laser Sustained Oxygen 
Plasma by  Laser A bsorption S pectroscopy,” 4th International W orkshop on  
Plasma A pplication a nd H ybrid Functionally M aterials, Best Poster Award, 
Melbourne, 2011. 

外部資金獲得：    科研費（若手研究 A、代表） 
 「高温気流中の絶対原子数密度測定法の開発および内部非平衡状態の解

明」 
   
 

【 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。 
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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 助教    

修士課程：2年（3名）、1年（5名） 

学  部：4年（9名） 

連携教員：坂井田 喜久 教授、矢代 茂樹 准教授 

 

【 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 Ⅰ  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 
低炭素鋼 S15C に浸炭のみを施し実際に歯車の冷間押し出し成形の実験を行った．その結果充

てんした良好なる歯車を得ることが出来た．専門学会である塑性加工学会の講演会にて報告をし

た． 
（２）異種金属の接合 

 異種金属の接合では温度差を利用すれば同種の金属でも切削痕に塑性流動させることで接合で

きることを確認した．例えば一体で成形すると高コストになるような軸付き歯車などに応用する

出来る等の知見が得られた 
 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等  

1)“浸炭試料を用いた平歯車の押出し成形”吉田始、沢木洋三、坂井田喜久、松岡雄、塑性と加

工 51/598,1079-1082(2010). 

 

2)“内径拡張押出しによる平歯車の成形”  吉田始、沢木洋三、坂井田喜久、塑性と加工

51/598,1083-1087(2010). 

 

3)“低断面減少率下での二段充てん法による平歯車の成形” 吉田始、坂井田喜久、沢木洋三、塑

性と加工 51/597,979-983(2010). 

              

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，著者らの特許を使用した企業と共同で研究が終了し本年度中に実用

化が決定した． 
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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、5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行

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

受けている。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いる。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っている。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、利用を目指した電力工学、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っている。学生は、各自の興味により、各コース

で電気電子工学を深く学ぶことが出来る。一方で、留年する学生があるので、1年次からき

め細かく指導する方策を実施している。 

 

【 研究活動 】 

 各教員が、それぞれの研究分野で活発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、研究レベルも上がってきている。 

1.情報・通信分野の研究 
情報とエネルギー伝送の統合，ISDBT 簡易位相合成ダイバーシチアンテナ、誘電体レン

ズと超分解技術を適用したミリ波衝突防止レーダの研究が行われた。中継端末局の飛び越

しを考慮したマルチホップ通信の解析、光無線信号における効率的な階層型情報伝送法の

研究が行われた。次世代の画像撮影・表示システムについて提案を行い、これに基づいた

画像機器の研究開発が複数の企業で開始された。 
2.ヒューマンエレクトロニクス分野 
マイクロ波マンモグラフィの臨床機器開発、低侵襲硬膜下電極アレイの開発、小型・低

コストで長寿命な心拍数ワイヤレスモニタシステムの開発の研究が行われた。 
3.光分野 

PZT 素子による５１チャンネル位相シフトファイバグレーティング（ＦＢＧ）が提案さ

れた。位相シフトＦＢＧによる多チャンネル超狭フィルター及び多波長レーザへの応用が

実現された。超高チャンネル（１２１５）ＦＢＧの新たな設計・作製法が提案された。長

周期ファイバグレーティングを用いて，1.5μm 帯及び 1.9μm 帯ファイバレーザのチュー

ナブル化に関する研究が行われた。 
4.材料、デバイス分野 

カーボンナノチューブ、多接合太陽電池用結晶成長技術が研究された。シリコン基板上
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への化合物半導体結晶成長技術が研究された。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行い、有機金属原料としてオクチル酸塩を用いることで、Gd 系高

品質超伝導薄膜が作製できることが明らかにされた。また、Ba3CuIn4O12 が人工ピニング

センター材料として優れた特性を持つことが明らかにされた。 Li 二次電池用 LiMn2O4 薄

膜、光触媒用 TiO2薄膜、酸素センサ用 Ga2O3薄膜が研究された。 
5.電力分野の研究 

マルチレベル電力変換器、新トポロジーが研究された。直流高電圧回路の電気接点によ

る遮断技術、走行中電気自動車へのワイヤレス送電が開発された。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

法が研究された。プラズマ応用、プラズマ生成の研究がされた。太陽エネルギー高効率利

用のためのハイブリッドソーラーヒートポンプ給湯・空調システムが開発された。暖房時

に除湿可能な施設園芸用新型 EHP の開発と制御が研究された。 
6.計測、制御分野 

堆積物(資源)分布の可視化，雑音源の可視化が研究された。UWB レーダによる危険物探

知などの情報・通信分野の研究がされた。 
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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（1名）、1年（3名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 専門科目では、電気回路Ⅰ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 ○   

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。 

 

 

＜実績＞  

（1）リチウム二次電池用正極材料の作製と評価 

 RF マグネトロンスパッタリング法により LiMn2O4 薄膜を生成し、結晶特性を評価した。

蒸着速度の低下を防ぐために、ターゲットの酸化防止法を考案し評価した。具体的には、

石英管とドーナツ型円板の結晶特性への効果を調査した。石英管を使用することにより、

 

酸化物薄膜の作製と素子応用 
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蒸着速度が増加することが分かった。 

（2）光触媒用 TiO2 薄膜の作製と評価 

     RF マグネトロンスパッタリング法により TiO2 薄膜を生成し、光触媒特性を評価した。  

その結果、基板加熱なしで、優れた結晶特性をもつ TiO2 薄膜が生成できた。 

また、白金を TiO2 薄膜上に堆積（担持）させることにより、光触媒特性を向上させること

が出来た。 

（3）酸素センサ用 Ga2O3薄膜の作製と評価 

  RF マグネトロンスパッタリング法により Ga2O3 薄膜を生成した。 

酸素センサを作製し、酸素検出特性の膜厚依存性を評価した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1)  Preparation and Evaluation of SrS:Cu films for blue EL elements 

M. Isai, Y. Kurachi, N. Yamada, T. Takeuchi, and T. Hochin, 

Trans.Mater.Res.Soc.Jpn. Vol.35, No.4 ,pp. 893-896 (2010).  

2)  Preparation of Ga2O3 films and evaluation of oxygen sensing properties 

M. Isai, S. Kayano, and T. Horiuchi, 

Trans.Mater.Res.Soc. Jpn.Vol.35, No.4 ,pp. 897-900(2010).   

3)  Preparation of TiO2 thin films by RF magnetron sputtering method and their photocatalytic properties 

M. Isai, T. I to, T. Endo, T. Sakai,  and Y. Hoshi, 

Trans.Mater.Res.Soc. Jpn.Vol.35, No.4 ,pp. 901-904 (2010). 

  4)  Low temperature preparation of TiO2 films by RF magnetron sputtering method 

        M. Isai, T. Endo, and Y. Mizuchi  

        Trans.Mater.Res.Soc. Jpn.Vol.34,pp.789-792(2010).  

国内学会発表  

・ 青色 EL 素子用 SrS:Cu 薄膜のステップアニール効果 以西雅章、加藤卓  

信学技報 ED2010-25 Vol.110 No.29, pp.45-49(2010).   他 3件 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

電気電子工学科の学科長を務めた。 
＜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://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tdaishi 
 

【 研究室構成 】  

教    員：石田 明広    

修士課程：2年（3名）、1年（3名） 

学  部：4名 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  ２年前期の電磁気学 III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きた。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。大学院の半導体光物性では、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、様々な光半導体デ

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)、2クラス 

応用英語C  学部3年 3 ○  複数担当（7人） 

半導体光物性   大学院1,2年 1  ○ 複数担当（3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う。 

 

＜実績＞  
(1) 高効率熱発電材料開発のため、IV-VI 族半導体の熱電特性・熱電理論の研究を進めてきた。

熱発電材料の高効率化には熱伝導率の低減が重要であり、キャリヤ熱伝導率の理論的な検討
を行った。その結果、ナローギャップ半導体中の少数キャリヤが熱伝導率を大幅に増加させ
る要因になることを解明し、高キャリヤ化により高温領域のキャリヤ熱伝導率を低減できる
ことを明らかにした。 

(2) 光励起型中赤外線面発光レーザの研究を開始し、従来の電流注入型端面発光レーザに比べて
高い性能が得られること、また、その動作原理を解明し、高効率・高出力動作への展望が開
けた。 

 

 

 

 

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) ”Electrical and optical properties of SnEuTe and SnSrTe films”, A.Ishida, T. Tsuchiya, T. Yamada, D. 

Cao, S. Takaoka, M. Rahim, F. Felder, and H. Zogg. J. Appl. Phys. 107, 123708 (2010).  

(2) ”Seebeck E ffects an d Electronic Thermal C onductivity of  IV-VI Materials”, Jpn. J . A ppl. P hys. 50, 

031302 (2011). 
 

 国際会議発表 
(1) ”Thermomagnetic effects of high mobility PbTe films”, T. Ariga, M. Koyano, and A.Ishida, International 

Conference on Thermoelectrics, May 30-June 3, Shanghai, China. 
(2) “S eebeck Effect in PbS and SnTe-based S emiconductors”, Akihiro Ishida, Tomohiro Yamada, Takuro 

Tsuchiya, ECT2010, Sept.22-24, Como, Italy 

(3) “Modular PbSrSe/PbSe and PbSrs/PbS VECSEL on Si-substrate”, M. Fill, M. Rahim, A. Khiar, F. Felder, 

H. Zogg, A. Ishida, S. Kobayashi, T. Yokoyama, and D. Cao, 40th Freiburg Colloquium, Freiburg, Germany 

Feb. 16-17, 2011. 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

日本赤外線学会理事・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 】  

・ チューナブル中赤外線レーザの開発にむけて、近赤外半導体レーザ励起でも動作可能な高量子効

率光励起型量子井戸面発光レーザを開発する。 

・ 熱電研究においては、中温域で高い熱電変換効率の期待できる PbS 系熱電材料の研究を進める。 

・ また、IV-VI族半導体成長技術を生かして、Si基板上赤外太陽電池の開発も進める。 
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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（2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、非接触でのもの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、試作機を完成させた。試作機を使って実際の環境で動作試験を行い、実際に現場でど

の様な通信が行われているか、そして、それらの通信方式が判別できることを実証した。 
（２）産業用ロボットの音による故障診断 

ディジタル計測器の開発 
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産業用ロボットの重要な構成部品であるボールねじの動作時に発生する音のボールねじの種

類の違いによる差異を明らかにすると共に、異常時に発生する異常音からどの様な種類の異

常であるかまでを判別できるアルゴリズムを確立した。 
（３）非接触でのもの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 2010（大学見本市）にて

発表した。さらにそれに関連する技術を特許申請（特願 2011-14634）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＞ 

国内学会発表  

・犬塚博、山川秀敏、水野保則：「農産物の硬度の非接触低侵襲測定法」  

 International Food Machinery & Technology Exhibitation 2010 (Tokyo,Japan) 2010.6.8 

・野津行成、水野保則、犬塚博：「産業用ロボットの異常と異音の関係」  

 平成 22 年度電気関係学会東海支部連合大会（中部大学、春日井）2010.8.31 

・犬塚博、山川秀敏、鈴木郁哉、伊豆元博之、水野保則：「ものの硬さや柔らかさを触らずに測定 

する測定器」イノベーションジャパン 2010（東京国際フォーラム、東京）2010.9.29 

・水野保則、澤本晃佑、犬塚博：「重力多体問題専用計算機を用いた微粒子シミュレーションに 

おける球面での境界条件」プラズマ･核融合学会第 27 回年会（北大、札幌）2010.12.3 

・澤本晃佑、水野保則、犬塚博：「プラズマ PIC 法シミュレーションを GPU で効率的に計算させる

ためのアルゴリズム」 プラズマ･核融合学会第 27 回年会（北大、札幌）2010.12.3 

・神谷岳史、水野保則、犬塚博：「イオンエンジンで使用する宇宙塵の帯電量に関する検討」  

 プラズマ･核融合学会第 27 回年会（北大、札幌）2010.12.3 
他 電気学会 2 件、照明学会 3 件、その他 2 件 計 13 件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

出張講義 10 回 
浜松観光コンベンションビューロー静岡大学担当委員 
技術講演「ケーブルテレビの将来性」御前崎市議会 

＜管理・運営＞ 

電気電子工学科副学科長 
高大連携委員 

＜特筆事項＞ 

 新聞･テレビ報道等：プラスチック成形加工学会学会誌「成形加工」 

「ものの硬さや柔らかさを触らずに測定する測定器」2010.11 

 外部資金獲得： 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 

 

【 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（3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。その際、演習を多く実施し、より実用的な例題に取

り組ませている。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

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＞ 

・ジッタフリー超高密度微粒子光メモリの開発 
B-LD-DVDの数十倍の容量を持つジッタフリーな光メモリの開発に取り組み、ジッタのフリー化にほ

ぼ成功。 

・非線形レーザ顕微鏡の開発 

３次の非線形光学効果を利用することにより、ナノからサブミクロンサイズの高吸収低散乱体の生体

試料を３次元分光計測可能なレーザ顕微鏡を開発。現在人工光合成等で注目されている葉緑体クロロ

フィルやDDS微粒子の多波長分光計測に取り組む。 
＜実績＞  

（１）超高密度ナノ微小球光メモリシステムの作製と評価 
  光メディアから記録再生システムまでの開発を行った。 
（２）非線形レーザ顕微鏡の作製と評価 

微小光学技術の記録・計測システムへの応用 
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  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

その評価を行った。 
 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                     

1)  “Jitter-free multi-layered nanoparticles opt ical s torage disk with buffer r ing” C. Egami, N. Nishimura, 

and T. Okawa) Optics Express Vol. 18, Iss. 15, pp. 15901-15906 (2010).  

国際会議発表     

1) Jitter-free Nanoparticles Optical Disk Storage with Confocal Microscope  (C. Egami  and T. Okawa) 

nanoscale VIII, Basel August 30-September 1, 2010) 

2) Jitter-free nanoparticles optical storage disk with buffer ring (C. Egami, T. Okawa, and K. Kuwahara) 

Aust. Inst. of Phy. Merbourne, December 5-9 (2010). 

 

国内学会発表  

・応用物理学会 計 2 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（nanoscleVIII 他）に参加し国際交流に務めた。 
＜管理・運営＞ 

全学不正経理防止対策委員会 
全学ハラスメント相談員 

＜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 

 

【 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、新しい偏光干渉技術を取り入れた分光

計測のテーマにも挑戦する。次年度の科学研究費萌芽研究の獲得を目指し、電気電子関係の応用だけ

でなく、学際領域的な基礎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（2名） 

学  部：4年（6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。ま

た、卒業研究の中で、計装用アンプなどの回路を作らせている。 

 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

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Ⅱ  学部3年 2 ○  複数担当（2人） 

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

薄膜工学  大学院1,2年 １  ○ 複数担当（2人） 

 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

   太陽電池、光センサ、光触媒などに応用できる高品位の光電変換材料（光吸収体、窓材料、電極な

ど）を、安価な真空蒸着装置、スパッタ装置等により作製し、それらの物性を評価し、新規デバイスを試作

することを目指している。 

  

 

＜実績＞ 

（１） 可視光応答型光触媒の作製と評価 

窒素を添加した酸化チタン薄膜を作製し、作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） 導電性酸化チタン薄膜の作製 

光デバイス用の安価な透明電極を目指して、スパッタリング法により、ニオブを添加した酸化チタン 

光電変換材料およびデバイス応用 
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薄膜を試作し、基板温度と結晶性の関係や導電率、活性化エネルギー等を調べた。 

（３） 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。電子線回折や電子顕微鏡で結晶性を評価した。 

（４） 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。 

（５） 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。電極をつけショットキー障壁のＩ－Ｖ特性を調べた。 

（６） 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マグネトロン方式に改良し、可視光応答型光触媒を目指しＷＯ３薄膜を試

作した。 

 

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

 ・出張講義・学部説明   3 件  （星陵高校「電気エネルギーの最先端」、科学技術高校「おもしろい

役立つ電子回路」、下田高校「電気エネルギーの最先端」） 

 ・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「光の科学」）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の科学技術分科会代表を務めた。 

（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棟薬品管理室の管理者を務めた。 

 

【 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  小楠 和彦 （Ogusu Kazuhiko）   

電気電子工学科 （専任：創造科学技術大学院）  

専門分野：非線形光学、光デバイス  

 
 

【 研究室構成 】  

教    員：小楠 和彦 

修士課程：1年（1名）、2年（1名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  電磁気学Ⅱや電磁波工学Ⅰでは、目に見えない電界や磁界が見えるようになることを究極の目標

に教育する。 

 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電磁気学Ⅱ 学部1年 4  ○ 複数担当（2人） 

電磁波工学Ⅰ 学部3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＞ 

長期的な（在職中の）研究目標は、将来の超高速・大容量通信システムの構築に不可欠な、電気を

用いないで光信号を光で直接制御できる「全光学的非線形デバイス」を実現することである。しかし、

大きな非線形性と超高速応答の両方を兼ね備えた物質は実在せず、実現は容易ではない。本研究室で

は、デバイス作製に必要な非線形光学材料の開発からデバイスの作製・評価まで行っている。これま

でにガラス（アモルファス半導体を含む）の中で一番大きな非線形性を示す Ag-As2Se3カルコゲナイ

ドガラスを開発し（Opt. Lett. 2004）、また As2Se3ガラスが固体物質の中で最大のブリルアン利得係

数を有することを見出している（J. Opt. Soc. Am. B 2004）。 

当面の研究目標は、これらの非線形ガラスを用いて、非線形方向性結合器や非線形リング共振を実

現し、それらの有用性を示すことである．又デバイスをフォトニック結晶（PC）化することにより、

よりコンパクトな光デバイスの実現も合わせて検討する。 

 

＜実績＞  

（１）Ag-As2Se3ガラスを用いた非線形デバイスの製作と評価 

メインテーマの Ag-As2Se3ガラスを使った方向性結合器とマイクロリング共振器は製作でき、

線形な共振特性等が測定できるようになった。試作したデバイスの光双安定性等はそれらし

き特性が得られるようになったが、更に詳しい検討が必要である。 

 

 

 

非線形光デバイス 
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（２）遅い非線形性を考慮した Ag-As2Se3非線形マイクロリング共振器のモデリング 

既に、カルコゲナイドガラスの場合、光構造変化に起因すると思われる遅い非線形性が存在

することを見している。超高速で動作する非線形性とこの遅い非線形性が同時に存在すると

きの非線形マイクロリング共振器の入出力特性を明らかにした。 

（３）フォトニック結晶デバイス 

近い将来の実現に向けて、エアホール型 PC からなるリングリング共振器によるチャンネ

ル・ドロップ・フィルタと光双安定性デバイスを提案した。しかし、共振器内に進行波を効

率よく励振するのは困難であることが分った。そこで、この問題点を解決するために、2本

のファブリ・ペロ共振器を組み合わせたリング構造を提案し、その透過特性を明らかにした。

ただし、この構造はリング状であるが、進行波ではなく定在波による共振を利用している。 

 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) Z. Ma and K. Ogusu, “Linear t ransmission characteristics and bistable behavior of  photonic c rystal 

ring resonators with a triangular lattice of air holes,” Jpn. J. Appl. Phys., Vol.49, No.5, pp.052001-1-6, 

2010. 

2) X. Chen, Y. Painchaud, K. Ogusu, and H. Li, “Phase shifts induced by the piezoelectric t ransducers 

attached to a  l inearly chirped f iber B ragg grating,” IEEE J . of  Lightwave Technol., Vol.28, No.14, 

pp.2017-2022, 2010. 

3) K. O gusu a nd Y. Oda, “ Modeling of t he dy namic t ransmission pr operties o f c halcogenide r ing 

resonators in the presence of fast and slow nonlinearities,” Opt. Express, Vol.19, No.2, pp.649–659, 

2011.  

4) Z. M a a nd K . O gusu, “ Channel drop filters using photonic c rystal Fabry-Perot resonators,” Opt. 

Commun., Vol.284, No.5, pp.1192–1196, 2011. 
 

【 今後の展開 】  

全光学的非線形デバイスの必要性は広く認識されているが、優れた非線形光学材料が無いために

殆ど進んでいないのが現状である。現時点で最良と考えられる材料を開発しているので、在職中

に何とか実現し、インパクトのある研究成果を残したい。 
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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  

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 1 次元ナノロッドや 2 次元ピンを導入した超伝導薄膜の特性を

解析した。（学術論文 1、3、７、9） 
（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、Gd 系高品質超伝導薄膜が作製できることを明らか

にした。（学術論文 2、4） 
（３）新規人工ピニングセンター材料の探索 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナー  学部1年 1 ○  複数担当教員（9人） 

キャリアデザイン 学部2年 1  ○  

応用英語C 学部3年 1 ○  複数担当教員（6人） 

電気電子材料  学部4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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新規ピニング材料として In 系材料を検討し、Ba3CuIn4O12 が人工ピニングセンター材料として

優れた特性を持つことを明らかにした。（学術論文 5） 
（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ナノロッドの成長機構と超伝導特性の関係について高分解能電子顕

微鏡観察により明らかにした。（学術論文 6、8） 
 

＜学術論文・著書等＞               

(1) The effects of growth temperature on c-axis-correlated pinning centers in PLD-ErBa2Cu3O7−δ films 

with Ba(Er0.5Nb0.5)O3, H. Kai, S.Horii, A. Ichinose, R Kita, K. Matsumoto, Y. Yoshida, T. Fujiyoshi, 

R. Teranishi, N. Mori, M. Mukaida, Supercond. Sci. Technol. 23 (2010) 025017-025021. 

(2) Influence of coating solutions on the fabrication of REBa2Cu3Oy (RE = Gd and Sm, Eu, Gd) films by 

Fluorine-free MO D, T. Nakamura, R . Kita, S . Kawabata, O . M iura, A. I chinose, K . M atsumoto, Y. 

Yoshida, M. Mukaida, S. Horii, Modern Phys. Lett. B24(2010) 1165–1172. 

(3) Matching field effects in c-axis in -plane a ligned a -axis-oriented Y Ba2Cu3Oy films w ith 

two-dimensional artificial pinning centers induced by multilayered nano-structures, M. Takamura, M. 

Mukaida, S. Horii, A. Ichinose, R. Kita, K. Matsumoto, Y. Yoshida, M. Namba, S. Awaji, K. Watanabe, 

R. Teranishi, N. Mori,  Supercond. Sci. Technol. 23 (2010) 45023-45027. 

(4) Superconducting pr operties of S m0.33Eu0.33Gd0.33Ba2Cu3Oy films b y metal-organic deposition us ing 

metal 2-ethylhexanates, T. Nakamura, R. Kita , O. Miura, A. Ichinose, K. Yamada, K. Kaneko, Physica 

C470 (2010) 1249-1252. 

(5) Effects of  indium doping on the superconducting properties of  YBa2Cu3Oy s intered compounds and 

thin films, R. Kita, S . Nakamura, K. Sakimoto, T. Nakamura, O. Miura, K. Matsumoto, P. Mele, K. 

Yamada, K. Kaneko and A. Ichinose, Physica C470 (2010)1198-1200.  

(6) REBa2Cu3Oy 超電導膜の磁場中 Jc 向上のための人工ピンの導入－不純物ナノロッドの微細構

造と成長機構、一瀬中, 松本要, 向田昌志, 吉田隆, 喜多隆介, 堀井滋, 日本金属学会誌、第

74 巻、第 7 号（2010）409-415. 他 3 件 

国際会議発表     
・ Stable barium compounds in YBa2Cu3Oy superconductors for a rtificial pinning centers , R. Kita, K. 

Suzuki, T. Takeuchi, T. Iwasa, O. Miura, Y. Ichino, T. Yoshimura,Y. Yoshida, K. Yamada, K. Kaneko, 
23ｓｔInternational Symposium on Superconductivity, Tsukuba (2010.11.3) 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 10 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。 
 

93



電気電子工学科 

 

 

 

  

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（4名）、1年（3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  学部3年 2 ○   

通信工学  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，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）走行中の自動車の非接触送電，情報通信技術との融合 
磁気共鳴ワイヤレス電力伝送方式を用い，電池やスーパーキャパシタを持たない電気自動車を走

行させることができることを，模型を使ったデモシステムにより実証した。平均電力伝送効率は

70%が期待できる。また送電信号に変調をかけて路車間通信を行い，模型自動車の運動制御が路

面から行えることも実証した。 
 
 
 

電波工学 
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（２）電気インピーダンストモグラフィによる堆積物の可視化 
接触抵抗による測定誤差が大きい電気インピーダンストモグラフィにおいて，誤差に強い画 

像回復アルゴリズムを考案した。このアルゴリズムにより石炭中の異物の形状をイメージングで

きることを実験により確認した。 
（３）マイクロ波マンモグラフィの開発 

臨床用のマイクロ波マンモグラフィを試作し，ファントムにより癌が撮像できることを確認した。 
（４）UWB レーダによる危険物探知技術の開発 

UWB レーダにより，箱の中にある異物の形状，身に着けた異物の形状のイメージング実験に成

功した。 
（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，リアデフォッガをマルチバンド共用開口アンテナとして用いる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) 中村，桑原，甲斐，パッシブ RFID タグのための DOA 推定装置の試作評価，電子情報通信学会

論文誌, Vol.J93-B, No.4, pp. 693-701, 2010. 
2) Kuwahara, Maruyama, “Design of dielectric lens antennas by multi-objective opt imization,” Microwave 

and M illimeter W ave T echnologies f rom P hotonic Bandgap Devices t o A ntenna a nd A pplications, 

(Chap.18)  I SBN 978-953-7619-66-4 , 2010. 

国際会議発表     

・4 件 

国内学会発表  

・12 件 
招待講演 

･1 件 

特許出願・取得 
1. 適応指向性受信装置，自動車用アンテナおよび自動車(桑原)特許第 4604198 号 2010 年 10 月 
 

【 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 
1 人乗りの EV を使用した実証実験を行う。 

(２) マイクロ波マンモグラフィ 
臨床試験を行う。さらに複偏波の利用による解像度の改良、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検討する。 
(３) 雑音源イメージング 

EMI 対策用として自動車から放射される雑音の可視化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マルチバンドアダプティブアンテナの試作評価を行う。ホワイトスペース

への利用を想定した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（3名）、1年（3名） 

学  部：4年（4名） 

連携教員：冨木 政宏 助教 
 
【 教育 】 

＜目標＞ 

  教養科目や学部 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。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） 

科学と技術  学部2-4年 1 ○  複数担当（3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） 

 
【 研究 】 

＜目標＞ 

 赤外ファイバレーザは，環境計測，医療，通信，エネルギなどの分野において重要な光源であり，

当研究室ではシステム小型化，発振波長の可変化，励起方式の高効率化など応用分野を広げる研究

を進めている。 
＜実績＞  

（１）１.9 µm 帯の高効率ファイバレーザの研究 
 利得スイッチング法により 100 mW を超えるパルス出力を得た。光通信波長帯 LD を用いた励起

方式では筆者の知る限り最高の出力である。 
（２）ファイバレーザの発振波長チューニング 
 圧力印加ファイバグレーティングに基づく Er 添加および Tm 添加ファイバレーザの発振波長制

御を実現した。全ファイバ型構成のため小型化・高効率化に期待が持てる。 
（３）固体色素レーザの波長域拡大と寿命改善 
 UV接着剤を母材としてマイクロ共振器レーザを形成した。BluRay-Disc用半導体レーザ（405 nm）

の励起で緑色から赤色にかけての広い波長範囲で発振を行い，寿命に関しても改善が見られた。 
＜業績・成果＞ 

ファイバレーザシステム・光機能素子の研究 
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学術論文・著書等               

1) “Tunable T m-doped f iber r ing l aser ope rating a t 1.9  µm ba nd us ing f orce-induced f iber gr ating a s 
wavelength t uner,” Applied Optics, H . Sa kata, M . Ichikawa, a nd H . N akagami, Vol. 50, N o. 3, pp.  

291-295 (2011). 

2) “Expansion of emission band based on e nergy transfer in diode-pumped microcavity dye lasers,” M. 

Fukuda, H. Matsuura, E. Yamazaki, and H . Sakata, Applied Optics, Vol. 49,  No. 14, pp. 2552-2556 

(2010). 

3) “Tunable bandpass filter based on force-induced long-period fiber grating in a double cladding fiber,” 

H. Sakata, K. Nishio, and M. Ichikawa, Optics Letters, Vol. 35, No. 7, pp. 1061-1063 (2010). 他１件 

国際会議発表 

1) ”Transmission bandpass filters based on force-induced fiber gratings for sensor and tunable laser 

applications,” H. S akata, T. S aito, a nd K . N ishio, Bragg G ratings, Photosensitivity a nd Poling i n 

Glass Waveguides, OSA Optics & Photonics Congress, Karlsruhe, Germany，2010 年 6 月. 他１件 

国内学会発表 

1)  第 58 回応用物理学関係連合講演会  2 件 

2)  第 71 回応用物理学会学術講演会 4 件 

3)  電子情報通信学会 電子部品・材料研究会 1 件 

4)  電子情報通信学会 レーザ・量子エレクトロニクス研究会 1 件 
 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

大学見学における説明 8 件（静岡・愛知の高校） 
ＩＥＥＥ名古屋支部理事（Student Activity Chair） 

＜管理・運営＞ 

企画室広報委員（工学部） 
防災・安全委員会委員（浜松地区） 
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＞ 

外部資金獲得 
 研究助成金：科学技術試験研究助成（代表者），「Tm ファイバレーザの波長掃引技術および高

出力パルス発生の研究」 
 科研費（基盤研究 C 代表者），「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」 
 戦略的イノベーション創出推進事業（分担者），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」 

 

【 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：1名 

修士課程：2年（4名）、1年（3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、混色光に対する知覚特性の理解を得ることが出来た。 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

  1) K.Aoike, G .Ohashi, Y .Tokuda, Y.Shimodaira, " Interactive S upport S ystem f or I mage Q uality 
Enhancement Focused on Lightness, Color and Sharpness", IEICE Transactions on Fundamentals of 
Electronics, Communications and Computer Sciences, Vol.E94-A, No.2, pp.500-508(2011.2). 

    2) 細江紀貴，天野雄介，下平美文，”輝度と色度差を考慮した複数の色変換マトリクスを用いた

ディスプレイにおける正確な色変換方式”映像情報メディア学会誌，Vol.64，No.10， 
pp.1503-1509， (2010.10) 

忠実色再現画像システムおよび色知覚特性 
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国際会議発表     

1) K. Ono, Y. Simodaira,"Accurate Estimation Method of XYZ for Colors of Images on an LCD", The 
17th International Display Workshops, pp.387-390, Fukuoka, Japan(2010.12.1-3). 

2) Y. Ikegaya, G. Ohashi, Y. Shimodaira, Y. Shibata, H. Serizawa,"Purity Discrimination for Spectrally 
Mixed L ight i n t he M esopic C ondition", T he 17t h I nternational D isplay Workshops, pp. 355-356, 
Fukuoka, Japan (2010.12.1-3). 

3) Y. Kandori, Y. Shimodaira, "Research on Acquiring Color Signal for High Fidelity Color Camera", 
The 17th International Display Workshops, pp1429.-1430, Fukuoka, Japan (2010.12.1-3). 

4) S. Mori, G. Ohashi, Y. Shimodaira, "Robustness of Image Quality Factors in Different Environment 
Illumination",The 17t h I nternational D isplay W orkshops, pp.1413-1414, Fukuoka, J apan 
(2010.12.1-3). 

5) T. M ori, M . T akaya, Y . A mano*, Y . S himodaira, "Color C onversion M ethod f or M ulti-Primary 
Display to Reduce F alse Contours", The 17t h I nternational D isplay W orkshops, pp.1427 -1428, 
Fukuoka, Japan(2010.12.1-3). 

6) M. Takaya, T. M ori, Y. S himodaira, "Accurate C olor Conversion f or M ulti-primary D isplays w ith 
Three-primary Color C onversion and L inear Programming", The 17t h I nternational D isplay 
Workshops, pp.1425-1426, Fukuoka, Japan (2010.12.1-3) 

7) M. K retkowski, R . Jablonski, Y . S himodaira, " Color c alibration m ethod ba sed on s pectrally 
reproduced c olors a nd i ts a pplication t o a n XYZ-type di gital cam era", The 9th International 
Cibference on Glibal Research and Education, pp.78-79, Riga, Latvia(2010.8). 

8) K.Aoike, Y .Tokuda, G .Ohashi, Y .Shimodaira, "Interactive S upport S ystem f or Image Q uality 
Enhancement Focused on Lightness, Color and Sharpness", Proceedings of The Fourth International 
Workshop o n I mage M edia Q uality a nd I ts A pplications (IMQA2010), p p.56-62, T okyo, 
Japan(2010.5). 

国内学会発表  

イメージメディアクォリティ研究会を含め 全 5 件 
招待講演 

・ 下平美文， ”画質に対する画像色域の効果”，電子情報通信学会技術研究報告（イメージメ

ディアクォリティ研究会），IMQ2011-006, pp.29-35, (2011.3.18) 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

  国際会議委員：International Display Workshops‘10 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＞ 

 工学部学生委員 

＜特筆事項＞ 

 外部資金獲得： 
・経済産業省 平成 22 年度戦略的基盤技術高度化支援事業採択：忠実色再現手法による画像色

管理システムの開発（H22～H23） 
・科学技術振興機構 A-STEP FS ステージ:：多地点間忠実色共有画像システム構築に向けた要

素技術の開発（H22.11～H23.10） 
・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  

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＞ 

  国内学会発表  

１）廣長和也、竹前忠、小杉幸夫、工藤篤” 渦電流による生体電気インピーダンス” 日本生体医工学会、

名古屋、20010 年 10 月 

２）魚住尚功、竹前忠、小杉幸夫、本郷実” スプリングコイルを用いた呼吸と脈波の同時測定” 日本生体

医工学会、名古屋、20010 年 10 月 

医用電子と生体工学 
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３）竹前忠、久保田真澄、竹島大貴、小杉幸夫、工藤篤” 三相渦電流による生体組織の電気異方性の測

定”電子情報通信学会、東京）、2011 年 3 月 

４）竹前忠、小杉幸夫、工藤篤” 異方性生体組織の電気インピーダンス測定” 第 3 回医歯工学イノベー

ション・シンポジウム、 東京、2011 年 3 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、他大学、企業等との共同研究などを行い、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），1（1名） 

修士課程：2（2名），1（3名） 

学  部：4（1名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  電気回路Ⅱではきっちりと基礎を理解できる着実な授業を、また固体物理 II，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） 

固体物理II  学部3年 1 ○   

光半導体工学   学部3年 1  ○  

半導体光物性 大学院1,2年 1  ○ 複数担当（3人） 

 
【 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）新しいシリサイド材料の作製と熱電特性評価 
新しいカルシウム系シリサイド材料及び VI 属金属シリサイドの作製方法を確立し、相成長の

メカニズム，およびそれらの熱電特性を明らかにした． 
（２）ナノ物質の生成と形状制御 

シリサイドをはじめとする半導体或いは金属を Ga とともに熱処理する事により様々な形状

のナノワイヤの成長を行った。特にβ-Ga2O3など酸化物ナノワイヤの成長を中心に行い、その

微細構造を明らかにした． 
 

 

 

シリサイド半導体・ナノ構造の作製と応用 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                          

1) Qing Y ang, Hitonori K ukino a nd Hirokazu Tatsuoka, T he E ffects of  G allium Droplets on t he 

Morphologies and S tructures of  α-Fe2O3 Nanostructures G rown on  I ron S ubstrates, J ournal o f 
Nanoscience and Nanotechnology, 10, 7795-7799(2010) 

2) Qing Yang, Yu S aeki, S otaro I zumi, T akao N ukui, Atsushi T ackeuchi, Akihiro I shida, H irokazu 

Tatsuoka, Novel ul traviolet phot oluminescence of  Z nO/ZnGa2O4 composites, Applied Surface S cience

 256(22), 6928-6931(2010) 

3) J. Hu, A. Kato, T. Sadoh, Y. Maeda, K.N. Galkin, T.V.Turchin, H. Tatsuoka, Optical and Electronic 

Properties of M2Si (M=Mg, Ca and Sr) Grown by Reactive Deposition Techniques, International Journal 

of Modern Physics B, 24(19), 3693-3699(2010) 

4) Qing Yang, Takahiro Yasuda, Paul D. Brown, Miyoko Tanaka, and Hirokazu Tatsuoka, HRTEM 

observation of defect structures of  b -Ga2O3 na nowires, phy sica status solidi ( a)

 207(11)2467-2471(2010) 

  など計 13 件 

国際会議発表     

・ T. N onomura, C . Wen, K . Shirai, K . Isobe, A . Kato, Y. Kubota, T. Nakamura, Y. H ayakawa a nd H . 
Tatsuoka, Syntheses and Electrical P roperties of  Hexagonal Phase Group V I Metal S ilicide Powders, 
Sintered Compacts and Bulk Crystals, 3rd International Congress on Ceramics, Nov.14-18, 2010/Osaka, 
Japan, 

など計 10 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 5 件 
 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

第 13 回「リフレッシュ理科教室」先生のための実験工作教室，小中学生のための実験工作教室、

親のための理科教室（於：浜松科学館，応用物理学会東海支部），遠隔地支援型リフレッシュ理科

出張教室（於：伊豆市，応用物理学会東海支部），どきどき科学探究教室（於：浜松科学館，山崎

財団），理科，はじめの一歩中学生コース（於：工学部，牧之原市教育文化部），静岡かがく特捜

隊夏まつり 2010 i n アクト, 平成 22 年度地域の科学舎推進事業 地域活動支援(草の根型)（於：工

学部，JST），外国人留学生 4 名，中国鄭州大学との学部間交流 
 

＜管理・運営＞ 

学生委員，学生支援・入試戦略企画室 
＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等：中日新聞(2010.5.29)及び静岡新聞(2010.6.1) 第 13 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，NHK 静岡放送局 (2010, 6, 30) 応用物理学会東海支部遠隔

地支援型リフレッシュ理科出張教室（東海支部天城会場），静岡新聞月刊こどもかがく新聞

(2010.8.18) 静岡かがく特捜隊夏まつり 2010 i n アクト，静岡新聞(2011.1.23) 平成 22 年度地域の

科学舎推進事業 地域活動支援(草の根型)科学技術振興機構(JST) 静岡大学工学部 
 

【 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。また酸化物ナノ構造，金属ナノ

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 

博士課程：1年（1名）    

修士課程：2年（5名）、1年（3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 ○   

音声音響工学  工学部4年 1  ○  

 

＜業績・成果＞ 

教科書  

・Let's Enjoy Computing[改訂第 10版] （2011） 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

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、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実測と境界要素法

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と音響管等価回路モデルがほぼ一致する

ことを確認した。空隙を用いての吸音については、今後の課題である。 

(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、 

雑音変動にある程度対応できるようなアルゴリズムを開発した。 

    (3)音声セキュリティのための音声情報攪乱処理 

     いくつかの方法を試み、実時間での可能性を検討し、ひとつはできることを確認した。 

(4)有声子音について鼻孔から放射される音韻環境の違いによる計測 

アクセントの有無での鼻孔から放射される量を計測した。 

 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表 

1) “Observation of voiced consonants using MRI Movie,” Takayoshi Nakai, Koutari Hirayama and Keizo 
Ishida, 757(4 pages), Proceedings of 20 th International Congress on Acoustics, S ydney Australia 
(2010.8) 

2) “Acoustical cha racteristics of  newly de veloped perforated plates,” Takayoshi N akai, F ukushi 
Kawakami, Keiichiro W ada a nd T akayuki S ano, 753(7 pages), Proceedings of 20 th International 
Congress on Acoustics, Sydney Australia (2010.8) 

3) “Noise r eduction of s peech us ing L PC a nd W iener filter in fluctuated noise,” Xin D ang and 
Takayoshi Nakai, Proceedings of t he 2011 s ymposium on m odeling of  s peech a nd audio-visual 
mechanism, pp.51-52, Kanazawa, Japan (2011.2) 

4) “Sound directional characteristics during speaking and their simulation,”Takayoshi Nakai, Atsushi 
Mochizuki and Yuichi Sadatomo, Proceedings of the 2011 symposium on modeling of speech and 
audio-visual mechanism, pp.57-60, Kanazawa, Japan (2011.2) 

 

国内学会発表 

1) 日本音響学会 2010年秋季研究発表会 3件 

2) 日本音響学会 2011年春季研究発表会 3件 

 

解説               

1) フレッシュマン企画－音の常識 Q&A－、中井孝芳他 3 名、66 巻 4 号、p172-177、（p172-173

分担）日本音響学会誌（2010 年 4 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、電気電子工学科・専攻就職当番 

＜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：馬 強（学術研究員）、Tianlin Ni（学術研究員） 

博士課程：3年（4名）、2年（3名）、1年（4名） 

修士課程：2年（2名）、1年（4名） 

学部 4年：4名 

連携教員：荻野 明久（創造科技院准教授） 

 

【 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 
・M. Nagatsu, “Sterilization and Disinfection by Plasma: Sterilization Mechanisms, Biological and 

Medical Applications” Editors: A. Sakudo, H.Shintani (3.3 Sterilization and Disinfection by N2 and O2 
Gas Plasmas:, Nova Publishers, 2010.4.18)   

 ・永津 雅章；”励起ナノプロセス入門 - 基礎と将来展望 -”, 応用物理学会スクールテキス
ト, (分担執筆, 第 5章 「プラズマ励起」, 16pages) (2011.3). 

・指導学生の受賞・表彰 
・羽佐田一也（電気電子工学専攻）：平成 22年電気学会基礎・材料・共通部門大会（平成 22年
9月 13日、琉球大学）の表彰式において「電気学会優秀論文発表賞」. 

【 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

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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マ応用技術の開発など、新しい学際研究領域の創成およびイノベーション創出を目指している。 

＜実績＞  

（１）プラズマ技術を駆使したナノチューブ電子源、ナノ蛍光体などのナノ構造材料の開発 

（２）プラズマを用いた医療滅菌技術の開発 

（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) T. E. Saraswati, T. Matsuda, A. Ogino, M. Nagatsu, "Surface Modification of Graphite Encapsulated Iron 
Nanoparticles by Plasma Processing", Diam. Relat. Mater. 20 (2011) pp. 359-363. 

2) Q. Ma, T. E. Saraswati, A. Ogino, M. Nagatsu, "Improvement of UV Emission from Highly Crystalline 
ZnO Nanoparticles by Pulsed Laser Ablation under O2/He Glow Discharge", Appl. Phys. Lett. 98 (2011) 
051908. 

3) J. Hu, D. Shao, C. C hen, G. Sheng, J. Li, X. Wang and M. Nagatsu, "Plasma-Induced G rafting of 
Cyclodextrin onto Multiwall Carbon Nanotube/Iron Oxides for Adsorbent Application", J. Phys. Chem. B, 
114 (2010) pp. 6779-6785.   

4) B. Liang, A. Ogino, and M. Nagatsu, "Discharge Characteristics of Nano-sized Electrode with Aligned 
Carbon Nanotubes Grown on Tungsten Whisker Tip under Various Gas Conditions", J . Phys. D: Appl. 
Phys. 43 (2010) 275202 (6pp). 他 14 編 (掲載済み 査読付論文) 

国際会議発表     

・M. Nagatsu, Y. Zhao, A. Tsukasaki, A. Ogino, The 12th Int. Workshop of Advanced Plasma Processing and 
Diagnostics(Invited talk), Kyushu University, Japan (2011.1.4-6).  他 29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 29件 

招待講演   

・M. Nagatsu, I . Motrescu, et a l., " Low-temperature P lasma P rocessing for Medical Application (Invited 
Lecture)", 15th Int. Conf. on Plasma Physics and Application, Iasi, Romania (2010.7.1-4). 他5件 

特許出願 

・永津 雅章、“組成物、フィルター、滅菌方法、及び菌検出方法”、特願 2011-48219 (2011.3.4). 

【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） 

・外国人留学生受入れ：10 名（中国 5名、ベラルーシ 2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” 

【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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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：3年（長岡技術科学大学からの研究指導委託学生 1名）、1年（1名） 

修士課程：1年（3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、

学生が具体的なイメージを持って理解しやすい講義を心がけている。試験でも教科書、参考書、

ノート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 ○   

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

応用英語C  学部3年 1 ○  複数担当（7人） 

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 電力変換器の制御法探究を目標とする。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） スロットレス超高速モータの開発 
12 V という低電圧源で駆動する 150000 r /min、1.5 kW の超高速モータについて、スロットレス

化により電気的効率 97 %、パワー密度 20 W/cm3 を達成できる見込みを得た。 
（２） マルチレベル電力変換器の新トポロジー創出 

電流源モジュール構造やインダクタセル構造に基づく新しい電流源形マルチレベルインバータ

を創出し、その運転特性をシミュレーションだけでなく実験的に検証した。 
（３） 入力力率と電源高調波を改善するマトリックスコンバータの制御法 

マトリックスコンバータの新制御法として入力力率と電源高調波を改善する新しい制御法を考

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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案し、軽負荷時においても 99.0 %以上の力率と 2 %未満の電源電流歪率を達成できる見込みを得た。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1) T. N oguchi, and S uroso, “New M ultilevel Current-Source PWM I nverter w ith Full-Bridge I nductor 

Cells,” IEEJ Transactions on Industry Applications Society, vol. 130, no. 6, p.p. 808-815 (2010).  

2) Suroso, and T. Noguchi, “A N ew Three-Level C urrent-Source PWM Inverter and I ts A pplication for 

Grid Connected Power Conditioner,” Elsevier B. V. Energy Conversion and Management, vol. 51, no. 7, 

p.p. 1491-1499 (2010).  

国際会議発表 

1) Suroso, a nd T . N oguchi, “New H -Bridge M ultilevel C urrent-Source PWM I nverter w ith Reduced 
Switching D evice C ount,” IEEJ International P ower Electronics C onference 2010 S apporo 
(IPEC2010-Sapporo), CD-ROM (21-24 Jun. 2010, Sapporo, Japan).  

2) T. Noguchi, and Suroso, “Review of  N ovel M ultilevel C urrent-Source I nverters with H-Bridge a nd 
Common-Emitter Based Topologies,” IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE2010), 
CDROM, (12-16 Sep. 2010, Atlanta, USA).  

3) Suroso, and T . N oguchi, “Novel H -Bridge M ultilevel C urrent-Source P WM I nverter w ith 
Inductor-Cells,” The 9 th Power a nd Energy C onference ( IPEC2010-Singapore), CDROM (27-29 O ct. 
2010, Singapore, Singapore).  

国内学会発表 

電気学会 計 8 件 

招待講演 

パワーエレクトロニクス学会 第 25 回パワーエレクトロニクス学会主催専門講習会ほか 2 件 
解説・特集 

電気学会技術報告 交通分野へ拡大を続ける可変速交流ドライブ技術 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

スズキ工学講座 モータ・インバータ制御(入門) 

電気学会国際会議（IPEC2010-Sapporo）論文委員会委員、実行委員会委員 
電気学会国内学会（全国大会、産業応用部門大会）論文委員会委員 
電気学会論文委員会幹事、主査会委員 
電気学会調査専門委員会委員 
電気学会モータドライブ技術委員会 1 号委員 
電気学会東海支部役員会委員 
日本学術振興会委員 

＜管理・運営＞ 

評価実施委員会委員 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：    文部科学省 科学研究費補助金 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） 
共同研究 5 件（すべて代表） 
奨学寄附金 6 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講義をしていく。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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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） 

連携教員：松本 隆宇 准教授 

 

【 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。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  学部3年 1 ○  複数担当（２人） 

高電圧工学  学部4年 1 ○  複数担当（２人） 

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１点で得られた電界波形の変化から、雷雲の

電荷中心点と電荷の高さを決定する手法を提案し、得られた結果が、従来行われてきた複数

点の電界測定結果に基づく推定結果とほぼ一致することを確かめた。 
 

(２)  間隔が 10-25km 程度で設置された６個の電界センサにより得られた到達時間を用いて位置

標定した場合、垂直電界波形の変曲点時刻を用いることで 90m 以下の位置標定精度を得ること

雷に伴う環境電磁工学 
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ができた。これは使用している GPS 時計の誤差によって発生する誤差距離 85m に一致している。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                      

1) 「低圧配電システムに発生する雷過電圧」、低圧配電システム雷過電圧調査専門委員会：2010 年、

電気学会（ISSN:0919-9195） 

2) 「帰還雷撃の電荷中心点及び電荷量変化の簡易推定法の提案」、道下、梅原、河本、前田、電

気学会論文誌Ｂ、131，2 号, pp. 238-239（2011, 2） 

国際会議発表     

1) “E-field waveform influenced by di stance to r eturn s trokes”, N. Shibata, K. Michishita, Y. Hongo, 
International w orkshop on hi gh v oltage e ngineering, ED-10-90, SP-10-57, HV-10-52, K ita-kyusyu 
(2010.11.13)  

 

国内学会発表  

・電気学会など、計 5 件 
 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

1) 電気協同研究会 配電機材に対する劣化環境評価専門委員会 委員長 

2) 電気学会・低圧配電システム雷害対策調査専門委員会 委員 
3) 電気設備学会・超高構造物における雷撃特性調査研究委員会 委員 
4) IEC SC４国内委員会委員 
5) 電力中央研究所雷リスク委員会委員 
6) 中部電力 電力施設専門部会社外委員 
7) 文部科学省科学技術政策研究所科学技術動向研究センター調査専門委員 

＜管理・運営＞ 

工学部長補佐 
研究企画室長 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：奨学寄附金（１件） 

   科研費（基盤研究（C） 代表者）、 

共同研究（代表 2件） 

 

【 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・准教授  井上 翼 （INOUE Yoku）   

電気電子工学科  

専門分野： 半導体工学、ナノ材料工学 

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

【 研究室構成 】  

教    員：井上 翼 

修士課程：1年（4名） 

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 ○   

科学と技術 学部2年 1 ○  複数担当（3人） 

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、4mm 以上の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、ナノチューブの紡績によ

るナノチューブファイバー、ナノチューブシートの開発を目的として研究を進めている。非常に軽く

高強度・高機能性材料の開発を目指している。 
 

＜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 4mm 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、シートの開発 
  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、シートを作製した。 

ミリメートル級長尺カーボンナノチューブによる新奇高強度・

高導電性・高熱伝導性材料 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

(1) Katsunori Suzuki, Shingo Sakakibara, Morihiro Okada, Yoichiro Neo, Hidenori Mimura, Yoku Inoue 
and Toshihiro Murata, "Study of Carbon-Nanotube Web Thermoacoustic Loud Speakers", Jpn. J. Appl 
Phys. 50, 01BJ10 (2011). 

(2) Yoku I noue, Yusuke Suzuki, Y oshitaka M inami, Junichi M uramatsu, Y oshinobu S himamura, 
Katsunori Suzuki, Adrian Ghemes, Morihiro Okada, Shingo Sakakibara, Hidenori Mimura, Kimiyoshi 
Naito, "Anisotropic c arbon na notube p apers f abricated f rom m ultiwalled c arbon nanotube w ebs", 
Carbon 49, 2437-2443 (2011). 

国際会議発表     

Yoku I noue, Akihiro I shida, M orihiro Okada a nd Hidenori M imura, "Anisotropic carbon na notube 

products fabricated with carbon nanotube web", NT10 Eleventh International Conference on the Science 

and Application of Nanotubes, Montreal, Canada, 2010/6. 他 10 件 
国内学会発表  

村松潤一, 石田明広, 井上翼, 岡田守弘, 三村秀典, “CNT紡績糸の引張強度の向上”, 第71回応用

物理学会学術講演会, 長崎市, 2010/10.  他 10 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

(1) 第 3 回宇宙エレベータ学会にて依頼講演、” 軽量高強度カーボンナノチューブ構造体の開発

状況” 
(2) 米国ノースカロライナ州立大学 Zhu 教授グループと共同研究 
(3) 米国ジョージア工科大学 Yushin 教授グループと共同研究 

＜管理・運営＞ 
入試委員 

＜特筆事項＞ 

・新聞報道： 

”ナノチューブ、繊維に”、日経新聞・静岡新聞・毎日新聞・中日新聞、平成 23 年 2 月 17 日 

”引っ張ると繊維状に紡げる CNT 開発”、日刊工業新聞 平成 23 年 3 月 1 日 

・テレビ報道： 

”富野由悠季 宇宙エレベータが紡ぐ夢”、WOWOW、平成 23 年 1 月 24 日 

・大学発ベンチャー企業設立, ”浜松カーボニクス株式会社”、平成 22 年 11 月 
・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」 
・工学部プロジェクト, ”カーボンナノチューブ構造体による新規複合材技術開発” 
・静岡大学電子工学研究所共同研究プロジェクト, ”カーボンナノチューブ長繊維フィラメントを

電子源とする高速パルス X 線源の基礎研究” 
・企業共同研究 1 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（3名）、2年（2名） 

学  部：4年（5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 ○  複数担当（2人） 

信号処理 学部3年 2 ○  複数担当（2人） 

電気電子工学実験Ⅰ   学部2年 2  ○ 複数担当（2人） 

電気電子工学実験Ⅱ 学部3年 3  ○ 複数担当（3人） 

 

 
【 研究 】 

＜目標＞ 

情報通信技術は現代社会を支える基幹技術の一つにとなっている。本研究室では主に次世代を

担う通信方式の要素技術について研究している。 
＜実績＞  

（１）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。特に中継端末の飛び

越しを認める無線マルチホップ通信を解析し、消費電力とスループット特性を明らかにした。 
（２）光無線通信 

可視光や赤外線を想定した光無線通信において、複数の符号を並列に伝送する「並列組合せコ

ードシフトキーイング方式」の通信性能について、理論とシミュレーションの両面からの解析

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。ま

 

情報通信工学，通信方式 
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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。 
（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。特に、サブキャリアのグループ化

を行う伝送方法を考察し、スループット特性の改善を実現すると同時に PAPR の一層の低減化

を達成した。 
 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

・ 川田, 大内, 羽渕,“陪直交変調方式のための遅延検波を用いた同期追跡方式のシミュレーショ

ン”, 電子情報通信学会信学技報 WBS2010-14, 2010-7. 
・ 西原, 大内, “並列組合せ OFDM 方式のグループ分け送信による伝送効率の改善”, 電子情報

通信学会信学技報 WBS2010-17, 2010-7. 
・ 高野, 大内, “ノード飛び越しを考慮した IEEE802.11DCFマルチホップネットワークのスループ

ット特性解析”, 電子情報通信学会ソサイエティ大会 B-21-8, 2010-9.  
・ 吉川, 大内, 羽渕, “光無線多重 CSK 方式におけるシンチレーションを考慮したビット誤り率

特性”, 電子情報通信学会ソサイエティ大会, A-5-3, 2010-9.  
 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

電子情報通信学会ワイドバンドシステム研究会研究専門委員 

電子情報通信学会英文論文誌 A 編集委員会編集委員 

電子情報通信学会英文論文ワイドバンドシステム小特集編集委員会編集委員 

＜管理・運営＞ 

共通講座准教授選考委員会 
支線管理委員 
電気電子工学科会議議事録担当 

 

【 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（2名）、1年（3名） 

学  部：4年（4名） 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  高校教育から大学教育への滑らかな導入を目指している。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、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(2名) 

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名） 

大学院特別講義一 大学院1,2年 1    ○ 複数担当（8名） 

 
【 研究 】 

＜目標＞ 

（１） 画像内容検索の研究 
（２） 高画質化に関する研究 
（３） 画像品質評価の研究 
（４） バイオイメージインフォマチックス（画像処理による外観検査アルゴリズム） 
（５） 広色域・高忠実色再現に関する研究 
＜実績＞  

（１） スケッチ画像内容検索の特徴量を発展させた。また、クエリー予測を実現した。 
（２） 高画質化支援システムを構築し、画質要因の相互作用を確認した。 
（３） 画質要因の相互作用を考慮した画質評価推定法を提案した。また画質評価推定法を用いて、

画質要因のロバスト性を調べた。 
（４） 変形しながら移動する細胞を追跡する細胞内画像処理アルゴリズムを開発した。 
（５） 広色域・高忠実色再現に関する基礎的検討を行った。 

＜業績・成果＞ 

著書                         

1) 映像情報メディア工学大事典，映像情報メディア学会編(分担執筆・共著者 62 名), 基礎編 第 4
部門 第 4 章，pp.194-198, 基礎編 第 4 部門 第 7 章，pp.208-212, (2010) (ISBN:978-4-274-20869-0) 

学術論文 
1) K.Aoike, G .Ohashi, Y.Tokuda, Y.Shimodaira, " Interactive S upport S ystem f or I mage Q uality 

Enhancement Focused on L ightness, C olor a nd Sharpness", IEICE Transactions o n Fundamentals of  
Electronics, Communications and Computer Sciences，Vol.E94-A，No.2, pp.500-508(2011.2) 

 

画像工学 
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2) 服部一郎，熊谷佳紀，大橋剛介， "フーリエ記述子を用いた部分検索が可能なスケッチ画像検
索"，電子情報通信学会論文誌(D)，Vol.J93-D，No.12, pp.2678-2682(2010.12) 

3) T.Hisamori, T.Arikawa, G.Ohashi,"Query-by-Sketch Image Retrieval Using Similarity in Stroke Order", 
IEICE Transactions on Information and Systems，Vol.E93-D，No.6, pp.1459-1469 (2010.6) 

国際会議発表     

1) Y.Ikegaya, G.Ohashi, Y.Shimodaira, Y. S hibata, H. S erizawa,"Purity D iscrimination f or S pectrally 
Mixed L ight i n t he M esopic C ondition", T he 17t h I nternational D isplay Workshops, pp. 355-356, 
Fukuoka, Japan(2010.12) 

2) S.Mori, G.Ohashi, Y.Shimodaira,"Robustness of  I mage Q uality Factors i n D ifferent E nvironment 
Illumination", The 17th International Display Workshops, pp.1413-1416, Fukuoka, Japan(2010.12) 

3) Y.Kumagai, T.Arikawa, G.Ohashi,"Query-by-Sketch Image Retrieval using Edge Relation Histogram 
as Global and Local Feature", The 8th France-Japan and 6th Europe-Asia Congress on Mecatronics, 
pp.153-156, Yokohama, Japan(2010.11) 

4) K.Aoike, Y.Tokuda, G.Ohashi, Y.Shimodaira,"Interactive S upport S ystem f or I mage Q uality 
Enhancement Focused on Lightness, Color and Sharpness", Proceedings of The Fourth International 
Workshop on I mage M edia Q uality a nd I ts A pplications(IMQA2010), p p.56-62, T okyo, 
Japan(2010.5) 

国内学会発表  

1) 電子情報通信学会研究会 ２件 
2) 電気学会研究会 1 件 
3) 動的画像処理実利用化ワークショップ 2011 1 件 
4) 電気学会 電子・情報・システム部門大会 1 件 
5) 第 16 回画像センシングシンポジウム 1 件 

解説  

1) 下平美文，大橋剛介，"広色域ディスプレイとその展望"，映像情報メディア学会，Vol.64，
No.7, pp.959-966(2010.7)  

 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

高校出張講義 1 件（静岡市立高等学校） 
＜管理・運営＞ 

ＦＤ委員会の委員（2 年目）、ハラスメント委員（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 代表者）、JST（分担１件）、共同研究（分担２件） 
＜学会活動＞ 

映像情報メディア学会査読委員 
平成 22年度映像情報メディア学会丹羽高柳賞論文賞選定委員 

電子情報通信学会基礎・境界ソサイエティ「イメージメディアクオリティ時限研究専門委員会」委員 
電気学会スマートビジョン協同研究委員会委員 

電気学会高度センサ応用による人間中心システムの協同研究委員会委員 

動的画像処理実利用化ワークショップ DIA2011プログラム委員 
第 16回画像センシングシンポジウム実行委員 

 

【 今後の展開 】  

 画像工学の研究を継続する。また、学際領域的な研究にも積極的に挑戦したい。現在、ITS、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。 

117



電気電子工学科 

 

 

  

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    

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) 劣駆動船舶のサンプル値追従制御系設計 
非線形サンプル値制御理論を用いて、船舶のサンプル値追従制御系設計を行った。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                            

・ Y. S ato, H. Nakamura, N . Nakamura, H . Katayama, a nd H . Nishitani, "Universal control formula for 
feedback linearizable systems with local LQ performance," SICE Journal of Control, Measurement, and 

System Integration, Vol. 4, No. 1, pp. 22-28 (2011).  

 

 

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, "Sampled-data consensus control for nonlinear fully-actuated ships ," Proceeding of 49th 
IEEE Conference on Decision and Control, pp. 3724-3729, Atlanta, USA (2010). 平成 22 年 12 月 

他 3 件 

国内学会発表  

・計測自動制御学会 計 4 件 
 

【 その他の事項 】 
 

＜管理・運営＞ 

工学部代議員, 工学振興基金事業部会委員 
 

＜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（1名）、1年（3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）ウィンドファームが電力系統に及ぼす影響 
総出力 50MW 程度のウィンドファームが既存系統に及ぼす影響について，風の空間構造に基づ

いて生成した模擬風と電力系統モデルをもとに検討した。その結果，系統への影響はウィンドフ

 

分散電源の小規模電力系統への影響 
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ァーム設置面積・風車台数，風車定格風速の影響を受けることが明らかとなった。 
（２）太陽光発電直接連系屋内直流配電システム 

太陽光発電を直接連系できる住宅内直流配電システムを提案し，その小規模模擬実験を

行った。最大出力点の探索と追従，交直変換など，今後の発展の方向性が明らかとなっ

た。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

・ マイクロガスタービンを用いたコージェネレーションシステムの住宅地への導入効果，

河本映，山田真弘，電気論Ｂ，130-B, 12, 1111-1118，2010.12 

・ 風の空間構造に基づく風車群出力変動スペクトル解析，河本映，山下勝，電学論Ｂ，130-B, 

12, 1132-1133，2010.12 

国内学会発表 

・ 宮下浩幸，河本映，「風車群出力変動に対する風車の定格風速の影響」，平成 22 年度電

気関係学会東海支部連合大会，中部大学，2010.8 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

防災安全委員会委員 
 

【 今後の展開 】  

 教育面では，基礎科目である電気回路Ⅱの充実をはかり，学生の理解度向上，及び不合格者の

減少を目指してゆきたい。 
 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：2年（1名）、1年（3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 

応用英語Ｃ  学部3年 1 ○  複数担当（ 7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＞ 

  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、電気機器の接続には必ず電気接点が使用されており、日常生活だけではなく情報化社会の基盤と

なる重要な分野である。既存の機器で使用されていなかった新たな電圧・電流領域で、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）新たな接点構造を有する電磁リレーの接点消耗の均一化 
  考案した構造を実際の電磁リレーに適用し、目的とする消耗の均一化効果が得られた。 
（２）直流高電圧回路内で発生するアーク放電の永久磁石による消弧 
  永久磁石による開離時アークの磁気吹き消しによって、継続時間を短縮できることを確認した。 
（３）電気接点の接触現象 
  接触抵抗－荷重特性測定装置を製作し、接触現象の基礎的な測定データを取得した。 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) Junya SEKIKAWA and Takayoshi KUBONO, “Effect of Contact Materials of Ag/SnO2 and Ag/ZnO on 

Rotational Motion of Break Arcs Driven by Radial Magnetic Field,” IEICE Trans. Electron., Vol. E93-C, 

No. 9, pp. 1387-1392 (2010) 

2) Tomohiro ATSUMI, Junya SEKIKAWA and Takayoshi KUBONO, “Characteristics of Break Arcs Driven 

電気接点の接触現象とアーク放電 
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by T ransverse M agnetic F ield in a D C High-voltage Resistive C ircuit,” IEICE T rans. E lectron., Vol . 

E93-C, No. 9, pp. 1393-1398 (2010) 

国際会議発表     

1) Rotational Drive of Arc discharges by a Permanent Magnet Embedded in an Electrical Contact Mounted 

on a R elay,” Proceedings of  The 56th IEEE H olm Conference on Electrical C ontacts, pp. 90-95, 

Charleston, SC, USA (2010 年 10 月). 

国内学会発表  

1) 電子情報通信学会 機構デバイス研究会 5 件 

2) 電子情報通信学会 IS-EMD2010 (10th International Session in Electro-Mechanical Devices) 2 件 

3) 2010 年電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ大会 5 件 

4) 2011 年電子情報通信学会総合大会 3 件 

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

1) 電子情報通信学会「機構デバイスの基礎と応用」講習会での講演、題目「スイッチングアークと直

流遮断技術の基礎」(2010 年 9 月) 
2) 電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ機構デバイス研究会幹事 
3) 電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ機構デバイス研究会開催担当(2011 年 2 月) 

＜管理・運営＞ 

次世代ものづくり人材育成センター創造教育支援部門併任 
入試委員 
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 22 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」(3 年目) 

  2) 財団法人中部電力基礎技術研究所 出版助成金（指導大学院生が獲得） 

  3) 共同研究 代表４件 分担１件 

  4) 奨学寄付金 １件 
 

【 今後の展開 】  

 再生可能エネルギーによる発電や電気自動車などの分野への応用が期待される、高電圧直流回路内

で発生するアーク放電現象と電気接点の接触現象について継続して研究を展開していく。 
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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年(1名)、1年（2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 1  ○  

電子デバイスI  学部3年 1 ○   

電子デバイスII  学部3年 1  ○  

新入生セミナー  学部1年 1 ○  複数担当 

半導体電子物性  大学院1,2 1  ○  

 

【 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) Seebeck effects and electronic thermal conductivity of IV-VI materials, A. Ishida, T. Yamada, T. Nakano, 

Y. Takano, S. Takaoka, Jpn. J. Appl. Phys. 50, 031302 (5pages) (2011). 

2) Sublattice rotation of GaP grown on 2°-misoriented Si substrate using metalorganic vapor phase epitaxy, 

Y. Takano, T. Misaki, T. Takagi, H. Yamada, S. Fuke, Jpn. J. Appl. Phys. 50 025601 (8pages) (2010). 

3) Threading dislocations in InGaAs cap layers with InGaAs graded layers grown on Si substrates, Y. 

Takano, K. Kobayashi, T. Uranishi, S. Fuke, Jpn. J. Appl. Phys., Vol.49, 105502 (5 pages) (2010). 
 

国内学会発表  

高野泰、山田洋毅、見崎龍、高木達也、福家俊郎、MOVPE 法により成長させたシリコン基板上

GaP の成長初期表面、静岡大学、電子情報通信学会研究会(2010,5) 
 

【 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 
2010 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 】  

 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 

特別研究員：1名 

修士課程：2年（4名）、1年（3名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  過渡現象論では、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  学部3年 1 ○   

数値シミュレーション  学部2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） 

 

 

【 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脳変位の影響の検証 
  脳に対する光計測における、脳の変位の影響をシミュレーションとファントムで検証した。 
（３）手首を対象とした光電脈波計測と静脈内酸素濃度計側 

実用上有用な手首での光電脈波検出条件と、静脈血管内の酸素濃度算出手法を検討した。 
（４）微量ヘモグロビンの濃度測定法 

酸素化及び脱酸素化ヘモグロビン以外のヘモグロビンの濃度計側の測定のための、多波長計測

光を用いた非侵襲生体計測 
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システムを開発し、システムの基本性能を評価した。 
（５）簡便な光学定数測定システム 

距離計測と多点計測法を組み合わせた簡便な光学定数（散乱係数、吸収係数）測定システムの

試作を行った。 
（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）光生体計測におけるグルコースの影響の検証 

グルコースが光散乱に及ぼす影響を顕微鏡レベルで明らかにした。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文 

Y. Yasuda, T. I to, M . M iyamura, a nd M . Niwayama,:"Effect of  r amp bi cycle e xercise on exhaled 
carbon monoxide in humans," The journal of physiological sciences, 201143 1-8 (2011) 

 国際会議発表 

1. T. Yamashita and M. Niwayama:"Accurate determination of optical properties using spatially resolved 
measurement a nd l aser r angefinder," 7t h I nternational Conference on O ptics-photonics Design &  
Fabrication (ODF '10), Yokohama, (Apr 2010) 

2. H. S uzuki, M . Niwayama, T . Yamakawa, M . O hkubo, R . K ime, a nd T. K atsumura:"Simultaneous 
determination of  a bsorption c oefficients f or s kin and m uscle t issues us ing s patially re solved 
measurements," Inter Academia 2010, Riga (Aug. 2010)  

3. T. Yamashita, M. Niwayama, and T. Yamakawa:"Accurate and fast es timation of o ptical pr operties 
using optical path length and spatially resolved reflectance measurement," Inter Academia 2010, Riga 
(Aug. 2010) 

国内学会発表 

1. 林 真之,庭山 雅嗣 「空間分解近赤外分光法における筋組織吸収係数の局所的不均質性の影響」，

Optics & Photonics Japan 2010，東京，2010.11 
2. 田原浩登,山川俊貴,庭山 雅嗣「NIRS 組織酸素計測における脳組織変位の影響」，Optics & 

Photonics Japan 2010，東京，2010.11 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

高大連携実習講師 1 件 
外国人研究員受入 1 名（日本学術振興会特別研究員） 

 

【 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  

 
homepage: http://tehsm3.eng.shizuoka.ac.jp 
 

【 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，その応用計測および実用化に取り組んだ。 

・3 次元計測技術をもとにした移動体の走行前方の障害物検出に関する研究を行った（共同研究）。 

・医工連携に関する研究にも取り組んだ。 

 

＜業績・成果＞ 

特許出願・取得 

 特許出願 1件・特許取得 1件 

 発明者：橋本 岳他 4名 

 特許権者：国立大学法人静岡大学 名称：距離測定装置及びその方法 区分：取得，国内 

 番号：日本国特許第 4565171号 年月：平成 22年 8月 

高精度 3 次元画像計測技術の開発と応用 
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【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

学科 HP運営，発明委員 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 

・科学研究費補助金 基盤研究（C） 

・企業等との共同研究 1件  

 

【 今後の展開 】  

 高精度 3次元計測技術の研究を継続し発展させる。本技術の応用研究テーマ・実用化研究にも積極

的に取り組む。 

また，企業との共同研究にも力を入れる。さらに，電気電子関係の応用だけでなく、学際領域的な

研究にも挑戦していきたい。 
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専任・准教授  松島 由太郎 （MATSUSHIMA Yoshitarou））   

電気電子工学科  

専門分野： 電気機器  

 
  
 

【 研究室構成 】   

教    員：松島 由太郎    

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 新入生セミナーでは，大学で豊かな人間形成をはかるために，自ら学ぶ姿勢が必要であること

を学生に伝える。専門科目では，基礎科目が重要であることを強調し，専門基礎科目（電気回路，

電気磁気学，電子回路など）の復習などを取り入れ，各種電気機器の原理が理解できるように工

夫する。 

 

＜授業担当科目および取り組み＞      

 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気機器Ⅰ  学部3年 1 ○   

電気機器Ⅱ  学部3年 1  ○  

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・高性能化 

 

＜実績＞ 

  (1) 表面磁石形バーニアモータの磁石厚による高性能化を明らかにした。 

  (2) 集中巻 PM形バーニアモータの機械定数算出法を明らかにした。 

 

＜業績・成果＞ 

著書 

・「エレクトリックマシーン＆パワーエレクトロニクス」， [第 2版]，第 5章担当， 

森北出版（2010.11） 

国内学会発表  

・「表面磁石形バーニアモータの磁石厚が脱出トルクに与える影響」，電気学会回転機研究会， 

RM-10-128，（平 22-10） 

・「FEMによる集中巻 PM形バーニアモータの Xd,Xq,Vo算定法」，平成 23年電気学会全国大会， 

5-038，（平 23-03） 

電気電子工学，低速大トルク電動機の開発 
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・「表面磁石形バーニアモータの磁石厚が誘起起電力に及ぼす影響」，平成 23 年電気学会全国大

会，5-049，（平 23-03） 

 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学部：城北地区交通対策委員 

 
【 今後の展開 】  

 低速大トルクモータ（各種バーニアモータ）の高性能化。 
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専任・准教授  松本 隆宇 （MATSUMOTO Takaie）   

電気電子工学科 

専門分野： 各種高電圧現象の計測、系統の外部絶縁、放電応用  

 
 
 

【 研究室構成 】  

教    員：松本 隆宇 

修士課程：2年（2名）、1年（3名） 

学  部：4年（2名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

自立して考えることの出来るエンジニアを育成すべく心がけている。特に、一年生対象の授業

では、自分の学力の得意分野・不足している所を自覚させて、「教えられるのを待つ」姿勢から、

自分で取り組む姿勢への意識の変革をもたらすことを教育上の目標としている。 

 

＜授業担当科目および取り組み＞      

 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気回路Ⅰ  学部1年 4 ○   複数担当（2人） 

環境・エネルギー 

と技術 
学部2年（NIFEE） １ ○   

高電圧工学 学部4年 1 ○  複数担当（2人） 

安全工学  学部3,4年 2 ○  複数担当（6人） 

電気電子工学実験 学部3年 1  ○  分担 

高電圧パルス電磁工学 大学院1,2年 1  ○ 複数担当（3人） 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

シリコンゴムを外被材料とした有機がいし（ポリマーがいし）の素材に要求される各種電気特

性について研究し、それらの評価手法・試験方法の開発を目指している。また、ポリマーがいし

として製品化された場合の汚損状況下における放電現象と材料との相互作用の解明に取り組み、

送電線外部絶縁設計において、新たに問題となってきている寿命確保の観点からアプローチして

新しい絶縁設計手法を確立するための基礎研究を行っている。 

 

＜実績＞  

（１）撥水性保持性能を評価する Dynamic Drop Test（DDT）における撥水性低下プロセスの解明 
（２）CIGRE WG D1.14 で計画された、DDT 試験への国際ラウンドロビンテストへの参加・結果報   

告 
（３）汚損沿面コロナ放電による、シリコーンゴム表面の撥水性喪失・回復特性の調査 
（４）汚損ポリマーがいしの霧中試験における放電形態別の放電電気量と電流特性の研究 
（５）汚損ポリマーがいしの加速劣化試験中の各種放電状況の調査 

 

高電圧・系統絶縁工学 
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＜業績・成果＞ 

国際会議発表     

・Tokay Matumoto: “Outdoor Insulation”, Second Forum on Electrical Insulation, Nov. 29, 2010, Shizuoka 
 （開催校） 
  

国内学会発表  

・松本隆宇、「がいし」Ｈ22 電気学会 電力・エネルギー部門大会、九州大学、2010.9.2 
・花井祥吾、松本隆宇、「ディジタルカメラによる微弱放電の観測」Ｈ22 電気学会基礎・材料・

共通部門大会、琉球大学、2010.9.13 
・松本隆宇、屋外用ポリマー絶縁材料の性能評価・改質技術調査専門委員会、電力中央研究所   

横須賀 2010.9.21 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

 電気学会放電技術委員会委員（１号） 
電気学会高電圧技術委員会委員（２号） 

 電気学会ポリマーがいし・がい管の汚損環境への適用課題調査専門委員会委員長 
   電気学会屋外ポリマー絶縁材料調査専門委員会委員 
  電気規格調査会 エポキ樹脂ブッシング（JEC-211）規格改定特別委員会委員 
    ＣＩＧＲＥ WG D1.14 国内委員会委員 

 電線総合技術センター（電気用品安全法試験にかかる）諮問委員会副委員長（兼務） 
 電線総合技術センター（難燃性試験にかかる）諮問委員会副委員長（兼務） 

    留学生フェア参加：インドネシア（９月）、タイ（１１月） 
    出張授業：西遠女子学園（７月） 
＜管理・運営＞ 

NIFEE 委員会委員長 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：外部資金獲得：共同研究１件 
 

【 今後の展開 】  

 シリコーンゴム素材の電気特性に関する研究を継続し、材料としての要求すべき項目の整理、評

価手法、最低要求基準について、将来の規格化を見据えた研究をおこなう。また、ポリマーがいし

実体における、汚損状況と気象条件の関係、汚損状況と湿潤状況の組み合わせによって生じる放電

現象の調査研究などを継続して、汚損状況下でのがいし寿命確保技術確立のための基礎データ取得

に努める。 
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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（3名） 

学  部：4年（2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）PZT 素子による５１チャンネル位相シフトファイバグレーティング（ＦＢＧ）を提案した。 

（２）位相シフトＦＢＧによる多チャンネル超狭フィルター及び多波長レーザへの応用を実現した。 

（３）超高チャンネル（１２１５）ＦＢＧの新たな設計・作製法を提案した。 

 

 

 

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. “Multiple dual-wavelengths fiber ring laser utilizing a phase-only sampled fiber Bragg grating 
with multiple p hase-shifts i nserted,” X. C hen, T. Kameyama, Ming L i, a nd H . L i*, Applied 
Physics B-Lasers and Optics, Vol. 101, No. 1, pp. 115-118 (2010). 

2. “Phase shifts induced by the piezoelectric transducers attached to a linearly chirped                                      
fiber Bragg grating,” X. Chen, Y. Painchaud, K. Ogusu, and H. Li*, IEEE/OSA J. Lightwave 
Technol., Vol. 28, No. 14, pp. 2017-2022 (2010).  

3. “Simultaneous di spersion a nd dispersion-slope co mpensator based on  a  d oubly-sampled 
ultrahigh-channel-count fiber Bragg grating,” X. Chen, J. Hayashi, and H. Li*, Applied Optics, 
Vol. 49, No. 5, pp. 823-828 (2010). 

国際会議発表 

1. “Phase-Shift I nduced i n a high-channel-count F iber B ragg Grating and I ts application to 

multiwavelength fiber ring laser,” Xuxing C hen a nd H. Li, PGC2010, Singapore, Paper Oral 
2-4A-3.  

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. “Ultra-high channel-count fiber Bragg grating based on the utilization of the phase-only sampling,” 
H. Li, SPIE Photonic Asia 2010, Beijing (China), Paper PA106 (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＞ 

・ 科研費（Ｂ）： 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（代表者） 
・ 財団法人ＫＤＤＩ 「調査研究助成」（2009、4 月－2011、3 月）            

     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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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（3名）、1年（3名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
 

＜授業担当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 

論理回路I  学部1年 1 ○  複数担当(2人) 

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  11 件 

1. 優秀卒業研究発表賞, 社団法人電子情報通信学会東海支部, 渡邊 貴弘，2011 年 3月． 

2. テレコムシステム技術学生賞，電気通信普及財団，間渕 隆之，2011年 3月． 

3. 電気学会東海支部長賞，電気学会東海支部，渡邊 貴弘，2011年 3月． 

4. 奨励賞，計測自動制御学会 中部支部, 間渕 隆之，2011年 1月． 

5. 連合大会奨励賞，電気関係学会東海支部連合大会，間渕 隆之，2011年 1月． 

6. 優秀賞，第８回 情報学ワークショップ(WiNF 2010)，森田 裕宣，渡邊 実 2010 年 12月． 

7. 優秀学生顕彰 優秀賞，日本学生支援機構，渡邊 貴弘，2010年 12月． 

8. SLDM 研究会優秀発表学生賞, 社団法人情報処理学会システム LSI 設計技術研究会, 久保田 

慎也, 2010年 9月． 

9. Best P aper A ward, D. Seto, M. W atanabe, NASA/ESA Conference on  Adaptive H ardware a nd 

Systems, June, 2010. 

10. 学生研究奨励賞, 社団法人電子情報通信学会東海支部, 森田 裕宣, 2010年 6月． 

11. 学生論文奨励賞，情報処理学会東海支部，瀬戸 大作，2010年 5月 

 
【 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。 

＜実績＞  

（１） リコンフィギャラブルデバイスの研究。 

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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（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] “Fast opt ical r econfiguration of  a  ni ne-context D ORGA us ing a  s peed a djustment c ontrol,” M. N akajima, M . 

Watanabe, ACM Transaction on Reconfigurable Technology and Systems, March, 2011. 

[2] “Dynamic optically reconfigurable gate array very large-scale integration with partial reconfiguration capability,” D. 

Seto, M. Nakajima, M. Watanabe, Applied Optics, Vol. 49, Iss. 36, pp. 6986–6994, Dec., 2010. 

[3] “Fiber remote configuration for an optically reconfigurable gate array with four configuration contexts," Y. Ueno, M. 

Watanabe, Optics Communications, vol. 283, Issue 23, pp. 4614-4618, Dec., 2010. 

[4] "Microelectromechanical C onfiguration of  a n O ptically R econfigurable G ate Array," I EEE J ournal of  Q uantum 

Electronics, H. Morita, M. Watanabe, Vol. 46, Issue 9, pp. 1288 - 1294, Sep., 2010. 

[5] "Formation o f h olographic m emory f or d efect t olerance i n o ptically r econfigurable g ate ar rays," A . O giwara, M . 

Watanabe, T. Mabuchi, F. Kobayashi, Applied Optics, Vol. 49, No. 22, pp. 4255-4261, Aug., 2010. 

[6] "A superimposing acceleration and optimization method of optical reconfiguration speed without any increase of laser 

power," T. Mabuchi, M. Watanabe, Applied Optics, Vol. 49, No. 22, pp. 4120–4126, Aug., 2010.  

国際会議発表     

[1] "A 6 4-context M EMS optically r econfigurable g ate ar ray," Y. Y amaji an d M . W atanabe, IEEE I nternational 

Conference on Field-Programmable Technology, pp. 499-502, Dec., 2010. 

[2]  “A 100-Context Optically Reconfigurable Gate Array,” M. Nakajima, M. Watanabe, IEEE International Symposium 

on Circuits and Systems, pp. 2884-2887, Paris, France, May, 2010. 

    他 26 件 

国内学会発表  

・VLSI ワークショップ(2件)、光エレクトロニクス研究会(3件)，東海電気関連学会(2 件)、 

リコンフィギャラブル研究会(3件)、他 7件 

 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

[1] 受賞・表彰：Best P aper A ward, D. Seto, M. Watanabe, NASA/ESA C onference on  Adaptive 
Hardware and Systems, June, 2010. 

 他１件 

 

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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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（4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。 

･信号処理を担当。三年生科目で卒業研究に直結する科目のため、理論と応用を意識した授業を実

施する。 

･NIFEE プログラム生の第二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  ○  

信号処理  学部3年 ２ ○  複数担当 

情報処理(NIFEE)  学部1年 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研究。 

LDPC符号の合成復号に基づく特性改善の提案。 

（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アウテージ確率特性を評価した。 

（３）可視光通信システムの受光システムを構築。誤り訂正符号として畳み込み符号を用いたときの

特性改善を評価した。 

（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＞ 

国際会議発表     

・T. Nagata, K. Mukumoto, K. Ishibashi, and T. Wada, “Performance Evaluation of Go-Back-i-symbol 
ARQ S cheme a pplicable t o M eteor B urst C ommunications,” 2010 I nternational Symposium on 
Information Theory and its Applications, Taiwan, Nov. 2010.  

他 1件 

国内学会発表  

・電子情報通信学会、情報理論とその応用シンポジウムなど、計 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 

インドネシアでの NIFEE広報活動 

留学生就職活動支援 

 

  

 

＜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基礎

伝送実験を実施する。 
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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 

修士課程：2年（3名）、1年（3名） 

学  部：4年（4名） 

連携教員：和田 忠浩 講師 

 

【 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）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。 
（２）協力ネットワーク符号化通信の実装及び開発 

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を用いて他端末協力

型ネットワーク符号化通信方式の実装に取り組んだ。 
（３）協力通信における中継端末の電力利用効率の解析 

近年注目を集めている協力通信において中継端末の消費電力はネットワーク全体の寿命を決め

る大きな問題である。このため中継機能を簡素化できる AF 型協力通信が活発に検討されている

が、この方式では信号のダイナミックレンジが増大し、パワーアンプにおける電力利用効率を低

下させることが指摘されていた。そこで我々は各種協力通信方式の瞬時電力分布を近似なしで解

析することに世界で初めて成功し、実用的な観点から協力通信方式の特性について解析した。 
（４）次世代 Machine-To-Machine（M2M）通信のための干渉制御技術 

将来爆発的に多数の機械同士が同時に通信することを想定し、複数の端末の干渉信号を効果的に

 

次世代無線通信ネットワークの研究 
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制御しながら通信容量を増大させる技術について取り組んだ（米国企業との共同研究）。 
 ＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               
1) 三瓶誠一・阪口啓 編著「無線分散ネットワーク」コロナ社（2011 年 3 月出版）、3.3 節「分

散符号化技術」（共著：山里敬也、石橋功至） 
2) K. I shibashi, K. Ishii, and H. Ochiai, “Dynamic C oded Cooperation us ing Multiple Turbo Codes in 

Wireless Relay Networks,” IEEE J ournal of  Selected Topics in S ignal P rocessing, vol. 5, no. 1, pp. 
197-207, Feb. 2011. 

3) K. Sodeyama, K. Ishibashi, and R. Kohno, “An Analysis of Interference Mitigation Capability of Low 
Duty-Cycle U WB T ransmission i n T he Presence of  Wideband OFDM S ystem,” W ireless P ersonal 
Communications, Vol. 54, issue 1, July 2010. 

4) K. Ishii, K. Ishibashi, and H. Ochiai, “Multilevel Coded Cooperation for Multiple Sources,” submitted 
to IEEE Trans. on Wireless Commun. (条件付き採録) 

5) K. Ishibashi and H. Ochiai “Analysis of Instantaneous Power Distributions for Non-Regenerative and 
Regenerative Relaying Signals,” submitted to IEEE Trans. on Wireless Commun. (2011.2) 

 

国際会議発表 

1) K. I shibashi, K . Ishii, a nd H . O chiai, “Dynamic Turbo C oded C ooperation based on Simple P ower 
Detector,” in Proc. of IEEE ICC 2009, South Africa, 2010. 

2) S. Nagata, K. Mukumoto, T. Wada, and K. Ishibashi, "Performance Evaluation of Go-Back-i-symbol 
ARQ Scheme applicable to Meteor Burst Communications," in Proc of ISITA 2010, Taichung, Taiwan, 
Oct. 2010. 

3) K. Ishii, K. Ishibashi, a nd H . Ochiai, “ Multiple-Access R elay S ystem based on N ested D istributed 
Turbo Code,“ in Proc. of IEEE RWS 2010, Phoenix, AZ, Jan 2010. 

4) C. Cheng, K . I shibashi, a nd T. Wada, “ Power-Efficient N etwork C oded Cooperation us ing 
Non-binarily Modulated Relay,” in Proc. of IEEE RWS 2010, Phoenix, AZ, Jan 2010. 

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 12 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

ハーバード大学客員研究員として米国留学中 
 

＜特筆事項＞ 

受賞・表彰：  2010 年度 電子情報通信学会無線通信システム研究活動奨励賞 
       情報理論とその応用学会(SITA)奨励賞 (指導学生の受賞) 
外部資金獲得： 文部科学省科学研究費補助金 若手研究 (B) 

 米国企業との共同研究 1 件 
 電気通信普及財団 (TAF) 

 

【 今後の展開 】  

 平成 22 年度 9 月より米国ハーバード大学へ長期在外中であり、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る。今後はさらに境界領域の研究へと歩を進め、次世代の社会を

支える新たな技術の開発に取り組んでいきたい。 
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専任・助教  高橋 崇宏 （TAKAHASHI Takahiro） 

電気電子工学科 

専門分野： 薄膜工学、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（2名）、1年（2名） 

学  部：4年（5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、研究室配属後の活動につながる基礎的な知識、技術の修得を重視

している。重要事項を反復練習するによって確実な理解の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＞ 

太陽電池、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

スの開発方法、最適化方法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）を明らかにできれば、プロセスの開発上、非常な重要かつ普遍的な指針を得ることが可能となる。

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

る現状を踏まえ、CVD の研究開発速度の効率化、高速化を実現するためには、研究開発の自動化が

必須であると考えている。そこで、情報工学の知見を用いて、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の開発、改良を行った。 
 
 

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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（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た。従来と比較して計算時間を数十分の一にす 
ることが可能となった。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1) T. Takahashi, N. Fukui, M. Akiyama, K. Funatsu and Y. Ema, “An Automatic Modeling System of 
the Calculation Process of a CVD Film Deposition Simulator”, Journal of Chemical Engineering of 
Japan, Vol. 43, No. 11, pp. 977-982 (2010). 

 

国内学会発表 

1) 化学工学会第 42 回秋季大会 2 件 
2) 第 33 回情報化学討論会 2 件 

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

1) 日本化学会情報化学部会役員(幹事) 
2) 平成 22 年度高大連携実験実習講座(浜松工業高校、磐田南高校、豊丘高校) 担当 

 

＜管理・運営＞ 

1) テクノフェスタイン浜松実行委員会委員 
2) 電気電子工学実験 I 主担当、電気電子工学実験 II 副担当 

 

【 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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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，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行っている． 
  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．特に，これからの日本を

支えるのは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 回のペースで行っている他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，情報学部の関連分野研究室と研究グループを発

足させたことから，住空間での使用を念頭に置いた研究展開を目指した． 
  

＜実績＞  

（１）マルチチャネル音響システムにおける室内音響伝達特性の同時測定 
 多チャネルの音響システムにおいて室内インパルス応答を同時に測定する方法について，セミ

ブラインド音源分離を用いた測定法を提案した．測定精度は従来と同等の品質を保つ一方，測定

時間を大幅に短縮させることに成功した． 
（２）外部雑音の影響に頑健な適応的音場再現システム 

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，適応的音場再現システムに統合させ

た．また，その主観評価実験により，有効性を確認した．  

聴空間の知覚と合成 
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（３）混合して観測された音情報の分離・分解における反射音の有効利用 
 マイクロホンアレーのフロント側が遮蔽された状況において，雑音環境下におけるユーザ

音声の強調に取り組んだ．白色化相互相関を用いることにより，観測信号を反射・回折などによ

る音波の到来方向ごとに分解可能であることを見出した． 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 
1) Yosuke Tatekura and Norihiro Yoshida, "Reference signal extraction under a noisy environment for a 

semi-adaptive sound reproduction system," IEICE Electronics Express, vol.7, no.9, pp.583-588, 2010. 
2) Yosuke Tatekura, Y usuke Honda a nd Takayoshi N akai, " Suitable T runcation of  R oom I mpulse 

Response for Inverse Filter Design of  Sound Reproduction System," Advanced Materials Research, 
vol.222, pp.372-375, 2011. 

 

国際会議発表 

1) Yosuke T atekura, Y usuke H onda, and T akayoshi Nakai, "Suitable Truncation of Room Impulse 
Response for Inverse Filter Design of Sound Reproduction System," 9th International Conference on 
Global Research and Education (Inter-Academia 2010), Riga, LATVIA, Aug. 2010. 

2) Yosuke Tatekura, Norihiro Yoshida, "Noise robust semi-adaptive sound reproduction system based on 
semi-BSS," 20th International Congress on Acoustics (ICA 2010), Sydney, Australia, Aug. 2010. 

国内学会発表  

1) 立蔵洋介, 吉田憲弘, "適応的な音場再現システムにおける残響環境下での参照信号の抽出," 

システム制御情報学会研究発表講演会, pp.525--526, May 2010. 

2) 吉田憲弘, 立蔵洋介, "セミブラインド音源分離を用いた背景雑音に頑健な適応的音場再現シ

ステム," 日本音響学会秋季講演論文集, 2-P-23, Sep. 2010. 

3) 小矢野貴浩, 立蔵洋介, 大内浩司, "多チャネル音響システムにおける室内音響インパルス応

答の測定時間短縮手法," 日本音響学会秋季講演論文集, 3-Q-27, Sep. 2010. 

4) 小矢野貴浩, 立蔵洋介, 大内浩司, "多チャネル音響システムにおける Semi-BSS を用いた室

内音響インパルス応答の同時測定法," 日本音響学会春季講演論文集, 1-9-11, March 2011. 

5) 吉田憲弘, 立蔵洋介, "適応的音場再現システムにおける背景雑音に頑健なオンライン逆フィ

ルタ緩和アルゴリズム," 日本音響学会春季講演論文集, 3-9-3, March 2011. 

他 3件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

 静岡県立農林大学校非常勤講師 

＜管理・運営＞ 

 テクノフェスタ実行委員，次世代ものづくり人材育成センター創造教育支援部門併任教員 

 

【 今後の展開 】  

実環境下において有効な音情報処理のシステム・アプリケーションに関する研究を展開させたい．

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． 
 これから 10 年 20 年後の日本を見据えたとき，工学（部）がこれまでのような狭い意味でのものづ

くりのみを扱うままであるようでは，日本の沈没は免れえず，再浮上はあり得ない．今後は古い枠組

みの工学にとらわれることなく，情報学や心理学，社会学など幅広い学問分野との連携強化を図るこ

とによって工学の本来のゴールである「人間の利益」に対し，音情報処理の観点から貢献することを

目指す． 
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専任・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 

研 究 員：1名 

修士課程：1年（1名） 

学  部：4年（2名） 

連携教員：坂田 肇准 教授 

 

【 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）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。 
 

 

＜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 

光導波型素子の作製と応用 
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  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 

国際学会発表 

・ M.Tomiki, H .Watanabe, H.Sakata, A.Kawasaki, T .Yamashita, M .Kagami, “Single-Mode O ptical 
Circuits by  L ight-Induced S elf-Written T echnology”, ISAOP-10 (International Symposium on 
Advanced Organic Photonics ) ＆ISSM-1 (International Symposium on Super-hybrid Materials), B-3, 
2010.9.28(東京工業大学). 

・ M.Tomiki, H .Watanabe, H.Sakata, A.Kawasaki, T .Yamashita, M .Kagami, “Single-Mode O ptical 
Circuits by  L ight-Induced S elf-Written T echnology”, 16th M icrooptics C onference, WP-1, 
2010.11.2(台湾・新竹). 

国内学会発表 

・ 渡邊裕樹，冨木政宏，坂田 肇，河崎朱里，山下達弥，各務 学, “自己形成導波路への波長

フィルタ形成”, 電子情報通信学会電子部品・材料研究会, CPM2010-47, 2010.8.26(千歳アルカ

ディア). 
・ 渡邊裕樹，冨木政宏，坂田 肇，河崎朱里，山下達弥，各務 学, “自己形成導波路への波長

フィルタ形成”, 第 71 回応用物理学会学術講演会, 15p-G-9, 2010.9.15(長崎大学). 
・ 西尾圭介，山畑孝介，冨木政宏，坂田 肇, “マイクロベンド長周期ファイバグレーティング

によるバンドパスフィルタの帯域幅制御”, 第 71 回応用物理学会学術講演会, 16a -M-10, 
2010.9.16(長崎大学). 

・ 宇野将也，渡邊裕樹，冨木政宏，坂田 肇，河崎朱里，山下達弥，各務 学, “自己形成導波

路材料への回折格子形成過程の解析”, , 27a-KB-2, 2011.3.27(神奈川工科大学) 
 

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１９回研究会 テーマ「光通信デバイスの信頼性の現状と今後の展望」 

 2010 年 12 月 6日 豊田中央研究所 実行委員・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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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   

修士課程：2年（1名）、1年（1名） 

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行っている。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Ⅰ 学部2年 1  ○ 複数担当(副担当) 

電気電子工学実験Ⅱ 学部3年 1 ○ ○ 複数担当(主担当) 

 

【 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、紫外線イメージングセ

ンサーの開発を目指した結晶成長技術の開発、可視光光触媒を目指した InGaN 粉末の作製、希土

類元素を混晶させることによる中性子線のなどを研究している。 
 特に、紫外線イメージングセンサーを用いた結晶成長技術の開発においては、Mg ドープを用い

た極性反転結晶成長技術などを見出し、その結晶成長メカニズムについても知見を得るに至って

いる。 
 

＜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、Mg ドープを用いて極性を反転することを実現した。また、結晶成長における極性反

転メカニズムについて検討を行い、通常の物理吸着モデルではなく表面偏析などによる影響が大

きいことを明らかにした。 
（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。 

Ⅲ族窒化物半導体結晶成長と応用 
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（３）希土類元素混晶半導体による中性子半導体検出器の開発 
  Gd 原子を混晶させた結晶成長を行い、希土類元素を混晶させたⅢ族窒化物半導体の作製を行い、

数％オーダーの混晶化を実現した。 
 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) Takayuki Nakano, Masateru Hamada and Shunro Fuke; “Fabrication and performance of 
photocatalytic GaN powders”, Advanced Materials Research, 222 (2011) pp 142-145 

2) Akihiro Ishida, Tomohiro Yamada, Takayuki Nakano, Yasushi Takano, and Sadao Takaoka; “Seebeck 
Effects and Electronic Thermal Conductivity of IV–VI Materials”, Japanese Journal of Applied 
Physics, 50 (2011) 031302 

3) Osamu Ichikawa, Noboru Fukuhara, Masahiko Hata, Takayuki Nakano, Masakazu Sugiyama, Yoshiaki 
Nakano, and Yukihiro Shimogaki; “Characterization of Indium Segregation in Metalorganic Vapor 
Phase Epitaxy-Grown InGaP by Schottky Barrier Height Measurement”, Japanese Journal of Applied 
Physics, 50 (2011) 011201 

 

国際会議発表 

1) Tsuyoshi T achi, T sutomu N ogi, Takayuki N akano, M asatomo S umiya, T okuaki N ihashi, M inoru 
Hagino and Shunro Fuke; “Fabrication of Polarity Inversion of GaN by using Mg-doping in MOVPE”, 
International Workshop on Nitride Semiconductors 2010 (IWN2010), AP1.54, Tampa, Florida, USA, 
September 19-24, 2010 

他 2 件 
 

国内学会発表  

合計 5 件 
 

招待講演 

[1]  Takayuki Nakano, Masatomo Sumiya, and Shunro Fuke; “Growth and Properties of ZnO films grown 
using PA-MOVPE with DMZn”, 11th International Young Scientists Conference “Optics & High 
Technology Material Science –SPO 2010”, I-11, Kyiv, Ukraine, 21st to 24th October, 2010, (Invited 
talk) 

他 2 件 
 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

電子材料シンポジウム会場委員 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 
科研費 若手研究(B) 「III 族窒化物両極性同時成長プロセスの開発とナノ構造デバイス作製」  
重点研究分野推進研究費(学長裁量経費) 
他の共同研究プロジェクト 1 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://hatanolab.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：羽多野 裕之 

博士課程：1年（1名） 

修士課程：2年（4名）、1年（3名） 

学  部：4年（6名） 

連携教員：桑原 義彦 教授    

 

 

【 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Ⅰ 学部2年 2  ○  

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＞ 

国際会議発表(他 2件) 

・ Hiroyuki H ATANO, T omoharu M IZUTANI, K azuya S UGIYAMA, Y oshihiko KUWAHARA,`` 
Performance of  L ocalization Algorithm unde r Corrupted M easurement D ata a nd Lopsided S ensor 
Arrangement,” IEEE I nternational Conference on New Technologies, Mobility and Security, Feb. 
2011 

・ Hiroyuki H ATANO, T omoharu M IZUTANI, Y oshihiko K UWAHARA,`` A E rror R eduction 
Algorithm for P osition Estimation S ystems using Transmitted Directivity Information,” IARIA 
International Conference on Networks, pp. 267-272, Jan. 2011 

国内学会発表 

・ 河合宏信，羽多野裕之，桑原義彦，“複数受信機を用いた CW レーダネットワークによる移

動体の進行方向・位置推定手法，” 電子情報通信学会総合大会，A-17-13, p. 259, Mar. 2011 
・ 鈴木健太，羽多野裕之，桑原義彦，“マイクロ波マンモグラフィ撮像センサー，” 電子情報

通信学会技術研究報告，vol. 110, no. 96, MW2010-34, pp. 43-48, Jun. 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＞ 

工学部電気電子工学科予算委員 

＜特筆事項＞ 

受賞： 
・ IARIA International Conference on Networks Best Paper Award 2011 

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 
・ 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：2年（1名），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，それぞれに最適な省・創エネルギーシステムを構築

することを目的としている。住宅は標準的な規模の戸建て住宅の給湯・空調，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改良を

行った。 
（２）施設園芸用の新機能 EHP の実証試験 

施設園芸用に開発した，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実証試験

を行い，その新しい制御方法を見出した。 
（３）大学の省エネ・省コスト化 

環境負荷モニタの動作確認を行いつつ・周辺整備を行った。 

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＞ 

国際会議発表 

1) DEVELOPMENT OF A HYBRID SOLAR HEAT PUMP SYSTEM FOR HOT WATER SUPPLY 
AND AIR CONDITONING (H.Matsuo, Y. Serizawa, A. Konabe, and S. Kamakura), Renewable 
Energy 2010 International Conference and Exhibition, (2010), Yokohama 

国内学会発表  

1) 静岡大学キャンパス環境負荷モニタシステムの導入と変圧器の検討，（松尾廣伸，長谷川孝

博，峰野博史）日本建築学会東海支部研究発表会, (2011.2) 
2) ハイブリッドソーラーヒートポンプ給湯空調システムの基本動作と基礎特性（芹澤祐樹, 松

尾廣伸, 小鍋彰久, 鎌倉茂），太陽／風力エネルギー講演論文集 2010, (2010.11) 
3) ハイブリッドソーラーシステムのモデル化と集熱シミュレーション，（白井紀善，松尾廣伸，

鎌倉茂），太陽／風力エネルギー講演論文集 2010, (2010.11) 
4) 静岡大学キャンパス環境負荷モニタシステムの構築，(松尾廣伸，長谷川孝博，峰野博史)，

平成 22 年度電気関係学会東海支部連合大会，(2010.8) 
 

解説・特集 

1) 免震エコハウスにおける温湿度と創・省エネルギー量の 5 年間の計測結果 （松尾，鎌倉），

太陽エネルギー, Vo.l.36-2, pp.3-9(2010.4) 
 

特許出願 

1)  空気熱源ヒートポンプエアコンおよびその運転方法，特願 2011-25364 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・ 浜松市環境審議会委員（浜松環境会議部会部会長） 
・ 浜松市クリーンエネルギー資源導入促進ワークショップ委員（副委員長，太陽光・熱部会会長） 
・ はままつ環境・エネルギー産業創成検討会議（太陽エネルギー分科会会長） 
・ 浜松市エコハウス推進協議会運営委員 
・ 環境省による浜松市エコハウス居住調査への協力 
・ 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 
・ 静岡農業ビジネス企業人育成講座講師(2010.7.7) 
・ 静岡県エコリフォーム推進協議会特別講演講師(2011.3.23) 
・ 高大連携実験講座講師(2010.8.30) 
・ ふじのくに太陽光発電促進農業研究会講師（2010.12.1） 
 

＜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 
・ 静岡大学の環境を考える会 
 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等： 静岡大学環境負荷モニタ（日本経済新聞 2010.6.18，静岡新聞 2010.6.24） 

受賞・表彰：  BEST POSTER AWARD Renewable Energy 2010 International Conference 

外部資金獲得：  共同研究 5 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

構築し，エネルギー効率を向上させる。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 3 ○ ○ 複数担当 

電気電子工学実験I 学部2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 

154



電気電子工学科 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

 Masami Fujii, H iroshi F ujioka, Takayuki O ku, Nobuhiro T anaka, Hirochika I moto, Y uichi Maruta, 
Sadahiro Nomura, Koji Kajiwara, Takashi S aito, Toshitaka Yamakawa, Takeshi Yamakawa, Michiyasu 
Suzuki, "Application of Focal C erebral Cooling for t he Treatment of  Intractable E pilepsy", N eurologia 
Medico-Chirurgica, Vol. 50, No. 9, pp.839-844, 2010 年 9 月 

 Toshitaka Yamakawa, Takeshi Yamakawa, Satoru Ishizuka, Zimin Lev Grigorievich, Michiyasu Suzuki, 
Masami Fujii, "Epileptiform di scharge i nhibition us ing a  m ultifunctional c ryogenic m icroprobe f or 
minimally invasive brain surgery", Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy, Tome 
XXXIII, pp.147-156, 2010 年 7 月 
 

国際会議発表 

 Toshitaka Yamakawa, Takeshi Yamakawa, Shuji Aou, Satoru Ishizuka, Michiyasu Suzuki, Masami Fujii, 
"Subdural E lectrode A rray Manipulated by  a  S hape M emory A lloy G uidewire f or M inimally-invasive 
Electrocorticogram Recording", World Automation Congress 2010, 6 pages(CD-ROM), 神戸, 2010 年 9
月、Best Paper Award 受賞 
 
他 6 件 
 

招待講演 

 Toshitaka Yamakawa, Takeshi Y amakawa, S huji A ou, S atoru I shizuka, Takao I noue, Yuichi M aruta, 
Tatsuji Tokiwa, Toru Aoki, Masami Fujii, and Michiyasu Suzuki, "Epilepsy surgery employing smart 
metal and optical technologies", International Workshop on Photonics and Bio-Medical Engineering 2010, 
Birmingham(イギリス), 2010 年 12 月 

 Toshitaka Yamakawa, Takeshi Y amakawa, S huji A ou, S atoru I shizuka, Takao I noue, Yuichi M aruta, 
Michiyasu Suzuki, Masami Fujii, Toru Aoki, "A Next-Generation Treatment of Epilepsy Employing Laser 
and S mart M etal T echnologies A s A  L ifeboat S aving 68 M illion P atients", 1 1th I nternational Young 
Scientists Conference: Optics and High Technology Material Science, Kyiv(ウクライナ), 2010 年 10 月 
 

特許出願・取得 

 PCT 国際出願 1 件(出願番号：PCT/JP2011/51237)  
 特許出願 1 件(特願 2010-133443「Ｒ波検出装置及びＲ波計測システム」) 
 
【 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 22 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 
平成 22 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 22 年度 浜松地域テクノポリス推進機構 試作開発支援事業 
 

【 今後の展開 】  

 現在の研究を継続し、学会発表、論文投稿を通じて積極的に成果を公表する。また競争的外部資金

獲得にも積極的に挑戦する。 
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物質工学科 

物質工学科の教育研究活動状況 

 
物質工学科は、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いる。2 つのコー

スには化学という共通分野があり、学生の就業分野もほぼ同じであるものの、各コースの学問的背景の

差異が原因となり、実質的に一つの学科として運営することは、これまで困難であった。このような状

況の中、全学教育研究組織が大きく変更される可能性が大きくなり、物質工学科としては教職員が一体

となって、よりよい改組を実現する必要性が高まった。そこで、物質工学科では、平成 22 年度 4 月か

ら、従来コース別に開催していた教室会議を学科全体会議という形で一本化して運営した。これにより、

学科内の教職員の意思疎通がスムーズとなり、全学改組に向けて、物質工学科として、よりよい教育・

研究を実現する改組を検討できる環境を作ることができたと考えている。 
平成 22 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学生指導への配慮 

    物質工学科将来構想委員会ならびに学科全体会議において、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前年度から 2 名の教授と 2 名の助教が他大学に転出し、平成

22 年度初めに 1 名の教授を採用した。その後、全学改組の実施が確実となり、従来からの空

席と併せて、教授籍 3 席の採用を保留することとした。助教については、通常の採用方法によ

り 1 名を採用し、テニュアトラック制度により 1 名を採用することとなった。 
平成 22 年度内に、物質工学科の 2 名の学生が自殺と思われる死亡により除籍となった。さ

らに、大学院学生による山岳遭難事故も発生した。物質工学科では、学生の精神衛生面等での

指導に、より配慮することとした。 
２）教育について 

   ①カリキュラム変更 ②JABEE 等による外部評価 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

から実施した。 
化学システム工学コースは学部レベルの教育は平成 20 年度に 2 期目の JABEE 認定を受け

ており、平成 22 年度も継続した。また、大学院レベルの教育については、平成 22 年度に 1 期

目の JABEE 中間審査での認定を受けた。一方、材料科学コースでは、岡山大学にて実施して

いる方法を参考として、JABEE 以外の外部評価方法を模索した。 
大学院カリキュラムでは、2 つのコース制を学生便覧に明文化し、学習目標を達成するため

の履修方法を明確にした。 
1～3 年生に対して学科独自の中間授業アンケートを実施し、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。 
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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 

不況の影響で求人が激減し、内定時期が遅延化する傾向にあるため、学部と大学院に対する

学校推薦を 12 月に開始した。2 年後以降に就職する学部 2 年生のキャリアデザインの講義内

容を強化し、就職への強い意識付けを学生に指導した。 
化学システム工学コースでは、前年度に続き、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すると共に、就職担当教員による履歴書等の添削などを行った。 
４）広報・入試について 

   ①web 広報 ②静岡及び愛知県内の高校訪問 ③入試方法の検討 
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

運用した。 
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。 
入試については、特に後期日程試験の試験科目およびセンター試験と個別試験の配点比につ

いて徹底的に検討し、後期日程の個別試験を化学のみとし、個別試験の配点比率を大きくする

こととした。  
 

（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 
     前年度に続いて、それぞれの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多くの研究会の開催を行なっている。ま

た、インターンシップについては、担当教員を置いて企業との連携を密にしており、学生の

就職支援の一助となっている。 
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、従来から実施している佐鳴

湖浄化の研究活動を継続し、マスコミにも取り上げられた。 
平成 22 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と考えられる。また、来るべき全学改組に向けて、学科が一体

となって、より良い教育・研究活動を実現するための準備ができたと考えられる。 
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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（2名）、1年（3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 

移動現象論Ⅰ 学部3年 2 ○  担当教員2名 

生体化学工学 学部3年 1  ○  

医療福祉工学 学部4年 1 ○   

輸送現象特論 大学院1・2年 １ ○  担当教員2名 

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）QCM 法を用いた細胞に対する薬物の毒性評価法の開発 
QCM センサ上に試験対象となる細胞を培養し、これに試験対象となる薬物を触れさせること

により、細胞への薬物の毒性を評価する方法を開発し、その精度を確認した。 

医用化学工学 
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（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、ドリル径

が大きいほど、冷却効果が大きいことを明らかにした。 
（３）ポリイオンコンプレックス膜を用いた３次元培養法の開発 
   細胞との接着性が殆ど無いポリイオンコンプレックス膜を開発し、この膜をコーティングした

培養皿上で３次元スフェロイド培養が容易にできることを明らかにした。 
 
 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

・ QCM 法を用いた細胞に対する薬物の毒性評価法の開発,生体医工学会 生体医工学シンポジ

ウム 2010(2010) 
その他 1 件 

 
  

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学研究科物質工学科学科長 2010 年度  物質工学専攻副専攻長 2010 年度 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費（挑戦的萌芽） 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  金原 和秀 （Kinbara Kazuhide）   

物質工学科  

専門分野： 環境微生物学、生物工学 

 
homepage: http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~kimbaralab/index.html 

 

【 研究室構成 】  

教    員：金原 和秀    

博士課程：2年（1名） 

学  部：4年（5名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

講義にメリハリをつけるため、パワーポイントで 1 回の講義のポイントをまとめて述べた後に、各

論を板書でノートに記述させる講義を行っている。大学における生物工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、パワーポイントをプリントして配布するなど「目で見る生物工学」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

内容の理解を深める工夫をしている。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 

新入生セミナー  学部1年 1 ○  複数担当 

物質循環化学  学部2年 1 ○  複数担当（2人） 

生物化学工学  学部3年 1  ○  

環境・生物工学特論  大学院1, 2年 1  ○ 複数担当（3人） 

 
【 研究 】 

＜目標＞ 

（１）窒素含有量の高い水産系廃水の効率的なメタン発酵を行う微生物システムを開発する。 
（２）複合微生物を用いた効率的な油汚染土壌浄化法を開発する。 
（３）微生物の植物成長促進と廃水による栄養供給を用いた安価な水耕栽培システムを開発する。 

（４）プラスミドの水平伝播を利用したダイオキシン汚染土壌浄化法を開発する。 

 

＜実績＞ 

（１）アミノ酸に由来するアンモニアの発生がメタン発酵を阻害するため、廃水を希釈してアンモニ

アの生成を抑制したところ、メタン発酵の向上が認められた。また、マグネシウムとリン酸を添加し

てアンモニウムイオンを塩として沈殿させることで、肥料として再利用できることが示唆され、その

成果を発表した。 
（２）油汚染土壌に複合微生物を投入することで、速やかな浄化が達成できた。また、PCR-DGGE
法による解析結果から、土壌微生物群集構造の大きな変動が認められないことが明らかになり、浄化

事業計画の経済産業大臣、環境大臣の認可が取得できた。 

環境微生物学、生物プロセス工学 
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（３）廃水を佐鳴湖水で希釈して用いると、植物の成長が著しく促進することが明らかになった。ま

た、微生物の添加は栄養の吸収を促すことが示唆され、その成果を発表した。 
（４）ダイオキシン分解プラスミドを構築し、ベトナムとの共同研究に使用することにした。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               
1) Tani, A ., T anaka A., Minami, T. Kimbara, K ., and Kawai, F.: Characterization of a cr iptic pl asmid 

pSM103mini f rom pol yethylene-glycol degrading Sphingopyxis macrogoltabida strain 103.  Biosci. 
Biotechnol. Biochem. 75, 295-298(2011). 

2) Sahin N, Tani A, K otan R , S edlácek I , K imbara K , Tamer A U.: Pandoraea oxalativorans sp. n ov., 
Pandoraea faecigallinarum sp. nov. and Pandoraea vervacti sp. nov., isolated from oxalate-enriched culture. 
Int J Syst Evol Microbiol (in press). 

3) Zhang, X., Tani, A., Kawai, F., and Kimbara, K.: Rapid and multiple in situ identification and analysis of 
physiological status of specific bacteria based on fluorescent in situ hybridization. J. Biosci. Bioeng., 110, 
716-719 (2010). 

4) Arias-Barreiro, C. R., Okazaki, K., Koutsaftis, A., Inayat-Hussain, S. H., Tani, A., Katsuhara, M., Kimbara, 
K., and M ori, I. C .: A B acterial B iosensor f or O xidative Stress us ing the C onstitutively E xpressed 
Redox-Sensitive Protein roGFP2. Sensors, 10, 6290-6306 (2010). 

5) Iijima, S., Shimomura, Y., Haba, Y., Kawai, F., Tani, A., and Kimbara. K.: Flow Cytometry-Based Method 
for Isolating Live Bacteria with Meta-Cleavage Activity on Dihydroxy Compounds of Biphenyl. J. Biosci. 
Bioeng., 109, 645-651 (2010). 

6) Tani, A ., Kawahara, T., Yamamoto, Y., Kimbara, K., and Kawai, F.: G enes involved in novel adaptive 
aluminum resistance in Rhodotorula glutinis. J. Biosci. Bioeng., 109, 453-458 (2010). 

国内学会発表  

・ 環境バイオテクノロジー学会 1 件 
・ 第 24 回 Bacterial Adherence & Biofilm 学術集会 1 件 
・ バイオフィルム研究会創立 10 周年記念夏の学校 1 件 
・ 日本生物工学会 1 件 
・ 日本農芸化学会 2 件 

 
招待講演 

・ 第 9回岡山マイクロリアクターネット例会 

 
特許取得 

・ 特許第 4674337 号「細胞観察用デバイス及び細胞観察方法」（平成 23 年 2 月 4 日） 
 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

JSPS 二国間交流事業：ベトナムとの共同研究、第 1 回ジョイントセミナー主催（平成 22 年 12 月 2 日） 
共同研究：カセサート大学(タイ)「耐熱性細菌の生理解析とその乳酸発酵条件の最適化への応用」 

 

＜特筆事項＞ 

「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」に基づく浄化事業計画の経済産業大臣、環境大臣の

認可取得（企業との共同研究）平成 23 年 3 月 
外部資金獲得：共同研究 4 件 
    

【 今後の展開 】  

 これまでの手法を組み合わせたものではなく、新たな手法でメタン発酵の効率化に挑戦する。複合

菌の土壌中での分解を効率化する培養・投入手法を開発し、モデル汚染土壌を用いて分解の効率化を

検証する。また、複合菌の環境中での挙動が正確に把握されていないため、PCR-DGGE 法を用いて、

環境中での運命を探る。水耕栽培装置を製作して、イネの播種から収穫までの成長促進を証明する。 
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専任・教授  久保野 敦史 （KUBONO Atsushi）   
物質工学科  
専門分野：  有機材料物性（有機薄膜、液晶）  

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

 

【 研究室構成 】  
教    員：久保野 敦史    
博士課程：3年（1名）、1年（1名）  

修士課程：2年（3名）、1年（4名） 

学  部：4年（5名）、研究生（1名） 
 
【 教育 】 

＜目標＞ 
  低学年時の教育では、学生の好奇心を刺激し、知への欲求が高まるような講義を目指している。

一方、高学年時（卒業研究を含む）においては、専門的な内容を通じて科学技術に普遍的な概念や

方法論を身につけられるように配慮している。すなわち、単に知識を与えるのではなく、教わって

いないことに対しても自分で考えたり調べたりできるような能力を身につけさせる教育を目標と

している。 

＜授業担当科目および取り組み＞      
   

授業科目 学 年 コマ数 前期 後期 備  考 

材料科学基礎  学部1年 2 ○  複数担当（3人） 

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

研究体験実習  学部1年 1 ○  複数担当 

材料科学基礎演習  学部1年 1  ○ 複数担当（3人） 

基礎有機・高分子材料  学部2年 1 ○   

移動現象論  学部3年 1 ○   

材料科学演習Ⅰ  学部3年 1 ○  複数担当（2人） 

有機材料化学  学部3年 1  ○  

電子材料特論   大学院1,2年 1  ○ 複数担当（2人） 

 
【 研究 】 

＜目標＞ 
有機低分子および高分子凝集体（液体、固体）の高次構造（凝集構造）制御ならびにその形成

過程解析、および得られた凝集体の物性（粘弾性、電気物性、光学物性等）に関する研究を行っ

ている。具体的には、真空蒸着有機薄膜における分子配向機構、蒸着重合法による高分子薄膜の

作製と特性評価（防食性、圧電性、電気特性など）、ならびに液晶表示素子の新規動作モードの

開発と界面物性評価について、実験と理論の両面から検討を行っている。 
有機・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

有機低分子・高分子凝集体の構造と物性 
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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。 
（４） 蒸着重合高分子薄膜による不織布の表面改質 

綿不織布に蒸着重合法により高分子薄膜を成膜することで表面が撥水化した。湿式法とは

異なり不織布の目詰まり等が生じないため、水蒸気の透過性を損なわずに撥水処理を施す

ことが可能となった。 

＜業績・成果＞ｓ 
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) 熊谷泰輔, 菅敬裕, 久保野敦史, “蒸着重合法によるポリ尿素薄膜の高次構造制御”, 電気学会論

文誌A, Vol. 129, No. 2, pp. 186-192, 2010.  

国際会議発表     
1) Y. M akino; M . M orimoto; T. Aoshima; T . Ito and A. K ubono, “Electrically-induced f ormation of  

interfacial l ayers be tween liquid cr ystals and polymer sublayers”, PACIFICHEM 2010 , Honolulu, 
Hawaii, USA, Dec. 2010 

2) K. Hagihara, M. Kino, T. Ito and A. Kubono, “Dependence of the initial growth on functional groups of 
substrate du ring or ganic vapor de position”, International Conference on M olecular Electronics and 
Bioelectronics (M&BE6), Sendai, Japan, March 2011. 

   他 5 件 

国内学会発表  
・応用物理学会、高分子学会、日本液晶学会、繊維学会など、計 10 件 

 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 
1) 御殿場南高校、安城高校において出張講義を行った。 
2) 日本液晶学会理事として、液晶学会討論会の企画運営を行った。 
3) 日本液晶学会主催のサマースクール実行委員長として企画・運営を行うと伴に、講師として

液晶の粘弾性に関する講義を行った。 
＜管理・運営＞ 

・学部入試委員会の委員（２年目）を務めた。 
・学科入試方法検討委員会の委員長を務め、AO・推薦入試等の実施を行った。 

＜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・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（3名）、2年（4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。

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 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) Possibility for hole doping into amorphous InGaZnO4 films prepared by RF sputtering,  Kenkichiro 
Kobayashi, Yoshiumi Kohno, Yasumasa Tomita, Yasuhisa Maeda, and Shigenori Matsushima, phys. 
status Solidi (c), 8, No2, 531-533 (2011). 

2) Photo-induced coloration of 2-hydroxychalcone in the clay interlayer, Yoshiumi Kohno, Maki Ito, Mitsuru 

Kurata, Shuji Ikoma, Masashi Shibata, Ryoka Matsushima, Yasumasa Tomita, Yasuhisa Maeda, 

Kenkichiro Kobayashi J. Photochem. Photobiol. A, 218, 87-92 (2011). 

3) Photoelectrochemical characteristics of iron oxide/ polyaniline in aqueous acid solution, Yasushi 
Morinaga, Yoshiumi Kohno, Yasumasa Tomita, Kenkichiro Kobayashi, Yasuhisa Maeda, 
Electrochemistry, 79, 3, 168-171 ( 2011). 他 1件 

国際会議発表 

１）Kenkichiro Kobayashi
ISCS 2010, Takamatsu, June 1, 2010. 他 1 件 

, Yoshiumi Kohno Yasumasa Tomita, Yasuhisa Maeda, Shigenori Matsushima, 

 

国内学会発表 

1) 第 41 回中部化学関係学協会支部連合秋季大会 7 件 
2) 2011 年年会 日本セラミックス協会 1 件 

 
【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

1) 高大連携 

 

＜管理・運営＞ 

工学部長補佐室教育企画室長 

 

【 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: http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~konnolab/index.html 

 

【 研究室構成 】  

教    員：昆野 昭則    

博士課程：3年（1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＞ 

  有機化学・無機化学・物理化学等の幅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  学部2年 1 ○  複数担当（2名） 

物質工学総論Ⅰ  学部1年 1  ○ 複数担当（2名） 

電気化学  学部3年 2  ○ 複数担当（2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 
 固体型の性能は湿式型より低く、その原因の 1 つとして TiO2 薄膜と CuI が直接接触すること

で起こる電荷再結合の問題が挙げられる。そこで絶縁体である酢酸マグネシウムを用いた 2 つ

の表面処理法を行い、電荷再結合を抑制させ性能を向上させたことを報告した。しかしながら、

TiO2 層内の目詰まりの起こり具合により 2 つの表面処理法で差が出てしまうという結果となっ

た。本研究では表面処理後の洗浄に注目し、洗浄操作を工程に加えることで目詰まりを減少させ、

より性能を向上させた。未処理のデータと比較して表面処理後の洗浄回数を増やすことで浸漬法、

滴下法ともに Jsc値及びFF値が向上した。また洗浄回数の増加に伴い開放電圧( 以下Voc )は若干減

色素増感型太陽電池の高性能化 
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少しているがそれでも未処理の Voc 値よりも高い値が得られていることから、洗浄回数を増やしても電荷

再結合を抑制していることを示唆している。 
（２）低コスト色素増感太陽電池のための先染め酸化亜鉛ペーストの開発 

 シリコン型太陽電池に比べて低コストで作製できる色素増感太陽電池をさらに低コストでの

作製を目指して製膜前に色素を吸着させることを試みた。製膜前に酸化亜鉛全体に色素が吸着す

ることでより酸化亜鉛同士の密着性が悪くなってしまうと考えられる。フレキシブルなプラスチ

ック基板を用いる為に高温での焼成ができないため、物理的に圧力をかけることで密着性の改善

を試みた。さらに低コスト且つ高効率を目指して吸収波長域の広いD149色素の導入を検討した。 
白色酸化亜鉛を用いて作製するとある程度の密着性を得ることができるが、先染め酸化亜鉛では

表面に吸着した色素が酸化亜鉛同士の接触を阻害して密着性が下がってしまった。そこで焼成の

際に同時にプレスを行えるホットプレスを用いてより密着性の高い先染め酸化亜鉛薄膜を得ら

れた。ホットプレスの導入で Jsc が 1.39 mA/cm2 から 3.73 mA/cm2 に向上し、変換効率も 0.64 ％
から 1.47 ％へと向上した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) 昆野昭則，色素増感太陽電池のゲル化および固体化，「人工光合成と有機系太陽電池」化学同人，

第１２章，pp. 120-126, 2010.7. 

2) E.V.A. Premalal, G.R.R.A. K umara, R .M.G R ajapakse, M . Shimomura, K. Murakami a nd A . Konno, 

“Tuning c hemistry of  C uSCN t o e nhance t he p erformance of  T iO2/N719/CuSCN a ll-solid-state 

dye-sensitized solar cell” Chem. Commun., 46, 3360 (2010).  

3) A kinori K onno, E .V.A. P remalal, “Recent development of dye-sensitized solid-state s olar cel l” J. 

Photopolym. Sci. Tech., 23 (2), 279 (2010). 

 

国際会議発表     

・A. Konno, "Preparation of Nanoporous Titanium Oxide Electrode by Screen Print and Its Application to  
dye-sensitized solid-state s olar c ell" 217t h ECS M eeting, H9-Nanostructures f or Energy C onversion, #  
1666, 28, April (2010 Vancouver) 
他 2 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 
 

【 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 
サイエンス・パートナーシップ・プログラムにより浜松日体高校で講演した。（2010 年 7 月 23 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および低コスト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。 

167



物質工学科 

 

 

  

兼担・教授  佐古 猛 （SAKO Takeshi）   

物質工学科 （専任：創造科学技術大学院）  

専門分野： 超臨界流体工学、化学工学  

 
homepage: http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~sakolab/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：佐古 猛 

研 究 員：藤島基裕 

博士課程：3年（2名）、1年（1名） 

修士課程：2年（3名）、1年（5名） 

学  部：4年（7名） 

連携教員：岡島 いづみ 助教 

 

【 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 

 ・渡邊佳織（修士 1 年）、化学工学会宇都宮大会学生賞、化学工学会関東支部、平成 22 年 8 月 19 日 

 ・平松正敬（修士 2 年）、発表賞（ポスター）、プラスチックリサイクル化学研究会、平成 22 年 9 月 21 日 

 ・後藤敏晴（博士 3 年）、技術奨励賞、化学工学会、平成 23 年 3 月 1 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．水熱処理によるバイオマス＋プラスチック混合廃棄物の燃料化技術（農林水産省・新たな農林水

産政策を推進する実用技術開発事業） 
   200℃、2MPa の亜臨界水中で食品＋プラスチック混合廃棄物を 30 分間水熱処理し、高品位・

クリーンな粉末燃料を製造する技術を開発した。 

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） 

化学工学基礎 学部1年 1 ○  複数担当（10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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２．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。 
３．農工循環資源を用いた亜寒帯沿岸域藻類による CO2 吸収実証モデル事業（北海道経済産業局・

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） 
   藻場が喪失している亜寒帯沿岸域に鉄鋼スラグを原料にしたブロックを投入し、藻類の着生を

試みた。また亜臨界水を用いた藻類の燃料化技術を開発した。 
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) “CF/エポキシ複合材料の亜臨界水・超臨界メタノール処理から得られる回収炭素繊維の引張強

度”，上田敏郎，島村佳伸，東郷敬一郎，藤井朋之，岡島いづみ，平松正敬，佐古猛，材料，

59(12)，pp.964-969(2010)  
2) “亜臨界水+酵素を用いるペーパースラッジからのバイオエタノール生産”，佐古猛，岡島いづ

み，紙パルプの技術，Vol.61(1)，pp.7-12（2010） 
3) “Gasification and hydrogen production from waste biomass with high pressure superheated steam”，

Idzumi OKAJIMA, Takeshi SAKO，Advanced Materials Research，Vol.222，pp.305-308（2011） 
4) “Recycling of carbon fiber reinforced plastics using subcritical water”，Idzumi OKAJIMA,Masataka 

HIRAMATSU, Takeshi SAKO，Advanced Materials Research，Vol.222，pp.243-246（2011） 
国際会議発表 
・Idzumi OKAJIMA, Kazuma ARAYA, Masataka HIRAMATSU, Takeshi SAKO, “Chemical recycling of 

carbon f iber r einforced pl astic w ith s ub- or s upercritical f luids”, 3rd I nternational C onference on 
Engineering for Waste and Biomass Valorisation, 北京 (2010.5) 他 6 件             

国内学会発表  

･水野慧士、塚本裕介、岡島いづみ、佐古猛、“シリコーン系分散剤を用いた超臨界二酸化炭素中

での高分子微粒子の合成”、化学工学会第 42 回秋季大会、同志社大学 (2010.9.) 他 15 件 
招待講演  

･ 佐古猛、“超臨界・亜臨界流体を用いる廃棄物の有効利用技術の実用化に向けて”、化学工学会

第 42 回秋季大会、同志社大学 (2010.9) 他 4 件 
解説・特集等 

･佐古猛､“超臨界･亜臨界流体を用いた環境保全技術”､化学と教育､58(5)､218-219、(2010)他 2 件 
特許取得 

・佐古猛、岡島いづみ、三武利一、“往復ポンプ装置およびスラリー供給システム”、実用新案 

 登録第 3163588 号（2010） 他特許出願 12 件   

 【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

外国人研究者の受け入れ 2 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:「新日鐵化学､静岡大学と共同で昆布から燃料油」日経産業新聞､（2011.1.6） 
・受賞･表彰:資源循環型ものづくり研究会奨励賞､資源循環型ものづくり研究会､（2010.12.2） 

・外部資金獲得:科研費、3 つの国家プロジェクト､10 件の企業との共同研究等 
【 今後の展開 】  

  超臨界流体利用技術の基礎・基盤研究の推進と共に、産学官による応用・実用化技術開発も促進

し、本技術の早期実用化を目指したい。 
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兼担・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 

博士課程：3年（1名） 

修士課程：2年（3名）、1年（4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、坂元 尚紀 助教 

【 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） 

 
＜業績・成果＞ 

 学生の受賞 
1) 宇佐美 了（鈴木・脇谷研究室）, 4th International Conference on the Science and Technology for 

Advanced Ceramics (STAC-4), Gold Poster Award, 平成 22年 6月 21日-23日, 横浜 

他 5件 
 
【 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  

ナノマテリアルのケミカルプロセシング 
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(1) “Synthesis of CeO2 nanoparticles by rapid thermal decomposition using microwave heating”, H. 
Miyazaki, J.-I. K ato, N . S akamoto, N . Wakiya, T. O ta and H . S uzuki, A dvances in A pplied 
Ceramics, 109(2), 123-127 (2010)  

(2) “Solution derived 12CaO・7Al2O3 thin films on M gO(100) substrate”, Naonori Sakamoto, 
Yuki Mat suyama, Masahito Hori, Naoki W akiya, Hisao Suzuki, Materials Science and 
Engineering B 173 (2010) 21-24 

(3) “Effect of bottom electrode structure on electrical properties of BaTiO3 thin film fabricated by 
CSD method”, Naonori S akamoto, H aruna Y oshioka, J unpei S uzuki, T oshimasa S uzuki, 
Naoki Wakiya, and Hisao Suzuki, JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN 118 
[8], 669-673 (2010) 

(4) “Enhanced electrical properties of ferroelectric thin films with electric field induced domain 
control” Noda Toshinari, Sakamoto Naonori, Wakiya Naoki, Suzuki Hisao, Komaki Kazuki, 
MATERIALS SC IENCE A ND EN GINEERING B -SOLID ST ATE MATERIALS FO R 
ADVANCED TECH 173[1-3], 25-28 (2010) （査読あり） 

(5) “Low-temperature crystallization of CSD-derived PZT thin film with laser annealing”, 
Miyazaki Takaharu, I mai Takayuki, Wakiya N aoki, S akamoto N aonori, F u D esheng, S uzuki 
Hisao, MATERIALS SCIENCE AND E NGINEERING B-SOLID STATE MATERIALS FOR 
ADVANCED TECH, 173[1-3], 89-93 (2010) （査読あり） 

(6) “Effect of the electrode structure on the electrical properties of alkoxide derived ferroelectric 
thin film” Ohno Tomoya, Matsuda Takeshi, Nukina Takero, Sakamoto Naonori, Wakiya Naoki, 
Tokuda Shou, Suzuki Hisao, MATERIALS LETTERS, 64[15], 1742-1744 (2010) （査読あり） 

他 5件   

国際会議発表     

1)“ Preparation of  H eteroepitaxial S rRuO3 Thin F ilm on S i S ubstrate a nd Microstructure o f 
BaTiO3-NiFe2O4 Epitaxial Composite Thin Film Deposited on the SrRuO3 Bottom Electrode by 
PLD” , Naoki Wakiya, Naonori Sakamoto, Shigeki Sawamura, Desheng Fu, Kazuo Shinozaki 
and Hisao S uzuki, M RS fall m eeting 2010 M RS Fall M eeting &  E xhibitNovember 29 - 
December 3, 2010, Boston, Massachusetts 他 8 件 

国内学会発表  

日本セラミックス協会、粉体粉末冶金協会、粉体工学会など、計 50件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

1) 日本セラミックス協会 2011 年年会・実行委員長，2011 年 3 月 16 日（水）～18 日（金），

静岡大学 

2) 粉体入門セミナー，講師，6月 22日，メルパルク京都 

3) 東工大応用セラミックス研究所，プロセス研究会，代表，年 4 回開催，東工大大岡山キャ

ンパス 

 外国人研究者・留学生受入 

１）朴 秀知 学生 学部 4年 (出身 韓国) 

＜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 】 
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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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、電気化学システム  

 
homepage: cheme.eng.shizuoka.ac.jp/sudohalab/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：須藤 雅夫  

秘  書：伊藤 雅美  

博士課程：3年(1名)、2年（1名） 

修士課程：2年（2名)、1年（5名） 

学  部：4年（6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 

移動現象論 II  学部3年 1  ○  

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 ○   

 

【 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．燃料電池用新規な伝導膜の開発  

伝導膜は周囲の水分の影響を顕著に受ける。そこで、幕内で水分が生成するような新規な膜の可

能性を検討する。膜伝導度の測定法として、In-plane 法以外に Through-plane 法を検討し確立する。 

４．電気二重層キャパシタの性能に与える構造の予測モデリング 

エネルギー化学工学、電気化学システム 

172



物質工学科 

  電気に重層キャパシタの性能に与える構造の基礎的なモデリングを実施し、電極の構造が与える

影響因子を明らかにする。 

５．金属―空気電池の開発 

  新規な蓄電池の開発を目指し、金属ー空気電池を開発する。特に空気極のガス拡散電極としての

特性を酸素還元特性と酸素発生特性に優れた電極の作成条件を実験的に議論する。 

６．燃料電池型 CO センサの開発と新規な伝導膜センシングの可能性 
CO センシングのための小型燃料電池を試作する。特に、分極特性に注目し性能に与える特性因 
子を明らかにする。新規な膜の利用可能性に言及する。 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

１） Effect of Electrode Catalyst Loading and Membrane Degradation for Fuel Cell Type CO 
Sensor ( K. Mochizuki, A. Yamamoto, T. Kikuchi, M. Sudoh, Y. Gomi, Y. Ishiguro and T. Suzuki),  

Sensor Letters, 9, pp.679-683 (2011) 

２） Performance of fuel-cell type CO sensors using each of polybenzimidazole (PBI) and Nafion 
membranes ( K. Mochizuki, T. Kikuchi, M. Sudoh, Y. Ishiguro and T. Suzuki),  

J. Electrochemical Society, 158, pp. J71-J75 (2011) 

解説 「低炭素社会のためのエネルギー革新」(須藤) 環境保全, 90, pp.30-32 (2010) 

巻頭言 「心豊かな暮らしと海洋資源」（須藤）日本海水学会誌, 64, 113 (2010) 

国際会議発表 9件 

国内学会発表 化学工学会、電気化学会他 14件 

招待講演 

１）応用物理学会第７１回大会特別シンポジウム 依頼講演（長崎大学） 

 「燃料電池に用いる新規なアニオン伝導膜のプラズマ重合技術」 （須藤）(2010.9.16) 

２）静岡県資源保全協会  第３９回定時総会 記念講演 

「低炭素社会のためのエネルギー革新」(須藤)(2010.5.21) 

３）高分子学会燃料電池材料研究会講座 依頼講演 

「プラズマ重合アニオン伝導膜の性能評価」（須藤）(2010.10.21) 

 

【 その他の事項 】 

 ＜社会連携・国際交流＞ 

１． 日本海水学会 理事・編集委員長 

２． 静岡化学工学懇話会 会長 

３． 静岡燃料電池技術研究会 会長 

４． 静岡県ふじの国未来のエネルギー推進会議 副会長 

 ＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：奨学寄付金 3件 

        科学研究費（基盤研究（Ｂ）、代表者） 

共同研究(代表3件) 

【 今後の展開 】  

 エネルギー変換のための電気化学システムの研究を推進したい。また Generosity を重視して、現

象の数式化による理解を進める。燃料電池では、水分輸送に注力し研究を展開し、新規な電解質膜の

開発を目指す。 
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 専任・教授  田坂 茂（TASAKA Shigeru） 

物質工学科 

専門分野： 高分子材料物性  

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

 

【 研究室構成 】  

教    員： 田坂 茂   

博士課程： 3年（2名）、2 年（3名） 

修士課程： 2年（3名）、1 年（4名） 

学  部： 4年（6名） 

連携教員： 松田 靖弘 助教 

【 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。簡単な演習

問題や実験を行い理解の助けとなるよう工夫する。 

 

＜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 

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)プ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 

非極性高分子であるポリエチレンテトラフルオロエチレン（PETFE）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

高分子材料の表面・界面でのナノ構造発現 
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子配列が実現できる。 

 (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 のほかナイロン系高分子、ポリエステルも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               

1) Dipole polarization formed on surface of polypropyrene Electrets, Y.Matsuda, Y.Saito and S.Tasaka, 
IEEE trans. Dielectr. And Electr. Insul. Vol.17, 1015-1020(2010) 
2) Fabrication of  a po rous s tructure of  poly(tetrafluoreethylene) f rom a  mixture w ith f umaric a cid, 
T.Kanazawa, Y.Matsuda and S.Tasaka, Polymer Journal, vol.42, 509-513(2010)  
3) Melting and crystallization behavior of metallicalloy in the cpmposites with polyacrylate, Yoshihisa 
kato, Yasuhiro Matsuda, Wataru Ando, Mayuko Matsukage and Shigeru Tasaka, Journal of  Applied 
Polymer Science, vol.120, 1278-1284(2011) 
4) Physical properties and structure of the interface between polyacrylates and metals, Y.Matsuda, 
Y.Kato and S.Tasaka, 日本接着学会誌、vol.47(3), 89-97(2011) 

国際会議発表     

1) Yasuhiro Matsuda, Mayuko Matsukage, Kazutaka Fukui, Shigeru Tasaka, 5th Pacific Rim Conference 
on Rheology, Hokkaido Univ,2010.8 
2) Yasuhiro Matsuda, Kazumasa Takatsuji, Shigeru Tasaka , 4th World Congress on Adhesion and Related 
Phenomena , France, 2010.9  
他１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。 
 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：奨学寄附金 
   共同研究（代表 1件） 

    

 

【 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） 
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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（3名）、1年（4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）メタノール変換型水素製造用構造体触媒の創製とその特性評価 
  メタノール変換型の水素製造器用構造体触媒を創製し、そのメタノール改質特性を評価した。 
（３）Ｃ１酸化物種のメタン化反応用 Ni 系ハニカム型触媒の調製とその触媒特性の評価 
  CO や CO2 を高速で高効率にメタンに変換する触媒を創製し、そのメタン化特性を評価した。 

環境協奏(harmony)型化学･触媒のデザイン 
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（４）改質場と触媒燃焼場を組合わせたヒートコンバインド型触媒反応システムの構築 
  改質（吸熱）反応と触媒燃焼（発熱）反応を組合わせた熱相互利用型反応システムを構造体触媒

で構築し、その熱効率や反応効率などを詳しく評価し、次世代の反応システム構築を行なった。 
（５）水素製造場と CO 除去場をコンパクトにカップリングした触媒反応システムの構築 
  オンボード型やオンサイト型水素製造器の構築を目指し、コンパクトに二元機能化を図った水素

製造システムの構築と、その触媒機能性について評価した。 
 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) T. Nakashima, H . S aito, K. M urano, C. Fukuhara and M . Sudoh,“Design of mul ti-layer anode  f or 
direct methanol fuel cell”, Electrochemistry, in print (2011). 

 

国際会議発表     

1) C. Fukuhara a nd H . Ohkura, “Performance and Characterization of a  Plate-Type C atalyst f or 
Structured Reformer a nd CO Shift C overter”, 21st I nternational S ymposium on Chemical R eaction 

Engineering (ISCRE 21), June, 2010, Philadelphia, USA. 
2) C. Fukuhara, Y. Minato, K. Kushida, “Positive effect of steaming and oxidation pretreatments on 
construction of  methanol reforming s ite over a  s tructured Pd/Zn-based catalyst prepared by electroless 
plating”, 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Dec., 2010, Honolulu, USA. 

国内学会発表  

1) 山田、田川、水上、福原、“Cu 成分と Pd 成分の機能複合化によるハニカム型構造体触媒のメ

タノール改質特性向上”、触媒学会第 107 回触媒討論会、首都大学東京、2011.3. 
2) 安田、松本、笠原、福原、“ハニカム型 Ni/Al2O3系構造体触媒のメタン改質特性に及ぼす第三

成分添加の効果”、触媒学会第 107 回触媒討論会、首都大学東京、2011.3. 
3) 高松、杉本、福原、“C1 酸化物種のメタン化反応用 Ni 系構造体触媒の創製”、化学工学会第

76 年会、東京農工大学、2011.3. 
4) 中司、鈴木、福原、“メタノール水蒸気改質反応用メタルハニカム型 Cu 系構造体触媒の調製

と特性評価”、化学工学会第 76 年会、東京農工大学、2011.3. 
5) 蒔山、安田、松本、笠原、福原、“伝熱壁を隔てて触媒燃焼を組み込んだメタン水蒸気改質反

応システムの構築”、化学工学会第 76 年会、東京農工大学、2011.3. 
6) 安田、蒔山、松本、笠原、福原、“メタルハニカム型 Ni 系構造体触媒の調整条件の変化がメ

タン改質特性に及ぼす影響”、化学工学会第 76 年会、東京農工大学、2011.3. 
7) 兵藤、安田、福原、“メタルハニカム型 Ni 系構造体触媒によるメタンのオートサーマル改質

反応”、化学工学会第 42 回秋季大会、同志社大学、2010.9. 
その他 3 件 

 

招待講演 

1) 福原、“グリーンな触媒反応プロセスのための構造体触媒の開発”、化学工学会東海支部第 18

回静岡フォーラム、浜松、2010.10. 

1) 福原、“反応速度論”、新化学発展協会第 3 回技術講演会、東京都千代田区、2010.3.16. 
 

【 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
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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    

博士課程：3年（2名）、 2 年（1名） 

修士課程：2年（1名）、 1 年（1名） 

学  部：4年（6名） 

連携教員：河野 芳海 助教 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  熱力学・統計力学および量子論の講義において、理論が展開していく歴史的過程を述べるととも

に、数式の意味するところを学生が端的にとらえられるように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、

主にチタンの陽極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、可視光照射下における酸化鉄上での光化学反応メ

カニズムの解明、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、酸化亜鉛光電極による

有機物の光酸化、ダイヤモンド電極を用いた溶液処理および化学物質検出センサーの開発をめざし

ている。 
＜実績＞  

機能材料の光電気化学と応用 
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（１）二酸化チタン光電極による水溶液中の有機物の光酸化過程 
  チタンの陽極酸化により調製した二酸化チタンを光電極として、水溶液中の p-ニトロフェノー

ルの光酸化過程を HPLC により追跡した。溶液中に共存するアニオン種の影響を調べ、塩化物

イオン存在下では p-ニトロフェノールの光酸化分解が迅速に進行した。 
（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

のキャパシタンス‐電位の関係を明らかにした。本電極は水溶液中に存在するグリコール酸への

高い光電流応答性を示し、グリコール酸濃度と光電流値の間の直線関係が確認された。 
（３）酸化亜鉛／二酸化チタンおよび酸化鉄／二酸化チタンの調製と光電気化学 
  高い光反応性を付与することを目的として、酸化亜鉛／二酸化チタンおよび酸化鉄／二酸化チタ

ン系光機能材料を電析法により調製した。酸化亜鉛／二酸化チタン複合系では通常の酸化亜鉛に

比べて光照射に伴う亜鉛溶解が抑えられることが分かった。 
（４）導電性ダイヤモンド電極を用いた溶液処理 
  ダイヤモンド電極を用いて水溶液中の有機物の酸化分解処理を行った。ダイヤモンド電極上での

オゾン発生が確認され、グラッシーカーボンのような他の炭素電極と比べ有機物の酸化が迅速に

進むことが分かった。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                         

1) “Photoelectrochemical Characteristics of Iron Oxide/Polyaniline in Aqueous Solution”  Y. Morinaga, 

Y. Kohno, Y. Tomita, K. Kobayashi and Y. Maeda, Electrochemistry, Vol.79, pp.168-171 (2011) 

2) “Photo-induced coloration of 2-hydrooxychalcone in the clay interlayer”  Y. Kohno, M. Ito, M. Kurata, 

S. Ikoma, M. Shibata, R. Matsushima, Y. Tomita, Y. Maeda and K. Kobayashi, Journal of Photochem. 

& Photobio. A-Chemistry, Vol.218, pp.87-92 (2011)  

他 3 件     

国際会議発表  

・“Photoanodic deposition of metal oxides and conducting polymers on i ron oxide electrode in aqueous 
solution”  Y. Morinaga, Y. Kohno and Y. Maeda, The 61st Annual Meeting of International Society of 
Electrochemistry 他３件 

国内学会発表 

・“ダイヤモンド電極の溶液中の色素への応答特性”  前田康久，細井太郎，河野芳海，2010 年電

気化学秋季大会 他７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。 
高大連携実験実習講座を担当した。 
電気化学会評議員、電気化学会東海支部幹事、日本化学会東海支部幹事 

＜管理・運営＞ 

 入学試験学力検査委員会委員(化学責任者)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(代表者 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生

体関連物質の反応性との融合から、新しい領域の科学・技術へと発展させたい。 
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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：1年（1名） 

修士課程：2年（4名）、1年（4名） 

学  部：4年（10名） 

研 究 生：1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) 

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）Batzellaside 類は、マダガスカル島の西岸に生息する海綿より単離された強い抗菌作用を示す

新種のピペリジンアルカロイドであり、合成法が未だ報告されていないうえ、一部分の絶対

構造が未解明のままであった。本研究では Batzellaside B について、L-アラビノースの誘導体

を原料とした初の不斉合成例を示すとともにそのエピマーの合成例を示した。 
（２）Penicillenol A1 および A2 は、真菌の培養液から単離された生理活性天然物であり、がん細胞

に対する強い毒性を示すことが知られている。合成法は未だ報告されていないうえ一部分の

絶対構造が未解明のままであった。本研究では、アシル転位を伴うテトラミン酸骨格構築法

を鍵とすることで、これらの化合物に関する初の不斉合成と全ての絶対構造を明らかにした。 
（３）Amphiasterin 類は、カリブ海およびインド洋の珊瑚礁に生息する海綿より単離された天然物

 

有機化学，生命機能物質合成 
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であり、がん細胞に対する強い毒性を示すことが知られている。B4 についてはラセミ化合

物の合成報告が存在するものの、その不斉合成例が未だ報告されていないうえ絶対構造も未

解明のままであった。本研究では、初の不斉合成例を示すとともに絶対構造を明らかにした。 
（４）マイケル受容体であるα−メチレン−γ−ブチロラクトン類は、多くの生理活性天然物に共通

する骨格を有しており、その化学的性質から抗がん剤、抗炎症剤、除草剤、抗生物質として

の応用が可能である。本研究では、β−ラクタムを原料とした種々のα−メチレン−γ−ブチロ

ラクトン類を合成する新規手法を明らかにした。 
（５）金ナノ粒子の有機化合物による表面修飾は、新たな物性を示す新素材開発に繋がるものの、

それを実現できる手法については限られたものだけが報告されていた。本研究では、光捕集

色素と四塩化金酸との錯形成によって、逆ミセル内部に金ナノ粒子が自発的に形成した色素

−金複合ナノ粒子が合成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) “Total Synthesis and Absolute Stereochemistry of  ( +)-Batzellaside B  a nd its C8-Epimer, a New 
Class of Piperidine Alkaloids from the sponge Batzella sp.”Jolanta Wierzejska, Manami Ohshima, 
Toshiyasu Inuzuka, Tetsuya Sengoku, Masaki Takahashi and Hidemi Yoda, Tetrahedron Letters, 
2011, 52, 1173-1175.   

2)  “First Stereoselective Synthesis of  Penicillenol A 1 via Novel O- to C-Acyl Rearrangement of  
O-Acyltetramic Acid”Tetsuya Sengoku, Jolanta Wierzejska, Masaki Takahashi, and Hidemi Yoda, 
Synlett, 2010, 2944-2946. 

3) “Stereoselective Synthesis of  Amphiasterin B4: Assignment of  Absolute Configuration”Masaki 
Takahashi, Takamasa Suzuki, Jolanta Wierzejska, Tetsuya Sengoku and Hidemi Yoda, Tetrahedron 
Letters, 2010, 51, 6767-6768. 

4) “Synthesis of β-Amino-functionalized α-exo-Methylene–γ-butyrolactones via a β-Lactam Synthon 
Strategy”Masaki Takahashi, Jun-ichi Atsumi, Tetsuya Sengoku, and Hidemi Yoda, Synthesis 2010, 
42, 3282-3288.  
他 1 件 

国際会議発表 
1) Hideki K awai, T etsuya S engoku, M asaki T akahashi, a nd Hidemi Y oda, Structure c ontrol o f 

photosensitized dendrimers for l ight emitting application, 2010 International Chemical Congress 
of Pacific Basin Societies, Honolulu, Hawaii, USA 1 page, 2010. 12. 

国内学会発表  
1)  日本化学会第 91 春季年会 7 件 
2)  第 40 回複素環化学討論会 2 件 
3)  第 41 回中部化学関係学協会支部連合秋季大会 8 件 
4)  第 52 回天然有機化合物討論会 3 件 
5)  第 59 回高分子討論会 3 件 
6)  光化学討論会 2 件 

 
【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 
  1) ポーランドより創造大学院に留学生を受入れ 
＜管理・運営＞ 
評価実施委員会委員長 

＜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：科研費（基盤研究 C 代表者） 
       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 

 

 

  

専任・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（8名）、1年（9名） 

学  部：4年（11名） 

連携教員：鈴木久男 教授、坂元 尚紀 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 

無機材料Ⅰ  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） 

 
【 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機能性電

子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や新エネルギー関連

の材料研究に取り組んでいる。 
  

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “Synthesis a nd h yperthermia pr operty of  h ydroxyapatite-ferrite h ybrid particles b y ul trasonic spr ay 
pyrolysis”, Akihiro Inukai, Naonori Sakamoto, Hiromichi Aono, Osamu Sakurai, Kazuo Shinozaki, Hisao 
Suzuki and Naoki Wakiya, J. Magn. Magn. Mater., 323 (2011) 965-969.  

2）“Preparation of  hydroxyapatite–ferrite composite particles by ul trasonic spray pyrolysis”, N. Wakiya, M. 
Yamasaki, T. Adachi, A. Inukai, N. Sakamoto, D. Fu, O. Sakurai, K. Shinozaki, H. Suzuki, Mater. Sci. Eng. 
B, 173 (2010) 195-198. 

3)  “Comparison of  t hermal s tability of  e pitaxially gr own ( La0.5Sr0.5)CoO3 a nd (La0.6Sr0.4)MnO3 t hin 
films deposited on S i substrate”, S. Sawamura, N. Sakamoto, D. Fu, K. Shinozaki, H. Suzuki, N. Wakiya, 
Key Engineering Mater., 445 (2010) 160-163. 

機能融合型新規ナノセラミックスの創成 
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4) 『セラミックス機能化ハンドブック：強誘電性点強磁性の複合機能薄膜』、（株）エヌ・ティー・
エス、脇谷尚樹、坂元尚紀、篠崎和夫、鈴木久男、209-218 (2011) （分担） 

他 11 件 

 

国際会議発表     

1) “Preparation of he teroepitaxial S rRuO3 thin f ilm on S i s ubstrate a nd m icrostructure of  B aTiO3-NiFe2O4 
epitaxial c omposite thi n film de posited on the  SrRuO3 bottom e lectrode us ing PLD”, N. Wakiya, N . 
Sakamoto, S. Sawamura, D. Fu, K. Shinozaki and H. Suzuki, MRS Fall Meeting, Boston MA, USA (2010). 

2) “Magnetic property of epitaxial NiFe2O4 films prepared by pulsed laser deposition in the magnetic field”, T. 
Kubo, N. Sakamoto, K. Shinozak, H. Suzuki and N. Wakiya, S TAC-4, Yokohama (2010) 

3) “Preparation of tw o-dimensional c losed-packed shell s tructure of  cer amic t hin film”, R. Usami, N. 
Sakamoto, H. Suzuki and N. Wakiya, S TAC-4, Yokohama (2010) 

他 19 件 

国内学会発表  

・日本セラミックス協会、日本磁気学会など、計 50 件 
 

 

【 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 
・ 日本セラミックス協会編集委員 
＜管理・運営＞ 

・ 物質工学専攻専攻長 
・ 物質工学科副学科長 
＜特筆事項＞ 

外部資金：基盤研究(B)（代表）、（財）国土技術研究センター研究助成金（代表） 
共同研究 1 件 
 

【 今後の展開 】  
 今後も磁性体および新エネルギーに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てさらに発展すること

を目指している。 
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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（5名）、1年（4名） 

学  部：4年（6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 

電気化学  学部3年 2 ○   

物質工学実験II 学部3年 １ ○   

基礎無機材料  学部2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、論文賞 
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（3名）、1年（4名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  材料科学基礎演習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 

材料科学基礎演習  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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物質工学科 

(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)“ZnO t hin film pr epared by a m icrowave he ating” S.Takahashi, K .Shinohara, K .Shiozaki and M .Okuya, 
Trans. Mat. Res. Soc. Jpn., Vol.35, pp.7-9 (2010). 

2)“Controlling the haze ratio with a  l ight condensable layer on w orking electrodes for dye-sensitized solar 
cells” T.Yamamoto, K.Ohashi and M.Okuya, Trans. Mat. Res. Soc. Jpn., Vol.35, pp.409-412 (2010). 

3) “色素増感型太陽電池の材料開発・デバイス化・評価技術, 第２編第２３章, 透明導電性ガラスの

ヘイズ率制御による色素増感太陽電池の高効率化”, 奥谷昌之分担著, サイエンス＆テクノロジ

ー（株）, pp.166-172 (2010). 
他 1 件 

国際会議発表 

1) ZnO thin films prepared by a coplanar surface discharge technique, K. Nabeta, M. Shikatani and M. Okuya, 
ICC3, Osaka, 14-18 November, 2010. 

2) Preparation of ITO thin films by a microwave heating technique, M. Okuya and M. Ikeba, PACIFICHEM 
2010, Honolulu, 15-20 December, 2010. 

他 4 件 
 

国内学会発表  

1) 日本セラミックス協会第２６回関東支部研究発表会 3 件 
2) 第 71 回応用物理学会学術講演会 1 件 
3) 日本セラミックス協会 2011 年年会 5 件 
4) 第 58 回 応用物理学関係連合講演会 2 件 
5) 電気化学会第 78 回大会 2 件 
       
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

1) 環境産業創出事業これからの太陽電池「色素増感太陽電池」の現状と将来の展望 セミナー講師 
2) 色素増感太陽電池の実用化に向けたモジュール製造／セル作製技術 セミナー講師 
3) 日本セラミックス協会 2011 年年会 現地実行委員 
＜特筆事項＞ 

平成 22 年度科学研究費基盤研究Ｃ（代表、分担各１）、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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物質工学科 

 

 

  

専任・准教授  孔 昌一 （KONG Chang Yi） 

物質工学科  

専門分野： 超臨界流体工学、化学工学、移動現象 

 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：孔 昌一    

修士課程：2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、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。化学工学基礎演習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 

化学工学基礎演習  学部1年 2  ○ 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＞ 

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。そこで、超臨界流体中の物性（拡散、部分モル体積、

溶解度）に関する研究を取り組んでいる。 
一方、近年、水質汚染が深刻化しており、その結果、海藻類の大量発生が起こっている。それに

よって水中の貧酸素化、打ち上げられた海藻の腐敗による悪臭、景観被害といったことが問題にな

っている。そこで、亜臨界流体によってマリンバイオマスを有効利用する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 CO2中の部分モル体積測定法の開発 
   超臨界流体クロマトグラフィーインパルス応答法を利用し、まず naphthalene および vitaminK3

の部分モル体積の測定を行い、文献値と推算値との比較することにより、本手法と装置の有効

性が確かめ、そして、この方法により、金属錯体である Pt(acac)2 の超臨界 CO2 中における部

分モル体積を 308.15 - 333.15 K、12 - 40 MPa の範囲で測定できた。 
 

 

拡散機構の解明と環境負荷低減技術への応用 
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（２）亜臨界流体によるマリンバイオマスの有効利用技術の研究 
   一つ目は亜臨界水加水分解によるマリンバイオマスの燃料化を試みた。具体的にはヒトエグサ

の亜臨界加水分解では燃料を生成することを目的とし、その最適条件を探索した。二つ目は亜

臨界メタノールによるマリンバイオマス中のセルロースのメチル化も試みた。 
（３）超臨界 CO2中の溶解度測定法の開発 
   本研究では溶質の移動相と固定相の間の分配平衡を利用した溶解度の決定手法で、簡便で迅速

かつ少量の試料で測定可能な溶解度測定法の確立を目指した。初めに、naphthalene の超臨界

CO2 に対する溶解度測定をし、本測定法および装置の有効性が確かめてから、応用上重要と思

われる Co(acac)3の超臨界 CO2 に対する溶解度を測定することができた。 
（４）超臨界 CO2に対するコバルト・パラジウム錯体の拡散係数 
   クロマトグラフィックインパルス応答法を用い、超臨界 CO2中の Co(acac)3 および Pd(acac)2 の

拡散係数を 308.15 K - 343.15 K、8.5 MPa–40 MPa の範囲で測定できた。また、実験を行わなく

ても拡散係数の算出が可能となることを目指し、推算式の開発も試み、提案した推算式は、超

臨界 CO2 中では偏差が 12 %以内で、有機溶媒中でも 30 %以内での推算が可能となった。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “Graphene Oxides for Homogeneous Dispersion of Carbon Nanotubes”L. Tian, M. J. Meziani, F. 
Lu, C. Y. Kong, L. Cao, T. J. Thorne and Y. -P. Sun, ACS Appl. Mater. Interf., 2010, 2, 3217-3222.   

2) “Solubility D etermination of  O rganometallic C omplexes i n S upercritical C arbon Dioxide by  
Chromatographic Impulse Response Method” C. Y. Kong, K. Sone, T. Sako, T. Funazukuri and S. 
Kagei, Fluid Phase Equilib., 2011, 302, 347-353.  

他 6 件 

国際会議発表 

1)  PPEPPD 2010, Suzhou, Jiangsu, China, May 16-21, 2010. 1 件 
2)  AIChE 2010 Annual Meeting, Salt Lake City, UT, November 7-12, 2010. 1 件 

国内学会発表  

1)  化学工学会第 42 回秋季会 3 件 
2)  化学工学会宇都宮大会 2010 2 件 
3)  化学工学会第 76 年会 2 件 
4)  第 51 回高圧討論会 1 件 

 

特許出願・取得 

  1) 静大整理番号：9090PCT、基礎出願番号：特願 2010-060092、国際出願番号：PCT/JP2011/056372、

ポリマー発泡粒子、発泡トナー、およびそれらの製造方法、佐野隆之、孔昌一、張タオ、岡

島いづみ、佐古猛、井上善雄。国際出願日：2011年 3月 17日。 

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

  1) アメリカクレムゾン大学にて在外研究員（2010年 3月 1日 -  2010年 9月 30日） 

     2) 中国瀋陽化工大学訪問学者（王国勝教授）受け入れ（2011年 3月 8日 -  2011年 3月 12日） 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費（基盤研究 B 分担 1 件）、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バイオマスの有効利用技術に関する研究を継続する。また、超臨界

流体によるグラフェン製造技術の開発に関する研究も勢力的に行いたい。外部資金の獲得や企業との

共同研究にも力を入れたい。 
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物質工学科 

 

 

  

専任・准教授  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（2名）、1年（2名） 

学  部：4年（5名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 静岡大学で学ぶ学生が自立した技術者として活躍するための基礎体力をつけることを目標とし、

基礎から応用まで各段階に合わせた講義および実習を行うよう心掛ける。大学 1 年生を対象とし

た講義では高校との橋渡しができるよう、高校での履修内容を復習しながら専門基礎教育を行う。

大学 2・3年生の講義・実習では取り扱う自然科学現象のイメージが湧きやすいように言葉を選択

しながら解説するとともに、数値的な裏付けを示すようにした。大学院生を対象とした講義では

生きた学問を伝えるため、現役の技術者との交流を積極的に行い、常にアップデートな話題提供

ができるよう努力する。 

 

＜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 

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  ○  

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

異種物質の接触する界面領域の物性現象について特に高分子材料を中心に各種分析手法を利用

して問題の解決を目指した。また、界面における機能性を利用した光機能性材料の提案を行う。

研究では既存の高分子のみならず、独自に合成高分子を設計し、有機化学の専門家の助けを借り

ながら問題の解決を目指す。物性評価研究では既存の分析装置の利用だけでなく、その現象の解

明に必要なテイラーメードな分析装置の開発を行いながら進めていく。特にフェムト秒オーダー

のパルス幅を持つ光パルスを光源とする分光分析法に重点を置いて研究を進める。 

 

＜実績＞  

（１）粘着性高分子の界面配向現象の調査 

 感圧性接着剤は何故異種物質とくっつくのか、という古くて新しい問題について振動分光法を用

いて検討した。研究では粘着性高分子として最も代表的な物質の一つであるポリアクリル酸エステ

ルをモデル物質として選択し、調査を進めた。研究により厚さ 100nm 以下のきわめて薄い薄膜状態

のポリアクリル酸エステルの分子運動性についてアプローチすることに成功した。 

分光学的手法を用いた高分子の物性評価 
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物質工学科 

（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 

 エンジニアリングプラスチックとして知られるポリシアノフェニレンスルフィドにシアノ結合

を置換すると強誘電体としての利用が可能となる。この高分子材料の非線形光学材料への応用の可

能性について検討した。従来のポリマー系非線形光学材料と異なり、ポーリングと呼ばれる処理を

することなく非線形光学効果を誘起することに成功した。また、非線形光学分光を用いて非線形光

学活性の発現するメカニズムについての検討も行った。 

（３）ナノフォトニクスのための金属ナノ構造体の開発 

 光の回折限界よりも狭い空間での光操作技術であるナノフォトニクスを支えるための光素子の開

発を行った。ナノフォトニクスでは金属微粒子へ光を照射した際に発生する高密度な増強光電場を

利用することが重要である。この研究では電子線リソグラフによるナノパターニング法を利用した

精密にサイズ制御された金属ナノ構造に成功した。作成された金属ナノ構造体は単純なロッド形状

のナノ構造体のみならず、1対の三角柱がたった 10nmの間隔で向かい合った蝶ネクタイ型ナノ構造

体の作成にも成功した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1)  “Linear and Nonlinear Optical Properties of Disperse Red Dyes in Poly-(Cyano Phenylene Sulfide)”、

A. Sugita, M. Morimoto, N. Mase, Y. Kawata,S. Tasaka, Chemical Physics Letters Vol. 501, pp39 -43 

(2010). 

国際会議発表     

・ Atsushi S ugita, M asashi M orimoto, Yoshimasa K awata, Naoki Wakiya and Hisao Suzuki “Ultrafast 
optical r esponse of Lead lanthanum zi rconium titanate cer amics” 17th International Conference on  

Ultrafast Phenomena, July 18-23, 2010, Snowmass Village, Colorado, U. S. A. 

・ Atsushi S ugita, M asashi M orimoto, Y uhki Ishida, N obuyuki M ase, a nd S higeru T asaka, 
“Self-organization of  s econd or der NLO a ctivity in c hromophore-doped ( cyano phe nylene s ulfide) 

polymers”, C LEO/QELS: 2 010 L aser S cience t o P hotonic A pplications, M ay 16 -21, 2010, S an Jose 

McEnery Convention Center in San Jose, California 
他 4件 

国内学会発表 

1) 第 4回分子科学討論会 4件 

2) 第 59回高分子学会年次大会 1件 

3) 第 59回高分子学討論会 1 件 

 

【 今後の展開 】  

 ナノフォトニクスのための非線形光学素子の開発を中心に、その周辺技術についての検討を行う。

物質面ではホストゲスト型非線形光学ポリマーのうち、ホスト材料としての新規アモルファス高分

子強誘電体の開発を重点的に行う。また、分子超分極率の大きなゲスト色素分子の開発も進める。

平成 22 年度に開発された金属ナノ構造体と非線形光学ポリマーを組み合わせることによりナノフ

ォトニクスのための非線形光学素子のプロトタイプデバイスを作製し、その分光的性質について検

討する。レーザーセラミクスを用いたフェムト秒レーザーを開発し、時間分解分光、非線形光学分

光のための光源応用を実施する。 
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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：1年（1名） 

修士課程：2年（4名）、1年（4名） 

学  部：4年（10名） 

研 究 生：1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 

 

192



物質工学科 

（２）触媒的マクロラクトン化反応の開発 
  マクロライド類を生成するパラジウム触媒反応を開発した。 
（３）マルチクロモフォアデンドリマーの開発 
  カスケード光捕集機能を示す新規光機能性材料を開発した。 
（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) “Reverse micellar s ynthesis of  dye/gold h ybrid nanocomposites” M. Takahashi, S. Ohno, N. Fujita, T. 

Sengoku, H. Yoda, Chem. Lett. Vol. 39, pp. 504-505 (2010). 

2) “Synthesis of  β-amino-functionalized α-exo-methylene–γ-butyrolactones vi a a  β-lactam s ynthon 
strategy” M. Takahashi, J. Atsumi, T. Sengoku, H. Yoda, Synthesis Vol. 42, pp. 3282-3288 (2010). 

3) “Stereoselective synthesis of  amphiasterin B4: assignment of  absolute configuration” M. Takahashi, T. 

Suzuki, J. Wierzejska, T. Sengoku, H. Yoda, Tetrahedron Lett. Vol. 51, pp. 6767-6768 (2010). 

4) “First stereoselective synthesis of penicillenol A1 via novel O- to C-acyl rearrangement of O-acyltetramic 

acid” T. Sengoku, J. Wierzejska, M. Takahashi, H. Yoda, Synlett Vol. 2010, pp. 2944-2946 (2010). 

5) “Total s ynthesis a nd a bsolute s tereochemistry of  ( +)-batzellaside B  a nd its  C 8-epimer, a ne w class o f 

piperidine alkaloids from the sponge Batzella sp.” J. Wierzejska, M. Ohshima, T. Inuzuka, T. Sengoku, M. 

Takahashi, H. Yoda, Tetrahedron Lett. Vol. 52, pp. 1173-1175 (2011). 

国際会議発表 

・ Hideki K awai, Tetsuya S engoku, M asaki T akahashi and H idemi Yoda “Structure control of  
photosensitized dendrimers for light emitting application” 2010 International Chemical Congress of Pacific 
Basin Societies, Honolulu, Hawaii, USA, Dec. 2010. 

国内学会発表  

・ 高橋雅樹、大野修平、仙石哲也、依田秀実 "色素逆ミセル空間を利用した複合ナノ粒子の合成” 
2010 年光化学討論会、千葉、2010 年 9 月 他 23 件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

テクノフェスタ 
＜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）、財団法人中部電力基礎技術研究所（代

表）、財団法人小笠原科学技術振興財団（代表） 
 
【 今後の展開 】  

 生理活性天然物の合成研究と触媒反応の開発、マルチクロモフォアデンドリマーの合成研究を継続

する。増感色素の合成については、さらなる進展が得られるよう積極的に研究を行いたい。 
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物質工学科 

 

 

  

専任・准教授  武田 和宏 （TAKEDA Kazuhiro）   

物質工学科  

専門分野： プロセスシステム工学  

 
homepage: cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~takedalab/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：武田 和宏    

修士課程：2年（3名）、1年（3名） 

学  部：4年（6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 

化学工学実験I   学部2年 1  ○ 複数担当 

浜松市を交通からリデ

ザインする  

 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。 

プロセスシステム工学 
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物質工学科 

（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 

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) "二層 Cause-Effect モデルによるプラントアラーム変数選択法", 武田 和宏・濵口 孝司・野

田 賢・木村直樹・伊藤利昭, 化学工学論文集, 36, 6, pp.582-588, 2010 

2) "Use of  T wo-Layer C ause-Effect Model to Select Source of Signal in Plant Alarm System", 

Kazuhiro Takeda, Takashi H amaguchi, M asaru N oda, N aoki Kimura and Toshiaki Itoh, Lecture 

Notes in Computer Science, 6277, pp.381-388, 2010 他 2 件 

国際会議発表     

1) Kazuhiro T akeda, T akashi H amaguchi, M asaru Noda, N aoki K imura a nd T oshiaki Ito; "Sensor 

Selection M ethod using C ause-Effect Model f or P lant Alarm S ystem Design", P SE Asia 2010, 

Singrapore, Jul. 2010 他 3 件 

国内学会発表  

1) 安全工学シンポジウム 1 件 

2) 化学工学会第 42 回秋季大会 1 件 

3) 日本プラント・ヒューマンファクター学会 1 件 

4) 第 41 回中部化学関係学協会支部連合秋季大会 4 件 

5) 第 24 回数値流体力学シンポジウム 1 件 

6) 第 13 回化学工学会学生発表会 1 件 

7) 化学工学会第 76 年会 2 件 
 
 

【 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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物質工学科 

 

 

  

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（3名）、1年（1名） 

学  部：4年（6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 ○   

数値解析基礎  学部1年 1  ○  

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。特に，定形材料の高速度乾燥法およびガス循環によ

る低エネルギー乾燥法の確立を目指す。 
 流動層内に挿入した材料の乾燥特性を明らかにする。具体的には，材料表面での水分蒸発速度の測

定および数値解析による予測を行う。 
 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，シート状材料の分離特性を明らかにする。 
＜実績＞ 

（１）減圧流動層乾燥による微粒子懸濁液の乾燥 
 流動層内に微粒子懸濁液を投入して分散した微粒子を得るときの操作条件の影響を明らかにし，特

環境分離工学への流動層技術の応用 
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に流動化状態が重要であることを示した。 
（２）減圧流動層内での乾燥速度向上の工夫 
 定形材料内に低沸点有機溶媒を注入することによる乾燥速度向上効果が明らかとなった。 
（３）流動層内での定形材料の乾燥速度 
 数値シミュレーションにより，流動層内に挿入した湿り材料の乾燥速度の計算が可能となった。 
（４）固液流動層による密度差分離 
 シート状材料でも分離可能であることを明らかにした。特にシート状材料では撹拌を加えることが

効果的であることを明らかにした。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1. Tatemoto, Y.,  A. Ishii, Y. Suzuki, T. Higashino; “Effect of volume fraction of material on separation by 
density difference in liquid-fluidized bed of inert particles,” Chem. Eng. & Technol. 33(7), 1-9 (2010) 

2. 立元雄治「初歩から学ぶ粉体技術－第 11 章 乾燥」, 工業調査会, pp.129-144 (2010) 
3. 中村正秋, 立元雄治「分離技術ハンドブック, 第Ⅱ編分離操作, 第 9 章 乾燥･調湿」, 分離技術会, 

第 9 章編集・執筆，pp.635-669, 705-712 (2010) 

国内学会発表 

・ 宮澤克明，立元雄治「液状材料の減圧流動層乾燥特性の解明」，分離技術会 2010 年度年会，東京，

2010 年 6 月 4 日 
・ 澤田毅，立元雄治「媒体粒子流動層内に挿入した多孔質固体乾燥時の熱及び物質移動解析」第

16 回流動化･粒子プロセッシングシンポジウム，新潟，2010 年 12 月 6 日，7 日 
・ 宮澤克明，立元雄治「液状・スラリー状材料の減圧媒体粒子流動層乾燥」，中部談話会研究・技術

交流会および固液分散系プロセスの制御に関するワークショップ，津島，2010 年 9 月 10 日 
  他 5件 

解説・特集  

・ 立元雄治，菅 公一「ダイカスト用高真空装置における真空技術の紹介」 アルトピア, V ol. 40 ( 6), 
p.40-46 (2010) 

   他 1件 

 

【 その他の事項 】 
 ＜管理・運営＞ 

 ・広報企画室委員，代議員，学生委員 

 ＜特記事項＞ 

・ はましん産学連携大賞 優秀賞 受賞 
・ 「流動層を含む乾燥理論」，粒子・流体プロセス技術コース（第24回流動層技術コース），東京，2010

年 8 月 21 日 
・ 共同研究 計 2 件 
 

【 今後の展開 】 

 流動層内での乾燥操作については，応用分野への適用可能性の検討（食品分野）を進めるとともに，

乾燥特性の解明，乾燥装置の性能向上（乾燥速度向上，エネルギー効率向上）を目指す。固液流動層

では，様々な形状の材料から純物質を分離するときの操作条件を明確にする。 
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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）、1年（4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 ○   

材料科学実験法  学部2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               

1) Y. Tanaka, J. K anako, M . Minoshima, Y. I riyama, T . Fujinami, ”Electrochemical P roperties of  a 
Mixed Boric Ester as a Novel Electrolyte Solvent”, Electrochemistry, 78(5), 397-399 (2010). 
ほか 3 編 

リチウムイオン二次電池の有機電解質合成 
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国際会議発表     

1) Y. T anaka, J . Kanako, M . M inoshima, A. Kishimoto, Y. Iriyama, T. Fujinami, “ Electrochemical 
Properties a nd Nonflammability of  a  Mixed Boric Ester a s a  Novel Electrolyte Solvent,” 15th 
International Meeting on Lithium Batteries, 150 (2010). 

2) Y. Tanaka, A. K ishimoto, J . K anako, Y. I riyama, T . F ujinami, “Electrochemical Properties of  a  
Blended S olvent C onsisting of  Boric and  C arbonate E sters as  a  Novel Electrolyte,” 218the 
Electrochemical Society Meeting, 590 (2010). 

3) J. Kanako, T. Horino, Y. Iriyama, Y. Tanaka, T. Fujinami, “Interfacial reactions of LiMn2O4 thin film 
electrodes and mixed boric ester electrolytes,” 218the Electrochemical Society Meeting, 599 (2010) 

4) Y. Tanaka, “Electrochemical Properties of a M ixed Boric Ester as an Novel Electrolyte for Lithium 
Ion B atteries: A pplication of  S upramolecular Chemistry to Battery C hemistry,” ANL/NEDO 
workshop on Energy Storage, Argonne National Laboratory 16:10-16:35, October 7th (2010). 

国内学会発表  

1) 田中康隆，岸本顕，入山恭寿，藤波達雄，“ホウ酸エステル-炭酸エステル混合溶媒の電解液

特性,” 第 51 回電池討論会, 1A05 (2010). 
2) 岸本顕，入山恭寿，田中康隆，藤波達雄，“高電位正極を用いたホウ酸エステル-炭酸エステ

ル混合電解液の特性評価,” 第 51 回電池討論会, 2G17 (2010). 
3) 金子淳哉，入山恭寿，田中康隆，藤波達雄，“耐酸化性を有する全ホウ素系電解液,” 第 51 回

電池討論会, 2G18 (2010). 
4) 小野田識十、堀野友博、入山恭寿，田中康隆，藤波達雄，“ボロキシン化合物添加電解液を

用いたリチウムイオン電池の充放電挙動,” 電気化学会第 78 回大会, 3M35 (2010). 
5) 早川智子、岸本顕，入山恭寿，田中康隆，藤波達雄，“ホウ酸エステル-炭酸エステル電解液

の電極表面改質による電気化学特性,” 電気化学会第 78 回大会, 3M29 (2010). 
特許出願・取得 

1) 田中康隆ら，“電池用セパレータ、イオン伝導体、及び電池、並びにこれらの製造方法”, 特
願 2010-220788, 提出日:平成 22 年 8 月 28 日. 

2) 田中康隆ら，“イオン伝導体及びその製造方法、並びに電池及びその製造方法”, 特願

2010-248092, 提出日:平成 22 年 11 月 5 日. 
3) 田中康隆ら，“イオン伝導体及びその製造方法、並びに電池及びその製造方法”, 特願

2010-275503, 提出日:平成 22 年 12 月 10 日. 
4) 田中康隆ら，“電池用セパレータ、イオン伝導体、及び電池、並びにこれらの製造方法”, 特

願 2010-276087, 提出日:平成 22 年 12 月 10 日. 
5) 田中康隆ら，“リチウム二次電池用電解液及びリチウム二次電池”, 特願 2011-071248, 提出日:

平成 23 年 3 月 28 日. 
 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

受賞・表彰：田中康隆ら“平成 23 年度電気化学会論文賞,”平成 23 年 3 月 30 日, ”Electrochemical 
Properties of  a Mixed Boric Ester as a Novel Electrolyte Solvent”, Electrochemistry, 78(5), 
397-399 (2010). 

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（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 

安全工学  学部3年（物質） 1 ○  複数担当(1回)、コーディネータ 

安全工学  学部4年（物質以外） 1 ○  複数担当(1回)、コーディネータ 

新入生セミナー 学部1年 1 ○  複数担当(5回) 

浜松市を交通からリデザ

インする 

 学部2年（学際科目） 1 ○  複数担当(8回)、コーディネータ 

研究体験実習   学部1年 1   ○  複数担当(8回) 

佐鳴湖から考える 学部3年（学際科目） 1  ○ 複数担当(8回)、コーディネータ 

地球環境科学•環境技術 学部1年 2    ○ 複数担当(8回)  

ヒューマン•エコロジー 学部2年（学際科目

静岡） 

1  ○ 複数担当(3回)、コーディネータ 

ヒューマン•エコロジー 学部2年（学際科目） 1  ○ 複数担当(3回) 

天然資源工学特論  大学院1，2年 1  ○ 複数担当（8回） 

 

【 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＞  

「混合包接結晶の作成」 生成の確証をほぼ得た。 

「超高圧下での粘土鉱物を使ったポルフィリン合成」 興味深い反応選択性が見つかった。 

「佐鳴湖内の物質動態」水の動態、栄養塩の動態などを明らかにしつつある。 

「佐鳴湖浄化方法の探求」飛躍的効果の上がる工学的手法はどうやらなさそうで、環境中のいろいろな

作用の方が大きな浄化効果を持っていることが再確認できた。下水道の整備接続により急速に水質

（COD-Mn）が改善されてきたが、水環境の維持のためには、今後、地下水の涵養と生態系の修復が必要

有機結晶の化学、佐鳴湖の科学 
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であることが分かってきた。 
＜業績・成果＞ 

著書 

「ヒューマン•エコロジーをつくる」（共著）野上啓一郎編、共立出版、2010. 

国内学会発表  

「塩分濃度と安定同位体比による汽水湖「佐鳴湖」の水収支解析」、○戸田三津夫、新家正宏、

鈴木孝志、秋田進哉、上原和也、日本陸水学会、(2010.9 弘前大)ほか4件。 

国際会議発表 

・ “Food Web of lake Sanaru : A small eutrophic brackish water lake located in high population 
density area of Japan”, Mitsuo TODA, Kazuya Uehara, Shinya AKITA, International Symposium 
on Isotope Ecology 2010 in Kyoto, ( 2010.11 Kyoto) 

・ “Hydrology of lake Sanaru : A small eutrophic brackish water lake located in high population 
density area of Japan”, Masahiro NIINOMI, Takashi SUZUKI, Mitsuo TODA, International 
Symposium on Isotope Ecology 2010 in Kyoto, ( 2010.11 Kyoto) 

招待講演 

・“Environment of Lake SANARU: A small urban watershed”, ○戸田三津夫、The 3rd 
International Conference of the OCU Advanced Research Institute for natural Science and 
Technology - Kakuno Memorial -, (2011.3 Osaka) 

 

【 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＞ 

・ 戸田三津夫、浜松ロータリークラブ卓話 2010.4.13「佐鳴湖の環境について」 

・ 戸田三津夫、美しい佐鳴湖にヤマトシジミを戻そう 〜佐鳴湖シジミプロジェクトによる試験

経過報告会〜 2010.5.23、浜松市博物館 「佐鳴湖の水質とヤマトシジミ」 

・ 戸田三津夫、「わかりやすく学ぶ地球温暖化」夜間講座（市民対象）「基礎的な環境問題-水•

大気•土」2010.5.26 静岡県立浜松城北工業高等学校 

・ 戸田三津夫、静岡大学地域連携恊働センター公開シンポジウムにて発表「アメニティ佐鳴湖プ

ロジェクトについて」2011.1.26 静岡大学両キャンパス（TV中継） 

・ 戸田三津夫、静岡大学コープしずおか連携講座 2011.3.12 「泳げる佐鳴湖を取り戻そう 〜

アメニティ佐鳴湖プロジェクト」 

・ アメニティ佐鳴湖プロジェクト活動報告書（7年間の活動のまとめ）、編集発行、2011.3. 

 

【 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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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（1名）、1年（3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 ○   

材料科学基礎演習Ⅰ  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（2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 1 ○  複数担当（8人） 

創造教育実習  学部1年 2  ○ 複数担当（8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。

無機固体材料・二次電池への応用 

202



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。また、いくつかの活物質に関し

て、液相からの新たな合成法を見出した。 
(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 

新しい酸化物系の Li イオン伝導性コンポジットを作製した。 
(4) LiMSiO4 系正極活物質の合成と評価 

M=Fe および Mn の化合物を水熱合成法により合成し、正極活物質としての評価、電池特性向

上に向けた微細化・導電性付与の実験を行った。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “Preparation of cathode active material for Li-ion secondary battery by mechanical milling and their 
properties”, Yasumasa Tomita, H iroyuki Taniya, Yoshiumi Kohno, Yasuhisa M aeda a nd Kenkichiro 
Kobayashi, Transactions of the Materials Research Society of Japan, 35, 709-712 (2010) 

2) “Development of Polymer Electrolytes with Boron-Containing Inorganic-Organic Hybrid Structure”, 
Yasushi Nishihara, Yasumasa Tomita, MATERIAL STAGE, 10(6),68-70 (2010) 

3) “Preparation of N -doped Z nO f ilms b y M OCVD”, Kenkichiro K obayashi, H iroki K obayashi, 
Yasumasa Tomita, Yasuhisa Maeda, Yosiumi Khono, Key Eng. Mater., 421-422, 123-126 (2010) 

4) “Photo-induced coloration of 2-hydroxychalcone in the clay interlayer”, Yoshiumi Kohno, Maki Ito, 
Mitsuru Kurata, Shuji Ikoma, Masashi Shibata, Ryoka Matsushima, Yasumasa Tomita, Yasuhisa Maeda, 
Kenkichiro Kobayashi, J. Photochem. Photobiol. A, 218, 87-92(2011) 

他 3 件 

国内学会発表  

・日本化学会第 91 春季年会 2 件 
・第 41 回中部化学関係学協会支部連合秋季大会 2 件 
・電気化学会第 78 回大会 1 件   
・第４回分子科学討論会２０１０大阪 1 件 

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

高校出張授業 1 件 
第１８回「浜松市民アカデミー」講師 

＜管理・運営＞ 

創造教育支援センター併任、学科カリキュラム検討委員、情報ネットワーク支援管理者 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：共同研究(代表 2 件) 
 

【 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：2年（2名） 

修士課程：2年（3名）、1年（1名） 

学  部：4年（3名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  大きな目標に対して、解決すべき課題を自ら見出し、どのように課題解決を図っていくのかにつ

いて、様々な技法を習得しつつ、全体を考えるチカラが養えるように心がけている。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

 

  授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナー  学部1年 1 ○  複数担当 

研究体験実習  学部1年 1 ○  複数担当 

化学工学基礎  学部1年 2 ○  複数担当 

物質循環化学  学部2年 １ ○  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）硝化脱窒細菌を用いた佐鳴湖の潜在的浄化能力の評価 
  最適条件下で動力学的に脱窒能力を評価した結果から、潜在的脱窒能力を約 5%から 10%発揮で

きれば佐鳴湖の水質は大幅に改善される事が示された。脱窒能力について遺伝子解析を実施した結

果、NO2
-から NO への還元反応はある特定の機能遺伝子が担っているのに対して、N2O から N2へ

の還元反応は多様な遺伝型で行われている事が示唆された。この結果は、脱窒プロセスが多様な微

生物により進行している事を示唆している。今後は、これらの解析結果の充実と機能遺伝子の時空

環境微生物生態工学 
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物質工学科 
 

間的解析を分離菌株の情報とともに進めて行く予定である。 
 
（２）集積培養物 TUT2264の塩素化エテン類脱塩素化に及ぼす水素濃度の影響 

  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、高濃度水素による抑制メカニ

ズムに関する解析を転写レベルで実施した。その結果から、高濃度水素によって脱塩素化酵素遺

伝子の転写レベルが変化する事が示された。同時に、効率的脱塩素化に有用な遺伝子も推定され、

現場における浄化能力の評価技術に資すると判断された。 
 
（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、Ralstonia 属および Variovorax 属

細菌を用いて混合連続集積培養系を構築した。その結果、優占種の変遷が観察され Variovorax 属

細菌が最終優占的にした。興味深い事に、変遷の前後で炭素源の分解に関わる微生物の入れ替わ

りは観察できたが、代謝産物の利用は変化が見られなかった。今後、供試菌株のゲノム解析を実

施し更なる解析を進める予定である。 
 
（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。発電効率の向上に伴い、負極槽内の細菌群集構造がダイナミックに変

化する事が示された。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1. Narihiro, T. S . K aiya, H . F utamata, a nd A . H iraishi. 2 010. Removal of  pol ychlorinated di oxins by 
semi-aerobic fed-batch composting with biostimulation of  “Dehalococcoides”. J. Biosci. Biotechnol. 
109 (3):249-256. 

2. 春田伸、二又裕之 異分野融合による微生物生態システムの理解～微生物生態学に新展開はあ

るのか～ 微生物生態学会誌 26 巻 1 号 p31 2011 年 3 月 

 

国際会議発表 

・ Dynamics of Bacterial Community Succession and Interaction in a Chemostat Model. Fatma Azwani, 
Hidetaka Hirai, J un Seno, N aoko M izuno, Yasuhisa S aito, Hiroyuki F utamata. International 
Symposium of Microbial Ecology-13 2010 August 22-27 Seattle USA 

国内学会発表：合計 12件 

招待講演：合計 5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。 

・ベトナムとの 2国間交流事業共同研究を開始した。 

＜地域貢献＞浜松市開発審査会委員を務めた。 

＜特記事項＞文科省科学研究補助金（B）（代表）、二国間交流事業共同研究（代表）など 5件の外部

資金を得た。 

 

【 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：2年（1名） 

学  部：4年（2名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

立派な技術者･研究者として活躍できるように、学生の自主性、積極性、論理性、問題解決能力

およびプレゼンテーション能力を向上するような教育を目指している。そのため、演習問題（レポ

ート形式を含む）などを行う。また、専門関連分野や専門外の分野の知識なども修得できるように

工夫を心がけている。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

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  ○  

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＞ 

国内学会発表  

“オゾンマイクロバブルを用いた含浸剤含有排水の分解”、 安藤有、前澤昭礼、渡辺正行、 

 櫻田公平、分離技術会年会、 (2010) 

 

 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

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。 

207



物質工学科 

 

 

 

 

専任・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（2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 (2人) 

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。ま

た、マイクロバブルを用いた新規気相－液相有機合成反応の開発や、生分解性プラスチックの有機溶

媒・金属フリー合成の開発を目指します。 
 

＜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 
(6) マイクロバブル発生装置の開発、ならびに有機合成反応への適用 
(7) 有機溶媒・金属フリー条件下での生分解性プラスチックの合成 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

(1) 日本発ブロックバスターを目指して―創薬研究の最前線― 第 3 編 プロセス研究の話題 第 7 章 

水が関与するプロセス開発 シーエムシー出版 2010 年 
(2) "Aerobic c opper/TEMPO-catalyzed oxi dation of  pr imary a lcohols t o a ldehydes us ing m icrobubble 

strategy to increase gas concentration in liquid phase reactions" Mase, N.; Mizumori, T.; Tatemoto, Y. 

Chemical Communications 2011, 47 (7), 2086-2088. 

(3) "Organocatalytic E nantioselective M ichael A dditions of  M alonates to 2-Cyclopentenone" Mase, N .; 

Fukasawa, M.; Kitagawa, N.; Shibagaki, F.; Noshiro, N.; Takabe, K. Synlett 2010, (15), 2340-2344. 

(4) "In water, on water, and by water: mimicking nature's aldolases with organocatalysis and water" Mase, 

N.; Barbas, C. F., III Organic & Biomolecular Chemistry 2010, 8 (18), 4043-4050. 
 

国際・国内学会発表 

・日本化学会など 計 17件 (国際会議 1件、依頼・招待講演 2件、受賞講演 1件含む) 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 出張授業 (1件) 

 

＜管理・運営＞ 工学部 企画室 学生支援・入試戦略室 

 

＜特筆事項＞ 外部資金獲得：萌芽研究（代表 1 件、分担 1 件）、共同研究 (代表 1 件、分担 1 件) 
 

【 今後の展開 】 
有機分子触媒、反応追跡蛍光センサー、マイクロバブル、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（2名）、1年（1名） 

学  部：4年（5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） 

新入生セミナー  学部１年 0.5 ○  1単位科目 

 

【 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。しかし窒素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。 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) S. Matsuda et. al.：“Development of Combined Treatment of Electro-Coagulation and Flocculation for  
  various type of Wastewater", J. Advanced Materials Research, Vol. 222, pp. 293-296 (2011.3) 

  2) 久保田宏・松田 智：“幻想のバイオマスエネルギー：科学技術の視点から森林バイオマス利用 
  の在り方を探る”、日刊工業新聞社、ISBN978-4-526-06513-2, pp. 142 (2010. 8) 
  3) 松田 智・久保田宏：使用済み塩ビ製品のリサイクルの効用評価ー「社会エネルギー消費量」 
  概念による新評価手法の提案ー、環境技術、Vol. 40, No. 3, pp. 39-45 (2011.3) 

国際会議発表     

1) S. Matsuda et. al.：“Development of Combined Treatment of Electro-Coagulation and Flocculation for   
 various type of Wastewater ", The 9th Inter-Academia, 9-13 Aug. 2010, Riga, Latvia 
2) S. Matsuda：“What is the Most Environmentally Friendly Utilization of Biomass? ", The 3rd International  
 Conference of the OCU Advanced Research Institute for Natural Science and Technology, 7-8 Mar. 2011,  
 Oosaka, Japan 

国内学会発表  

・化学工学会など、計 4 件 

解説・特集 

・「本当のエコライフって、何だろう？」静岡大学・中日新聞講座連携(2010.11.13)、浜松市 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

学部長補佐室委員(教育企画室)。大学教育センター学際科目部委員。工学部安全衛生委員。 

物質工学科カリキュラム検討委員。 
＜特筆事項＞ 

NEDO 技術開発推進部ピアレビュア。経済産業省地域イノベーション創出研究開発事業評価委員。 
【 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：藤島 基裕 

博士課程：3年（2名）、1年（1名） 

修士課程：2年（3名）、1年（5名） 

学  部：4年（7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(有機合成)、物質工学実験Ⅲ(蒸留)では担当実験や成分分析等に関

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。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廃棄物のリサイクル、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）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高収

率で生成する手法を見出した。 
（３）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 

超臨界流体を利用した有機系廃棄物の処理・資源化 

212



物質工学科 

  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、ボイラーによる燃焼試験を行った。 
（４）亜臨界水によるマリンバイオマスの利活用 
  海藻を亜臨界水で加水分解することによって油成分を生成し回収する手法を確立した。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “Recycling of carbon fiber reinforced plastics using subcritical water”，Idzumi OKAJIMA，Masataka 
HIRAMATSU and Takeshi SAKO，Advanced Materials Research，Vol.222，pp.243-246 (2011)  

2) “Gasification and hydrogen production from waste biomass with high pressure superheated steam”，

Idzumi OKAJIMA and Takeshi SAKO，Advanced Materials Research，Vol.222，pp.305-308 (2011) 
他 2 編 

 
国際会議発表 

1) Idzumi Okajima, Masataka Hiramatsu and Takeshi Sako, “Chemical recycling of carbon fiber reinforced 
plastic with sub- or supercritical fluids”, 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, 
Hawaii (2010) 他 4 件 

 

国内学会発表  
1) 岡島いづみ、平松正敬、上田敏郎、島村佳伸、佐古猛、“超臨界アルコールを用いる CFRP のリサイク

ル技術”、第 59 回高分子討論会、北海道大学(2010) 他 15 件 
 

招待講演 
1) 岡島いづみ、“超臨界流体を用いる CFRP のリサイクル”、第 226 回複合材料部門委員会 研究討論

会、東レ オートモーティブセンター（2010） 他 3 件 
 

解説・特集 

1) 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”、アロマティックス、Vol.62、春季

号、pp.72-79（2010）. 他 1 編 
 

特許出願・取得 
1) 佐古猛、岡島いづみ、三武利一、“往復ポンプ装置およびスラリー供給システム”、実用新案登録第

3163588 号（2010） 他特許出願 12 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

国際会議（Inter-Academia 2010 他）に参加・発表 
グローバル・サステイナブル・テクノロジー研究会を開催（2010 年 6 月、2011 年 3 月） 

＜管理・運営＞ 

ハラスメント防止対策委員（2 年目）、ハラスメント相談員（1 年目） 
＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等： “産学官連携のプロデュースが成功の鍵―環境と省エネに照準、超・亜臨界流体

など使用―”、日刊工業新聞（2011.2.22） 他 新聞 1 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 （代表 1 件、分担 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 

博士課程：3名 

修士課程：2年（1名）、1年（1名） 

学  部：4年（6名） 

連携教員：前田 康久 教授 

 

【 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） 

材料科学基礎演習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

や機能発現を促し，低環境負荷の複合材料としての利用を狙う。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モンモリロナ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，主に水処理等の環境浄化用の光触媒とし

ての利用を試みている。 
 

＜実績＞  

（１）有機修飾モンモリロナイト層間でのカルコンからフラビリウムへの光着色反応の実現 
天然アントシアニンのモデル化合物である 2-ヒドロキシカルコンを，界面活性剤で予め修飾し

た粘土層間に取り込み，光照射により着色体のフラビリウム構造へと変換することができた。 
 
 

光機能性材料の開発 
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物質工学科 

（２）メソポーラスシリカ細孔内でのカルコン＝フラビリウム系フォトクロミック反応の実現 
メソポーラスシリカ細孔内に 2-ヒドロキシカルコンを吸着させ，有機修飾粘土と同様にフラビ

リウム体への光着色反応が可能であることを示した。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                           

1) "Photochromism of a  2 -hydroxy-4'-methoxychalcone/silica composite". Yuta Kawano, Takakazu 

Takenouchi, Yoshiumi Kohno, Ryoka Matsushima and Masashi Shibata, J. Jpn. Soc. Colour Mater., 83, 

289-294 (2010).  

2)  "Photo-induced coloration of 2-hydroxychalcone in the c lay interlayer". Yoshiumi Kohno, Maki I to, 

Mitsuru Kurata, Shuji Ikoma, Masashi Shibata, Ryoka Matsushima, Yasumasa Tomita, Yasuhisa Maeda 

and K enkichiro K obayashi, Journal of P hotochemistry and P hotobiology A: C hemistry, 218, 87 -92 

(2011).  

他 3 件 

国際会議発表 

1) “Photoanodic deposition of metal oxides and conducting polymers on iron oxide electrode in aqueous 

solution”. Y. Morinaga, Y. K ohno, Y. Maeda, 61st A nnual M eeting of  t he I nternational S ociety of  

Electrochemistry, Nice, France, 2010.9.28 

他 4 件 

国内学会発表 

・2010 年光化学討論会など、計 19 件 
 

【 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。メソ細孔体内

への色素の取り込みと安定化のメカニズムを詳細に検討する。また，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。その一方で，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。 

215



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 

修士課程：2年（8名）、1年（9名） 

学  部：4年（12名） 

連携教員：鈴木 久男 教授、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 

材料科学基礎演習  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) 

材料科学基礎演習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 a nd h yperthermia pr operty of  h ydroxyapatite-ferrite h ybrid particles b y ul trasonic s pray 
pyrolysis”, Akihiro Inukai, Naonori Sakamoto, Hiromichi Aono, Osamu Sakurai, Kazuo Shinozaki, Hisao 
Suzuki, Naoki Wakiya, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 323 (2011) 965-969 

2) “Effect of  s ubstrate on gr owth m echanism of  flower st ructured InN f abricated by A PHCVD” Naonori 
sakamoto, H aruka S ugiura, Deshneg Fu, N aoki Wakiya, and Hisao Suzuki, Key E ngineering Materials 

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 

445 209-212 (2010) 

3) “TUNABLE BARIUM STRONTIUM TITANATE THIN FILMS BY CSD” Dai Iwasaki, Miho Maruyama, 
Naonori S akamoto, Desheng Fu, na oki w akiya, a nd H isao S uzuki, K ey E ngineering Materials 445 
156-159 (2010)  

4) “Comparison of Thermal Stability of Epitaxially Grown (La0.5Sr0.5)CoO3 and (La0.6Sr0.4)MnO3 Thin Films 
Deposited on Si Substrate”, Shigeki Sawamura, Naonori Sakamoto, Desheng Fu, Kazuo Shinozaki, Hisao 
Suzuki, and Naoki Wakiya, Key Engineering Materials 445 160-163 (2010) 

5) “Preparation of  h ydroxyapatite–ferrite c omposite pa rticles b y ul trasonic spray p yrolysis”, Naoki Wakiya, 
Maya Yamasaki, Tomoyuki A dachi, Akihiro I nukai, N aonori S akamoto, D esheng Fu, O samu S akurai, 
Kazuo Shinozaki, Hisao Suzuki, Materials Science and Engineering B 173 (2010) 195-198 

6) “Solution derived 12CaO・7Al2O3 thin films on MgO(100) substrate”, Naonori Sakamoto, Yuki Matsuyama, 
Masahito Hori, Naoki Wakiya, Hisao Suzuki, Materials Science and Engineering B 173 (2010) 21-24 

7) “Effect of  bot tom el ectrode s tructure on electrical pr operties of  B aTiO3 thin film f abricated by C SD 
method”, Naonori S akamoto, H aruna Yoshioka, Junpei S uzuki, Toshimasa S uzuki, N aoki Wakiya, a nd 
Hisao Suzuki, JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN 118 [8], 669-673 (2010) 

8) “Enhanced electrical properties of ferroelectric thin films with electric field induced domain control” Noda 
Toshinari, Sakamoto N aonori, Wakiya N aoki, S uzuki Hisao, Komaki Kazuki, MATERIALS S CIENCE 
AND ENGINEERING B -SOLID S TATE M ATERIALS F OR ADVANCED TECH 173[1-3], 25 -28 
(2010) 

他 2件 

国際会議発表 

1) “Milling effect of 12CaO・7Al2O3 fine powders fabricated by sol-gel processing”, N. Sakamoto, K.Ozawa, 
N. Wakiya, and H. Suzuki, ICCPS11,ETH, Zurich (2010) 

2) “Fabrication of VO2 nano particle from solution and its designed transition temperature by doped tungsten”, 
Naonori S akamoto, H idetoshi M iyazaki, Kisena Yoshida, S hiori S asaki, N aoki Wakiya, H isao S uzuki, 
Toshitaka Ota, ICCPS11,ETH, Zurich (2010) 

3) “Growth m echanism of  he xagonal I nN c rystals/flowers b y A PHCVD”, Naonori S akamoto, T omohiro 
Murase, Haruka Sugiura, Naoki Wakiya, and Hisao Suzuki, ISIAMOE-3, Toyama, Japan (2010) 

他 5 件 

国内学会発表  

   1) 「ハライド CVD 法により作製した窒化インジウム(InN)結晶の形態制御」 村瀬 智宏,杉浦 

永,坂元 尚紀,脇谷 尚樹,鈴木 久男、2010 年度粉体工学会秋期研究発表会、東京都江東区(2010) 

   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 】 

＜管理・運営＞ 

物質工学科広報委員 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 村田学術振興財団研究助成「ｻﾌｧｲｱ基板上への垂直発光ﾋﾟﾗｰ状 InN/AlN 量子井戸

構造の創製」、共同研究 1 件 
 

【 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 

博士課程：1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、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に重きを置いている。 
 

＜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 

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 

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。また、このよう

な合成技術を活用した新しい有機材料の開発も目指している。 
＜実績＞  

（１）有用生理活性天然物の合成研究 
  抗菌剤として活躍が期待される 2 種類のタイプの化合物 batzellaside B と penicillenol A1の化学合

成を達成し、その構造を明らかとした。 
（２）薬剤合成に有用な新規合成反応の開発 
  医薬品に頻繁に用いられるラクトン環と、テトラミン酸の誘導体の新規合成法を開発した。 
（３）色素逆ミセル空間における金ナノ粒子の合成 

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 

  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) “Spontaneous Formation of Dye-functionalized Gold Nanoparticles Using Reverse Micellar Systems” M. 

Takahashi, S. Ohno, N. Fujita, T. Sengoku, H. Yoda Journal of Colloid and Interface Science Vol. 356, pp. 

536-542 (2011). 

2) “Total s ynthesis a nd a bsolute s tereochemistry of  ( +)-batzellaside B  a nd its  C 8-epimer, a ne w class o f 

piperidine alkaloids from the sponge Batzella sp.” J. Wierzejska, M. Ohshima, T. Inuzuka, T. Sengoku, M. 

Takahashi, H. Yoda Tetrahedron Lett. Vol. 52, pp. 1173-1175 (2011). 

3) “First stereoselective synthesis of penicillenol A1 via novel O- to C-acyl rearrangement of O-acyltetramic 

acid” T. Sengoku, J. Wierzejska, M. Takahashi, H. Yoda Synlett pp. 2944-2946 (2010). 

4) “Stereoselective synthesis of  amphiasterin B4: assignment of  absolute configuration” M. Takahashi, T. 

Suzuki, J. Wierzejska, T. Sengoku, H. Yoda Tetrahedron Lett. Vol. 51, pp. 6767-6768 (2010). 

5) “Synthesis of β-Amino-functionalized α-exo-Methylene–γ-butyrolactones v ia a  β-Lactam S ynthon 

Strategy” M. Takahashi, J. Atsumi, T. Sengoku, H. Yoda Synthesis Vol. 42, pp. 3282-3288 (2010). 

6) “Reverse Micellar Synthesis of Dye/gold Hybrid Nanocomposites” M. Takahashi, S. Ohno, N. Fujita, T. 

Sengoku, H. Yoda Tetrahedron Lett. Vol. 39, pp. 504-505 (2010). 

 

国際会議発表     

・Hideki Kawai, Tetsuya Sengoku, Masaki Takahashi and Hidemi Yoda 
“Structure control of photosensitized dendrimers for light emitting application” 

2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Honolulu, Hawaii, USA, December 2010. 

 

国内学会発表  

・仙石哲也、長江雄太、高橋雅樹、依田秀実 
“アシル転位反応を用いた 3-アシルテトラミン酸類の合成研究” 
第 40 回複素環化学討論会、仙台市民会館、2010 年 9 月 他 23 件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

テクノフェスタ 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：笹川科学研究助成 

【 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、色素増感分子

の合成研究を継続して行う。特に、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 

博士課程：3年（2名）、1年（3名） 

修士課程：2年（3名）、1年（4名） 

学  部：4年（6名） 

連携教員：田坂 茂 教授 

 

【 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）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 
極性高分子と低融点合金を高温で力学的に撹拌することでコンポジットを得た。得られたコ

ンポジットの構造、融解・結晶化挙動について調べた。本研究に関連して、総合論文 1 編を

書いた。 
（２）多孔質ポリテトラフルオエオエチレンの作製と構造解析 

「テフロン」として広く利用されているポリテトラフルオエオエチレンにフマル酸などの有

機酸を混合後、加熱し有機酸を昇華させることで多孔質ポリテトラフルオエオエチレンを得

て、その構造を調べた。本研究に関連して、一般論文 1 編を書いた。 

高分子溶液と界面物性 
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物質工学科 

（３）ポリプロピレンの電極処理によるエレクトレットの作製 
非極性のポリプロピレンに電極処理を施すことによってエレクトレットの作製を作製し、電

気的性質を調べた。本研究に関連して、一般論文 1 編を書いた。 
（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) “Fabrication of Porous Structure of Poly(tetrafluoroethylene) from the Mixture with Fumaric Acid” T. 

Kanazawa, Y. Matsuda, S. Tasaka, Polym. J. 42, (2010) 509. 

2) “Dipole Polarization Formed on Surface of Polypropylene Electrets” Y. Matsuda, Y. Saito, S. Tasaka, 

IEEE Trans. DEI. 17, (2010), 1015.  

3) “Physical Properties and Structure of the Interface between Polyacrylates and Metals” Y. Matsuda, Y. 
Katoh, S. Tasaka Journal of The Adhesion Society of Japan 47, (2011), 89. 

 

国際会議発表     

・Y. Matusda, M. Matsukage, W. Ando, S. Tasaka “Interfacial Phase of Metals Induced by the Contact with 
Polyacrylates” 4th World Congress on Adhesion and Related Phenomena Sep. 26-30 2010, Arcachon. 

・Y. Matusda, K. Takatsuji, S. Tasaka “Solubilization Mechanism of  P oly(2-ethyl-2-oxazoline) in P olar 
Solvents” 4th World Congress on Adhesion and Related Phenomena Sep. 26-30 2010, Arcachon. 

・Y. Matusda, K. S. Tasaka “Glass Transition and Melting Behavior of the Interface between Polyacrylates 
and Metal” 5th Pacific Rim Conference on Rheology Aug. 1-6 2010, Sapporo. 

 

国内学会発表  

・松田靖弘 「極性高分子と金属の界面における相互作用と物性制御」 第 133 回東海高分子研究

会講演会 2010 年 9 月、蒲郡市 
高分子学会、接着学会、繊維学会など、他 15 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、浜松キャンパス安全衛生グループ、浜松キャンパス薬品管理

システム運用委員会 
＜特筆事項＞ 

・外部資金獲得：財団法人 日本科学協会 平成 22 年度海外発表促進助成 「4th World Congress 
on Adhesion and Related Phenomena での発表」 

・財団法人松籟科学技術振興財団 「材料への展開を視野に入れた高分子の微量添加による合金

の物性制御」 
・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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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、
システム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に分けて教育を行っている。 
（１） システムエンジニアリング(SE)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） インフォメーションテクノロジー(IT)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(OM)：ハードウェア技術を学ぶと共に，それを動作させるた

めのソフトウェア技術を一体化した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。2010 年度後期のうち、10 月
15 日から 2 月 4 日まで 13 回の授業を行った。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。シ
ステム完成後はグループ対抗プレゼンテーション大会を開催し、最終日には、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）製品・サービスのライフサイクルアセスメン
ト：製品・サービスの環境影響の代表的な例として地球温暖化を取り上げ、ライフサイク
ルアセスメントに不可欠な目的・範囲の設定、インベントリ分析、影響評価、解釈の方法
について学ぶ、（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：ワットの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。(2)の
テーマは本年度新たに変更したテーマで、テーマを固定することなく随時見直している。
本演習は本年度で実施３年目となるが、徐々に学科内で定着しつつある。 
 
【 研究活動 】 
システム工学科では、SE，IT，OM 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
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、多体問題、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などが挙げられる。また、これらの作用には遅
延効果が含まれることもある。このような複雑要因を含む現象を解析するための数学的手
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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、様々な複雑系の研究、最適化問題の研究、ゲーム理論と生物進化の研究、
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
解析などの研究を行ってきた。また、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、10 代向けの食品安全教
育のためのゲームソフトを行ってきた。数理生物学の分野では、外国の著名な研究者との
交流を深めてきた。 
＜展望＞ 
 各種最適化問題の研究、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＞ 
 残響下における高精度話者認識技術の開発、下水浄化センター間のネットワークを構築
することによる GHG 排出量の評価方法の開発、車々間通信による自律的交通流把握手法の
開発、GPU を用いた無線ネットワークシミュレーションの高速化技術の開発などを行った。
また，最適化による対戦データからのランキング導出の研究に取り組んだ他、最適化の理
論と実践に関する国際研究集会を主催した。 
＜展望＞ 
 以上の研究・技術開発を促進し、工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。 
●OMパッケージ 
＜目標＞ 
 OM パッケージでは、光、センサ・回路、マンマシン・インターフェース等の分野で活発
な研究を展開している。具体的課題としては、高機能半導体レーザをシミュレート出来る
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、弾性表面波を使った新規セン
シング技術、複合材料の解析技術、3 次元大規模電気電子シミュレーション技術、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と実用化、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などを目指す。 
＜実績＞ 
 上記研究目標に対し、半導体レーザの安定化技術、超音波を用いたデジタルマイクロ流
体システム、瞳孔検出を使った車載用眠気検知装置と注視点検出装置が開発された。特記
事項として、大手企業で先端的利用実績のある大規模電気電子シミュレーション技術に対
し、文部科学大臣賞が授与されている。本パッケージでは、国内外を対象とした本格的な
産学連携活動を実施し、大きな社会貢献を展開している。 
＜展望＞ 
 以上の研究・技術開発を促進し、海外との交流・共同研究などを実施すると共に光、電
気、機械分野での実用的工学技術を創出すると共にデジタル情報機器、医療機器、カーエ
レクトロニクス産業等への社会貢献を目指す。 
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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（4名）、研究生（1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分間に

計算を主体とする演習を行っている。修士の授業においても一部で演習を取入れている。 

応用英語 C では、英語力向上とともに技術者としての常識の涵養を狙いとして教材を選択して

いる。授業はコミュニケーション能力の涵養も狙いとしグループ学習と個別学習を組合せて実施

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 

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） 

キャリアデザイン 学部2年 1  ○ 複数担当（3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。 

動物や人間の情報処理方法の知見に基づき、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アルゴリズムと装置構成法の実現。 

＜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 

光ファイバ伝送路の多重散乱光電力測定法（基盤研究 C）について研究を継続した。本測
定法では、直線性が良い高速広帯域掃引光周波数の発生が重要である。 

これまで考慮できなかった信号発生装置と光源（DFB-LD）間の接続コードとバイアス重畳
回路の周波数特性を詳細に評価し、DFB-LD 光源の周波数変調特性モデルに組込んだ。本改
良モデルに基づき DFB-LD の変調特性を評価して直線掃引用の駆動電流を算出し、試験光の
直線性を改善することができた。 
この結果、離散反射光に対応するビート出力電力が約 2.5dB（従来比）大きくなり、試験

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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伝送路の微弱な離散 MPIをより高感度に検出できるようになった。 

（2）光加入者系光ファイバ伝送路の遠隔測定法の研究 

光加入者系への適用が期待されている曲げに強い新設計の光ファイバ（BIF）について、その伝

送特性を遠隔測定により精密測定する方法について研究を進め、国際会議 OFC/NFOEC2011で発

表した。 

（3）時空間情報処理技術の研究 

人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“時空間データ処理装置及び

プログラム“をベースとして、研究計画の具体化と応用展開、ならびに研究遂行のための研

究グループ作りなどを行った。また、成果の一部を第 4回人間情報学会講演会で発表した。 

 

＜業績・成果＞ 

国際学会発表 

1）S. Toyoda, Y. Sato, K. Aida, “Measurements of Discrete Multipath Interference Using Linearly Chirped 
Signal”, 15 th OptoElectronics a nd C ommunications C onference, 8 P-22, J uly 5-9, 2010, S apporo 
Convention Center   

2）K. Aida, T. Sugie, “Remote Measurement Method for Transmission Characteristics of Access Network 
Fibers with Coherent MPI”, OFC/NFOEC2011, JThA7, March 8-10, 2011, Los Angeles Convention 
Center  

 

国内学会発表  

・第 4回人間情報学会講演会      1件 

・平成 22年度計測自動制御学会中部支部静岡地区研究委員会終了企画研究会 3件 

・2011 年電子情報通信学会総合大会   2件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・日本学術振興会科学研究費委員会専門委員 

・JST研究成果最適展開支援事業専門委員、地域イノベーション創出総合支援事業査読評価委員 

・計測自動制御学会中部支部講演会「神経科学に基づくロボット制御と将来の外科手術・遠隔医

療応用」の企画、平成 22年 8月 30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） 

＜管理・運営＞ 

・システム工学科副学科長・副専攻長 

・システム工学科就職担当教員 

・学生就職委員会委員 

・発明審査委員 

＜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 】  

マルチパス干渉量（MPI）測定法については、従来から行ってきた中継伝送系の MPI 測定法の高

性能化とともに、加入者系の新ファイバ（BIF）で問題となっているコヒーレント MPIついて研究

を進めていく。 

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。そこで、本テーマに関

して今後も研究を進めていく考えである。 

225



システム工学科 

 

                                                    

  

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（5.5 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 

実践ロジカルシンキング 修士課程1年 1 ○   

地域イノベーション  修士課程1年 1  ○  

市場戦略論  修士課程1年 1  ○  

感性工学と経営ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ  修士課程2年 1 ○   

ビジネスコミュニケーション  修士課程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。 

 

 

 

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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＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

・相原憲一・佐藤和江『地域活性化と P2MV2コンセプト－ブリッジパーソンとプログラムマネー

ジャーの関係－』国際 P2M学会春季研究発表大会 2010.4 

・相原憲一『経営イノベーションと共感ネットワーク－社内体質改善プロジェクトの一考察』国

際 P2M学会秋季大会 2010.9  

・佐藤和江・相原憲一、『地域活性化における価値整合とブリッジパーソンの考え方』地域活性

学会 第 1回研究大会 2010.７ 小樽 

 ・相原憲一『共感ネットワークと社会起業家』設立披露の会 持続可能なモノづくり・人づくり

支援協会 2010.7  

・佐藤和江・相原憲一『共感ネットワークと社会起業家 –ブリッジパーソン研究活動を通した事

業化へ 』感性工学会大会 東京 2010.9 

・崎山みゆき・相原憲一『ブリッジパーソン育成事業とソーシャルイノベーション』経営情報学会

大会 2010.11  

・相原憲一『介護栄養食ビジネスに見る感性価値創出と社会起業家の役割』感性工学会大会

2011.3 

・相原憲一『片付けることの豊かさからみたシニア世代の自己イノベーション』同上 

 

【 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。 

227



システム工学科 

 

 

  

専任・教授  浅井 秀樹 （ASAI Hideki）   

システム工学科 

専門分野：チップ・パッケージ・ボード間協調設計のための PI/SI/EMI  

 
homepage: http://tzasai7.sys.eng.shizuoka.ac.jp/asailab/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：浅井 秀樹 

研 究 員：青野 修一（学術研究員） 

博士課程：3年（2名）、2年（1名） 

修士課程：2年（3名）、1年（2名） 

学  部：4年（4名） 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  半導体、パッケージ、ボードに関連する回路設計・実装技術の分野において、基礎理論から実践

的研究開発までの一貫教育を目指す。民間企業や公的機関との産学共同研究と教員自身が主宰する

ベンチャ企業を核として実際のテーマについて実践的に研究、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、実践的産学連携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 0.4 ○   

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）国際会議 ITC-CSCC2009優秀論文賞、IEEK/IEICE、2010.7 

2)井上雄太（D2）静岡大学大学院長表彰、静岡大学大学院、2010.9 

3)海野正樹 (M2) 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、2011.3 

2)黒部裕貴（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、2011.3 

【 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 2010 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」に参画、主導してきた。 

（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、実現した。 

（２）電子機器におけるパワー／シグナル・インテグリティ問題へのソルーションの構築 

 進化的ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑによる車載用電子機器の最適化設計手法などを研究開発中である。 

＜業績・成果＞ 

 

次世代パワー／シグナル・インテグリティ解析 
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学術論文・著書等               

1)Yuta Inoue, Tadatoshi Sekine, Takahiro Hasegawa, and Hideki Asai:” Fast Circuit Simulation Based on 
Parallel-Distributed LIM us ing C loud C omputing S ystem”, Journal of  S emiconductor T echnology a nd 
Science, Vol.10, No.1, pp.49-54, March 2010. 

2)浅井秀樹 他:”半導体の微細化とシステムデザイン・インテグレーションへの展開”, 日本学術振

興会 システムデザイン・インテグレーション第177委員会編、2010年 

3)Yuji O kazaki, T akanori U no, and Hideki A sai:” An O ptimization System w ith Parallel Processing f or 
Reducing Common-Mode Current on Electronic Control Unit”, IEICE Trans. Electron., Vol.E93-C, No.6, 
pp.827-834, June 2010. 

4)Takanori Uno, Kouji Ichikawa, Yuichi Mabuchi, Atsushi Nakamura, Yuji Okazaki, and Hideki Asai: ”An 
Approach for Practical U se of  C ommon-Mode N oise R eduction Technique f or I n-Vehicle E lectronic 
Equipment”, IEICE Trans. Communications, Vol.E93-B, No.7, pp.1788-1796, July 2010. 

5)井上雄太、關根惟敏、浅井秀樹:”GPGPU-LIMを用いた電源分配回路網の高速過渡解析”, 電子情報

通信学会論文誌C, Vol.J93-C, No.11, pp.406-413, Nov. 2010. 
6)Tadatoshi Sekine, and Hideki Asai:” Block-Latency Insertion Method (Block-LIM) for Fast Transient 

Simulation of Tightly Coupled Transmission Lines”, IEEE Trans. Electromagnetic Compatibility, Vol.53, 
No.1, pp.193-201, Feb. 2011. 

国際会議発表 
1)S.Aono, M.Unno, H .Asai: “Alternating-Direction Explicit FDTD M ethod f or T hree-Dimensional 

Full-Wave Simulation”, 60th ECTC, Las Vegas, June 2010. 
2)Y.Inoue, T.Sekine, H .Asai: “Parallel-Distributed Block-LIM-Based Fast Transient S imulation of  T ightly 

Coupled Transmission Lines”, 60th ECTC, Las Vegas, June 2010. 
3)Y.Okazaki, M.Unno, T.Uno, H.Asai: “Design Optimization of Automotive Electronic Control Unit Using 

the Analysis of Common-Mode Current by Fast Electromagnetic Field Solver”, EuMC 2010, Paris, Sept. 
2010. 

4)T.Sekine, H.Asai: “Iterative Latency Insertion Method for Large Networks with Low Latency”, 19thEPEPS, 
Austin, Oct. 2010. 

5)M.Unno, H .Asai: “High-Speed E lectromagnetic F ield Simulation with HIE-FDTD M ethod Based on 
GPGPU”, EDAPS2010, Singapore, Dec. 2010. 

（など 計 10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 13件 

招待講演 

・ 計 5 件 
【その他の事項】 

＜社会貢献・国際交流＞ 

国際会議の主催など     

・ASP-DAC2010 Tutorial session のオーガナイズ 
技術指導など 

・Ho Chi Minh地域（ベトナム）の複数の主要大学にて技術セミナー講演 

学会運営など 
・エレクトロニクス実装学会理事 など 

＜管理・運営＞ 

2010年度 システム工学科広報協力委員、インターンシップ担当 

＜特筆事項＞ 

 受賞・表彰： 国際会議(ITC-CSCC2009)優秀論文賞受賞、IEEK/IEICE、2010年 7月 

外部資金獲得：共同研究 （代表 2件）、奨学寄付金 

【 今後の展開 】  
今後、世界最高性能のシミュレータ開発と産業界への貢献を目指す。 

229



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（6名）、1年（5名）、研究生（2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） 

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 

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 

ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ  大学院1,2年 2  ○ 複数担当（4人） 

海外在住のﾍﾞﾝﾁｬｰキャピタル含む 

経営のためのイン

テリジェンスづくり 

 大学院1,2年 2  ○ 複数担当（2人） 

 

ＳＣＭ（演習）  大学院1,2年 2 ○  複数担当（3人） 

ＳＣＭ専門家含む 

実務経験からのプロジェクトマネジメント 
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【 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） はままつ産業創造センター主催技術経営講座にて 、「技術屋のためのマーケティング」を

講義、実務者の賛同を得た。（2010/09/27、2010/10/07） 
（２） 情報学部 学び直し講座上級編にて、「マーケティング入門」を講義、技術者の日頃の 

見方を啓蒙した。（2010/10～2010/11） 
（３） 遠隔講義システム（VSS）を活用することで、専攻講義集録 125 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 

・『サクセスフル・エイジング・コミュニティ～みなと大学～発足記念シンポジウム』（東京都） 
・「アクティブシニアネットワーク研究会」（浜松地域）他 計３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 
  
 
＜管理・運営＞ 

  工学研究科 事業開発マネジメント専攻 副専攻長 
 

【 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（4名）、1年（3名） 

学  部：4年（3名） 

連携教員：福元 清剛 助教 

【 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  ○  

新入生セミナー 学部１年 １ ○  複数担当（8人） 

応用英語Ｃ 学部2年 1 ○  複数担当（5人） 

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）高照度条件下や高速度頭部運動条件下での瞳孔検出技術の検討 
（２）瞳孔検出の眼鏡反射による検出率低下の改善 
（３）自閉症乳幼児診断支援装置用の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 
＜実績＞  

（１）瞳孔検出は一般に暗闇の中では瞳孔も大きく明るいため，容易に瞳孔が検出できるが，高照度

下で瞳孔が小さくなるので，検出が難しい．さらに，頭部が高速に動いたときには，用いてい

る画像差分法が効率的に機能しないため，検出が困難になる．今年度，高速度カメラの使用と，

近赤外光源の改良により，数万ルックスの顔面照度下でも瞳孔が検出できるようになった．光

環境の変動や振動の激しいドライバー状態検知などに用途に使用できる可能性が高くなった．  

（２）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

出を低下させる問題を改善する方法(鼻孔検出を伴う)を考案していたが，その実証とともに実

ビデオカメラによる瞳孔検出技術とその応用 

232



システム工学科 

時間処理を可能とした．車載用のわき見運転防止などにも使用できると考えられる． 

（３）高精度の注視点検出を行おうとした場合，市販の装置では PC 画面上に提示された 5点や 9点

の視標を注視する必要がある．本研究では，開発中の頭部移動を許容する遠隔注視点検出装置

において，PC 画面の上の適当な位置を見ているうちに較正ができる自動較正法（0点較正法），

画面の 1点だけを注視して較正をする（1点較正法），2点を注視する 2点較正法を考案し，有

効性を確かめた． 

 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                          

1) 村手広仁，海老澤嘉伸, “高照度下における瞳孔と角膜反射検出法の提案”, 映像情報メディア

学会論文誌，64, 12, pp.1903-1911(2010).  
 

国内学会発表  
1) ViEW2010 ビジョン技術の実利用ワークショップ 2 件 
2) 2010 年映像情報メディア学会冬季大会 １件 
3) FIT2010(情報科学技術フォーラム １件 
4) 平成 22 年度日本医工学会東海支部大会  1 件 

 
解説・特集 
1) 富田浩行，久保田整，海老澤嘉伸, “瞳孔検出システムを用いた漫然運転検知技術の開発”，自

動車技術, 64, 12, pp.61-66 (2010). 他 1 件 
 

特許出願・取得 
1) Y. Ebisawa, View Point Detection Device (取得，米国) US 7,764,479, 2010 年 8 月 
2) 海老澤嘉伸, 瞳孔検出装置及び瞳孔検出方法 (取得，国内) 特許第 4528980 号, 2010 年 6 月 
3) 海老澤嘉伸, 瞳孔検出装置及び方法 (取得，国内) 特許第 4528976 号, 2010 年 6 月 
4) 海老澤嘉伸, ２種類の光源を用いる瞳孔検出方法および装置 (取得，国内) 特許第 4613315 号, 

2010 年 10 月 
5) 海老澤嘉伸, 実時間瞳孔位置検出システム (取得，国内) 特許第 4568836 号，2010 年 8 月 
6) 海老澤嘉伸, 距離イメージセンサを用いた視線検出装置 （取得，国内) 特許第4604190号, 2010

年 10 月 
7) 海老澤嘉伸, 顔姿勢検出システム (取得，国内) 特許第 4501003 号, 2010 年 4 月 
8) 海老澤嘉伸, 瞳孔検出装置 (取得，国内) 特許第 4491604 号, 2010 年 4 月 
9) 海老澤嘉伸, 三次元視点計測装置 (取得，国内) 特許第 4500992 号, 2010 年 4 月 
10) 海老澤嘉伸, 視線検出方法および視線検出装置 (取得，国内) 特許第 4517049 号, 2010 年 5 月 
11) 海老澤嘉伸, 線検出方法および視線検出装置 (出願，国内) 特願 2010-274074，2010 年 12 月 
12) 海老澤嘉伸, 線検出較正法および視線検出装置 (出願，国内) 特願 2010-178782, 2010 年 8 月 
13) Y. Ebisawa, Autism Diagnosis Support Apparatus (出願，米国) 13/074606, 2011 年 3 月 
14) 海老澤嘉伸, 徴点追跡方法及び特徴点追跡装置 (取得，国内特願 210－521735, 2011 年 1 月 

 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学部防災・安全委員会委員長，工学部高大連携 WG 委員，工学部広報協力委員 
＜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：4 件 
 

【 今後の展開 】  

 高速度カメラを用いた瞳孔検出処理の実時間検出を目指す．また，１０万ルクス以上の顔面照度下

での瞳孔検出を可能とするために，特殊な近赤外照明系の試作をするなど． 
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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 

修士課程：2年（2名）、1年（3名） 

学  部：4年（4名） 

連携教員：生源寺 類 助教 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 義務教育、高校における修学内容の減少に伴い、学部低学年での学習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、従来と比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、復習に重点

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  ○  

 
【 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）直交偏光戻り光を用いた二つの半導体レーザのカオス同期について、カオス同期条件を理論と

実験により導いた。 
（２）面発光半導体レーザにおいて、伝導帯と荷電子帯におけるキャリアスピンに注目し、これらを

表す理論式から、キャリア結合によって放出される右回りと左回り円偏光のダイナミクスにつ

非線形フォトニクス、情報フォトニクス 
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いて明らかにした。 
（３）ブロードエリア半導体レーザのフィラメント発振について、戻り光と外部注入光によるフィラ

メント不規則発振を低減する方法について提案し、実際にこれらの方法が有効であることを示

した。 
（４）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。また、量子ドット半導体レーザについてのレート方程式につい

て、いくつかの異なるモデルについて検討し、それらの間の関係について明らかにした。 
 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

・Chaos Dynamics in Semiconductor Lasers with Polarization-Rotated Optical Feedback 
      (Yasutoshi Takeuchi, Rui Shogenji, and Junji Ohtsubo) 
      Opt. Rev. Vol. 17, No. 3, pp. 144–151 (2010). 
    ・Chaos Dynamics in Vertical-Cavity Surface-Emitting Semiconductor Lasers with Polarization-Selected  

      Optical Feedback (Hiroshi Aoyama, Shinnya Tomida, Rui Shogenji, and Junji Ohtsubo) 

      Opt. Commun. Vol.284, pp.1405-1411 (2011). 

  他 4 編 
国際会議発表     
・Chaos and Applications in Semiconductor Lasers 

      (Junji Ohtsubo) Optical Microcavities: Quantum Chaos in Open Systems Meets 

      Optical Resonators, 3rd Asian-German Workshop (Max Planck, Dresden, Germany, 2010.5) 
国内学会発表  

・応用物理学会他 計 16 件 
招待講演 

・Chaos and Applications in Semiconductor Lasers 

      (Junji Ohtsubo) Optical Microcavities: Quantum Chaos in Open Systems Meets 

      Optical Resonators, 3rd Asian-German Workshop (Max Planck, Dresden, Germany, 2010.5) 
 

【 その他の事項 】 
 ＜社会連携・国際交流＞ 

    Seminar in Theoretical Group of Nonlinear Dynamics, Technical University of Berlin において講演 
＜管理・運営＞ 

   システム工学科長 

＜特筆事項＞ 

 1) 外部資金獲得：科研費基盤(C)  
    2) 学術振興会「特別研究員および国際事業」書面審査委員 

    香港（中国）、Research Grants Council 書面評価委員 
    他、評価委員等 3 件 
 

【 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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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（3名） 

学  部：4年（5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．また，演習を通した現象の理解に力を入れている． 
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を用いた燃料電池用

メタノール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”とワイヤレス弾性表面波センサの研究である． 

 

＜実績＞  

(1) 燃料電池用弾性表面波センサの研究において，企業との共同研究により冬季を想定した動作

試験を行い，センサの耐久性を確認した．一方，高温時に発生する気泡がセンサ応答に影

響するため，その対策をしなければならないことを明らかにした．また，実用化に向けた

理論検討として，センサ周波数の影響に関する検討を行い，設計指針を得た． 
(2) 弾性表面波を用いたバイオセンサに関する応用では，数値解析に基づいた比較を行った．ま

た，異なる圧電結晶を用いた弾性表面波バイオセンサの感度比較を行うための手法につい

て考案した． 
(3) 弾性表面波素子とインピーダンス変化型センサを組み合わせた無電源ワイヤレスセンサの

研究において，モード結合理論を利用したシミュレーション手法を確立した．また，無線

表面波を用いたセンサ・アクチュエータの開発 
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化に向けた基礎データを得ることができた． 
(4) マイクロ実験室を用いて酵素反応測定を行い，血液の病理検査へ応用する際の問題を明らか

にした．また，免疫反応検出のための基礎実験より．その可能性を示すことができた． 
(5) マイクロ実験室の最適化のため，発生する音響流の観測を水槽を用いて行った．ガラスの厚

さや水の層の厚さを変えた実験結果の解析により，音響流の構造依存性を明らかにした． 

 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表     

・20th International Congress on Acoustics, Sydney, Australia (2010.08.23-08.27).    
・61st Annual Meeting of the ISE, Nice, France (201009.26-10.01). 
・IEEE Ultrasonic Symposium, San Diego, USA (2010.10.11-10.14). 
・IEEE Sensors 2010, Hawaii, USA (2010.11.01-11.04). 
計 5件 

 

国内学会発表  

電子情報通信学会超音波研究会，日本音響学会研究発表会，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等で 9 件 
 

解説・特集 

(1) センサプレート／マッチング層／圧電結晶構造を用いたマイクロ実験室，近藤 淳，超音波

テクノ，vol. 22, No. 5, pp/ 50-54 (2010). 
(2) 弾性表面波による液滴搬送技術を利用したマクロ実験室，近藤 淳，大樹誉，Jan/Feb, pp. 76-78, 

2011 
 

【 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 3 回， ニュートンチャレンジプロジェクト 4名（4日間） 

＜管理・運営＞ 

 入試委員（工学部），安全保障輸出管理検討 WG 委員（創造科学技術大学院）． 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 

村田科学振興財団，共同研究 6件 
 

【 今後の展開 】  
（1）燃料電池用弾性表面波センサ研究（実用化研究） 

 弾性表面波センサ実用化の研究においては，実際の流れる環境下で使用可能であるか調べる必要がある．

そこで，燃料電池内の配管(流路)を模擬した実験装を作製し，検討を行う．特に，平成 22 年度で問題になっ

たセンサ表面への気泡付着が流路中での測定でどのように影響するか明らかにする必要がある．また，セン

サ周波数の感度への影響について，実際の素子を用いて検討する． 

（2）弾性表面波バイオセンサ 

 弾性表面波バイオセンサは，さまざまな圧電結晶に対する計算および実験により最適構造探索に関する

検討を行う．同時に，使い易いセンサシステムの構築について検討する． 

（3）無電源ワイヤレスセンサ 

 430 MHz 帯の弾性表面波素子とインピーダンス変化型センサを組合せ，ワイヤレスによる評価を行う．また，

センサ識別のためのタグ機能の導入を行う． 

（4）マイクロ実験室 

 マイクロ実験室の最適設計のため，非線形音響理論を導入した音響流の解析を行う．また，用いている微

小電極センサの最適化，酵素反応や免疫反応検出の高感度化，さらには光センサの集積化を行い，研究

室オリジナルのデジタル式マイクロ流体システムの確立を目指す． 
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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（3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 

新入生セミナー  学部１年 １ ○  複数担当（8人） 

機械力学  学部2年 １ ○   

学際科目  学部2年 １  ○ 複数担当（3人） 

光電機械要素  学部2年 １  ○ 複数担当（2人） 

制御工学  学部3年 １ ○   

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支援システムや教育・

訓練システム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）応答動作による人間の状態評価の推定方法 
  応答動作の速度波形から，人間の状態評価を推定する手法を提案した 

人間の手動制御特性の解析とその応用 
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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＞ 

国内学会発表  

・末長 修：手動制御系における人間操作者の状態評価のための操作量解析，日本人間工学会第

51 回大会，北海道大学，2010 年 6 月．他 4 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

出張授業 １件 
＜管理・運営＞ 

ヒトを対象とする研究倫理委員会 
＜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，手動制御系における支援

システムや教育・訓練システムの構築を目指したい．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（1名）、1年（4名） 

学  部：4年（7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（再

履修クラス） 

学部2年以上 1 ○   

アルゴリズム論  大学院1, 2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．

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．   
 

数理計画モデリングと最適化アルゴリズム 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                         

(1) 関谷和之、山本芳嗣、選択科目試験による選抜方法への提案、日本オペレーションズ・リサーチ

学会和文論文誌、53,P.56-68 （2010.5）. 

国際会議発表 

・Kazuyuki Sekitani, Optimization on education and management in University, the International Workshop 
on Optimization and its Applications (IWOA2010) Tsukuba University, 2010,July 31 

国内学会発表  

・日本オペレーションズリサーチ学会中部支部など、計 1 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)静岡県立榛原高等学校    出張授業 2010 年 10 月 15 日 
(2)高大連携企画 キャンパスセミ     2010 年 8 月 9 日 
  

＜管理・運営＞ 

浜松キャンパス教育課程検討ＷＧ 2010 年 10 月-12 月 
 

【 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://www.sys.eng.shizuoka.ac.jp/~tainaka/index.html 

 

【 研究室構成 】  

教    員：泰中 啓一 

博士課程：2年・社会人（1名） 

修士課程：2年（4名）、1年（4名） 

学  部：4年（4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。モデリングとシミュレーションによっ

て、さまざまな問題解決の訓練をすることは、卒業後にも役立つと思う。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。毎週、英語洋書講読を行っている。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（2人） 必修 

環境生物システム論  大学院修士課程 1  ○  

自然環境論 大学院博士課程 1  ○ 複数担当（3人） 

  

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。 
 
 
【 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。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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システム工学科 

＜業績・成果＞ 
学術論文             

1. Tanaka,Y., K. Iguchi, J. Yoshimura, N. Nakagiri and K. Tainaka*. Historical effect in the territoriality of 
Ayu fish. J. Theor. Biol. Vol . 268 (2011), 98-104. 

2. Nariyuki NAKAGIRI, Yukio Sakisaka, Tatsuya Togashi, Satoru Morita, Kei-ichi Tainaka*, 
Effects of habitat destruction in model ecosystems: parity law depending on species richness. Ecological 

Informatics, Vol.5 (2010) 241–247. 

 
招待講演 

Kei-ichi Tainaka, Effects of habitat destruction in model ecosystems. The 3rd China-Japan Colloquium of 
Mathematical Biology. October 20, 2010, Beijing, China. 

 

国際会議発表  
Tsuyoshi Hashimoto, Yukio Sakisaka and Kei-ichi Tainaka. Population dynamics of a species with two or 

three types of males on a lattice. Sixth International Conference on Natural Computation (ICNC 2010) 
2440-2450. 
 

国内学会発表  

日本数理生物学会、情報処理学会など、計 6 件。 

 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 科研費（基盤研究Ｃ） 
共同研究：統計数理研究所・共同研究 
 

【 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。モデリングとシミュレーションによっ

て、生態学的研究も行う。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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システム工学科 

 

 

  

兼担・教授  竹内 康博 （TAKEUCHI Yasuhiro） 

システム工学科  （専任： 創造科学技術大学院） 

専門分野： 生物数学，応用数学   

 
homepage: http://www.sys.eng.shizuoka.ac.jp/~takeuchi/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：竹内 康博   

博士課程：3年（1名）、2年（2名） 

修士課程：2年（1名）、1年（2名） 

学  部：4年（6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＞      

 

 

 

 

 

 

＜業績・成果＞ 

 ・指導学生の受賞・表彰 

１．鈴木崇文，平成 22 年度日本応用数理学会論文賞，日本応用数理学会，論文名「ワクチン政策

のパラドックス」，22 年 9月 

２．冨田貴之，2010年度日本数理生物学会年会最優秀ポスター賞，日本数理生物学会，「HIV感 染

症における樹上細胞のダイナミクス」， 22年 9月 

【 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．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＞             

学術論文 

１．A Dynamic Model Describing Heterotrophic Culture of Chlorella and Its Stability Analysis, Y. Zhang, 

W. Ma, H. Yan and Y. Takeuchi, Mathematical Biosciences and Engineering, 8, 4. 2011, pp. 117-1133. 

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  ○  

自然の数理論 大学院1，2年 １  ○  

数理モデルを用いた生物現象の解明 
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システム工学科 

2.  Global Analysis for Delay Virus Dynamics Model with Beddington-DeAngelis Functional Response, 

Gang Huang, Wanbiao Ma, Yasuhiro Takeuchi, Applied Mathematics Letters 24 (2011) pp. 1199-1203 

3.  Global Analysis on Delay Epidemiological Dynamic Models with Nonlinear Incidence, Gang Huang, 

Yasuhiro Takeuchi, Journal of Mathematical Biology,63,1, 2011, pp. 875-888. 

4.  I mpact of Intracellular Delay, Immune Activation Delay and Nonlinear Incidence on Viral Dynamics, 

Gang Huang, Hiroki Yokoi, Yasuhiro Takeuchi, T. Kajiwara, T. Sasaki, Japan Journal of Industrial and 

Applied Mathematics，in press 
5.  SVEIR epidemiological model with varying infectivity and distributed delay, Jinliang Wang, Gang 

Huang, Yasuhiro Takeuchi and Shengqiang Liu, Mathematical Biosciences and Engineering, 8,3, 2011, pp. 

875-888. 

6.  Threshold Dynamics in a Periodic SVEIR Epidemic Model， J. Wang, S. Liu and Y. Takeuchi, 

International Journal of Biomathematics, in press 

7.  Dynamics of the Density Dependent Predator-Prey System with Beddington-DeAngelis Functional 

Response, Haiyin  Li, Yasuhiro Takeuchi, Journal of Applied Mathematics and Applications, 374, 

pp.644-654 (Feb. 2011). 

8.  Adaptive evolution of foraging-related traits in a predator-prey community, Jian Zu, Masayasu Mimura, 

Yasuhiro Takeuchi,  Journal of Theoretical Biology, Volume 268, Issue 1, 7 January 2011, pp.14-29. 

9.  I nfection Threshold for an Epidemic Model in Site and Bond Percolation Worlds, Yukio Sakisaka, Jin 

Yoshimura, Yasuhiro Takeuchi, Koji Sugiura and Kei-ichi Tainaka, J. Phys. Soc. Jpn, 79 

(2)023002-1--023002-4, 2010 

10.  Global Stability for Delay SIR and SEIR Epidemic Models with Nonlinear Incidence Rate, Gang 

Huang, Y. Takeuchi, Wanbiao Ma and Daijun Wei, Bulletin of Mathematical Biology, July, (2010) 72, 5: 

1192-1207. 

11.  Lyapunov Functionals for Delay Differential Equations Model of Viral Infections, Gang Huang, 

Yasuhiro Takeuchi, Wanbiao Ma, SIAM Journal on Applied Mathematics. Volume 70, Issue 7, pp. 2693-2708 

(10 August 2010)   他 1 件 
国際会議発表  

 The Third China-Japan Colloquium of Mathematical Biology (CJCMB3), 18 to 21 October, 2010, 
Beijing(主催者)等，計16件。 

国内学会発表  

・日本数理生物学会など、計 15 件。 
招待講演: International W orkshop o n M athematics f or B iology,  July 12 -13, 2010, Posco I nternational 
Center, POSTECH, Korea など、計 6 件 
【 その他の事項 】 

＜管理・運営＞ 工学部教育研究評議員を務めた． 

＜特筆事項＞  

外部資金獲得： 科研費（基盤研究 C 代表者）：時間遅れを含む微分方程式系の大域的安定性と

その医学への応用、平成 22年度二国間交流事業 共同研究・セミナー（日本学

術振興会 代表） 

【 今後の展開 】  
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． 
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システム工学科 

 

 

  

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年生（2名）、2 年生（6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  大学院修士課程1,2年 1 ○   

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ  大学院修士課程1,2年 1  ○  

技術と組織ﾃﾞｻﾞｲﾝ  大学院修士課程1,2年 1  ○  

支援（SHIEN）マ

ネジメント入門  

 大学院修士課程1,2年 1 ○   

経営論  大学院博士課程1-3年 1  （○） 2011年度スタート予定 

出張：修士を連れて日本経営品質学会に参加して学生は研究発表を行った。 
 
【 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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システム工学科 

＜業績・成果＞ 

学術論文 

 １）「自然の法則に学ぶ持続可能な組織への発展：SHIENマネジメントの実践」『第 21期エグゼク

ティブフォーラム研究報告・提言書』、Vol.21、pp.100-132、2010. 

国内学会発表  
１）「ワンマン経営を自律型組織に変える実践プロセスに関する研究」、日本経営品質学会、2010

年 10月 30日、明治大学（東京都）。 
２）「パラダイムシフトとウェイ・マネジメントの合理性；経営理念浸透活動の現実と未来」、日

本経営診断学会、2010年 9月 18日、亜細亜大学（東京都）など、計 3件。 

招待講演 

１） 山城経営研究所エグゼクティブフォーラム講演 演題：パラダイムシフトと SHIEN 研究、

2010年 5月 22ｓ日、リゾーピア箱根（神奈川県）。 

２） ワクワク理論研究・事例発表会基調講演 演題：リザルトパラダイムの終焉と SHIEN、2010

年 7月 24日、パークホテル臨海（大阪府）。 

３） 第 21回山城経営研究所エグゼクティブフォーラム講演 演題：SHIENと実践研究、平成 22

年 11月 16日、椿山荘（東京都）など、計 7件。 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 

１） 科研費（基盤研究（C））の初年度で、SHIEN 関係の実例の収集とインタビューを実施した。 

２） 就業力 GP による研究にて初年度で、長寿企業の調査とインタビューを実施し、持続可能な

企業が求める就業力について纏めた。 

解説・特集執筆： 

１） 「SHIEN 的なこころを育むには…」、『マーマーマガジン』(2010.12)．など、3回掲載。  

新聞・テレビ・雑誌報道等： 

１） 雑誌『マーマーマガジン』に静岡大学大学院の講義「SHIEN マネジメント入門」が日本で初めて支

援をマネジメントに応用した授業として「支援学と利他性の経済学入門」pp.34-38、(2011.1)、「新し

い合理性を考える…」pp.19-22、(2011.2)、2回紹介された。 

 

【 その他の事項 】 
１）ABEST21(専門職大学院認証評価機関)にて、南山大学大学院ビジネス研究科ビジネス専攻 

（専門職大学院）審査委員長として南山大学の第二次審査の実施と評価方法の研究を進めた。 
２）日本で初めてマネジメント領域における支援の重要性を 2000 年より唱道してきた。研究者、

実務家が 400 名程度集まっている SHIEN（支援）研究会を 2005 年より立上げ運営している。

今年度も主宰として会の企画、運営、発信を積極的に行い、各方面に反響を起こしている。

特に、SHIEN 時における心理面の研究が進み、新たに SHIEN ﾏｲﾝﾄﾞという概念を定義した。 
３）ビジネス・ブレクスルー大学院大学客員研究員として組織変革と SHIEN に関する授業と研究

を実施した。組織変革を起こせる人財の育成方法について明らかにした。 
４）山城経営研究所エグゼクティブフォーラムコーディネーターとして実務家の経営者教育を実

施した（2010 年度後期）。21 世紀に求められる持続可能な経営手法の実践を進歩させた。 
５）顧客ロイヤルティ協会、顧問（2010 年度）として、ドラッカーの経営手法について研究した。 
６）就業力プロジェクトの中で、天分研究センターを立ち上げた。代表として研究指揮、調査、

実験（ワークショップなど）を積極的に進めた。 
７）SHIEN学にかんする研究発表大会を東京海洋大学楽水会館にて主催した。2010.4.25 

 
【 今後の展開 】  

 支援（SHIEN）学を深め、仲間と共に基盤を固めながら発信を重視していく。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する。  以上 
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システム工学科 

 

 

  

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（2名） 

学  部：4年（2名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

学部では、「形式言語とオートマトン」の講義を行っている。この講義では、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 

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と端点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、Neural Computation に投稿中である。 

 

 

 

 

 

初期視覚系の情報処理モデル 
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【 今後の展開 】  

 輪郭線の端点検出に関する研究は、論文投稿を目指して補足実験を行い、脇固めをする。これま

では単独または二つの simple cell に関する研究を行ってきたが、今後は、simple cell 群に関する研究

に進みたい。第一次視覚野には pinwheel s tructure と呼ばれる micro-architecture が存在することが生

理学的実験からわかっている。Pinwheel structure に関する研究は 1990 年代から、度々、Nature に掲

載され、注目されているが、その機能については、未だ、謎である。私は、pinwheel structure は simple 
cell 群から成るものと考えており、その機能についてもある仮説を持っている。その仮説が実証さ

れたならば、脳科学上、重要な発見になる。 
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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（1名）、1年（1名） 

学  部：4年（7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 

情報処理  学部1年 1 ○  複数担当（2人） 

システム工学応用実習  学部3年 1 ○ ○ 複数担当（7人） 

環境解析論  学部3年 1 ○   

環境適合設計  学部3年 1  ○  

環境計画 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る。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。 
＜実績＞ 

 下水道システムの温室効果ガス排出量を考慮した水質浄化にともなうローカル環境との総合評

価指標の開発、下水管渠におけるバイオガス発生を予防的に抑制することを細菌間の相互作用を利

用した方法で達成するための要素技術および評価モデルの開発、可搬性のある殺菌システムのメカ

ニズムの解明を行った。 
 
＜業績・成果＞ 

国際会議発表     

1) Takashi Miyahara, Takehiko S ato, Masanobu Oizumi and Tatsuyuki N akatani, Water Q uality C hange 

Induced by Plasma Formation in Water, Proceedings of the 10th International Symposium on Advanced 

Fluid Information a nd T ransdisciplinary F luid I ntegration (AFI/TFI2010), pp.88-89, Sendai (Japan), 

水循環の環境マネジメント 
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(2010). 

2) Takehiko Sato, Masanobu Oizumi, Takashi Miyahara, and Tatsuyuki Nakatani, Observation of Streamer 

and Bubble Generation by Plasma, Proceedings of the 10th International Symposium on Advanced Fluid 

Information and Transdisciplinary Fluid Integration (AFI/TFI2010), pp.150-151, Sendai (Japan), (2010). 

国内学会発表  

1) 佐藤岳彦，大泉雅伸，宮原高志，中谷達行, 水中の放電現象による水質への影響, 日本機械学

会第 20 回環境工学総合シンポジウム 2010 講演論文集, pp.197-198, (2010). 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

1) 日本機械学会、環境工学部門第３技術委員会委員 

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 
代議員 
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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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：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＞ 

  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  ○  

応用英語  学部3年 1 ○  複数担当（5人）  

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。 
 

＜業績・成果＞ 

著書・教科書               

・吉村仁, 素数ゼミの秘密.130-139ページ、共著者多数．「未来コンパス -13歳からの大学授業-」  

水曜社、東京．2010.7.15. 
・吉村仁，項目執筆：石川統ほか編集 「生物学辞典」東京化学同人 2010.12.10.  
・吉村仁，「生物モデル項目」編集協力：石川統ほか編集 「生物学辞典」東京化学同人 2010.12.10. 

 

【 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．Yuma Takahashi, Jin Yoshimura, Satoru Morita, and Mamoru Watanabe. 2010. Negative 

進化生態学の理論とモデル 
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frequency-dependent selection in female color polymorphism of a damselfly. Evolution, 64: 3620-3628. 

２．Yumi Tanaka, Kei’ichiro Iguchi, Jin Yoshimura, Nariyuki Nakagiri, and Kei-ichi Tainaka.  201 1. 
Historical effect in the territoriality of ayu fish, Journal of Theoretical Biology, 268:98-104. 

 
国内学会発表  

・日本進化学会など、計 5 件。 
招待講演 

・静岡県中小企業家同友会富士宮講演 演題：強い者は生き残れない 環境から考える新しい進化論! 

2010年 5月 14日（金） 志ほ川バイパス店、富士宮市 

・静岡県私学保護者会 演題：強い者は生き残れない-環境から考える新しい進化論- 

2010年 6月 2日（水） グランディエール ブケトーカイ、静岡市 

・第 48回日本生物物理学会年会“Prime Number and Life -New Paradigm for the 21st Century-”  

(「素数と生物 その２－21世紀の新パラダイム－」) 

演題：17 and 13 years, the secret of magicicada（17年と 13年、素数ゼミの秘密） 

2010年 9月 21日（火） 東北大学、仙台 

・国際経営者協会(IMA)月例会 演題：強いものは生き残れない ―環境から考える新しい進化論― 

2010年 9月 30日（木） 日本工業倶楽部、東京都 

・分析展 2010/科学機器展 2010 サイエンス・セミナー 演題：強い者は生き残れない 

2010年 9月 1日(水)－9月 3日(金) 幕張メッセ国際展示場、千葉県 

・奈良女子大付属中学講演会 

演題：素数ゼミの秘密！？ 2010年 10月 15日(金) 奈良女子大学講堂、奈良県 

・静岡県下水道設計業協会講演会 

演題：素数ゼミの秘密 2010 年 10月 22日（金） クーポール会館、静岡市 

・信州大学理学部「数理科学談話会」 演題：素数ゼミの秘密：ノアの箱舟に乗ったセミたち 

2010年 11月 26 日（金） 信州大学、長野県 

・昆虫学土曜セミナー 演題：強い者は生き残れないー素数ゼミから国際経済まで 

2010年 12月 18 日（土） 岡山大学、岡山県 

 
【 その他の事項 】 

＜管理・運営＞ 

  評価実施委員会副委員長 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等：  
・「たけしのニッポンのミカタ！」 TV東京 2010年 6月 4日（金）22：00～22：54 

・「たけしのニッポンのミカタ！」 静岡朝日放送 2010年 6月 28日（月）25：20～26：14 

・「爆笑問題のニッポンの教養 100回ＳＰ！完全版」 NHK 2010年 6月 8日（火）午前 3：45～4：30 

 

【 今後の展開 】  

現在、科研費（A）（海外学術）および、科研費（B)（基盤研究）の初年度で、生物個体群

の存続可能性、進化メカニズムの研究を展開している。 

この研究の応用として、生物多様性の保全問題など地球環境問題および人間社会経済の持続 

可能性など多様な展開をしている。とくに学際的な国際経済の持続可能性に関する研究を展開

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 

修士課程：2年（1名） 

学  部：4年（7名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

組合せ最適化問題に対する効率的なアルゴリズムの修得とさらには効率的なアルゴリズムの開発

手法について修得させることを教育目標にしている. この目標の達成のためには, 学部の専門科

目レベルにおいては, 種々の組合せ最適化問題に対する特定のアルゴリズムの理解を通じて, 問
題とは何か, （効率的な）アルゴリズムとは何か, を理解させるようにしている. 研究室に配属さ

れた学生に対しては学術論文に発表された最先端のアルゴリズム理解し, それらをコンピュータ

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＞      

 

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) 

グラフとネットワーク  学部3年 1  ○  

プログラムコンテスト  学部2年 1  ○ 複数担当（3人） 

離散システム論 大学院1，2年 １ ○   

 
【 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

 
組合せ最適化の理論とその応用 
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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) 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.  
(3) 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. A ndo a nd S. K ato: R epresentation of  ul trametric m inimum cos t s panning tree ga mes as  cos t 
allocation games on rooted tree. RIMS Kôkyûroku 1676 (2010) 157--168. 

国内学会発表  

1. K. A ndo: Computation of  t he Shapley Value of  Minimum C ost S panning Tree Games: #P -Hardness 
and Polynomial C ases. I nternational Workshop on Optimization a nd I ts A pplications, U niversity of  
Tsukuba, July 31, 2010.  

 

【 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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兼任・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 

修士課程：2年（2名）、1年（1名） 

学  部：4年（3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 

ジェンダーから見る現代社会  学部3年 1 ○  複数担当（9名） 

新入生セミナー  学部1年 1 ○  複数担当（8名） 

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 ○   

 

＜業績・成果＞ 

・指導学生の受賞・表彰 

(1) 金原辰典(B4): 情報処理学会第 73 回全国大会学生奨励賞，（社）情報処理学会（2011.3.4）. 
(2) 深谷大樹(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 50 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 (2010-9). 卒業後の受賞 
(3) 楠嶺生宏(M1): DICOMO2010 ヤングリサーチャー賞,（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 (2010-7).  
(4) 岡本惇一朗(M2): DICOMO2010 ヤングリサーチャー賞,（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 (2010-7).  
(5) 星川雄大(M2): モバイルマルチメディア通信研究会 若手研究奨励賞, (社)電子通信処理学会

モバイルメディア通信研究会 (2010-5-20) 

【 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

モバイルネットワーク 
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ディア通信に関連した研究を行っている。 
 
＜実績＞  

（１） ランダムネットワークコーディングを用いた車々間情報配信技術 
道路網上を走行する車両が移動先で得た位置に依存した情報を、少ない通信量で高速かつ確

実に周辺の車両にマルチホップの無線通信で配信する手法として、ランダムネットワークコー

ディングを用いた手法を開発し、シミュレーション実験によりその効果を明らかにした。さら

に、同手法をソフトウェア無線プラットフォーム GNU Radio を用いたテストベッド上に実装し、

小規模なシステムで効果の検証を行った。 
（２） 無線 LAN 移動端末のマルチメディア通信における適切送信レートの推定技術の開発 

無線 LAN アクセスポイント間のハンドオーバー時にストリーミング送信されたビデオの再

生品質が劣化しないように送信レートを調整するための仕組みとして、ネットワーク上に定期

的に送信されたパケットのジッタを観測することで適切なデータ送信レートを推定する手法を

開発し、複数の無線 LAN 環境における実証実験によりその効果を明らかとした。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) Kei Tanimoto, Susumu Ishihara, " NEMO-based P ath A ggregation S ystem U sing M obile R outers o n 
Multiple Vehicles," IPSJ Journal, Vol.52, No.1, pp.154-164 (2011-01-15).  

国際会議発表 

・ Takehiro Hoshikawa, Susumu Ishihara: "Estimation of Sending Rate of DCCP CCID3 Flows based on 
Jitter of  Probe Packets on WLANs," i n pr oc. of  I EEE w ireless c ommunications and networking 
conference (WCNC 2011) (2011-03-30, Cancun, Mexico).. 他 5 件 

国内学会発表  

・ 情報処理学会、電子情報通信学会など計 10 件 

招待講演  

・ "アドホックネットワークの基礎と関連技術の動向," （財）人工知能研究振興財団 アドホック

ネットワーク技術研究成果発表会 (2011-03-14, 名古屋). 他 5 件 

 

【その他の事項】 

＜社会貢献・国際交流＞ 

国際会議の主催等     

・ Program Committee Member: IEEE GLOBECOM 2010, IEEE ICC 2010 等全 16 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 
技術指導等 

・ 静岡農業ビジネス企業人材育成講座・講師 (2010.9) 
＜管理・運営＞ 

・ 工学部広報室企画室委員，全学男女共同参画協力委員，創造科学技術大学院広報担当委員 
＜特筆事項＞ 

受賞・表彰： （社）情報処理学会活動貢献賞 (2011.3.3).他 2 件 

外部資金獲得： 奨学寄付金，科研費（挑戦的萌芽研究（代表），基盤研究(A)（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年生（2名）、1 年生（3名） 

学  部：4年（6名） 

研究生 ：1名 

連携教員：王 龍標 助教 

 

【 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． 
前年度までに引き続き，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環境の改善を継続する． 
 

＜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 

新入生セミナー  学部1年 1 ○  複数担当（8人） 

システム工学入門  学部1年 1 ○  複数担当（3人） 

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1年 1  ○  

情報理論  学部2年 1 ○   

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 ○   

前年度までに引き続き,学科の授業・演習科目での Web 活用（小テスト，資料配布や e-learning）を

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た．

本年度は，プログラミングコンテスト用の Linux サーバを本学がサービス提供するクラウドサーバへ

移行し，長期的な運用体制を整えた． 
 

【 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．身近な情報機器・システムと

様々な利用者を想定した人間に優しいヒューマン・マシンインタフェースの実現を目指している． 

 

音声情報処理とその応用システムの研究 
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＜実績＞  

（１）発話環境・様式の違いと音声認識性能の関係分析 
発話音声からの特徴抽出により，発話環境・様式の違いと認識性能との関係分析を行った。 

（２）タスク指向の対話音声認識・理解の高精度化 
対話音声認識における発話検証性能の改善のため，韻律特徴の抽出法の改善によるアクセン

ト判別の高精度化を行った．また，音声認識信頼度を利用した音声認識誤りに頑健な発話意

図理解手法の改良を進めた。 
（３）大語彙単語入力のための効率的な音声インタフェースシステムの開発 

発話に含まれる部分的な候補を含む複数候補の構成法による新しい音声インタフェースシス

テムの開発を行った． 
 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表 
・ Yonggee Jang, Atsuhiko Kai and Longbiao Wang: ``Multimodal Interface with N-best Display Including 

Candidates of  Spoken Word F ragments'', P roc. of  t he 2nd. APSIPA Annual S ummit a nd C onference, 
pp.478--481, 2010. 

・ Junki E ma, L ongbiao W ang, A tsuhiko K ai a nd T oshihiko I toh: ``Investigation o f D riving-Behavior 
Modeling f or R ecognition of  a  D riving S ituation'', P roc. of  t he 2nd. A PSIPA A nnual S ummit and 
Conference, pp.161--164, 2010. 

国内学会発表  
・ 張 用起, 甲斐 充彦, 王 龍標, ``単語断片を含む複数候補の動的構成によるマルチモーダル単

語入力インタフェース'', 日本音響学会 2010 年秋季研究発表会講演論文集, 3-9-4 (2010.9.16) 
他，4 件． 
 
特許出願・取得 

・ 大野，冨樫，桂川，伊東，小西，甲斐，伊藤，対話理解装置（取得・国内）第 4610249 号，2010 年 10 月 
 
【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

・ キャンパスゼミ（磐田南高校，関谷・安藤教員と分担） 
＜管理・運営＞ 

・ 情報基盤センター運営委員 
・ 情報ネットワーク支援管理者 
・ 工学部研究室見学協力教員（高校向けの研究室見学，4 校） 
・ 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） 
・ 理工系情報学科・専攻協議会連絡協力者 
＜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） 
 

【 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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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 

学  部：4年（5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(5人) 

非線形モデリング論  修士 1 ○   

情報処理 学部1年 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．  
 

＜実績・成果＞ 

国内学会発表 

(1) 佐藤一憲“格子空間上の集団に対する侵入速度の評価(II)”,日本数理生物学会, 札

幌,2010 年 9月. 
 

(2) K. Sato“Allee threshold and extinction threshold in metapopulation: An implication for preventing 
the establishment of invasive species”, 個体群生態学会, 横浜,2010年 10月. 

 
(3) 佐藤一憲“ケモスタットモデルにおける捕食者－被食者ダイナミクス”,ＲＩＭＳ研究集

会 , 京都,2010 年 11 月. 
 

 

 

 

確率モデルの生態学への応用 
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(4) 佐藤一憲“生態ネットワーク上のキーストーン種を特徴づける様々な指標の比較”,日本生

態学会, 札幌,2011年 3月. 
 

 

【 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 

 専任・准教授 瀬野 忠愛 (SENO Tadachika) 

システム工学科  

専門分野： 環境工学 数値計算  

  
 

【 研究室構成 】  

教    員：瀬野 忠愛    

修士課程：2年（2名）、1年（3名） 

学  部：4年（6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． 

研究室所属の学生には，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 大学院1,2年   ○  

 

 
【 研究 】 

＜目標＞ 

1. 地域貢献の研究として，佐鳴湖の水質浄化に引き続き取り組む．過去のフィールドデータを整理し

て，佐鳴湖の流動・生態モデルを精緻化する．浄化対策の効果を予測し得る水質評価モデルへの発

展を試みる． 

2. 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
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伴う流れ（例；燃焼シミュレーション）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． 

3. 交通流シミュレーションのＧＰＧＰＵによる高速・大規模化を試みる． 

 

＜実績＞  

（１）流動・生態併用モデルによる佐鳴湖水質評価ツールの作成 

  過去のデータを利用して佐鳴湖水質評価ツールを作成した．その結果を佐鳴湖プロジェクトとして

冊子にまとめ，市民へ公表した．  

（２）佐鳴湖の水質浄化実験  

  旭化成ケミカルズ提供の高性能リン吸着剤による水質浄化実験を行った．その結果を卒論として発

表した．  

（3）MPS 法による非ニュートン流体の流れシミュレーションと GPGPU による高速化 

   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行った．GPGPU により従来の 14 倍の高速化を実現した．その成果を修士

論文としてまとめた． 

（5）浜松地域の地下水流動解析 

  3 次元有限要素法により，浜松地域の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．成果を環境保全課にて発表した．  

 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・浜松市環境保全課受託研究，「佐鳴湖流域湧水量調査研究業務」，瀬野，平成 20～22年度，  

・「佐鳴湖プロジェクトの紹介と GPGPUによる高速・並列計算の試み」，静岡大学イノベーション共

同研究センター協力会，第 22回会員企業交流会，平成 22年 11月 30日 

＜管理・運営＞ 

研究企画委員，テクノフェスタ委員，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（1名）、1年（1名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  システム工学科では、材料力学は半期１コマしかないため内容をはりの力学に限定し、演習時間

を十分とることにより学生が手を動かすように心掛けている。信号処理では応用数学や制御工学と

重複する部分があるため、これらは復習をかねて一通り説明のうえ、相互の関係、物理現象とのか

かわりを理解することを目標としている。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 

新入生セミナ 学部１年 0.5 ○   

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） 

 

本年度 3 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

みとしてスタートした本実習は学科内で徐々に定着してきており、学生からも肯定的な反応が多く

一定の成果が得られた。 

 
【 研究 】 

＜目標＞ 

 弾性波動を用いた材料の非破壊評価への応用を行っている。以前より金属材料を対象とし、積層

構造材のレーリー波を用いた評価や、薄板材のラム波を用いた評価を行ってきたが、近年、広く用

いられるようになってきた CFRP に代表される複合材料では、異方性を有するため従来の手法を適

用することが出来ない。そこでこれらの材料の解析手法を提案するとともに、位置評定問題に適用

することで新たな展開を図りたい。また、昨年度より新たにはじめた弾性波動の位相共役性を用い

た材料評価手法の確立を図りたい。 

弾性波動を用いた材料の非破壊評価 
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＜実績＞  

（１）薄板を伝播する Lamb 波の Time Reversal Process 法を用いた損傷規模の同定 
（２）異方性材料の波源位置評定問題における最適解の探査手法に関する考察 
（３）Time Reversal Process 法を用いたアルミニウム材の塑性変形の検出 

 

  ＜業績・成果＞ 

   国内学会発表 

   “薄板を伝播する Lamb波の位相共役を用いた材料評価”、中安雅人、林 康久、 

電子情報通信学会超音波研究会、2010年 11月 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

 テクノフェスタ実行委員会 第２部会副部長 

 

【 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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専任・准教授  前田 恭伸 （MAEDA Yasunobu） 

システム工学科（防災総合センター 併任） 

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（1名）、2年(3名) 

学  部：4年（3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  ○  

データ分析及び演習 大学院1年 1 ○   

リスクマネジメント論Ⅰ  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＞ 

学術論文・著書等     

1. “リスクマネジメントはなぜ難しいのか” 前田恭伸，日本リスク研究学会誌，2010, 20(3), 197-272. 

2. “参加したいボランティア活動と動機の関係”  森保文，森賢三，犬塚裕雅，前田恭伸，淺野敏

久，杉浦正吾，The Nonprofit Review, 2011, 10(1), 1-11. 

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：環境ボランティア獲得のための情報提

供戦略，環境科学会 2010 年会，東京，2010 年 9 月. 

環境リスク分析への情報システムの応用 
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2. 関澤純,北村忠夫,森田満樹,中村由美子, 濱田(佐藤)奈保子,前田恭伸, 鹿島日布美：対象別の適切

な食品安全情報の教材と指導プログラムの開発，日本リスク研究学会第 23 回年次大会，東京，

2010 年 11 月. 

3. 前田恭伸,関澤純,柴田健一,横山貴紀：Adobe F lash を用いた子ども向け食品安全ゲームの開発，

日本リスク研究学会第 23 回年次大会，東京，2010 年 11 月. 
 

招待講演  

1. 前田恭伸：リスクマネジメントはなぜ難しいのか，日本リスク研究学会第 23 回シンポジウム，

東京，2010 年 6 月 

2. 前田恭伸：佐鳴湖を考える，浜松市立入野小学校，浜松，2010 年 10 月. 

3. 前田恭伸：自主防災組織のための新たな人材養成講座開発の試み，東海地震防災セミナー，静岡，

2010 年 11 月。 

4. 前田恭伸：東海地震について考えるための防災ゲーム，静岡大学・中日新聞連携講座 これから

の＜まち＞の姿を考える，2011 年 3 月． 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・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） 

・防災総合センター 併任 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費等 種目、テーマ名 
H22 年度科学研究費補助金 基盤研究(A)（分担） 

「食品にみる国際間情報の非対称下での東アジアの貿易とリスク対応のための経済政策」 
  H22 年度厚生労働省科学研究費補助金（分担） 
「対象別の適切な食品安全情報の教材と食品安全ナビゲイター人材養成プログラムの開発」 
  H22 年度文部科学省科学技術振興調整費（分担） 
「災害科学的基礎を持った防災実務者の養成」 

 

【 今後の展開 】  

 2010 年 4 月から防災総合センターの併任になった。同センターが科学技術振興調整費を得たこと

により、2011 年 3 月より、「災害科学的基礎を持った防災実務者の養成」プログラム、通称「ふじ

のくに防災フェロー」の社会人教育が始まった。現在受講生 1 名を受け入れ、土木工事現場におけ

る防災のためのシステム実装の研究を進めている。またこれまでは、食品安全をテーマにしたリス

ク情報システムを開発してきたが、様々な防災関係部署との連携を踏まえ、また東日本大震災を契

機にしたリスク対応への関心の高まりを踏まえ、災害リスクのための情報システムの研究を進めて

いることにしたい。 
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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：1年（2名） 

学  部：4年（2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 1 ○   

数値計算 学部3、4年 1 ○  再履修クラス 

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 Delayed Feedback 制御法による，Rossler 方程式の 3 周期軌道の安

定化の数値的実験に成功した．  
一輪車走行を単純化した数理モデルを作成し，Delayed Feedback 性漁法による安定化制御メカ

ニズムの解明へ向けての下地を作成した． 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                          

1) “Commutative gain matrices in delayed feedback controls” 宮崎倫子，内藤敏機，申正善， 

RIMS 講究録，Vol. 1702，pp. 51-64，(2010)．      

2) “時間遅れをもつ微分方程式の基礎理論入門” 宮崎倫子， 

RIMS 講究録，Vol. 1713，pp. 72-87，(2010)．      

常微分方程式におけるタイムラグの影響 
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3) “可換なゲイン行列をもつ Delayed Feedback 制御法の安定解析” 宮崎倫子，内藤敏機， 

申正善，第５３回自動制御連合講演会予稿集，pp. 801-805，(2010)．  他 1 件 

 

国内学会発表  

・“可換なゲイン行列をもつ Delayed Feedback 制御法の安定解析” 宮崎倫子，内藤敏機， 
申正善，第５３回自動制御連合講演会，高知城ホール，2010 年 11 月．  他 2 件 

 

解説・特集  

・“物理学に現れる基本的な微分方程式（その１）”宮崎倫子， 

理系への数学，4 月号，pp.22-27，(2010)．              

・“物理学に現れる基本的な微分方程式（その２）”宮崎倫子， 

理系への数学，5 月号，pp.28-33，(2010)．              
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

・ 男女共同参画推進委員会の協力委員を努め，浜松キャンパス春季学童保育所の立ち上げに寄

与した． 

・ ハラスメント防止対策委員会の委員（2年目）を努めた． 

・ 工学部教務委員会の委員を努めた（1年目）． 

 

＜特筆事項＞ 

・ 日本数理生物学会の会計幹事を務めた． 

・ 外部資金獲得：科研費（基盤研究（C）代表者） 

 

 

【 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． 
一輪車走行モデルの安定化制御への Delayed Feedback 制御法の適用について，更なる考察を進め

ていく． 
時間遅れと周期軌道の周期との関連を調査する． 
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専任・助教  王 龍標 （WANG Longbiao）   

システム工学科  

専門分野： 音声認識、話者認識、残響処理 

 
homepage: http://ssp.sys.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 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 

システム工学入門  学部1年 1 ○  複数担当（3人） 

プログラム基礎および演習  学部1年 1.5  ○ 複数担当（4人） 

工学実習基礎 学部1年 1 ○   

創造教育実習  学部1年 2  ○  

 

 
【 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JNASデータベースのクリーン文音声を畳み込ん

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。 
 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等     

1) "Distant-talking speech recognition based on spectral subtraction by multi-channel LMS algorithm",  

   L. Wang, N. Kitaoka, S. Nakagawa, IEICE Trans. on Information and Systems, Vol. E94-D, No.3,  

pp. 659-667, March 2011.  

2) "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, Vol. E93-D, No. 9, 

pp. 2397-2406, Sep. 2010.  

国際会議発表     

1) "Investigation of driving-behavior modeling for recognition of a driving situation", J. Ema, L. Wang,  

A. Kai and T. Itoh, Proc. of APSIPA ASC 2010, pp. 161-164, Dec. 2010.  他 2 件 

国内学会発表 5件 

  

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

 1)   国際交流に務めた。共同研究打合せを目的にシンガポール科学技術研究庁インフォコム研究 

所、中国科学院声学研究所、清華大学と天津大学を訪問し、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、共同研究を合意した。共同研究の成果は国際会議に投稿し、 

採録された。 

 2)    高大連携で「話者認識技術の仕組み」というテーマを実施した。 
 
＜管理運営＞ 

創造教育支援部門会議委員 

 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費（若手研究（Ｂ）代表者）、科研費（基盤研究（Ｃ）分担者） 
共同研究（分担 1 件）、学内競争的なプロジェクト（分担 2 件） 

 

【 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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システム工学科 

 

 

 

専任・助教  生源寺 類 （SHOGENJI Rui） 

システム工学科 

専門分野：光情報処理 

 
homepage: http://www.sys.eng.shizuoka.ac.jp/~shogenji/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：生源寺 類 

学  部：4年（1名） 

 

【 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） 

プログラミング基礎 

および演習 

学部1年 8  ○ 複数担当（5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

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 

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。 
 

＜実績＞ 

（１）誤差拡散法による潜在化手法の開発 
ランダムディザ法による潜在化手法を考案した。符号化画像にランダムなノイズを適用し 2 値

化処理することで、高い潜在化効果を実現している。 

（２）複数秘密画像の埋め込み手法の開発 
比率の異なる非正方補助画素を用いて生成した符号化画像を合成することで、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、デジタルカメラを用いた復号において、デジタルカメラの

傾斜角度により、復号される情報の選択が可能である。 

（３）画像合成による拡張視覚復号型暗号法の開発 
視覚復号型暗号の暗号画像に、自然画像などの意味のある情報を持たせた拡張視覚復号型暗号が提

案されている。この拡張視覚復号型暗号の生成手法として、画像合成処理を利用した単純な逐次処理

による暗号画像の生成手法を開発した。特に本手法は、光学的な処理により実現可能であるため、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構築が期待できる。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

“Chaos Dynamics i n S emiconductor Lasers with Polarization-Rotated O ptical F eedback,” Yasutoshi 
Takeuchi, Rui Shogenji, and Junji Ohtsubo, Optical Review 17, 3, pp. 144–151 (2010. 5). 
“Chaos S ynchronization of S emiconductor Lasers w ith P olarization-Rotated Optical Feedback and 
Polarization-Rotated Optical Injection,” Yasutoshi Takeuchi, Rui Shogenji, and Junji Ohtsubo, Optical 
Review 17, 5, pp. 467–475 (2010. 9). 
“Efficient goni o-imaging of  opt ically variable de vices by com pound-eye i mage-capturing s ys- tem,” 
Yoshinori A kao, Rui S hogenji, N orimichi T sumura, Masahiro Y amaguchi, a nd Jun Tanida, Optics 
Express 19, 4, pp. 3353–3362 (2011. 2). 

国内学会発表 

“デジタルカメラ復号型潜像”, 生源寺類, 大坪順次, 第 4 回新画像システム・情報フォトニク

ス研究討論会 (2010.6.29, 大阪大学コンベンションセンター). 他 12 件 
 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

浜松南高等学校実験実習講座 
＜管理・運営＞ 

城北地区交通対策委員会委員 
 

【 今後の展開 】  
視覚復号型暗号の視覚的な復号をいかし、教育教材等への具体的な応用を目指す。また、光情

報処理技術を利用した光学的な視覚復号型暗号の暗号化手法の開発に挑戦したい。 
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システム工学科 

 

 

  

専任・助教授  福元 清剛 （Fukumoto Kiyotaka）   

システム工学科 

専門分野： 人間工学，計測制御工学 

 
 

【 研究室構成 】  

教    員：福元 清剛 

連携教員：海老澤 嘉伸 教授 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  研究や学習を行う上で実験や開発，習得に失敗し，問題に行き当たる場面は多く存在するが，こ

れらの原因を深く考察し，問題の解決に繋げていくことが大切である．また主体的に物事を考え，

問題の解決方法を模索させることは実社会で活躍する上で重要なことであると考えている．そこで，

これらを学生にも授業や研究活動を通して実際に体験してもらい，そこから得られる実験の結果を

学生自身に考察させ，客観的な判断能力を得られるような授業を目標としている． 

 

＜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 

システム工学応用実習  学部3年 2  ○ 複数担当（8人） 

 

 
【 研究 】 

＜目標＞ 

（1） 私はこれまで超音波を用いた筋横断面積の計測が可能なシステムの開発に重点を置いて研

究を進めてきた．そして開発したシステムで得られたさまざまな年代の大腿部筋横断面積

と日常生活動作（ADL）遂行能力との関係を検討してきた． 

今後はこれらの成果をいかに検証し，実用的な指標として発展させられるかが大きな課題

であると考えている．これまで行ってきた研究結果は数値的に算出されたものであり，実

際に高齢者や要介護者に対し，適応して評価したわけではない． 

そこで健常者と要介護高齢者群との中間域に該当すると思われる杖や歩行器といった補助

具を使用する高齢者を測定することが目標である．各グループを比較することで，より精

度の高い検討が可能である．  

 

（2） これまでの研究においては起立や階段昇りといった ADL に必要な膝の屈伸動作を担う大腿

部，特に膝を伸展させる大腿四頭筋に注目してきた．しかしながら下肢の ADL は膝関節の

動作だけでなく，股関節や足関節などの動きと協調して遂行されるため，下腿（前脛骨筋

や腓腹筋など）や臀部（大殿筋や大腰筋など）の筋横断面積と併せて複合的に ADL 能力と

の関係を検討することが重要である． 

 

 

 

 

 

人間工学，計測制御工学 
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システム工学科 

 

＜実績＞  

（1） 日常的にデイサービスセンターを利用している約 60名の中高年者において，大腿部および

下腿部の筋横断面積計測を実施した． 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “膝伸展運動の運動強度・時間の違いが筋硬度に及ぼす影響―超音波弾性計測装置を用いて―” 

村木里志，大沼 誠，福元清剛，椿井正義，福田 修，臨床スポーツ医学，2010，28(2)，225-231 

2) “日本人の僧帽筋部の筋硬度特性と肩こりの自覚症状との関係” 黒岩光香，村木里志，福元清剛，椿

井正義，福田 修，健康支援，2010，12(2)，1-8 
 

国内学会発表  

1) 人類働態学会西日本地方会 第 36回大会  1件 

 

【 今後の展開 】  
開発した超音波システムは同一平面上であれば自由に筋横断面積を測定可能であるが，姿勢の変

化に対応しにくいという問題点があった．そこで，あらゆる横断面画像を計測できるマルチスキャ

ン超音波システムの開発を目指す． 

また筋横断面積標準モデルをリハビリテーションやトレーニングの具体的な目標として設定し，

病院や介護施設，トレーニング施設などと連携して，実際に高齢者や要介護者に適用することで，

その有用性を検証したいと考えている． 
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システム工学科 

 

  
 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（5 人）。H22 年度は長期海外滞在のため、担当せず。 

 

【 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） 水中を上昇する単一気泡の形状及び作用する抗力について、境界適合格子を利用した数

値解析により調べ、さまざまな性質を明らかにした。 

（2） 固体壁の不透過性が壁乱流に及ぼす影響を、工夫された数値実験により明らかにした。 

 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

真田 俊之，城田 農，横嶋 哲，高木 周: “前後非対称な楕円形状を有する気泡に働く抗力”, 

混相流, 24(5), 2011.3. 

Yokojima, S.:“Effect of wall permeability on wall-bounded turbulent flows”, J. Phys. Soc. Jpn., 

80, 033401, 2011.3. 

 

流体現象の予測・モデリング及び制御 
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                                 システム工学科 

 

招待講演 （2件） 

Yokojima, S .: “Turbulence near free surfaces and permeable walls”, Department S eminar, D ept. 

Mechanical and Industrial Eng., University of Massachusetts Amherst (2010), Amherst, MA. 

横嶋 哲: “Elliptic-relaxation approach to RANS modeling of free-surface turbulence”, 招待講義, 

広島大学水工学研究室 (2011) 広島大学, 東広島. 

 

【 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-2010 年 09 月の間、米国カリフォル

ニア工科大学に長期滞在。 

 

【 今後の展開 】  

我々は様々な流体現象を普遍的・統一的に予測・モデル化・知的制御することを目指している。そ

の手段としてそういった現象に共通して潜む基本要素（素過程）を主に数値実験によってできるだけ

鮮明に抽出し、より深いレベルで理解するアプローチを重視している。 
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システム工学科 

 

 

 

  

専任・助手  寺田 秀文 （TERADA, Hidefumi） 

システム工学科 

専門分野： 計算機アーキテクチャ、並列処理  

 
  
 

【 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、大規模ソフトウェアの

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

る少人数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＞ 

（１） データ駆動型の計算モデルを発展させ、従来型計算機が苦手とする画像処理などを効率化

する計算機モデルの構築を目指した計算機システムの試作。 

（２） グラフィックスボード（GPGPU）による SPMD型並列処理に加え、FPGAボードによる論理回

路ベースの並列処理システムの開発、ならびに異種ボード間での協調動作のための枠組み

を研究。 

（３） 膨大な計算量が必要な粒子シミュレーションなどを効率化する GPGPU プログラミングとそ

の方法論の構築。 

（４） 視覚情報処理の初期視覚における神経回路モデル、脳の視覚野に多く存在することが知ら

れている端抑制細胞モデルの構築とそのシミュレーション。 

 

＜実績＞ 

（１） FPGA ボード（Xilinx ML605）をパソコンに組込むために、FPGA 開発環境（Xilinx ISE な

ど）を使い、PCI Expressインタフェース（LogiCORE）、DDR3メモリインタフェース（MIG）

を拡張している。 また、Windows上のプログラムから制御可能にするために、PCI Express

ドライバの開発や Visula Studio上でのラッパ開発も並行して行っている。 

（２） 粒子法によるシミュレーションを GPGPU 上に実装し、逐次処理と比較して 10 倍以上の高

速化を得た（瀬野研究室との共同研究）。 

（３） 視覚情報処理モデルの基礎として、端抑制細胞のモデルとその機能をソフトウェアシミュ

レーションによって明らかにした（新妻研究室との共同研究、論文査読中）。 

動的再構成可能システムにおける基本セル 
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システム工学科 

 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

 平成２０年度から同学科王教員と担当している高大連携実験実習講座を、浜松工業高校情報技術科

の７名と磐田南高校理数科の４名に対して行った（本年度のテーマは王教員の「話者認識技術の仕組

み 」）。 

 
 
【 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。 

 また、共同研究において、(1)視覚情報処理研究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、(2)GPGPU による粒子シミュレーションでは CPU

と GPGPU との 2 種デバイスの協調処理に、FPGA によるリコンフィギャラブル性を加える。これによ

り、従来にはない並列処理システム（CPU+GPGPU+FPGA）が期待できる。 
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共通講座 

共通講座の教育研究活動状況 

 

豊かな教養と国際感覚を身につけ、多様化する社会に主体性を持って柔軟に対応し、独創性に

富んだ科学技術を創造する人材を育成するためには、幅広い分野の知識や理解力を基にした広い

視野を持つことが必要である。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る。平成２２年度の教員数は、数学 8 名、物理 5 名、化学 5 名で

あり、教育と共に各々の専門分野において研究活動も行った。 

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 年次に開講される専門科目の応用数学 I～V が教育活動の中心である。特に線形代数学、

微分積分学は工学部において基礎をなす重要な科目であり、その理解の向上に力を入れてきた。 

目標：すべての受講生が授業内容をきちんと理解できるようにすること。特に基幹の科目である

線形代数学と微分積分学を通して、工学部生として必要とされる基礎学力の向上を目指す。 

実績：学生が気軽に質問できる質問室「数学の広場」を設置し、学生の疑問などに答えることに

より学生の理解力の向上に努めてきた。また、線形代数学、微分積分学については演習の時間を

設け数学教育の充実を図っている。さらに前提とされる高校数学を履修していない学生を対象に

基礎クラスを設け、きめ細やかな指導を行っている。 

今後の展望：上述の活動により学生の学力低下に一定の歯止めをかけることは出来たが、これは

平均した上での話であり、授業についていくことができずに単位を取得できない学生が今でも相

当数いるように感じられる。今後はこのような学生をなくす方策を検討、実施していく必要があ

る。工学部の教育目標達成のためにはその要である数学教育の質の維持、発展が必要不可欠であ

ると考えている。 

＜研究活動＞ 

共通講座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 月に浜松偏微分方程式研究集会を開催し、この分野の研究拠点のひとつと認知され

るようになった。 

今後の展望：研究成果は着実に上がっており、科学研究費の獲得額の増加など目に見える成果が

期待される。 

物理グループ 

＜教育活動＞ 

目標：工学各分野の基礎となる物理系理系基礎科目について苦手意識をもたせないようにした上

で、すべての受講生に合格基準以上の理解を獲得させることを目指しています。 

実績：大学物理の導入として重要な位置を占める１年次の力学・波動 I、 IIは、習熟度別クラス

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、
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特に入試物理未受験者を対象に特別クラスを設定して講義後に補習の時間を設けるなど、きめ細

かい指導を行っており、受講生からも好評価を得ています。 

今後の展望：上述のように、入試物理未受験者を対象に特別クラスを設定し対応しているが、そ

れでも授業内容が充分に理解できていない学生が相当いるように感じられる。主な理由は、物理

法則の理解に必要な数学的知識に欠けていることであると考えられる。物理の授業に必要な基礎

的数学力を向上するための演習を増やすなどの対策を検討、実施していく必要がある。 

＜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教育を通して、工学部の教育目標に沿

った教育を展開する。卒研生と院生については、各教員の専門性を活用した研究指導に努める。 

実績：全工学部生向けの基礎科目として、「工学基礎化学Ⅰ・Ⅱ」および「物理・化学実験」の化

学の部を担当した。また、NIFEE 学生を対象とした「基礎化学実習」を担当した。「物理・化学実

験」においては、2008 年度に新たに編纂した教科書「工学基礎化学実験（学術図書出版）」に若干

の修正を加えたものを使用した。さらに、2011年度には NIFEE学生 10名が受講生するので、学生

実験室の収容人数を増やす改修を行った。また、平成 23年度から使用する「工学基礎化学Ⅰ・Ⅱ」

のための教科書の執筆を行った。平成 22年度には 9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 23 年度からは「工学基礎化学Ⅰ・Ⅱ」において、新たな教科書「基礎から学

ぶ大学の化学（培風館）」を使用して、工学部の教育目標をより効果的に達成する。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。2010 年度の NIFEE 学生はベトナム

(８名)、インドネシア(２名)の両国にまたがった。今後より多国籍化が進むであろう NIFEE学生

へは、よりニーズに即した、きめ細かい指導をしていきたい。 

＜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少ないが、一

部に共同研究の動きもあり、今後発展させたい。また、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：浜松キャンパスでの非化学系分野の学生の化学物質の取り扱い機会、および、これ

まで以上に多様な入学生の増加に対し、工学の基礎となる化学の教育の質の向上のため、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）   

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。 

専門科目の「応用数学Ⅲ」ではベクトル解析を扱う。重積分・広義積分の復習と補充からはじめ，

ベクトル値関数の微分・積分，勾配・回転・発散などの概念，線積分・面積分，グリーン，ガウス，

ストークスの各定理など標準的内容を講義し，適宜課題を出し，知識の定着をはかる。 

専門科目「応用数学Ⅳ」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Ⅲ  学部2年 1  ○  

応用数学Ⅳ  学部2年 1  ○  

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、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。 

 

多様体上の解析への超準解析学の応用 
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教員免許状更新講習「数の拡張の話題と確率の世界」の開催  

中・高校の数学科・情報科教諭を主な受講対象者として、教員免許状更新講習を開催した。 

講義は３講からなり、下記の第２講を担当した。 

講習の概要：「四元数の話」：ハミルトンの四元数について、いくつかの応用例も交えて紹介する。 

講習の内容：第２講 四元数の話（１００分） 

    「ハミルトンの四元数の定義」、「四元数の演算に関する基本的性質」、 

  「四元数の発見の歴史と意義」、「いくつかの応用例（空間内の回転など）の紹介」 

講習の終わりに、試験を実施した。講習は 16名が参加した。 

 

＜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 第２版(2011.3.20)  
 

【 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）の超準的な表示を以前に得ており、それを用いれば熱核の（短時間）漸近展開

が自然な方法で得られることがわかるが，さらに別の表示の導出について考察している。 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学部学生委員会委員長(2010年度)と、全学学生委員会委員（２年目）を務めた。また，工学部

内の学生支援・入試戦略企画室の委員（１年間），共通講座准教授選考委員会委員長を務めた。 
 

【 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研究を今後も継続するとともに、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。 
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専任・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    

修士課程：1年（1名）、2年（1名） 

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問題を

行ない、採点後に解答用紙を返却し、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 1 ○  機械工学科前半クラス 

物理・化学実験 学部 2 年 4 ○  工学部全学科、複数担当（10 人） 

研究体験実習 学部1年 2 ○  複数担当（24人） 

基礎有機化学 学部 1 年 2  ○ 物質工学科 

基礎化学演習 学部 1 年 1  ○ NIFEE プログラム、複数担当（3 人） 

物性工学特論 大学院 1,2 年 1  ○ 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。 
 
＜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 

有機分子を用いた材料作成と素子応用 
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  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) K.Ueda,K.Suzuki,K.Yoza,T.Ishida “Syntheses, crystal st ructures and DFT c alculations of  
2-[4,5-bis(ethylsulfanyl)-1,3-dithiol-2-ylidene]-5-(4,5-diiodo-1,3-dithiol-2-ylidede)-1,3-dithiolan-4-t
hione and & amp;#8211;one”  PHYSICA B 405/11,S69-S74.2010.06 

2) 基礎から学ぶ大学の化学、梅本 宏信、平川 和貴、山田 眞吉、植田 一正、培風館 (2011
年 3 月)。 

国際会議発表     

1) SYNTHESIS A ND C RYSTAL STRUCTURES OF CARBONYL S UBSTITUTED 

TETRATHIAFULVALENOQUINONE-1,3- DITHIOLEMETHIDE D ERIVATIVES, AND TH EIR 

AGGREGATING P ROPERTY OF METAL COMPOUNDS (Kazumasa Ueda, Kenta Suzuki, and 

Shota T achikawa) T he 12 th International C onference on M olecule-based m agnets ( ICMM2010) 

Beijing, China Oct 8 – 12 2010. 他 1 件 

2) ハロゲン原子とカルボニル基を導入したテトラチアフルバレノチオキノン(およびキノ

ン)-1,3-ジチオールメチドの合成および結晶構造解析. 植田一正・鈴木健太・刀川翔太, 

日本化学会第 91 春季年会, 横浜  2011. 3. 

国内学会発表  

1) 日本化学会第 91 春年会 1 件 

2) 第 41 回中部化学関係学協会支部連合秋季大会 1 件 
 
【 その他の事項 】 
＜社会貢献・国際交流＞ 

国際会議（ICMM2010）に参加し国際交流に努めた。 
＜管理・運営＞ 

FD 委員会、工学部等安全衛生管理委員会委員、安全衛生グループ、機械工学科教授選考委員会 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費（基盤研究（C）代表者） 
 

 

【 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・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（3名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  大学院科目として新たに「反応化学特論」を担当した。本講義では、化学反応を量子力学にまで

遡って基礎から解説するように心がけた。学部生相手の授業としては、理系基礎科目として「工学

基礎化学」および「物理・化学実験」を担当した。ここでは、化学を専門としない多くの学生に化

学の面白さを伝えるよう努力した。平成 21 年度に引き続き、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）の常識を伝える方針で臨んだ。 
 

＜授業担当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 2  ○  

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） 

反応化学特論 大学院 1,2 年 1 ○   

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

   加熱金属触媒体上で窒素分子が分解して窒素原子が生成するかどうかについては、長らく論争が

あった。平成 22 年度は、この論争に決着をつけるべく、真空紫外レーザー誘起蛍光法やコヒーレ

ント反ストークスラマン分光法を用いた研究を行った。また、ルテニウムコートのタングステン触

媒体上でのアンモニアの分解過程についても研究を行った。さらに、導電性透明電極としての応用

が期待される酸化亜鉛薄膜作製の機構解明を目指して、実験と理論の両面から民間企業との共同研

究を開始した。10 月からは、科学技術振興機構、戦略的創造研究推進事業から予算をいただける

ことになり、平成 23 年度からの本格的研究開始に向けた準備を行った。 

＜実績＞  

(1) 加熱タングステン触媒体上での窒素分子の分解および励起過程の解明 
(2) ルテニウムコートしたタングステン上でのアンモニアの触媒分解過程の解明 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “A C lean S ource of G round-state N  a toms: D ecomposition of N 2 on H eated T ungsten” Hironobu 
Umemoto, Applied Physics Express, 3, [7] 076701 (2010). (3 pages)   

化学気相堆積過程の基礎的理解と応用 
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2) “Production and Detection of  H  A toms and Vibrationally E xcited H 2 Molecules i n Chemical Vapor 
Deposition Processes” Hironobu Umemoto, Chemical Vapor Deposition, 16, [10-12] 275-290 (2010).  

3) 「加熱金属触媒表面におけるラジカル生成機構」梅本宏信、「表面科学」 Vol .31, N o.4, 
pp.191-195 (2010).  

4) 「基礎から学ぶ大学の化学」梅本宏信編 植田一正、梅本宏信、平川和貴、山田眞吉共著、 

(株)培風館 (2011). ISBN978-4-563-04607-1  

国際会議発表     

・H. Umemoto, Y. Kashiwagi, K. Ohdaira, H. Kobayashi, and K. Yasui, “Catalytic decomposition of NH3 on 
heated Ru and W surfaces” 6th International Conference on Hot-Wire CVD (Cat-CVD) Process (Palaiseau, 
France)  2010 年 9 月 13 日 

・K. H irakawa, H . U memoto, T . Hirano, S . Okazaki, Y. Nosaka, a nd H. S egawa, “Oxygen-independent 
Photosensitizer P(V)porphyrin” The 7th Korea-Japan Symposium on Frontier Photoscience – 2010 (Daegu, 
Korea) 2010 年 10 月 24 日 

国内学会発表  

・第 26回化学反応討論会 1件 

・第 7回 Cat-CVD 研究会 2件 

・第 21回東海地区光電気化学研究会 1件 

・2010 年光化学討論会 1 件 

・日本化学会第 91春季年会 1件 

・春季第 58回応用物理学関係連合講演会 1件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

第７回 Cat-CVD研究会実行委員長 

広島大学大学院理学研究科非常勤講師 
＜管理・運営＞ 

工学部共通講座副講座長 
生涯学習教育研究センター運営委員 
兼業審査委員 
女性研究者に係るメンター 

＜特筆事項＞ 

・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」 

・科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 「Cat-CVD など新手法による太陽電池の高効率

化」 

・民間企業との共同研究１件 
 
【 今後の展開 】  

 平成 23 年度からは、科学技術振興機構(CREST)からの助成による太陽電池の高効率化の研究を本格

始動させる。具体的には、ホスフィン等の半導体ドーピングガスの加熱金属触媒体上での分解過程を

レーザー分光法等を駆使して解明していく予定である。また、酸化亜鉛薄膜の製膜過程についての研

究も企業と協調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，(2010) 

(今までは学内専用であったが，2010 年度に市販用に改訂し市販した) 

 
【 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）ある特殊な形の一次増大度の粘性項を膜の振動方程式に付加した時に，初期条件が適当な

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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クラスに属していれば，その方程式は有界変動函数の空間で解けることを示した。 

（２）膜の振動方程式に関する定理の証明を改良した。 
＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

“一次増大度の粘性項を持つ膜の振動方程式について”  菊地光嗣, 夏の偏微分方程式セミナー

2010, 2010 年 8 月 

“一階対称双曲系の解の構成について”  菊地光嗣, 数理科学セミナー, 2011 年 3 月 
 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

共通講座講座長，浜松キャンパス教育組織検討ＷＧ委員 
＜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。教育面では，ここ数年試験の平均点が低下

傾向にあるので教授方法を工夫しててこ入れを行いたいと考えている。 
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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、物理学や電磁学などで重要な複

素関数論を学生によく理解してもらえるよう授業を行うこと。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

 

  授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

微分積分学Ⅰ  学部 1 年 1 ○     

微分積分学Ⅱ及び演習  学部 1 年 4   ○ 2 コマ続きの授業 

応用数学Ⅴ  学部 3 年 3 ○     

 

１）授業 
前期の微分積分学Ⅰ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、応用数学Ⅴでは受講生数が多かったので、毎週の課題を次週の最初に解説し自己採点させた後、

提出させた。解答は WEB に載せた。後期の「便積分学Ⅱ及び演習」では、毎週の小テストをＴＡに

見てもらうと共に、毎週の小テスト・演習・課題の解答を WEB に載せ、学生の学習に役立たせた。 
 

２）「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、大学院生も訪れた。 
 
 
【 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

 
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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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。 
昨年に引き続き、ボラティリティを変動させるモデルの中で、2001 年に Barbdroff-Nielsen a nd 

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） 

で定まるものについて研究してきた。 
 数理ファイナンスの多くのモデルは上式で見るようにブラウン運動を基礎においた確率積分方程式

によって記述されている。それの一般化としてブラウン運動より広いクラスの Fractional B rownian 
motion を基礎に置いたモデルが考えられている。この場合もオプション価格の理論などで並行的な議

論が展開できる。今年度はこのモデルについても研究を行った。 
 

【 その他の事項 】 

＜管理・運営＞ 

学生相談室室長、保健管理センター運営委員 

＜学生支援＞ 

  学生相談室相談員 
 

【 今後の展開 】  
 今年度で定年退職のため、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・統計学全般

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の障害となっている。そこで最近，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 
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＜実績＞  

（１）高強度のコヒーレント X 線を有限な広がりをもつ物体に照明して，その回折波強度を測定す

ると，物体からの回折光と直接透過してくる強い強度の照明光が重なって観測される．物体

からの距離を十分大きくして観測することで直接透過光は観測強度の中心部分のみに限定さ

れ，その周りに物体からの回折光が得られる．一般に，中心部分の透過光をカットするため

ビームストップフィルタを用いるが，重なった部分の回折光の情報もカットされてしまう．

そこで，カットされた中心部分の回折光の情報を周りのデータから復元する代数的方法を提

案し，計算機シミュレーションでその有効性を示した．  
（２）昨年度に続いて，合成開口アレイフィルターを用いた位相回復法による物体イメージングのレ

ーザー光による実証実験を，さらに精度を上げて行った．その結果，物体の位相変化を約 0.2
ラジアンの精度で再生することに成功した．  

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                         

1) N. Nakajima, “Noniterative a pproach t o t he m issing da ta pr oblem i n c oherent di ffraction i maging by  

phase retrieval,” Appl. Opt.., 49, 4100-4107 (2010).  

 

国内学会発表  

・ 中島伸治：“コヒーレント回折イメージング：中心強度消失問題の非反復的解法”， 

第 71 回応用物理学会学術講演会，長崎大学，2010 年 9 月． 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

附属図書館浜松分館長 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科学研究費補助金（基盤研究（C））「合成開口アレイフィルターを用いた光・X
線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 2 次元複素振幅物体の再生実験に成功したので，さらに奥行きをもつ 3
次元物体の再生を試みる予定である． 
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２ 

 

 

兼担・教授 星野 敏春 （ HOSHINO Toshiharu） 

共通講座  （専任：創造科学技術大学院） 

専門分野： 物性理論、第一原理計算  

 
homepage:http://phys.eng.shizuoka.ac.jp/~hoshino/index.html  

 

【 研究室構成 】  

教    員：星野 敏春 

【 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安定性（とその物性）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、すでに実用化されている 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。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。 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 

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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（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））。  
（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、

新居浜高専準教授安里代表））。 
＜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。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（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。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。（論文 3）。 
（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不純物と２不純物の格子歪エネ

ルギーをほぼ終え（日本金属学会で発表）、論文作成中。 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 
(1) Structures a nd e lectronic pr operties of N i5Nb3Zr5 clusters as a l ocal s tructural u nit o f N i-Nb-Zr 

glassy alloys, N.Fujima, K. Hara, T. Hoshino, M. Fukuhara, Eur.Phys.J.D, in press 
(2) Ab-initio study for magnetism in Ni2MnAl full-Heusler alloy : A cluster expansion approach for 

total e nergy, T .Hoshino, N .Fujima, M .Asato, Journal o f Alloys a nd 
Compounds.504S(2010),S534-S537. 

(3) Ab-initio calculations for defect energies in Co2MnSi and Co2CrAl, T.Hoshino, N.Fujima, M.Asato, 
H.Tatsuoka, Journal of Alloys and Compounds.504S(2010), S531-S533. 

国内学会発表：日本金属学会の発表、２件。国際会議発表１件：第 15 回小粒子と無機元素クラスタ

ーに関する国際シンポジウム(15th international symposium on small particles and inorganic clusters 
(ISSPIC 15),2010 年 9 月 21 日、Mexico･Oaxaca)。 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学部：学部長補佐、広報企画室長、高大連携ＷＧ委員長、静岡県理工系教育機関連携推進協議

会理事（静岡県内の大学・専門学校・工業高校と静岡県教育委員会の協議会、平成２２年度１２月設立）、

全学キャンパスミュージアム運営委員会委員など、創造科学技術大学院：男女共同参画メンター。 

＜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、平成 19 年度から毎年）「Ｆｅ中の原子間相互作用の研究」 
 

【 今後の展開 】  
ナノマテリアルなどの原子構造・電子構造を研究するため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 

学  部：4年（2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。本年度末で定年を迎える

ので、これまでの研究をまとめるべく努力したい。 
 

＜実績＞  

（１）ペルオキソ二硫酸塩による有機体窒素の硝酸塩への酸化 
  有機窒素化合物としてアニリンおよびその誘導体を取り上げ、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） 「基礎から学ぶ大学の化学」、梅本宏信編 

培風館，ISBN978-4-563-04607-1 C3043 (2011 年 2 月). 
 

分析化学 
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【 今後の展開 】  

  本年度末で定年を迎えるので、教育・研究ともに今後に向けての新たな目標は設定しない。 
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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 ○   

応用数学 I 学部2年 3 ○   

微分積分学 II  

および演習 

学部1年 2  ○  

応用数学 IV  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。 
（３）準線形楕円型方程式の正値解の漸近挙動に関する研究を行った。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1) “G-invariant positive solutions for a quasilinear Schrödinger equation” S. Adachi and T. Watanabe, Adv. 
Diff. Eqns. 16 (2011), 289-324.  

変分法による非線形微分方程式の研究 
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国内学会発表  

1) 日本数学会秋季総合分科会 
 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

防災・安全委員 
NIFEE 委員 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：・平成 22 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 22 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  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 
 

【 研究室構成 】  

教    員：岡部 拓也  

修士課程：1年（1名）（電気電子工学専攻）   

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 学部レベルの教育では、学生自ら積極的に取り組んでもらえるよう配慮し、まずなにより興味

をもってもらえるようする．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・

有用性の理解を大前提とした上で個々の学問的内容を習得できるようする。講義に満足してもら

えるよう，講義関連の事柄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。受講生の総意を確認した上で比較的多くの課題を与え，常に目の前の問

題にコミットしてもらえるようにする。大学院レベルでも学生の自主性を尊重しつつ本来理解し

ていることが想定されているような基礎的事柄の理解度をあらためて確認しながら，しっかりと

した基礎の土台の上に専門的テーマを正しく興味をもち「理解」してもらえるよう取り組む． 

 

＜授業担当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 1  ○ 複数担当(5人) 

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(5人) 

 

 

【 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（たとえばウラン化合物の金属強磁性）

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＞  

立方晶ウラン化合物の f電子の遍歴強磁性 

強磁性量子臨界点近傍のスピン揺らぎによる熱電能異常についての理論 

 

 

強相関電子物性 
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＜実績・成果＞  

学術論文・著書等 

１） “Physical Phenomenology of Phyllotaxis” Takuya OKABE, J.theor.Bio 280(2011)63-75  
  

国内学会発表  

１） 岡部拓也、片山卓也「立方対称結晶場中の f電子の遍歴強磁性」，日本物理学会

 （2010 年 9月） 

 

【 その他の事項 】 

＜管理・運営＞ 

１） 入試委員 

 

【 今後の展開 】  

数値計算ではなく解析的計算が主体となる研究の比率を増していきたいが、なかでも手計算では煩

雑にすぎる機械的な作業をテキスト処理に長けたスクリプト言語や数値処理システム Mathematica

を新たに用いて効率化することで研究面においても研究室所属学生の教育の面でも有益なリソース

をたくわえていきたいと考えている。 
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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。最近と言ってもかなり前から、学生は高

校時代に受験に必要な科目しか真剣に学んで来ない。さらに、講義中も板書をまる写しにすること

に専念して（専念する学生はまだ良い方で携帯の画面に夢中の輩もいる。）自ら考えようとしない。

このような学生たちに、いかにして自発的に学ぼうという気持ちを植え付けるかが課題である。 
  数学はただ答えが合っただけでは全く不十分でそこに至るプロセスが最も重要である。それを認

識させることが重要と考える。面積を求めることを要求された問題の答えが負の値でも疑問を感じ

ず先へ進んでしまう学生がいかに多いことか。専門の研究を進めていく段階で数学が必要となった

とき数学の専門書を自分で行間を埋めながら読める力を身につけさせることが最終目標である。 
  

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

線形代数学Ⅰおよび演習  学部1年 2×2 ○   演習1コマを加えた週2コマのクラスを２クラス担当 

応用数学Ⅱ  学部2年 1×2 ○   

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５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。 
 

【 業績・成果 】 

学術論文・教科書等 

・「工学系の線形代数学」（第２版）（共著 2011.3.30 学術図書） 

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最良の配置が見つかったが、

１２個以上の偶数個では手探りの状態である。かなりきれいな図は見つかったのではあるが、統一的

な解答とは程遠い。その違いはどこにあるのか。グラフ理論の手法で問題を整理して核心に迫ってい

きたい。 
有限個の点の離散空間では、Ｕ.Ｍ.Ｐ.問題はグラフの辺彩色問題と同値である。すなわち、「頂点

数ｎの完全グラフの各辺を、任意の２点から同色の辺で結ばれる点が常に唯一つ存在するように、彩

色することは可能か。」という問題となる。当然、その場合の色数も問題となる。奇数個では正ｎ角

形の各頂点に１個ずつの点を配置した場合が色数（ｎ-1）/2 で最少となる。（各頂点を直線で結び完

全グラフをつくる。同じ長さの辺を同じ色で彩色すればよい。） 
 偶数個の場合、６では最小色数は３、８では５、１０では５となることが確かめられた。しかし、

12 以上では最小色数は不明である。ｎ＝６で現れたグラフは実にきれいな対称性を持ち、ｎ＝１０

ではそれぞれの色を辺とする部分グラフは同型な全域木をなしこれも実にきれいである。 
 

n=6 の場合：第１色は中心の正三角形の各辺 
   ３本とその３頂点と外側の３点を結ぶ３本の 

計６本。２～４色は同型で３本ずつ。 
n=10 の場合：第１色は右図のとおり。 

２～５色はこのグラフを２π/５ずつ 
回転して得られる部分グラフの各辺。 

 

 

このようにグラフを用いたトポロジーの定理の証明は筋道もはっきりし明快であるが、一筆書きと

四色定理以外に有名なものは知られていない。この方面に宝の山が埋もれている感じがする。それを

掘り当ててみたい。 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

男女共同参画推進委員会委員 工学振興基金事業部会委員 
 

【 今後の展開 】  

 「数学の広場」は浜松キャンパスに定着しかなりの成果をあげていると考えられるが、我々から

見て広場に来てほしい学生がやって来ない。彼らの顔をこちらに向けさせる方策を考えねばならない。 
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ED科2年 1 ○   

現代物理 工学部M科2年 1  ○  

物理・化学実験 工学部2年 2 ○  M, EDの物理実験を担当 

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 基板上の Fe イオン(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，摂動計算により VSAの一般的な表式を導出した．ここで，Hso

とΔVcには原子核の振動変位 r と電子のそれの差Δr を考慮に入れた．|VSA|を CuN 基板上の

Fe イオンに対して評価した結果，振動数が 1THz 以下で，|VSAの係数|＞|VSP の係数|になるこ

とが分かった．ただし，VSP は従来のスピン－フォノン相互作用を表す．本研究で得られた結

果は 11 月に出版されたフルペーパー1)に記されている． 

ナノ構造体の物性に関する理論的研究 
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（２）バルク強磁性体の異方性磁気抵抗効果(電気抵抗が磁場の方向によって変化する現象)の理論的研

究を行った．一部の強磁性体にのみ適用可能な従来理論を拡張することで，様々な強磁性体の磁

気抵抗比※の実験結果(特に符号)を説明できる，理論模型を提案した．ここで様々な強磁性体とは，

Weak F erromagnet [bcc-Fe(正)など]，Strong F erromagnet [fcc-Co(正), fcc-Ni(正), Fe 4N(負)など]，
Half-Metallic Ferromagnet [CoMnAl1-xSixホイスラー合金(負), La0.7Sr0.3MnO3(負), Fe3O4(負)など]で
ある．なお，物質名の右の( )内の正負は磁気抵抗比の符号を表す．本研究で得られた理論的考

察を含むレター論文 3)が 10 月に出版された． 
※ 磁気抵抗比=(ρ//-ρ⊥)/ρ⊥．ただし ρ//(ρ⊥)は電流//磁場(電流⊥磁場)のときの電気抵抗率． 

 
＜業績・成果＞ 

学術論文 

1) Satoshi K okado, K ikuo H arigaya, a nd A kimasa S akuma, J. P hys. Soc. Jpn. 79 (2010) 114721-1 - 
114721-24.   

“Spin-atomic vibration interaction and spin-flip Hamiltonian of a single atomic spin in a crystal field” 
2) Satoshi Kokado, Kikuo Harigaya, and Akimasa Sakuma, phys. stat. solidi (c) 7 (2010) 2612 - 2615.   

“Anisotropy energy, spin-atomic vibration interaction, and spin-flip Hamiltonian of a single atomic spin 
 system: application to iron ion” 

3)  Masakiyo Tsunoda, H irokazu Takahashi, S atoshi K okado, Yosuke K omasaki, A kimasa S akuma, a nd 
Migaku Takahashi, Appl. Phys. Express 3 (2010) 113003-1 – 113003-3.  

“Anomalous anisotropic magnetoresistance in pseudo single crystal in γ'-Fe4N films” 
 

国際会議発表 (下記 2件＋他 3件)  

1) Satoshi Kokado, Kikuo Harigaya, and Akimasa Sakuma, “Anisotropy Energy, Spin-Atomic Vibration 
Interaction, and Spin-Flip Hamiltonian of a Single Atomic Spin in a Crystal Field”  
American Physical Society (APS) March Meeting 2011, Dallas, Texas, USA, March 21-25, 2011  

2) Satoshi K okado, K ikuo H arigaya, a nd A kimasa S akuma, “Spin-Atomic V ibration Interaction and 
Spin-Flip Hamiltonian of a Single Atomic Spin in a Crystal Field” 
Third I nternational Workshop on  Dynamics a nd Manipulation of Quantum Systems (DMQS2010), 
Tokyo, Japan, February 14-16, 2011 

国内学会発表 (下記 2件＋他 1件) 

1) 古門聡士, 針谷喜久雄, 佐久間昭正  “単一原子スピン系のスピン－原子振動相互作用 II” 
日本物理学会 大阪府立大学 9月 23日－ 26日 

2) 角田匡清, 高橋宏和, 古門聡士, 駒﨑洋亮, 高橋研  “γ'-Fe4N擬単結晶薄膜の異方性磁気抵
抗効果” 日本磁気学会 つくば国際会議場 9月 4日－ 7日 

招待講演 
古門聡士 “Fe4N のスピン偏極伝導の理論的解析” 東北大学電気通信研究所共同プロジェ 
クト研究会   東北大学電気通信研究所  9月 29日 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 評価実施委員会, 代議委員会 
＜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） 

平成 22年度東北大学電気通信研究所共同プロジェクト研究 

  「負のスピン分極材料を用いたスピントロニクスデバイスの研究」 （分担） 

【 今後の展開 】  

異方性磁気抵抗効果の理論的研究をさらに進め，その研究に関するフルペーパーを執筆する． 
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専任・准教授  関根 義浩 （SEKINE Yoshihiro）   

共通講座  

専門分野： 作用素環論  

 
homepage:「数学の広場」  

http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/～tmath/mathsquare/index.html 
 

【 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Ⅱ  学部2年 2 ○   

数理の構造  学部3年 1 ○   

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」（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、

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。 

 

教員免許状更新講習「数の拡張の話題と確率の世界」の開催  

中・高校の数学科・情報科教諭を主な受講対象者として、教員免許状更新講習を開催した。 

講義は３講からなり、下記の第 1講を担当した。 

講習の概要：「三次方程式と複素数」：三次方程式の解の公式と複素数が導入された歴史を紹介する。 

講習の内容：第 1講 三次方程式と複素数（１００分） 

    「三次方程式の解法」、「複素数の導入」、「方程式論の基本定理」、「判別式」、 

  「高次方程式の解の公式」 

講習の終わりに、試験を実施した。講習は 16名が参加した。 

 
 
 
 
 
 

 
作用素環論 
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【 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＞ 

テクノフェスタ実行委員会委員 
 

【 今後の展開 】  

 作用素環論の研究、数学の基礎教育を行う。 
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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。 
また、学生の復習に役立つよう、授業板書のデジカメ画像ファイルの授業ＨＰへの掲載も行った。 

 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。昨年度と今年度の 2 年間を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＞      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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 3 ○  ED 科、C 科、A 科 

力学・波動 I  学部 1 年 1 ○   

工学基礎実習  学部 1 年 1 ○  複数担当（創造支援センター） 

創造教育実習  学部 1 年 1  ○ 複数担当（創造支援センター） 

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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【 研究 】 

＜目標＞ 

カーボンナノチューブやそれに関連するナノメートル規模構造の電流電圧特性などの電子物性

について数値計算や理論的計算を行い、電子素子などへの応用につながる機能を探索する。  
  

＜実績＞  

（１）2 層ナノチューブで内側チューブを外側チューブから引き出した望遠鏡状の構造では、全電流 
を層間に強制的に流すことができるため、電気伝導度とグラファイト層間相互作用に密接な関 
係が現れる。層間相互作用が大きいにもかかわらず、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。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

 1) “Conductance of telescoped double-walled nanotubes from perturbation calculations” Ryo Tamura,  
     Physical Review B, 2010, 82, 035415-1  -  035415-10  

 

国内学会発表  

    1)  日本物理学会 2010 年秋季大会 1 件 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 
 CCE(次世代ものづくり人材育成センター)工作技術部門運営委員会 

施設利用ＷＧ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。 
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専任・准教授  中島 徹 （NAKAJIMA Toru） 

共通講座 

専門分野： 変分法・幾何解析  

 
 

【 研究室構成 】  

教    員：中島 徹    

 

 

【 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） 幾何学的 2-連結なコンパクトリーマン多様体の 3 次ホモトピー群が, 付随する Jacobi 作用

素の第一固有値が -1 となるような調和写像の集合で生成されることを示し, それに対応

する例および応用が期待される例をいくつかの大学のセミナーで発表した。 
 

＜実績・成果＞  

国際学会発表 

1) “Stability a nd s ingularities of  ha rmonic maps” Toru Nakajima, Geometric A spect of  P artial 
Differential Equations and Conservation Laws , Kyoto 

 
 
 

変分法・幾何解析 
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【 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) 
 
 

【 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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共通講座 
 

 

 

  

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（3名）、1年（1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標とし、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、今年度から原子力分野における安全教育を始めた。 

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） 

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 3  ○  

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、大学院生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 植田一正、梅本宏信、平川和貴、山田眞吉 著（五十音順）、基礎から学ぶ大学の化学、

培風館、2011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た。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。この他、基礎的な研究ツール

となる活性酸素検出をできるだけ低コストで行う方法を研究している。 

 

光化学の医学および生命科学への応用 
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共通講座 
 

＜実績＞  

（1）DNA 結合性ポルフィリン光増感物質の活性制御： これまで明らかにした DNA による光増感物

質の活性制御機構を臨床でも使用可能なポルフィリン類へも応用することに成功した。今年度の

初めに、酸性水溶液中でのみ活性制御可能なポルフィリンを開発したが、後半で水溶液の pHに依

存せずに活性制御可能なポルフィリン開発にも成功した。 

（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)によるタンパク質の酸化損傷作用を明らかにした。 

（3）低コストな活性酸素検出： 活性酸素を低コストで検出可能な試薬をこれまでに明らかにして

いたが、今年度、低コストで測定する装置の開発に着手し、プロトタイプの作成を行った。 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等              

1) “Acid dissociation of axial hydroxyl group of hydroxy(1-pyrenebutoxy)-phosphorus(V) porphyrin 
controls t he intramolecular excitation energy transfer” K. Hirakawa and H. Segawa, Photochem. 
Photobiol. Sci. Vol. 9, pp. 704-709(2010).  

2) “Tetra(p-t-butyl)thiacalix[4]arenetetrol forms 4:1 complex with tetrakis (1-methyl-4-pyridinio) 
porphyrin” K. Hirakawa and H. Segawa, Bull. Chem. Soc. Jpn. Vol . 83, pp. 828-830(2010). 

3) “Effects of hydrogen bonding interaction and solvent polarity on the competition between excitation 
energy and photo-induced electron transfer processes in 
hydroxy(1-pyrenebutoxy)phosphorus(V)porphyrin” K. Hirakawa and H. Segawa, J. Photochem. 
Photobiol. A: Chem. Vol. 213, pp. 73-79(2010). 

4) “Chemopreventive a ction o f or ganic a nd i norganic m aterials on phot otoxic e ffect” K. Hirakawa, 
Photobiology: Principles, applications and effects” ed by Léon N. Collignon and Claud B. Normand, 
Nova Science Publishers, New Yor k, Chapter 6, ISBN: 978-1-61668-005-3, pp. 137-158(2010).  

5) “Water-soluble phos phrousporphyrins w ith hi gh a ctivity for v isible l ight-assisted inactivation of 
Saccharomyces cerevisiae” J. Matsumoto, T. Shinbara, S. Tanimura, T. Matsumoto, T. Shiragami, H. 
Yokoi, Y. Nosaka, S. Okazaki, K. Hirakawa and M. Yasuda, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. Vol . 
218, pp. 178-184(2011).  他 1編 

国際会議発表     

“Development of DNA selective porphyrinoid photosensitizer” K. Hirakawa, and T. Hirano, 2010 環太平洋

国際化学会議, 15 Dec ~ 20 Dec 2010, Honolulu, USA 他 8件 
国内学会発表  

（1）日本光線力学学会学術講演会（1件）、(2) 第 21 回東海地区光電気化学研究会（1件） 

（3）第 32 回日本光医学・光生物学会（1件）、（4）2010 年光化学討論会（3件） 

（5）日本化学会第 91 春季年会（3件） 

招待講演 

“Design a nd synthesis of  porphyrinoid photosensitizer to control t he singlet oxygen generating activity 
through interaction with DNA” The 7th Korea-Japan Symposium on Frontier Photoscience  

【 その他の事項 】 

＜管理・運営＞ 

核燃料物質保管責任者、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

システム運用委員会、物質工学科入試方法検討委員会、特管物委員会 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：(1) JST研究成果最適展開支援事業、簡便かつ低コストな活性酸素測定装置の開発

（代表） (2) 高橋産業経済研究財団研究助成、光線力学的療法用光増感剤の開発（代表） 

新聞報道： (1) 産学連携で成果、中日新聞、2010 年 4 月 (2) この人、静岡新聞、2010 年 4 月 

【 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。また、希少貴金属の有効利用に関する研究を再開したい。 
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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 2  ○  

応用数学Ⅰ 学部2年 2 ○   

応用数学Ⅲ 学部2年 2  ○  

線形代数学 大学院1，2年 1 ○   

  

※その他「数学の広場」を週１回担当 

 
【 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。 
 

 

 

【 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） 
 

 

非線形波動方程式の解の挙動 
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【 今後の展開 】  

 教育面では、学生がより数学に対して関心を持てるような講義を心がける。解らない点について積

極的に質問ができるような環境を作りたいと考えている。また、何度も同じ科目を再履修している学

生をできるだけ減らしたいと考えている。 
 研究面では、最近は伝播速度が等しい連立波動方程式の解のライフスパンを具体的に求めることが

できるかに興味を持っている。 
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専任・講師  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 

C 研究体験実習 学部1年 2 ○  複数担当（24人） 

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） 

   (* C: 物質工学科、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考えている。 

 

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＞ 

  著書 

  “エネルギー触媒技術”, サイエンス＆テクノロジー(株）, “第 3章 第 2節 DME製造触媒”,  

   pp. 50-73 (2010.11). 

 

  国際会議発表         

1. “Development of single-type catalysts prepared using the sol-gel method for direct synthesis of dimethyl 

ether”, 4th International DME Conference.  (2010.9)  (Stockholm, Sweden)  

2. “Hydrogen production from dimethyl ether by steam reforming”, 9th Novel Gas Conversion Symposium. 

(2010.6)   (Lyon, France) 

他 4 件 

国内学会発表  

1.“ゾル-ゲル法で調製したジメチルエーテル水蒸気改質触媒の開発”, 第 40 回石油・石油化学討論

会.  (2010.11)   (神戸） 

2.“ゾル-ゲル法で調製したジメチルエーテル水蒸気改質触媒の固定化”, 第 106 回 触媒討論会 触

媒討論会.  ( 2010.9)   ( 山梨) 
 

特許出願・取得 1 件 

“ジメチルエーテル製造用触媒”, 武石 薫, 出願番号 2006-173685, 登録番号 4506729  (2010.5) 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

1. (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「石炭およびバイオマスを原料とする DME の製造と利 

用に関する触媒および触媒プロセス (代表 北九州市立大学 藤元薫) 」 分担 
2. 高大連携実験実習講座（磐田南高校、浜松工業高校、海の星高校、豊丘高校 対象）担当 
3. ベトナム日本留学フェア（ハノイ、ホーチミンシティー）で静岡大学の広報 
4. 外国人学生のための進学説明会（東京）で静岡大学の広報 
5. 日韓プログラム留学生推進フェア（ソウル）で静岡大学の広報 

＜管理・運営＞ 

テクノフェスタ実行委員、国際交流センター運営委員、NIFEE 委員 

＜特筆事項＞ 

  第 7回 村田基金研究助成 （（財）浜松科学技術研究振興会）採択 

外部資金獲得：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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専任・講師 守田 智 （MORITA Satoru）   

共通講座 

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（1名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  物質工学科の３年生必須科目である安全工学とその他の学科の４年生向けの選択科目である安

全工学をそれぞれ３回分担当している。本講義では事故を未然に防ぐための方法論を数理統計的に

分析するための知識を学生に提供する。留学生(NIFEE)の１年生の情報処理の講義も担当しており、

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。研究室のゼミでは日本語

のテキストの輪読と英語論文を読むことで幅広い知識が身に着くようにする一方、研究課題の選択

には学生の自由裁量を与えて積極性を促している。 

 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

安全工学  学部3年 2 ○  講義3回分 

安全工学 学部4年 2 ○  講義3回分 

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。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。同時に統計的な手法も取り入れた数理モデル構築法の提案を目指して

いる。 

 
【 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

分析。 

（２） 生態系モデルの数値的な解析と理論の構築。 

 

 

複雑なシステムにおける構造の数理解析 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                           

1) "Effects of  ha bitat de struction i n m odel e cosystems: P arity l aw de pending on s pecies r ichness", 

Nariyuki Nakagiri, Yukio Sakisaka, Tatsuya Togashi, Satoru Morita and Kei-ichi Tainaka, Ecological 

Informatics 5 (2010) 241-247. 

2) “Negative f requency-dependent s election i n f emale c olor pol ymophism of  a  da mselfly”, Yuma 

Takahashi, Jin Yoshimura, Satoru Morita and Mamoru Watanabe, Evolution 64 (2010) 3620-3628. 

他１件 

 
国際会議発表                          

1) "Structure analysis of  a  ge nealogy ne twor” Tsuyoshi Mizuguchi, Yosuke Horiuchi, S atoru M orita, 
Complexity, Computation and Information 
 

国内学会発表  

日本数理生物学会・日本生態学会など、計 8件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

ベトナムのハノイ、ホーチミンにおける日本留学フェアでの広報活動 

ベトナム・ハノイ工科大学へ海外 IT 現状視察 

 

＜管理運営＞ 

国際交流センター運営委員会の委員 

 

【 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

協力のもとに発展させていきたい。 
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次世代ものづくり人材育成センター 

創造教育支援部門 

２ 

 

 

 
      Educational Division for Creative and Motivational Engineering 

URL http:// www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tsozo/  
 

【 創造教育支援部門構成 】  

部 門 長： 東 直人(次世代ものづくり人材育成センター・教授) 

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)， 朝間 淳一(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)， 

王 龍標(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。 
 

＜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 20 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

開催した（右写真）。また，下記の市民向け教室や小中学生向

け教室を各種開催した。 
 
2010.6.17（木）浜松市立飯田小学校 ロボット講座 111 名 
2010.7.28（水）浜松市理科研究部 研修会 40 名   
2010.8.6（金）夏休み、親と子で楽しむ「ものづくり」 28 名  
2010.8.10（火）教員免許更新講習会 ロボット製作とプログラミング 10 名 
2010.10.12（火）サイエンスパートナーシッププロジェクト浜松海の星高校・静岡大学 高大連携実

験実習講座①「ロボット制御に学ぶ身のまわりのデジタル技術」－ミュロボをつくろう編－20 名   
2010.10.26（火）サイエンスパートナーシッププロジェクト浜松海の星高校・静岡大学 高大連携実

験実習講座②「ロボット制御に学ぶ身のまわりのデジタル技術」－ミュロボプログラミング編－

創造教育支援部門 
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創造教育支援部門 

20 名 
2010.11.4（木）浜松市立広沢小学校 ロボット講座 90 名 
2010.11.13（土）－14（日）テクノフェスタ in 浜松「ロボットを体験しよう！」229 名（土），259

名（日） 
2010.11.16（火）サイエンスパートナーシッププロジェクト浜松海の星高校・静岡大学 高大連携実

験実習講座③「ロボット制御に学ぶ身のまわりのデジタル技術」－ミュロボプログラミング編－

20 名 
2010.11.25（木）浜松市立広沢小学校 ロボット講座 60 名 
2010.11.30（火）サイエンスパートナーシッププロジェクト浜松海の星高校・静岡大学 高大連携実

験実習講座④「ロボット制御に学ぶ身のまわりのデジタル技術」－制御用デジタル回路編－20 名 
2010.12.16（木）サイエンスパートナーシッププロジェクト大瀬小学校 ロボット講座 108 名   
2010.12.18（土）マルツ電波・静岡大学 産学連携社会人実習講座 アンプ教室 21 名   
2011.1.8（土）マルツ電波・静岡大学 産学連携教育講座 ロボット教室 30 名  
2011.1.25（火）サイエンスパートナーシッププロジェクト浜松海の星高校・静岡大学 高大連携実験

実習講座⑤「ロボット制御に学ぶ身のまわりのデジタル技術」－3D プロッター＆基板加工編－20
名 

 
＜外部資金・プロジェクト等＞ 

平成 22 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 
(創造教育支援部門が中心となり企画・申請) 
2010.8.21（土）･22（日）静岡かがく特捜隊夏まつり in 

浜松 7 講座出展 
2010.11.13（土）･14（日）「テクノフェスタ in 浜松」にて  

おもしろ実験 5 講座開催。9 講座を支援 
2010.11.23(火)浜松 RAIN 房講演会開催「ハヤブサの翼、イトカワの砂」 
2011.2.20(日)浜松 RAIN 房 5 講座、成果発表展示開催 
浜松キャンパス東南角池に、蛍飼育施設設置 
平成 22年度参加型活動 59 回 参加者数 32,977人 

連携自治体：浜松市、磐田市、湖西市、袋井市、森町 

参加機関数：83機関（2011.3.31現在） 

＜社会連携＞ 

浜松ダヴィンチキッズプロジェクト（理科）の推進 
市内小中学生 8名を選抜し、研究活動支援と産業自然体験プログラムを実施 

2010.7.4(日) 開講式  

2010.8.23（月）中間発表会  

2010.11.13(土)科学者講演会（有馬 朗人元文科大臣）  

2011.2.26(土)最終発表会 

キッズ 8名の自由研究が、県知事賞はじめ各科学賞受賞 

 

＜著書＞ 

工学基礎実習としてのメカトロニクス 2010 藤間 信久他，学術図書出版社(2010). 
 

【 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。 
 浜松 RAIN 房を自立化し、平成 23 年度以降も事業実施。 
 浜松市教育委員会と連携し、浜松版理科カリキュラムを策定及び実施予定。 
 浜松市生涯学習課と連携し、公民館等講座支援事業実施予定。 
 平成 23 年度未来の科学者養成講座（独立行政法人科学技術振興機構）申請、採択。 
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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 2010」藤間信久他，学術図書出版(2010). 
 

【 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＞ 

 1) 地域の小中高等学校における学習支援活動 
・浜松市立飯田小学校（フィールドワーク活動 10/21･28,11/18の計画・指導・実施） 

・浜松市立冨塚中学校（クラブ活動（科学工芸部）の助言・指導） 

・静岡県立浜松南高等学校（フィールドワーク活動 10/2,10/23，11/6，12/11，12/18 の計画・指

導・実施） 

2) 小中高校生，教員向け研修，実習教室開催 
・浜松市立飯田小学校 6年生全員の体験学習会（ロボット講座）開催(2010.6.17) 

・浜松理科研究部研修会（小中学校理科教員研修会）開催(2010.7.28) 

・夏休み、親と子で楽しむ「ものづくり」（小学 4～6年生の親子）開催(2010.8.6) 

・教員免許更新講習会「理科教育の生産現場における重要性」講師(2010.8.10) 

・浜松市立広沢小学校 6年生全員の体験学習会（ロボット講座）開催 11/4,11/25 

・JSTサイエンスパートナーシッププロジェクト浜松市立大瀬小学校 12/16 

・JST サイエンスパートナーシッププロジェクト浜松海の星高等学校 10/4,10/12,11/16，

11/30 

・産学連携実習教室開催－マルツロボット講座(2011.1.8) 
3) 出張授業 

・静岡県立浜松南高等学校 (2010.9.11) 

 

＜管理・運営＞ 

次世代ものづくり人材育成センター創造教育支援部門長 
＜特筆事項＞ 

講演：「次世代ものづくり人材」浜松ロータリークラブ）（3/1） 
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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専任・教授  藤間 信久 （ FUJIMA Nobuhisa） 

共通講座（物理）・次世代ものづくり人材育成センター  

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）、 

（次世代ものづくり人材育成センター） 

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 2010」藤間信久他，学術図書出版社(2010). 

・「量子力学入門」第 3版 星野敏春他，学術図書出版社(2010). 

・「力学・波動」改訂版 浅田寿生他，日新出版(2010). 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

ナノテクノロジーの進歩により，新物質素材（金属ガラス・ハーフメタル等）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

ナノ物質の原子構造・物性の第一原理計算 
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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) ZrNiNb 系金属ガラスにおける局所原子構造と安定性の解明 

(2) 同金属ガラスにおける水素吸蔵にかかる性質の解明 

(3) ホイスラー合金における磁性・ハーフメタル発現のメカニズムに関する研究 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等              

1)  “Structures of the icosahedral clusters in Ni5Nb3Zr5H glassy alloys determined by first-principles 
molecular dynamics calculation and XAFS measurements”, M. Fukuhara, N. Fujima, H. Oji, A. 
Inoue, S. Emura, J. Alloy. Comp., 2010, 427, 182-187. 

2)  “Superconductivity and Coulomb oscillation in Ni5Nb3Zr5H glassy alloys with nanoclusters”,M. 
Fukuhara, H. Yoshida, A.Inoue, N.Fujima, Intermetallics, 2010, 18, 1864-1866 . 他 2 件 

  

国際会議発表 

・ISSPIC15等 2件 

国内学会発表  

・日本機械学会等 5件 

 

招待講演 

1) “工学部新入生全員に対する創造性育成ものづくり教育”，藤間信久 質の高い大学教育推

進プログラムシンポジウム（2010 年 12 月.14 日 東京工業大学） 
2) “地域連携理系人材育成事業と工学部新入生全員に対するものづくり教育”，藤間信久 日

本機械学会 ワークショップ 機械工学における設計論教育（2010 年 9 月 6 日 名古屋工業

大学） 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

浜松・東三河地域「光・電子技術イノベーション創出拠点」産学官連携ネットワーク協議会人材

育成教育部会委員 

＜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ーク：浜松 RAIN 

房」平成 20 年～22年 （代表） 

＜特筆事項＞ 

受賞・表彰： 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：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」平成 20年～22年 

 

【 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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      Machining Technology Division, Center for Creative Engineers, Shizuoka University 

URL http://www.eng.shizuoka.ac.jp/  
 

【 工作技術部門構成 】  

部  門  長：酒井 克彦(工学部機械工学科・准教授・併任) 

専任技術職員：磯谷 章、佐原 和芳、岩澤 充弘、神尾 恒春、岡本 哲幸、大石 武則   

技 術 職 員 ：松野 貞雄 

＜目標＞ 

工学において最も基本的かつ重要なものづくり技術について、生産現場で実際に用いられる工作機

械を用いた金属加工実習を通して、座学で学習した内容に対する理解を深めるとともに、卒業研究や

大学院における研究活動の充実および、社会においてものづくり基盤技術を身に付けたエンジニアと

して活躍できる人材を育成することを目標としている。さらに、本部門では教員や学生、大学院生の

研究用装置の試作・製作及び修理を受託し、研究者のニーズに合ったきめ細かいサービスを提供する

ことを通じて、学内の研究活動を積極的に支援することも目標としている。 
 

＜担当科目＞ 
 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

キャンパスワーク 機械工学科 2年 2 ○   

機械工作実習 ７テーマ（エンジン分解組み立て、

溶接、旋削加工、歯切加工、フライス加工、研削加

工、放電加工） 

物質工学科実験 

(工作実習) 
物質工学科 3年 2 ○  

機械工作実習 ６テーマ（溶接、旋削加工、歯切加

工、フライス加工、研削加工、放電加工） 

物質工学科実験 

(工作実習) 
物質工学科 3年 2   ○ 

機械工作実習 ６テーマ（溶接、旋削加工、歯切加工、フライ

ス加工、研削加工、放電加工） 

創造教育実習 工学部 1年 4  ○ 

旋盤・ボール盤・フライス盤・タップ作業等の機械加工に関す

る技術指導・安全教育、創造実習コンテスト課題製作に関す

る技術指導 

 

工作技術部門 

 

 

 

実習風景（フライス加工） 実習風景（旋削加工） 
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＜業績・成果＞ 

1) 委託作業及び先方作業 

 平成２２年度の委託作業件数は、工学部および工

学部以外の学内研究室からの依頼を含めて３４１件

であった。その内容は研究用実験装置や治具類、試

験片等の試作・製作および加工など多岐にわたって

おり、依頼者の要望に最大限応えるような努力を行

っている。(右写真 製作依頼品例) このような加

工作業を学内で製作することにより、一般業者への

外注依頼と比較して、仕様に関する打ち合わせを頻繁に行うことによって研究に必要な機能をより合

理的に実現することが可能になり、さらにコスト面でのメリットも大きくなっている。ある製作依頼

品については製作コストが外注見積と比較して約 5 万円（約５０％）低減した例もあった。また先方

作業、すなわち教職員や学生自身が研究用実験装置製作や試験片加工などの目的で本部門の工作機械

を使用した件数は４１８件であった。これらの作業では使用者に対して工作機械使用上の安全教育を

実施した結果、本年度の機械加工作業中の事故数は２件（いずれも軽微）であった． 

2) 学生のものづくり課外活動支援 学生フォーミュラ(Shizuoka University Motors, SUM)、ヒコーキ

部、ロボットクラブ、宇宙エレベータクラブをはじめとするものづくり系サークルがコンテストに参

加・出品する際の支援を積極的に行っている。SUM については、第８回全日本学生フォーミュラ大

会（主催：自動車技術会）で、国内外合わせて８５校のエントリー中総合第６位入賞を果たした他、

ヒコーキ部が製作した人力飛行機は鳥人間コンテスト選手権大会（読売テレビ主催）への出場を果た

すなど、各サークルとも活発な活動を行っており、工学部におけるものづくり活動を広くアピールし

ている。 

 

＜社会連携＞ 

 平成２２年度の工作技術部門の見学は４３団体、６１０名であった。その概要を以下に示す。 

 1) 高等学校関係者：（教員、学生、父兄）静岡県立浜松南高等学校（４８名）他８校（１９４名） 

 2) 大学関係者：国立大学法人徳島大学（２名） 他１０校（４７名） 

 3) その他学校関係：３校（４９名） 

 4) 浜松工業会 ６件（１０３名） 

 5) 企業その他各種団体など １６件（１６７名） 

 また第２５回日本国際工作機械見本市の見学など、最新の機械工作技術に関する動向の調査を行い、

実習をはじめ業務内容に積極的に反映している。 

 

【 今後の展開 】  
 これまでのキャンパスワーク、機械工作実習で習得した基本的な材料加工法を実際のものづくりへ

展開するためには、たとえば射出成形金型の設計・製作実習や樹脂部品成形加工実習などの高度なも

のづくり体験が必要であると考えている。今後は現状で実施している１年時のものづくり基礎教育、

２年時のものづくり応用教育に加えて、３年時または４年時にものづくり実践教育を実施できる体制

の整備（設備、人員、技術）をおこない、創造教育部門、社会連携部門の協力の下に本部門における

教育活動のさらなる充実を目指していく。 
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     Regional collaboration and Joint Research Division 
 

【 地域連携部門構成 】  

部 門 長： 上田 芳伸（次世代ものづくり人材育成センター・教授） 

副 部門長： 早川 邦夫（准教授） 

併任 教員： 上田 芳伸（工学研究科事業開発マネジメント専攻・副専攻長兼専任教授） 

       早川 邦夫（機械工学科・准教授）、中村 保（工学部・特任教授） 

併任研究員： 久保田 義弘（はままつデジタルマイスター・特任研究員） 

併任 職員： 牧澤 久光（イノベーション共同研究センター・特任職員） 

 

＜目標＞ 
浜松地域を中心に、三遠南信地域の製造業と連携し、以下の様な次世代ものづくり人材を育てます。 
１． ものづくり高度基盤技術を創出できる２１世紀型製造中核人材 
２． 新製品開発・生産技術開発ができるデジタル マイスター 
３． ものづくり技術経営を知悉した事業経営人材 

 また、次世代ものづくり人材育成及び技術支援のための「ものづくり知恵袋（地域の経験豊かなも

のづくり人材）」のネットワークを構築します。 

 

＜現在活動しているプログラム＞ 
   

プログラム 対象 コマ数 期間 備考 

１．地域再生人材創出拠点の形成 

はままつデジタル・マイスター（ＨＤ

Ｍ）養成プログラム 

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/digital_mei

ster/ 

製造業中堅設

計者及び生産

技術者 

９０～８５ 樹脂成形コース・ 鍛造コ

ース・板金加工コース 

４月～１２月 

ＭＯＴコース 

１０月月～１２月 

Ｈ２３年度より、はまま

つ産業創造センター

主催事業 

２．製造中核人材育成講座 工場長候補～

現場職長 

５０ 

（100時間） 

 ５月下旬～１０月下旬  同上 

３． ＣＦＲＰ事業化研究会、チタン事業

化研究会、ウルトラハイテン事業化

研究会、マグネシウム事業化研究会 

地域関連企業 －  Ｈ２２年発足、活動中 同上 

４．サポーティングインダストリー高度基盤

製造技術開発プログラム 

同上 － ２年～３年  

 

＜業績・成果＞ 

１．はままつ デジタル・マイスター（ＨＤＭ）養成プログラム 

平成２２年度は、「樹脂成形コース+ＭＯＴコース」は、養成目標５名に対して５名を養成し 

「鍛造コース+ＭＯＴコース」は、養成目標５名対して、７名を養成した。 

事業期間全体では、「板材成形コース+ＭＯＴコース」の養成目標１５名に対して２１名、「鍛

地域連携部門 
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造コース+ＭＯＴコース」の養成目標１５名に対して、１６名、「鋳造コース+ＭＯＴコース」

の養成目標５名に対して、６名、「樹脂成形コース+ＭＯＴコース」の養成目標５名に対して、

５名を養成した。コース合計では４８名を養成した。さらに、試行版の「板材成形コース+Ｍ

ＯＴコース」では、８名を養成した。 

１２名の受講生に対し、４月から１０月にかけて、「樹脂成形コース+ＭＯＴコース」は、３

１日間９０．５コマ、「鍛造コース＋ＭＯＴコース」は、３２日間８４．５コマ実施した。 

その中で、随時講義・演習内容について検討を行い、９月２５日に中間評価を実施し、１２

月２５日と２月１日に修了認定課題発表会を実施した。９月２５日午後から、約８０名が参加し

「デジタルプロセスによるものづくり技術革新」と題してシンポジウムを開催した。 

２．製造中核人材育成講座 
はままつ産業創造センター主催に、浜松地域の基幹産業である輸送機器製造業を支える人材を

継続して育てていくため、大局的な視点から製造工程を把握し、基盤技術（加工・成形・組み立

て・塗装・仕上げ）を体系的に身に付け、かつ全体を一気通貫した判断の出来る、総合的オペレ

ーション能力を備えた人材を育てる目的で活動中です。平成１７・１８年度経済産業省の委託事

業として地域の各輸送機器企業・静岡大学工学部・静岡理工科大学・浜松商工会議所の連携・協

力で開発・実証したプログラムを、自律化し継続しています。平成２２年度は、受講者３０名に

て実施しました。 
３． ＣＦＲＰ事業化研究会、チタン事業化研究会、ウルトラハイテン事業化研究会、マグネシウム事業化研究

会 

次世代自動車開発関連事業として、H21～22 年度にかけて 4 事業化研究会が発足し、3 年間活

動を行います。詳細は、守秘義務のため省略します。 

４．サポーティングインダストリー高度基盤製造技術開発プログラム 

現在、2件が静岡大学が管理法人として活動中です。詳細は、守秘義務のため、省略します。 

 

＜外部資金・プロジェクト等＞ 

・地域再生人材創出拠点の形成 はままつ デジタル・マイスター（ＨＤＭ）養成プログラム 

平成２２年度科学技術総合推進費補助金 終了 

 

＜社会連携＞ 

 スズキ(株)・ヤマハ発動機(株)、ＦＣＣ(株)様との包括提携 

浜松地域の各輸送機器製造企業・静岡理工科大学・浜松商工会議所・はままつ産業創造センター 

との協力体制 

 

【 今後の展開 】  
  地域連携部門は、平成２２年度、次世代ものづくり人材育成センター開設時に、新しく設

置された部門です。創造教育支援部門・工作技術部門に関わる地域との連携も含め、現在継続中

のプログラムをより進化させるため、目標に掲げたセンター支援する「ものづくり知恵袋倶楽部」

ネットワークを構築していきます。 

永年ものづくりに関わった方々、定年退職された技術者、研究者の方々を探し、次世代ものづ

くり人材育成センターの３つの機能を支援活動が出来る人材ネットワーク（目安として６０才以上の

技術者と研究者の集団 ） 

１．小中高生向けの理科教育プログラムの支援 

２．工学系学生向けの機械工作実習の加工機器の使用安全指導の支援 

３．浜松地域の企業の新技術・新加工への試行の支援  
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技術部 平成 22年度活動報告 

 
1. 技術部組織 
平成 23 年 2 月 1 日より技術部組織の改編が行われ、学科教育・研究支援室およびものづ

くり・分析支援室の 2 支援室体制になった。今回の活動報告は旧体制での活動報告を説

明する。(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)、４つの支援室である。 
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。各支援室の 20010 年度（4 月から 1 月まで）活動状況である。 
 
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 
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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) 

(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) 

 
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) 
 
  2010 年度研修題目及び代表者一覧 

実施者名 研 修 題 目 参加人数 
岩本 慎二 
中本 順子 

電気機器配線の災害を防止するための『電気工事入門』 6 名 

石田 敬三 ブレッドボードを使用した電子回路製作の基礎 8 名 
平尾 正志 3 次元 CAD「SolidWorks」の活用 6 名 
太田信二郎 制御回路基板の設計・製作実習 13 名 
増田 健二 専門基礎物理実験「波と振動」の測定装置の改良 8 名 
後藤 克嘉 
水野 保則 

アンケートサーバの構築およびプログラミング研修 6 名 

 
西部キャンパス研修 

  講演題目：「IT の見えない化」そのメリットと活用事例 
  講演者 ：長谷川孝博 静岡大学 情報基盤センター副センター長 
 会場  ：佐鳴会館 会議室 
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(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) 
 2010 年度発表題目および発表者名 
発表者名 発 表 題 目 

水野 保則 Web を使った工学部授業アンケートシステムの構築 
水野 隆 テクノフェスタにおいて展示する Hama-Bot の紹介 

 
② 技術研究会 
発表者名 発 表 題 目 研究会名 
戎 俊男 展示用メカトロニクス教材の試作について 総合技術研究会 
磯谷 章 形彫り放電加工を利用した曲り穴加工 総合技術研究会 

黒川 正明 学生実験の改良について 総合技術研究会 

増田 健二 都市における温室効果気体と大気汚染物質のリモ

ートセンシング計測 
総合技術研究会 

増田 健二 長光路差分吸収分光（DOAS）法を用いた近赤外

における二酸化炭素の吸収計測 
機器・分析研究会 

後藤 克嘉 静岡大学浜松キャンパス共同利用機器センターの

運用について 
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 
永田 照三 小学校への理科支援活動への取り組みについて 名古屋工業大学 
河合 秀司 静岡大学工学部技術部の今 三重大学 

 
新組織の支援室にはそれぞれ 3 グループ（以下 G 略）が置かれている。 
「学科教育・研究支援室」： 
（1） 機械工学 G（2）電気電子・システム工学 G（3）物質・共通講座 G 
「ものづくり・分析支援室」 
（1） 情報・分析 G（2）装置開発 G（3）創造教育・地域貢献 G 
その他に、プロジェクトグループ（工学部プロジェクト支援業務）が置かれている。 
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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・工学部生対象 後期） 

 学際科目「ヒューマン•エコロジー」実施（静岡 後期） 

 卒業研究、大学院（修士）研究にて多数のテーマで研究指導 

地域活動 

 佐鳴湖地域協議会での活動（会議出席、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 

 講演依頼への対応 

研究成果報告 

 学会発表等成果発表 

「環境ボランティア獲得のための情報提供戦略」、前田恭伸、森 保文、伊藝直哉、犬

塚裕雅、淺野敏久、杉浦正吾、環境科学会2010年会、（2010.9.16 東京）ほか15件 

 講演  

戸田三津夫、浜松ロータリークラブ卓話 2010.4.13「佐鳴湖の環境について」ほか 6件 

活動報告書の発行 

 3 月に活動報告書発行し各所に配布した A4、360 ページ、一部カラー、300部。 

（静岡新聞：2011.4.28 静岡大工学部チーム「佐鳴湖浄化」活動 7年間の記録発行） 

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） 

佐鳴湖の物質収支（松田研究室） 

安定同位体を用いた水循環解明（戸田研究室） 

安定同位体を用いた湖内生態系解析（戸田研究室） 

ヤマトシジミの浄化効果と食性（戸田研究室） 

佐鳴湖 WebGISの構築（前田研究室） 

佐鳴湖における脱窒細菌群集の構造と機能の解析（二又研究室） 

高窒素含有水産系廃水の佐鳴湖底泥によるメタン発酵（金原研究室）  

研究費受入、委託研究 

「佐鳴湖流域湧水量調査研究業務」、平成 21～22 年度，浜松市環境保全課受託業務研

究（瀬野） 
「微生物による水 - 土壌環境の潜在的浄化能力の評価と具現化」、（財）はましん地域

振興財団研究助成、平成 22 年度、15 万円（二又） 
工学部学部長裁量経費（150 万円） 
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静岡大学工学部プロジェクト（三浦グループ）研究会 
平成 22 年度活動報告書 

 
プロジェクトリーダー  三浦 憲二郎      工学部 機械工学科 

 
 
1. プロジェクト概要 

本研究では，空間サンプリングの限界を超える超解像画像処理，光の回折限界を超える空間強度分布変調照明法，

を複数画像再構成処理の観点から高度に融合し，新しい高解像イメージング手法を確立することを目ｓ的として

いる．更に，微細化が著しい最先端の製造分野における欠陥検査への応用を考え，高スループットかつロバスト

なイメージング技術の開発を目指す．さらに，3 次元顕微計測と形状モデリングを統合し，計測対象の高精度な形

状モデルを高速に作成する基盤技術を研究・開発する. 

2. プロジェクトメンバー 

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 

3. 活動報告 

3 次元空間変調照明を精密計測に応用することを目的として，マルチビームの 3 次元干渉に基づいた広範領域 3
次元空間変調照明の生成・制御手法の提案を行った．実験装置構築に先だって，3 次元変調照明に関する理論的解

析（マルチビーム配置の最適化），3 次元 FDTD法による 3 次元変調照明生成・制御シミュレーションを行った．そ

の結果，複数のレーザ光源の空間的配置の最適化および偏光制御を行い，干渉させることによって，3 次元方向そ

れぞれに高い空間周波数（0.3µm 程度）を有する局在エネルギ分布が(1mm)3といった広範囲の空間領域に生成可

能で，位相シフトによるナノオーダーの空間位置制御が可能であることが分かった．更に，4光束干渉実験装置を

構築し，ポリスチレンラテックス標準粒子を計測対象として 3次元空間変調照明を 3次元的に空間シフトさせた．

その結果，理論およびシミュレーションに即した観察画像における周期的な輝度変調を確認した．また，顕微画

像を用いてナノ・マイクロの 3 次元形状を再構築し，欠陥形状検査に応用する研究に着手した． Shape-from-focus
や Light-field 顕微観察により焦点系列画像群を取得し，合焦位置を極地アルゴリズムや局所分散アルゴリズムによ

り求め，マイクロ欠陥の三次元形状を再構築することを提案した． 

工学部プロジェクト主催として以下のような第1回ModelingNano研究グループセミナー講演会を開催した．  
日時と場所： 2010年 7月 14日（水）16:15～17:15，静岡大学浜松キャンパス 総合研究棟 21教室 

演題： 複数枚を利用した超解像処理 

講師： 東京工業大学大学院理工学研究科 田中 正行 准教授 

概要：超解像処理では何ができて何ができないのか，どのような応用が研究されているのかなど，これまでの研究

紹介をしていただいた．複数枚を利用した超解像処理は，大きく位置合わせ処理と再構成処理から構成されており，

画像変形・最適化・外れ値対応・オクルージョン対応・照明変化対応・ロバストネス向上・高速化など，コンピュ

ータビジョンや画像処理の分野で必要とされることを教えていただいた． 

   
工学部プロジェクト主催第1回ModelingNano研究グループセミナー講演会の様子 
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静岡大学工学部プロジェクト（平川グループ）研究会 
平成 22 年度活動報告書 

 
プロジェクトリーダー  平川 和貴   工学部 共通講座   

 
 
1. プロジェクト概要 本プロジェクトは、「革新的がん光治療の基盤研究」というテーマで、がんの光線力学的

療法に用いる薬剤（光増感剤）の開発を目的としている。光線力学的療法は、光化学反応によるがん細胞内生体

分子の損傷を原理とした低侵襲がん治療であり、臓器の温存等 QOL の維持では最高レベルといえる。しかし、治

療効果の向上が課題であり、その鍵となる光増感剤の開発が医工連携における工学部の重要な役割となっている。

本プロジェクトでは、テーラーメイド光治療を目指した光増感剤の DNA による活性制御と酸素に依存しない作用

機序の実現を課題の中心としている。 

 

2. プロジェクトメンバー 

 工学部 共通講座（化学）平川 和貴、共通講座（化学）梅本 宏信 
 
3. 活動報告 

 今年度は、新規光増感剤の開発と物性評価の基礎研究を進め、水溶性ポルフィリンによる活性制御に成功した。

また、酸素に依存しない電子移動機構が期待される P(V)ポルフィリンの新規化合物について基礎物性を明らかに

した。その成果は、以下の学術論文および学会などで発表した。なお、本活動には、学内共同研究者の他、学外

研究協力者との共同研究も含まれている。 
 

成果発表 1：2010 環太平洋国際化学会議（2010 年 12 月）において、研究成果を発表（代表（平川）による 2 件の

口頭発表、1 件のポスター発表と大学院生 3 名による 3 件のポスター発表）すると共に、海外における当該分野の

第一人者（Prof. Roy H. Pottier, Prof. Brian C. Wilson）とディスカッションし、本プロジェクトへのアドバイスを頂

いた。発表演題などは次の通りである。 
1. Development of DNA selective porphyrinoid photosensitizer （代表（平川）が口頭発表） 
2. Protein oxidation through oxygen-independent mechanism by P(V)porphyrin photosensitizer（代表（平川）が口頭発表） 
3. Photocatalyzed singlet oxygen formation by titanium dioxide and its phototoxic effect（代表（平川）がポスター発表） 
4. Control of the electron transition in photoexcited state of meso-pyrenylporphyrin through an interaction with DNA（大学

院生（原田万理）がポスター発表） 
5. Photodamage of a water-soluble protein by fluorinated porphyrin P(V) complex（大学院生（安海恵都）がポスター発

表） 
6. Interaction between cationic blue-color photosensitizers and DNA（大学院生（大田和洋）がポスター発表） 
成果発表 2：次の学術雑誌における発表を行った。（共同研究者による発表を含む） 
1. K. Hirakawa, T. Hirano, Y. Nishimura, T. Arai, Y. Nosaka, “Control of  S inglet Oxygen Generation Photosensitized b y 

meso-Anthrylporphyrin through Interaction with DNA”, Photochem. Photobiol. 2011. (in press) 
2. J. Matsumoto, T. Shinbara, S. Tanimura, T. Matsumoto, T. Shiragami, H. Yokoi, Y. Nosaka, S. Okazaki, K. Hirakawa, M. 

Yasuda, “Water-soluble phosphrousporphyrins with high activity for visible light-assisted inactivation of Saccharomyces 
cerevisiae”, J. Photochem. Photobiol., A: Chem., 218, 178-184, 2011. 

3. K. Hirakawa, R . Kikuchi, H . Segawa, T . Hirano, S . Okazaki, Y . Nosaka, “O xygen-independet photosensitizer: 
phosphorus(V)porphyrin”, Photomed. Photobiol., 32, 15-16, 2010. 

成果発表 3：日本化学会第 91 春季年会（2011 年 3 月）で次の演題の発表を行った。 
1. 水溶性 P(V)ポルフィリンによるタンパク質の光損傷（代表（平川）が発表） 
2. 水溶性ポルフィリンによる葉酸及びタンパク質の光酸化損傷（学生（井上詩織）が発表）  
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マイクロ波トモグラフィ― 
平成 22 年度活動報告書 

 
プロジェクトリーダー  桑原 義彦   工学部 電気電子工学科 浜松医大 

 
 
1. プロジェクト概要 

乳癌検診に用いられている X 線マンモグラフィは，初期癌の診断率が 30〜60%と低く，X 線被曝の問題がある。

代替手段として UWB レーダを用いたマンモグラフィが精力的に研究され，2010 年 7 月の IEEE アンテナ伝搬国

際会議では初期癌の臨床診断画像が発表され，その有効性が示された。ここで指摘された実用化の課題は，(1)分
解能のさらなる向上と(2)センサと乳房のずれによる撮像ミスである。これらの課題を解決するには，プロジェク

トリーダーが考案した高分解撮像アルゴリズム，吸引により乳房を固定する撮像センサが有効である。これらに

加え，偏波ダイバーシチによる高分解化， UWB 信号応答の直接標本化による診断時間の短縮，ハイブリッド撮

像アルゴリズムによる病理診断を可能にする診断装置を開発し，臨床試験によってその効果を確認する。さらに，

ここで開発した技術を異分野に展開する。 
 
2. プロジェクトメンバー 

所 属          職名     氏 名         役割分担 
電気電子工学科  教授 桑原 義彦 マイクロ波マンモグラフィの開発及び技術展開 
電気電子工学科  教授 竹前 忠  トモグラフィ理論，EIT電極  
浜松医科大学医学部  教授 阪原 晴海 画像診断 
浜松医科大学医学部       助教 小倉 廣之 臨床試験 
 
3. 活動報告 

マイクロ波マンモグラフィ― 

臨床に適用する図 1の診断装置を開発し，ファントムによって動作を確認した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

装置外観          ファントム        撮像結果(ファントム) 

図 1 試作マイクロ波マンモグラフィ 
 

引き続き健常者を対象とした臨床試験を浜松医科大学で実施した。臨床試験の目的は撮像そのものではなく本装

置により被験者に痛み・苦痛がないことを確認することである。5人の被験者の聞き取り調査から，人によっては

調整機構の自由度不足により無理な姿勢を取ったため痛みがあることがわかったので，次年度改善を行う。 

 

異分野への展開 

堆積物の可視化 

電気インピーダンストモグラフィ(EIT)を使った堆積物の可視化に関する検討を行った。逆問題における収束の

発散を防ぐ安定化収束法を考案しシミュレーションと実験により検証した。図2は撮像のシミュレーション例で，

 
 

 

 

癌 
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測定結果が雑音により 30%変動した場合の結果である。これまで検討されていた Morozov の相変原理

(Discrepancy Principle)では雑音があるとクリアな回復画像が得られないが，提案手法によってノイズの多い環境

でもクリアな回復画像が得られることを確認している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

撮像物の構造       Discrepancy Principle      提案法 
図 2 電気インピーダンストモグラフィでの撮像例 

 

さらに実験を行い，石炭層の可視化を行った。 

   
実験システム          測定物          画像回復例 

図 3 石炭層の可視化 
 
図 3 に示すように接触抵抗がばらつく石炭層であっても内部の異物を画像化することに成功している。 
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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 22 年度活動報告書 
 

プロジェクトリーダー   佐古 猛   工学部 物質工学科 

 

研究会所属人数：47名（平成 22 年 3月 1日現在） 

工学部プロジェクト「グローバル・サステイナブル・テクノロジー（GST）研究会」は、平成

17年 9月、産学官が連携して、超臨界流体利用技術、太陽電池、光利用技術といった環境・エネ

ルギー分野の将来の中核技術に関する情報交換、講演会、共同研究の推進、大型プロジェクトへ

の応募を積極的に行う場を提供するために発足した。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 22年度の活動内容 

グループミーティング（講演会＋見学会）を 2回開催。 

平成 22年 6月 4日 第 9回超臨界流体技術グループミーティング 

 場所：一宮地場産業ファッションデザインセンター（愛知県一宮市） 

参加者数：40名 

内容：講演 1「超臨界流体を用いた分析技術への応用」堀川愛晃氏

（日本分光株式会社） 

講演 2「水熱反応を用いたバイオマス廃棄物の適性処理と利

活用」岡島いづみ氏（静岡大学工学部） 

講演 3「水熱処理によるプラスチック＋食品系混合廃棄物の

粉末燃料化」清水達祥氏（藤村通商株式会社） 

プラスチック＋バイオマス廃棄物の水熱粉末燃料化プラントの見学 

質疑応答 

平成 23年 3月 11日 第 10回超臨界流体技術グループミーティング 

 場所：京都大学大学院エネルギー科学研究科（京都市） 

 参加者数：17 名 

 内容：講演 1「多分岐ポリマーをベースとした高機能ナノハイブリッド材料の開発」山田保治氏

（京都工芸繊維大学） 

    講演 2「ute紡績糸/PLA 複合材料の成形と力学的特性に関

する研究」仲井朝美氏（京都工芸繊維大学） 

    京都大学大学院エネルギー科学研究科 坂教授研究室の

見学 

講演 3「超臨界流体によるリグノセルロースの化学変換－

バイオエタノール、バイオディーゼル、バイオケミ

カルスなどの生産－」坂 志朗氏（京都大学） 

    質疑応答 
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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 22 年度成果報告書 
 

プロジェクトリーダー   佐古 猛   工学部 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。プロジェクト全体としては、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。平成 22年度の具体的な活動内容は以下の通りで

ある。 

平成 22年度の活動内容 

主にヒトエグサやコンブ等の海藻を亜臨界水で処理することにより、液体燃料を高収率で製造

するための最適処理条件の探索を行った。 

 

 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(海藻等) 

液体燃料 

亜臨界水処理 

（加水分解） 

研究内容－マリンバイオマスからの燃料製造技術の開発－ 
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新聞報道 

 

 
掲載日 見出し 紙名 

平成 22 年 4 月 2 日（金） 産学連携促進へ表彰 
静大イノベーション共同研究センター4 准教授受賞 

静岡新聞 

4 月 10 日（土） 学長室、地域住民に開放 
  

朝日新聞 

4 月 14 日（水） この人 産学連携が期待できる研究者として表彰さ

れた平川和貴さん 
静岡新聞 

4 月 27 日（火） 『姫街道ネット』設立 地域活性化へ人材育成 
静大呼び掛け 企業や NPIO 参加 

静岡新聞 

5 月 14 日（金） 「上級防災士」新設を検討 減災狙い専門家を育成

へ静岡大と県 大学で研究、学会発表も 
静岡新聞 

5 月 19 日（水） 芝の輪成長 謎を解明 
秘密はキノコの菌の物質 静大研究グループ 

中日新聞 

6 月 8 日（火） 「応用分野も拡大」 分解性能 10 倍光学顕微鏡を公

開  静大・川田教授グループ開発 
中日新聞 

6 月 15 日（火） 軽商用車 EV 開発へスズキ社会実験に投入 
走行計画を前倒し 次世代環境車実験 浜松市が公

表 
 
 

中日新聞 

6 月 17 日（木） ものづくり教育の拠点に 静岡大学工学部が浜松に

新施設 研究、社会貢献機能も集約 
静岡新聞 

6 月 18 日（金） 児童らがプログラム 三輪ロボット走った 
飯田小の 110 人静大で講座「思い通りに動くとうれし

い」 

中日新聞 

同  「ロボット操作面白い」 
静大浜松キャンパス飯田小児童 110 人が受講 

静岡新聞 

6 月 22 日（火） ものづくり浜松支える 
静大人材育成センター開設 

中日新聞 

6 月 25 日（金） 静岡大浜松 ものづくり人材育成センター 
地域連携の拠点落成 

静岡新聞 

7 月 6 日（火） 民意を追う 7.11 参院選 
ネットで「議席予測」株売買の仕組み 
静大・佐藤准教授開設 高い的中率、今回は？ 

中日新聞 

同  ものづくり人材育成拠点が完成 
静大浜松キャンパス 

朝日新聞 

7 月 14 日（水） 静大共同研究テーマ説明会 
 

朝日新聞 

8 月 21 日（土） 「理系人材の育成急務」浜松で 21 世紀倶楽部例会 
藤間教授（静岡大工学部）が講演 

静岡新聞 

8 月 24 日（火） 地球磁場活用した推進システム実験 
宇宙輸送の燃料大幅節約 観測ロケットであす打ち

上げ 静岡大など世界初 

静岡新聞 

8 月 26 日（木） 
 

ピカピカの思い出できた!中区の静大夏の実験教室 
化学変化利用 光るストラップ作り 
 

中日新聞 

8 月 30 日（月） 
 

交換不要のインプラント 
静岡大が公開シンポ 

静岡新聞 
 

9 月 2 日（木） 
 

異分野融合「子ども学」 
 
 

中日新聞 
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掲載日 見出し 紙名 

平成 22 年 9 月 2 日（木） 静大チーム「優勝狙う」全日本学生フォーミュラ 
走行性能向上へ努力 

静岡新聞 
 

9 月 11 日（土） 台湾学生ら 16 人 
浜松の産業に興味静大キャンパス訪問 

中日新聞 

9 月 22 日（水） 政治経済 クルマ新世紀（中）浜松・始まる環境車社

会実験 チャンス 強み生かす協業模索 
中日新聞 

9 月 25 日（土） おはよう 西本 良さん 
高い基礎学力痛感 外国人の子どもに勉強教える

静大大学院生 

中日新聞 
 

9 月 29 日（水） 静岡大発ベンチャー 低料金のクラウド仲介 
用途ごと使い分け指南 運用状況も監視 

日本経済新

聞 
同  この人 全日本学生フォーミュラ大会に出場した木

村憲尚さん 
静岡新聞 

10 月 1 日（金） 環境産業振興探る  
県経済産業政策会議 産・学が事例紹介 

中日新聞 

10 月 6 日（水） 技術者目指しアジアから 
中区 静大で留学生 10 人入学式 

中日新聞 

同  
 

静大工学部 
未来のエンジニア入学東南アジアから 2 期生 10 人 

中日新聞 

10 月 7 日（木） 
 

エコカーいよいよ街へ 
走行実験の開始式 浜松 

中日新聞 

10 月 8 日（金） エコな移動お試し 
環境車行動に登場 浜松、実用化向け実験スタート 

朝日新聞 

同 
 

静大チーム、学生レース入賞 
技術者の卵が設計製作 ものづくり楽しさ学ぶ 

日本経済新

聞 
同 

 
浜松環境車社会実験 参加企業 市内に充電設備

20 基 3 月までに設置 
中日新聞 

 
10 月 7 日（日） 

 
工夫さまざま、ピンポン球集め自慢ロボで“真剣勝

負” 科学館と静大企画教室参加の親子 20 組 
中日新聞 

10 月 27 日（土） 
 

地球磁場利用し宇宙進め 静大など初実験 
推進力生む電子量測定 

静岡新聞 

11 月 6 日（土） 
 

プログラミング挑戦 
静大 広沢小児童が講座受講 

中日新聞 

同  
 

安い小さい心拍モニター 静岡大学工学部山川助

教が開発 在宅介護で期待 異常の早期発見に 
中日新聞 

11 月 11 日（木） 
 

公開授業で乾電池作り電気自動車でデモ走行 
 

静岡新聞 
 

11 月 14 日（日） 
 

静大・中日新聞連携講座 第 1 回開講 「まちを考

える」本当のエコ見抜け  松田智工学部准教授 
温暖化防止策を解説 

 
朝日新聞 

同  
 

研究成果市民に紹介 静大テクノフェスタ浜松 
ロボ操作や工作も 児童ら興味津々 

中日新聞 

11 月 16 日（火） 
 

新素材で長寿命化 ステンレス切断用チップソー 
エスケイと静大開発 刃先形状も改良 

静岡新聞 

11 月 17 日（水） 
 

静岡大大学院教授が高校生の授業を見学 浜松城

北高校 
静岡新聞 

11 月 18 日（木） 
 

静岡大学変様 留学生の新たな価値模索 
「数」から「質」へ転換期 

静岡新聞 

11 月 19 日（金） 
 

光など最先端研究発表 中区の静岡大 
高柳氏記念シンポ 

中日新聞 

12 月 5 日（日） 
 

就職へ学生 450 人真剣 中区で静岡大合同企業説

明会 全国から 121 社 2 か月早め 
中日新聞 

12 月 8 日（水） 
 

理工系教育機関連携へ  
県内 次世代科学者を育成 

静岡新聞 

 

341



資料編 

 
掲載日 見出し 紙名 

平成 22 年 12 月 12 日（日） 
 

静大・中日新聞連携講座第 2 回開講「まちを考える」

残留物をバイオ燃料に 分解技術の最新研究紹介 
創造科技術大学院 佐古猛教授 

中日新聞 

12 月 17 日（金） 
 

静大にものづくり拠点 地域と連携、技術者養成 静岡新聞 

 
平成 23 年 1 月 5 日（水） 

 
科学っ子育て 研究者ら小学校出前実験 
産学官で共同浜松市が検討 

中日新聞 

1 月 18 日（火） 
 

頭に小さな穴 柔らかい合金挿入 
てんかん治療負担軽減 静岡大研究グループ開発 
脳波測定し手術今年中に臨床実験 

 
静岡新聞 

1 月 30 日（日） 
 

佐鳴湖浄化機会増を  
静大シンポ 地域連携 4 事例報告 

科学新聞 

2 月 17 日（木） 炭素新素材 糸状に 
紡ぐ技術を開発 静岡大グループ 
 

中日新聞 

2 月 21 日（月） ロボット大戦性能競う 玉入れ、風船割り・・・ 
市民ら声援  
アクトで静大工学部前年生 ものづくりへ関心高め 
 

中日新聞 

2 月 21 日（月） ロボコン“熱戦” 浜松・中区静岡大生が披露 
 

静岡新聞 

2 月 27 日（日） 理科研究に成果 浜松市の人材育成事業 
小中学生 8 人発表   

静岡新聞 

同 塩分濃度と浮力を解説 
中区静大で子ども研究報告会「理科の面白さ」発表 

中日新聞 

3 月 6 日（日） 静大・中日新聞連携講座 最終回 災害時の意思

疎通カギ 前田・工学部准教授 
 東海地震ゲーム通じ対処法助言  
 

 
静岡新聞 

3 月 30 日（水） 産学連携に貢献 静岡大と浜松信金  
研究者を表彰 

静岡新聞 

3 月 31 日（木） 産学連携研究で成果 「IJRC 賞」など表彰式 
 

中日新聞 

同 静大と光産業大学院大が協定 
地域産業活性化へ連携 
 

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 67 件 

     交付額  14545 万円 

 

受託研究 受入件数 33 件 

受入額  32382 万円 

 

共同研究 受入件数 124 件 

受入額  12755 万円 
  （※複数年契約等で 22 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２２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) 
川田 善正 

（機械工学科） 

電子線励起による微小光源を利用した実時間観察可能な近接場

光学顕微鏡の開発 

基盤研究(B) 
二又 裕之 

（物質工学科） 
高効率型微生物燃料電池における微生物共生システムの解明 

基盤研究(B) 
中山 顕 

（機械工学科） 

局所体積平均理論に基づく生体伝熱の定式化とマルチスケール

解析モデルの開発と検証 

基盤研究(B) 
江上 力 

（電気電子工学科） 
バッファリングを有するナノパターンド微粒子３次元光メモリ 

基盤研究(B) 
李 洪譜 

（電気電子工学科） 

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 

基盤研究(B) 
脇谷 尚樹 

（物質工学科） 

成膜時磁場印加による自発的超格子構造の生成メカニズム解明

と構造誘起強誘電性の発現 

基盤研究(B) 
須藤 雅夫 

（物質工学科） 
アニオン膜燃料電池の高性能化のための膜構造設計 

基盤研究(B) 
福原 長寿 

（物質工学科） 

水素ガス製造技術の高度展開を図るメタルハニカム型構造体触

媒反応場の創製 

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 
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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) 
植田 一正 

（共通講座） 

直交配向分子を用いた電子移動を伴わない新規情報伝達素子

の合成と論理回路への展開 

基盤研究(C) 
中島 伸治 

（共通講座） 

合成開口アレイフィルターを用いた光・X 線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 

基盤研究(C) 
福田 充宏 

（機械工学科） 
衝動タービン形 CO2 膨張機に関する基礎研究 

基盤研究(C) 
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 
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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) 
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 

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 

基盤研究(C) 
庭山 雅嗣 

（電気電子工学科） 

酸素運搬できないヘモグロビン濃度の光を用いた無侵襲高精

度計測 

基盤研究(C) 
舘岡 康雄 

（システム工学科） 
支援マネジメントと「してもらう能力」に関する研究 

基盤研究(C) 
宮崎 倫子 

（システム工学科） 

Ｄｅｌａｙｅｄ Ｆｅｅｄｂａｃｋ 制御法の解析における

理論的枠組みの構築 

基盤研究(C) 
依田 秀実 

（物質工学科） 

優れたメタボリックシンドローム抑止作用を狙う新しい有機

医薬品の開発研究 

基盤研究(C) 
中島 伸治 

（共通講座） 

合成開口アレイフィルターを用いた光・Ｘ線位相回復による

像再生の研究 

基盤研究(C) 
大坪 順次 

（システム工学科） 

半導体レーザにおける直交偏光モードカオスの励起とその応

用 

基盤研究(C) 
岡本 正芳 

（機械工学科） 

圧縮性コヒーレント構造型１方程式サブグリッドモデルの開

発研究 

基盤研究(C) 福田 充宏 

（機械工学科） 
熱交換器効率向上を目的とした高性能油分離器の開発 

基盤研究(C) 立岡 浩一 

（電気電子工学科） 

ＩＶ族系化合物半導体の結晶構造改変による新機能創出と熱

電変換素子への応用 

基盤研究(C) 橋本 岳 

（電気電子工学科） 
自然観測へ応用できる超高精度３次元計測システム 

基盤研究(C) 早川 邦夫 

（機械工学科） 
ＡＥによる冷間鍛造工具の損傷・破壊予知技術の開発 

基盤研究(C) 奥谷 昌之 

（物質工学科） 

コプラナー型平面プラズマによる酸化物薄膜のダイレクトパ

ターニング 

基盤研究(C) 佐藤 一憲 

（システム工学科） 

複雑な生態ネットワーク上において種の重要性を定量的に特

定するための手法の開発 

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 

 

345



資料編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究種目 

審査区分 
研究代表者 研究題目 

若手支援 A 山下 淳 
（機械工学科） 

光の屈折・減衰特性を考慮した水中センシング 

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 

挑戦的萌芽研究 木村 元彦 

（物質工学科） 

溶媒和イオン液体を用いた柔軟かつ伸縮するアクチュエータ

素子 

挑戦的萌芽研究 田中 繁一 

（機械工学科） 

レーザＣＶＤ援用ナノ粒子エアロゾル３Ｄ積層造形によるセ

ラミック構造物とその知能化 

研究活動スター

ト支援 

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 

研究活動スター

ト支援 

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 
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