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はしがき  

 

本報告書は、平成23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23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」2011 年度版の発行によせて 
 

                          2011 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」2011 年度版の発行によせて挨拶申し上げます。 

工学部では、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

て取りまとめた「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しています。

本報告書は 4 年目に当たる 2011 年度版ということになります。本報告書を通覧すると、2011 年

度の工学部の教育、研究さらに社会連携の活動のおおよそがわかります。また、2008 年度版から

の各年度の報告書を見ていくと、組織としても、教員個人としても、教育、研究、社会連携の展

開の様子も伺える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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情報・通信コース 
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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 

 

機械工学科の教育研究活動状況（2011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．認定に際しては，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に対応するとともに，機械工学実

験に関しては実験項目の見直しを行った． 

4年卒業時点でJABEEカリキュラムを完全に達成したかどうかを「学生自身」に確かめさせ，その実施実績

を示すことを目的として，個々の学生に対して「学習・教育目標達成度確認表」の提出を義務づけている． 

特に卒業研究に対しては，教員は年度初めに「学生指導案」を提出し，年度末に学生が指導案に添って指

導を受けたかを学科へ報告するシステムを構築している．また卒業研究発表会では出席する教員全員で「卒

業研究評定表」を用いて採点し，客観的評価を実践している．学生に対しては毎月「卒業研究実践記録票」

の提出も義務づけ，年度末に集計し総時間が450時間を越えているものを合格と判定している． 

一昨年度，JABEEの継続審査を受審し，昨年度，認定され，引き続き確実な改善を行った．来年度は継続審

査（書類審査）を予定しており，準備を進めている． 

(2)授業評価 

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

実施した．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)ＦＤ活動 

2004年度に講義のやり方などについてまとめた「教育の心得」という冊子を作成した．しかしそれから年

月が経ち，学務情報システムの導入などいろいろな変化があったため，今年度のＦＤ委員会で「教育の心得」

の改訂版を作成し，全教員に配付した． 

(4)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
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機械工学科 

 

いる． 

(5)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． 

(6)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． 

 

＜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，中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 

気泡流の空間構造に関する実験的研究，スクロール圧縮機における軸受け潤滑挙動に関する研究，系回転

下のMHD一様剪断乱流の物理特性，水蒸気と水の混合噴流による物理力評価の研究を行った． 

(3) 熱エネルギー 

織込交通と衝突・非衝突転移に関する研究，生体非定常熱応答のマルチスケールモデル，発泡多孔質体の

伝熱特性，水平内面ら旋溝付蒸発管内熱伝達係数の予測，などの研究を行った． 

(4) 材料解析 

一方向多層カーボンナノチューブシートを用いたナノ複合材料の機械的特性，浸炭焼入鋼の応力場と変形

挙動に関する研究，多層カーボンナノチューブ紡績糸とその複合材料の引張特性，などの研究を行った． 

(5) 計測情報 

広範囲三次元変調照明の生成・制御手法の開発と光学顕微計測への応用，超短パルスレーザーによるCFRP

加工の特性評価，ACバイアス変調を用いた走査型イオン伝導顕微鏡の開発等の研究を行った． 

(6) 知能ロボット 

全方位カメラ搭載移動ロボットによる周囲環境計測，画像処理による視覚障害者支援，NIRS計測装置を

用いたブレインマシンインターフェース，遠隔医療診断ロボットシステムの構築等に関する研究を行った． 

(7) メカトロニクス 

増分伝達マトリックス法によるはりの非線形強制振動解析，パラレルメカニズムの校正に関する研究，磁

気浮上式小形遠心ポンプ用ベアリングレスディスクモータの研究等を行った． 

(8) 生産加工 

油含浸処理工具の切削特性，金属極細線のレーザ曲げ変形メカニズムに関する研究，各種ガスミスト援用

ミスト深穴加工の切削特性，アルミ合金冷間鍛造における環境対応型潤滑剤の性能評価等の研究を行った． 

 

これらの研究は数多くの論文・学会で発表され，また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）（9月修了後に助教として他大学へ赴任） 

修士課程：2年（4名）、1年（3名） 

学  部：7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 ○   

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ナノ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多機能化した。 
（3）ナノピペットを用いたマスクリペア装置開発 (日経産業新聞、日本経済新聞掲載) 

企業との共同研究によりナノインクを微少量堆積できるマスクリペア技術を開発した。   
（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。 
（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 

ナノ計測、ナノ加工、精密機器開発 
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機械工学科 

マイクロ 4 探針を用いた抵抗分布測定装置を開発し、新聞（日経、日経産業）発表した。 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

学術論文               

1. S. Ito, K. Ito and F. Iwata“Probe type micro magnetic manipulator utilising localised magnetic 
field with closed-loop magnetic path”Int. J. Nanomanufacturing, 8,(1/2) (2012) 161-172 

2. F. Iwata, Y. Mizuguchi, H. Ko and T. Ushiki“Nanomanipulation of biological samples using a 
compact atomic force microscope under scanning electron microscope observation”Journal of 
Electron Microscopy 60(6) (2011) 359–366 

3. S. Ito, F. Iwata“Nanometer-scale Deposition of Metal Plating Using a Nanopipette Probe in Liquid 
Condition”Jpn. J. Appl. Phys. 50 (2011) 08LB15 (6page)  

著書 
『新・走査電子顕微鏡』 日本顕微鏡学会関東支部編,共立出版(2011), 
第 4 章 5-4 SEM と SPM の複合機、pp217-221 

 
国際会議発表     

S. Matsumoto and F. Iwata ：  Development of a self-sensitive atomic force microscope for 

high-speed imaging in liquid Condition, The 19th International Colloquium on Scanning Probe 

Microscopy, 2011.12.19-2011.12.21  

その他 10 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  

特願 2011-227227、発明者：東條徹、鵜木信、萩原良典、北村美津子、岩田太 
名称：基板上に微小物質を再現性良く推積させる方法 

特願 2011-189801、発明者：岩田 太 
名称：微小付着物剥離システムおよび微小付着物剥離方法 

国際出願 PCT/JP2011/70385、発明者：岩田 太 
名称：走査型プローブ顕微鏡を用いた表面加工装置 

 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

  一般への講演 展示会  : オプトロニクスフェアなど展示会 5 件  
＜管理・運営＞ 

   工学部企画室、改組 WG、カリキュラム委員会、テクノフェスタ委員会、共同利用機器センター  

＜特筆事項＞ 

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(B) (代表) 

4) 企業との共同研究（3 社、3 件） 

 
【 今後の展開 】  

  プローブ顕微鏡による微細加工およびバイオサンプル解剖装置の開発を進める。また、光マニピ

ュレータを用いた基礎・応用研究にも取り組む。その他、知的クラスター推進事業などを通して企

業との共同研究にも力を入れ、一部装置（単一細胞回収システム、マイクロ 4 探針抵抗分布測定装

置、マスクリペア装置）については製品化・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  
博士課程：1年（1名） 

修士課程：2年（3名）、1年（3名） 

学  部：4年（6名） 

連携教員：朝間 淳一 准教授 
【 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 

機械工学  学部 1 年 2 ○   

メカトロニクス  学部 3 年 1 ○  

新入生セミナー  学部 1 年 1 ○   

設計製図  学部 3 年 2  ○ 座学 

応用英語 学部 3 年 1 ○   

ロボットと人間 学部 3 年 1  ○ 学際科目 

機械工学実験 学部 3 年 1.5  ○  

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

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 OIWA, Masahide KATSUKI, Mituji KARITA, Wei GAO, Susumu MAKINOUCHI, Kaiji 

SATO and Yasuji OOHASHI: Questionnaire Survey on Ultra-precision Positioning, , International 

超精密な機械の実現を目指して 
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機械工学科 

Journal of Automation Technology, 2011, Vol.5 No.6, pp. 766-772. 
3) Junichi Asama, Ryo Kawata, Tomoyasu Tamura, Takaaki Oiwa, Akira Chiba: Reduction of force 

interference and performance improvement of a consequent-pole bearingless motor, Precision 
Engineering, 36 (2012) 10–18. 

国際会議発表 
1) Takaaki OIWA, Masahide KATSUKI, Mitsuji KARITA, GAO Wei, Susumu MAKINOUCHI, Kaiji 

SATO, and Yasuji OOHASHI: Questionnaire Survey on Ultra-precision Positioning, The 11th 
International euspen Conference of the European Society for Precision Engineering and 
Nanotechnology，Como, Italy, Vol. 2, pp.463-466 (2011) 5/23-27 

2) J. Asama, Y. Hamasaki, T. Oiwa, and A. Chiba, "A Novel Concept of a Single-Drive Bearingless 
Motor", IEEE International Electric Machines and Drives Conference (IEMDC2011), pp. 652-656, 
May 15-18, Niagara Falls, Canada, 2011. 

3) The 4th International Conference on Manufacturing, Machine Design and Tribology にて 3 件 
国内学会発表  

1)  精密工学会春季大会  3 件 
2)  日本機械学会機素潤滑設計部門講演会 3 件，日本機械学会年次大会  3 件 
3)  電気学会全国大会 3 件 
4)  高専シンポジウム 1 件 

招待講演 
 大岩孝彰： ねじ締結の基礎，浜松地域テクノポリス推進機構・先端精密技術研究会，2012 年 3/8． 
 大岩孝彰： 精密位置決め装置の機構設計法とその実例，日本機械学会 No.11-75 講習会，10/25 

解説・特集 
1) 大岩孝彰：研究展望「パラレルメカニズムの工業応用」，日本機械学会論文集 C 編 Vol. 77 (2011), 

No. 778，pp. 2420-2429. 
2) 大岩孝彰，勝木雅英：専門委員会レビュー「超精密位置決めにおけるアンケート調査」，精密工学会

誌，77 巻 10 号（2011）pp912-917． 
3) 大岩孝彰：解説「パラレルメカニズムを利用した三次元座標測定機」，日本ロボット学会誌，30 巻 3 号

（2012）3/15 
4) 大岩孝彰：解説「超音波振動による転がり案内の摩擦力制御」，超音波テクノ，23 巻 5 号（2011）63. 

特許出願・取得 
1) 特許登録：非接触支持装置，特許第 4887492 号，特許権者：静岡大学，発明者：大岩孝彰 
2) 国際出願：Drive Device，出願人：静岡大学，浜松医科大学，発明者：大岩孝彰，寺川進，出願番号

PCT/JP2010/059441，公開番号 WO2010/140656 A1 
3) 国際出願：インチワーム式アクチュエータ，出願人：静岡大学，発明者：大岩孝彰，朝間淳一，出願

番号 PCT/JP2011/071560（2011/9/22 出願） 
【 その他の事項 】 
＜社会貢献＞ 

1) 精密工学会 代議員，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，東

海支部代議員・幹事 
2) 日本機械学会 代表会員，論文集 C2 編編修委員，出版センター委員，機素潤滑設計部門広

報委員会委員長，機素潤滑設計部門機械設計技術企画委員会委員，ロボティクスメカトロニ

クス部門運営委員 
3) 浜松テクノポリス推進機構先端精密技術研究会 幹事 
4) 日本学術振興会科学研究費委員会委員 

＜管理・運営＞ 
機械工学科学科長，機械工学専攻専攻長 

＜特筆事項＞ 
外部資金獲得：科研費基盤 B（代表者 H23〜26），挑戦萌芽（代表者 H23〜24），奨学寄附金 1 件 

【 今後の展開 】  
 超精密に運動する機械要素，センサ，メカニズムおよび制御技術などを開発することにより，超精

密な機械システムの実現を目指す． 
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機械工学科 

 

 

  

専任・教授  金子 透 （KANEKO Toru） 

機械工学科 

専門分野： 画像処理、コンピュータービジョン 

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

 

【 研究室構成 】  

教    員：金子 透 

博士課程：3年（2名） 

修士課程：1年（2名）、  2年（3 名） 

学  部：4年（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） 

 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

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

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

目した解析、信号処理理論にも裏打ちされた技術の開発を目指している。 
 
＜実績＞  

（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、環境中の直線成分に着

目した計測精度の向上やステレオ処理への拡張等を図った。 
（２）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図表を含む読み上げ等の検討を行った。 
（３）その他、移動ロボットによる地図生成・経路計画や人物追跡、高速度カメラや魚眼カメラを用

いた水中ステレオ画像処理、ガラス越し遠景夜景画像からの映り込み除去、3 次元センサーとマ

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 

ニピュレーターを用いた食事支援システム、オーロラのステレオ画像処理、画像群からの任意視

点画像生成等に関する検討を行った。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1) 久野 素有, 山下 淳, 金子 透: "ステレオカメラを用いたタッチパネル操作支援システムの

構築", 電気学会論文誌 D, Vol.131, No.4, pp.458-465, April 2011. 
2) 宮木 理恵, 山下 淳, 金子 透: "プロジェクタ・カメラシステムを用いた色覚障碍者への色

情報提示", 電気学会論文誌 D, Vol.131, No.4, pp.497-504, April 2011. 
3) Atsushi Yamashita, Masaaki Kitaoka and Toru Kaneko: "Motion Planning of Biped Robot Equipped 

with Stereo Camera Using Grid Map", International Journal of Automation Technology, Vol.5, No.5, 
pp.639-647, Sep. 2011. 

国際会議発表 

1)  Atsushi Yamashita, S o Kuno, a nd Toru Kaneko: "Assisting S ystem of  Visually I mpaired i n 
Touch P anel O peration U sing S tereo C amera", P roceedings o f t he 2011 I EEE International 
Conference on Image Processing (ICIP2011), pp.1001-1004, Brussels (Belguim), Sep. 2011. 

2)  Daisuke I shizuka, A tsushi Y amashita, R yosuke K awanishi, T oru K aneko and Hajime A sama: 
"Self-localizaion of Mobile Robot Equipped with Omnidirectional Camera Using Image Matching 
and 3D-2D Edge Matching", Proceedings of the 11th Workshop on Omnidirectional Vision, Camera 
Networks and Non-classical Cameras (OMNIVIS2011)), pp.272-279, Barcelona (Spain), Nov. 2011. 

3) Shinichi G oto, Atsushi Y amashita, R yosuke Kawanishi, T oru K aneko a nd H ajime A sama: "3D 
Environment M easurement Using Binocular S tereo a nd M otion S tereo by  M obile R obot w ith 
Omnidirectional Stereo Camera", Proceedings of the 11th Workshop on Omnidirectional Vision, 
Camera N etworks a nd Non-classical C ameras ( OMNIVIS2011)), pp.296-303, B arcelona ( Spain), 
Nov. 2011. 
他 4 件 

国内学会発表 

1) 粟井 真志, 清水 隆史, 山下 淳, 金子 透: "単眼カメラとレーザレンジファインダ搭載移動

ロボットによる人物追跡と自律帰還", 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会

'11, 岡山, May 2011. 
2) 川西 亮輔, 纐纈 理志, 山下 淳, 金子 透: " 単眼全方位カメラを用いた環境復元における 2

視点からの見えの違いを利用した物体メッシュモデル最適化", 第 17 回画像センシングシ

ンポジウム, 横浜, June 2011. 
他 15 件 

 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

機械工学科就職担当 
評価会議委員 
キャリアサポート委員会委員 
 

＜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：3年（2名）、1年(1名) 

修士課程：2年（3名）、1年（3名） 

学  部：4年（10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

人材を育成し、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 ○   

  ＜業績・成果＞ 

    指導学生の受賞・表彰 

・ 辻真俊(D3),学長表彰,静岡大学,2011 年 12 月 
・ 名和靖矩(D1),Best Poster Award, Shizuoka University International Symposium 2011, 

2011 年 11 月 
 

【 研究 】 
＜目標＞ 

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

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

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

光ナノサイエンス 

12



機械工学科 

＜実績＞  

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

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

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

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

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

2 光子励起の励起遷移を選択的に破壊していることを示した。 
（２）多層記録による超高密度光メモリの開発 

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

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

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

ルス幅93fsecを実現した。 
（３）バイオ試料のための高分解能近接場光学顕微鏡の開発 

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

結果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               
 Yukimasa M atsumura, W ataru I nami, a nd Y oshimasa K awata, "Laser Control of Self-Organization 

Process i n M icroscopic R egion a nd F abrication of  Fine M icroporous S tructure," Advances i n Optical 
Technologies, Vol. 2012, (2012). 他 5 件 

 国際会議発表 

・ 川田善正, “Electron-beam Excitation Optical Microscopy for High Resolution Imaging,” 超解像国

際会議 Super Imaging 2011, 2012 年 12 月 12 日, 浜松市（主催者） , 他 12 件 
   国内学会発表 

・ 川田善正, 居波渉, “電子線励起による高分解能光学顕微鏡の開発,”電子技術開発若手研究部

会第 3 回ワークショップ, 名古屋ファインセラミックセンター, 2012 年 1 月 5 日, 他 18 件 

   招待講演  
・ 川田善正,“光多層記録による多様化の現状と展望,”有機デバイス研究会, 浜松市, 2011 年 4

月 22 日, 他 4 件 

 
【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

・ SUPER IMAGING 2011 の開催 2011 年 12 月 

・ KJS Workshop を実施 2011 年 11 月  

・ 韓国延世大学と共同ワークショップの開催（Yonsei Univ.-Shizuoka Univ. Students Workshop 
2011）2011 年 12 月  

＜特筆事項＞ 

受賞・表彰：卓越研究者,静岡大学,2011 年 4 月 

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), 萌芽研究 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：3年（1名）、1年（1名） 

修士課程：2年（2名）、4年（2名） 

学  部：4年（4名） 

連携教員：真田 俊之 助教、福田 充宏 教授、岡本 正芳 准教授 

 

【 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，知識を柔軟に活

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と実行力を身に付けること． 
 

＜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内外で高い評価を受けた．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，超音波を利用した固液分離技術の開発 

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) A. S akamoto and T. Saito, “Robust a lgorithms f or qua ntifying noi sy s ignals of  optical f iber pr obes 
employed i n i ndustrial-scale pr actical bubbly  f lows”, International Journal of  Multiphase F low, 
Elsevier, Vol. 41, pp. 77-90, (2012). 

2) M. Yamada and T. Saito, “A Newly D eveloped Photoelectric O ptical F iber P robe f or S imultaneous 
Measurements of  a  C O2 Bubble C hord L ength, V elocity, a nd V oid F raction a nd t he L ocal CO2 
Concentration in the Surrounding Liquid”, Flow Measurement and Instrumentation, Elsevier, in print, 
(2012). 

3) Y. Mizushima and T. Saito, “Detection method of a position pierced by a single-tip optical fibre probe 
in bubble measurement”, Measurement Science and Technology, Institute of Physics, in print, (2012). 

他 3 編．  

国際会議発表     

R. Tachibana and T. Saito, “A Relationship between the Motion of a Zigzagging Bubble and its Wake”, 
The 19th International Conference on Nuclear Engineering (ICON-19), (2011.6)など，計 19 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 19 件 
 
招待講演 

 ハンブルグ工科大学，ブレーメン大学，カールスルーエ研究所にて招待講演． 
 
【 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＞ 

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：日本冷凍空調学会 学術賞，2011.5．齋藤隆之ほか 1 名 
         日本機械学会フェロー，2012.1．齋藤隆之 
 
指導学生の受賞：日本機械学会フェロー賞，日本混相流学会優秀講演賞ほか計 8 件（ただし，修士学

生）． 
 

 外部資金獲得 ：①科研費 基盤Ａ 新規 研究代表 
         ②新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業 

 

【 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（6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．たとえば，日本

刀は平安時代から日本固有の伝統技術で作られてきた工業製品で，日本刀の作刀技術と多重微構

造が西洋の刀にはない「刀としての強さ」「マグナムにも負けない強靭さ」を支えています．日本

刀の作刀技術は，機械工学でいう工業製品の「表面改質」として現在の工業製品に応用されてい

ます．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

く応力や残留応力と，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，日本刀の強さのメカニズ

ム解明や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． 

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 

＜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 
・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 
・脱塵フィルターや耐火物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) 坂井田喜久, 芹澤崇宣, 卍山下道哉, 中性子ひずみスキャニングによる浸炭焼入したクロム

モリブデン鋼内部の残留ひずみ測定, 材料，第 60 巻, 第 7 号, pp. 630-635 (2011). 
2) 坂井田喜久，川内基範，菖蒲敬久，クロムモリブデン鋼の浸炭焼入後の硬化層の回折面間隔

変化, 材料，第 60 巻, 第 7 号, pp. 649-654 (2011).他 1 件 

国際会議発表 

1) “Residual strain distribution in chrome molybdenum steel after carburizing and quenching by neutron 
strain scanning，Y. Sakaida, S. Yamashita, H. Yoshida, S. Yashiro and T. Shobu, The 6th International 
Conference on Mechanical Stress Evaluation by Neutrons and Synchrotron Radiation (MECA SENS 
VI), p.14 (2011), Hamburg, Germany. 

 

国内学会発表  

・日本材料学会 計 3 件 
・日本機械学会 計 5 件 
招待講演 

  ・1 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

機械工学科の有志メンバーを中心に，静岡県内高校生を対象とした「機械工学セミナー」を 3/27
に実施．63 名の応募があり，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  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、工具寿命を大幅な改善でき、切削

工具メーカーが推奨するテーブル送り速度を数倍から十倍程度に高めることができた。 

（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）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、鈴木康夫、丸井 暁「炭素繊維強化プラスチックの形彫り放電加工の試み」第 202
回電気加工研究会 青山学院大学 2011.6.10 

2) 酒井克彦、鈴木康夫「油含浸工具の切削特性」日本トライボロジ学会第 30 回エコマシニング

とトライボロジ研究会 名古屋工業大学 2011.10.14 
3) 渡邊公也、岩倉和正、丸岡仁美、酒井克彦、鈴木康夫「油含浸工具の切削特性」2011 年精密工

学会秋季大会 金沢大学 2011.11.19 
4) 丸井 暁、酒井克彦、鈴木康夫「炭素繊維強化プラスチックの形彫放電加工特性」電気加工学

会全国大会 2011 つくば研究交流センター 2011.11.25 
5) 岩倉和正、丸岡仁美、酒井克彦、鈴木康夫「油含浸工具の切削特性と工具表面解析」2012 年精

密工学会春季大会 首都大学東京 2012.3.15 
国際学会発表  

1) Katsuhiko S AKAI, Y uuki K ANEDA, H iroshi S UYAMA a nd Yasuo SUZUKI, E nvironmentally 
Conscious Deep Hole Drilling us ing O il M ist C arried by  M ixed G as, L EM21 S AITAMA 2011, 
2011.11.9 

【 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＞ 

  共同研究： 5 件 
  企業による技術相談： 7 件 

【 今後の展開 】  

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

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

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

 

 

  

専任・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（特任教授） 

 

【 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 ○   

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) レーザアシストベンディング・プロセスの開発と難加工材への応用 
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． 

(5) NiTiアーチワイヤのCNC成形に関する基礎研究 
NiTiアーチワイヤの通電成形に関する検討をした． 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

・ Incremental Sheet Forming with Direction Control of Path Planes, Shigekazu Tanaka , Kunio 
Hayakawa, Tamotsu Nakamura, Steel Research International, Sp. Iss.1, pp.962-965 (2011). 

国際会議発表     

・ Gas bl ow-assisted 3D l aser pr ocess f or m achining zi rconia crowns, Hideo N akamura, Shigekazu 
Tanaka, Yoshihiro Kubota, Mamoto Yamamoto, Fumihiro Yoshikawa, International Association for 
Dental Research 89th General Session 2011 San Diego, pp.96 (2011). 

 

国内学会発表  

・ パス面の方向制御を用いた垂直壁のインクリメンタルフォーミング，田中繁一，早川邦夫，中

村保，市川智也，第62回塑性加工連合講演会, pp.129 (2011). 
・ 金属極細線のレーザ成形メカニズムに関する検討，田中繁一，早川邦夫，中村保，望月達也，

第62回塑性加工連合講演会, pp.139 (2011). 
・ Numerical S imulation of  Laser B ending Using L ine-Shaped Laser B eam，Mohd Azri, Shigekazu 

Tanaka , Kunio Hayakawa, Tamotsu Nakamura, Yasushi Yamaya, Asami Morino, Hitoshi Omata，第

62回塑性加工連合講演会 7th International session 2011, pp.59 (2011). など，計5件 

 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

教務委員会委員 
カリキュラム委員会委員（学科委員） 
教育体制委員会委員（学科委員） 
定員委員会委員（学科委員） 

＜特筆事項＞ 

共同研究 3 件 
科研費（萌芽的研究 代表者，萌芽的研究 分担者） 
受賞・表彰：（学生の受賞）第 62 回塑性加工連合講演会若手優秀論文講演奨励賞 
 

【 今後の展開 】  
 インクリメンタルフォーミングの基礎的研究およびその歯科医療への応用研究を継続する．また，

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

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

い． 
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専任・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  

修士課程：2年（3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，材料強度学を担当しているが，学生には，材料の多様な破壊現象を理解し，機械構造

物の安全性の確保に重要な学問であることを理解するように指導し，毎回予習レポートを提出する

ようにしている．大学院の教育では，独創性と自発的な研究態度の育成に努めている． 

 

＜授業担当科目および取り組み＞ 

   

 

 

 

 

 

 
【 研究 】 
＜目標＞ 

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

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

セラミックス，複合材料を含めた先進機械・構造材料の変形・損傷・破壊挙動に関する研究と材

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

＜実績＞  

（1）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場の解析を行い，

き裂先端の応力・ひずみ場に及ぼすはく離損傷と粒子寸法の影響を明らかにした． 

（2）構造材料の応力腐食割れにおける弾塑性破壊力学パラメータの適用に関する研究 

発電プラント等において重要な問題となっている応力腐食割れ（SCC）は，溶接残留応力など

塑性変形場に発生することが多い．従って，SCC によるき裂挙動を塑性変形の影響を考慮でき

る弾塑性破壊力学パラメータにより評価する方が合理的である．この観点より，SCC き裂進展

特性評価における弾塑性破壊力学パラメータ（J 積分）の適用性について実験と J 積分評価法

の提案を行った． 

授業科目 学  年 コマ数 前期 後期 備  考 

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 ○  鈴木教員，島村教員と担当 

先進機械・構造用材料の変形・損傷・破壊 
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機械工学科 
 

 

（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および継手形状の影響を明らかにした． 

（4）放電プラズマ焼結法によるセラミックス－チタン系生体適合複合材料の開発 

  生体適合性の高いセラミックスとチタンとの複合材料の作製に対して，放電プラズマ焼結法を

適用し，製造条件の検討および焼結過程のマルチフィジックスシミュレーションの開発を行っ

た．今後，マルチフィジックスシミュレーションの解析結果に基づいて最適焼結条件を決定し，

複合材料の作製および強度評価を行う予定である． 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等  

1) K. Tohgo, T. Ohguma, Y. Shimamura, Y. Ojima, “Influence of Strength Level of Steels on Fatigue 
Strength and Fracture Morphology of Spot Welded Joints”, Key Engineering Materials, 
Vols.462-463 (2011), pp.94-99.  

2) S. Hassanifard, M. Zehsaz, K. Tohgo, “The Effects of Electrode Force on the Mechanical 
Behaviour of Resistance Spot-Welded 5083-O Aluminum Alloy Joints”, Strain, Vol.47 (2011), 
pp.196-204.  

3) T. Fujii, K. Tohgo, Y. Itoh, D. Kato, Y. 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.  

4) 藤井朋之，東郷敬一郎，島村佳伸，和田拓也，伊藤洋一，片山信行, “ペーパー系摩擦材にお

ける静的強度に及ぼす構成素材の影響”, 日本機械学会論文集 A 編, 77 巻, 782 号, 
pp.1712-1722 (2011)． 

5) T. Fujii, K. Tohgo, Y. Wang, J. Shibata, Y. Shimamura, N. Katayama, Y. Ito, “Fatigue Strength of 
a Paper-Based Friction Material under Shear-Compressive Loading”, Strength, Fracture and 
Complexity, Vol.7 (2011), pp.185-193. 
他 6 件 

国際会議発表件数 
・ATEM'11, Kobe, Japan (2011.9), 他 8 件 

国内学会発表件数 
・日本機械学会，日本材料学会など 11 件 

招待講演件数 
・日本学術振興会将来加工技術第１３６委員会, 「平滑表面における応力腐食割れのモンテカ

ルロ・シミュレーション」（2012.1.25）, 他 1 件 
【 その他の事項 】 
＜管理運営＞ 

・工学部長，全学委員会委員 8 件 
 ＜特筆事項＞ 
  ・科学研究費：基盤研究(B)「放電プラズマ焼結過程の解析法とチタン系生体適合傾斜機能材料

の創生技術の確立」  
・共同研究：2 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） 

連携教員：清水昌幸 助教 

 

【 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）増分伝達マトリックス法による非線形振動解析 
  非線形振動解析のための増分伝達マトリックス法を拡張してはりのような連続体に適用し、内部

共振を含む問題を解析できることを示した。その成果を学会発表した。 
（２）人のバランス感覚に関する研究 
  様々な年齢の被験者に先に提案した人のバランス制御モデルを適用し、モデルパラメータと連例

との相関を調べた。その成果を学会発表した。 
（３）褥瘡予防のためのウォーターマットの開発 
  先に開発した褥瘡予防のためのウォーターマットにポリエステル綿を併用することで軽量化し

た。軽量化したマットでも従来のものと同等の圧力分散効果が得られることを実験により確認した。

その成果を学会発表した。 
 

 

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 

・ ”増分伝達マトリックス法によるはりの非線形強制振動解析” ，鳥居孝夫，上野晃太，安田

仁彦 2011.9.6 高知工科大学 日本機械学会 D&D2011 

・ ”人の動的バランス制御能力の評価”， 清水昌幸，前田晋平，鳥居孝夫 2011.9.6 高知工科

大学 日本機械学会 D&D2011 

・ ”液体と軟質部材が混在する軽量ウォーターマットの開発” 池田浩之，鳥居孝夫，美津島隆，

高野純一，中村利治，森田信義 2011.11.3 芝浦工業大学 日本機械学会福祉工学シンポジ

ウム 2011 
 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学部評価実施委員会副委員長 
＜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：3年（2名）    

修士課程：2年（2名）、1年（3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) Exact Solutions for a Thermal Nonequilibrium Model of Fluid Saturated Porous Media Based on an 
Effective Porosity, Author(s):  F. Kuwahara, C. Yang, K. Ando and A. Nakayama, Trans. ASME J. 
Heat Transfer,   Volume: 133 Pages: 112602-1-112602-9   Published: NOV 2011. 

2) A Local Thermal Non-Equilibrium Analysis of Fully Developed Forced Convective Flow in a Tube 
Filled with a Porous Medium Author(s): Yang C.; Ando K.; Nakayama A. Source: TRANSPORT IN 
POROUS MEDIA Volume: 89 Issue: 2 Pages: 237-249 DOI: 10.1007/s11242-011-9766-1 Published: 
SEPT. 2011.  

3) Entransy expression of the second law of thermodynamics and its application to optimization in heat 
transfer process Author(s): Liu W.; Liu Z. C.; Jia H.; Nakayama A. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER Volume: 54 Issue: 13-14 
Pages: 3049-3059 DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.02.041 Published: JUN 2011.  

4) Thermal N on-Equilibrium Forced C onvective Flow i n a n A nnulus F illed w ith a  Porous M edium, 
Author(s): C. Y ang, F . K uwahara, W . L iu a nd A . Nakayama, THE OP EN T RANSPORT 
PHENOMENA  JOURNAL, Volume 3 Pages 31-39 Published: July, 2011.  

5) Heat transfer performance assessment for forced convection in a tube partially filled with a porous 
medium, Chen Yang, Akira Nakayama, Wei Liu, International Journal of Thermal Sciences 54 (2012) 
98-108. 

国際会議発表 

A. Nakayama, “A porous media-Approach and it's engineering applications”, Keynote, WHPU 60th 
Anniversary, Wuhan, China, Sept. 22, 2011 

国内学会発表 

日本機械学会、日本伝熱学会、計 6 件 

招待講演 

・A. Nakayama, “Heat t ransfer ana lysis for a v olumetric solar r eceiver”, Huazhong University of  
Science and Technology, Wuhan, China, Sept. 2011. 

 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

多孔質体の熱流動に関する共同研究，Prof. Wei Liu 2011 April, December 
＜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,工学部 FD委員会委員長  

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：平成 23 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（7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。公共交通機関の

時刻表。 
 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

学術論文               

1） Regularization and c ontrol of i rregular v ehicular m otion t hrough a s eries of s ignals a t di sordered 
intervals, Physica A 390, 2127-2134 (2011) T. Nagatani  

 
2） Complex motion in nonlinear-map model of elevators in energy-saving traffic, Physics Letters A 375, 20, 

2047-2050 (2011) T. Nagatani 
 

3） Schedule and complex motion of shuttle bus induced by periodic inflow of passengers, Physics Letters 
A 375, 3579-3582 (2011) T. Nagatani, Y. Naito 

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） Complex motion of  shuttle buses in the t ransportation r educing energy consumption, Physica A 390,  

4494-4501 (2011) T. Nagatani 
 

5） Tour tim e in two-route tr affic s ystem c ontrolled by s ignals, Physica A390, 4 522-4527 (2011) T . 
Nagatani, Y. Naito 

 
6） Four species CA model for facing pedestrian traffic at rush hour, Applied Mathematical Modeling, 36, 

702-711 (2012) T. Nagatani 
 

7） Effect of headway and velocity on safety-collision transition induced by lane changing in traffic flow, 
Physica A 391, 1626-1635 (2012) Y. Naito, T. Nagatani 

 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

全学防災対策委員会委員、防災総合センター運営委員会委員、浜松地区防災・安全委員会委員、 
工学部防災･安全委員会委員長、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（2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 10 人程度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 

工学基礎実習  学部1年 1 〇  複数担当 

創造教育実習  学部1年 2  ○ 複数担当 

応用英語C  学部3年 2 ○  複数担当 

宇宙推進工学  学部3年 2  ○  

宇宙推進機構工学   大学院1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）H-2B ロケットの打上げ能力向上の検討 
宇宙機構（JAXA）で現在運用中の基幹ロケット H-2B について、LH2/LOX の 3 段化を

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 

採用することで、静止トランスファー軌道に 10.7 トンの打上げ能力を持つ国際的な競

争力に優れた基幹ロケットの構成を提案した。 
（２）H-X ロケット用 LE-X エンジンの検討 

宇宙機構（JAXA）で検討中の次世代基幹ロケット H-X について、機体構成とエンジン

の信頼性に重点を置いた検討を行い、静止トランスファー軌道に 5.8 トンの打上げ能力

を持つ国際的な競争力に優れた簡素な 2 段式ロケットを提案した。 
（３）上段ロケット用次世代エンジンの検討 

世界の先進国で開発が進められている上段用次世代エンジンについて、性能と信頼性

を考慮した検討を行い、クーラントブリードサイクルが優位であることを示した。 
（４）航空機用ジェットエンジンの燃料消費率の低減 

中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。 
（５）大型舶用エンジンの燃料消費率の低減 

舶用の大型ディーゼルエンジンは多気筒であることに着目して、燃焼ピストンの一つを

蒸気ピストンに替えることにより、ランキンサイクルを付加した熱効率の高い複合エン

ジンを簡素な構成で実現できるシステムを提案した。 
（６）自動車エンジンの燃費向上 

簡素で車載に適している空気を作動流体とするブレイトンサイクルを自動車エンジン

に付加することで、エンジンの排ガス廃熱から動力回収を図る熱効率の高いシステムに

ついて、実現に向けた検討を行った。 
 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

・佐藤崇明、平田邦夫、藤森光明、信頼度成長法を用いたロケットの成功率向上に関する研究、

宇宙科学技術連合講演会、松山、2011 年 12 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 
・FD 委員会         ：委員 
・創造教育支援部門運営委員会：委員 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得 ：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、従来は液化水素や液化天然ガスなどの化学エネルギを利用した熱システムの研究を主とし

ていたが、今後は、太陽熱などの自然エネルギを利用した熱システムの研究もテーマに取り組んで

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（6名）、1年（3名） 

学  部：4年（5名） 

留学生：1名（前期） 

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） 

応用英語   学部3年 1 ○   

流体機械工学   大学院1,2年 1 ○   

 

＜業績・成果＞ 

指導学生の受賞・表彰 

・野場圭佑（修士 2 年） 2011 年度日本冷凍空調学会優秀講演賞 
 「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解析」，2011.12.16 

 

【 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

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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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． 
 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

・寺脇，福田，「一体形圧縮/ 膨張機を組込んだ CO2 冷凍サイクルの特性」2011 年度日本冷凍

空調学会年次大会，東京，2011.9.15 
・遠藤，福田，小木，「ロータリ圧縮機シェル内における油滴挙動に関する研究」2011 年度日

本冷凍空調学会年次大会，東京，2011.9.15 他 2 件 
・棚橋，福田，小木，鈴木，ハン，「斜板形圧縮機における斜板/ シュー間の潤滑特性」2011

年度日本冷凍空調学会年次大会，東京，2011.9.15 他 1 件 

招待講演 

 ・福田“冷凍機の高効率化を目指して” 静岡市清水産業・情報プラザ主催「第 66 回産学官交流

講演会」，静岡，2011.6.24 
 ・福田“初級冷凍空調講習会”，日本冷凍空調学会主催，名古屋，2011.7.27 
 ・基調講演：福田“冷凍空調機の最新の要素技術について”日本冷凍空調学会主催「冷凍空調器

機の最新要素技術」，東京，2012.1.11 

特許取得 

特許第 4678648 号，発明の名称：斜板式圧縮機の油膜形成不良検知装置，平成 23 年 2 月 10 日 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

出張授業 富士高等学校 2011.7.8 
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，豊丘高校 
産業界向け講義 スズキ工学講座，2011.8.8～9.12 
海外研究者の研究室訪問 中国上海日立の研究者 2 名，2011.9.22 
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 
学科将来構想委員会委員 

＜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（中日新聞地方版）4 件，県民だより 1 件，雑誌 1 件 
受賞・表彰 
 ・日本冷凍空調学会学術賞，日本冷凍空調学会，2011 年 5 月 16 日 
 ・アジア学術賞，JSRAE（日本冷凍空調学会）・SAREK（大韓設備工学会），2011 年 5 月 16 日 
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 7 件（代表） 
               奨学寄附 4 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．特に冷媒圧縮機から排出される油量削

減のため，基礎的な現象を明らかにするとともに，新たな油分離装置の提案を行っていく．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：3 年（1 名）、 

修士課程：2 年（3 名）、1年（2 名） 

学  部：4 年（9 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3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 
（６） 顕微鏡動画像から，広域にわたって焦点の合った画像の生成 
＜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。 
（５） 顕微鏡動画像からの広域合焦点画像の生成に成功. 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

ナノ・マイクロ形状モデリング 
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1) Y. Kawauchi, S . U suki, K .T. M iura, H. M asuda a nd I . Tanaka, " An I ntegrated P rocessing M ethod f or 
Multiple L arge-scale P oint-Clouds Captured f rom D ifferent V iewpoints," C omputer-Aided D esign &  
Applications, Vol. 8, No.4, pp.519-530, 2010., DOI: 10.3722/cadaps.2011.519-530.  

2) K. T. Miura, D . Uzuyama and M. Kikuta, "Extension of  Image Quilting into 3D and I ts Application to 
Grain G eneration," C omputer-Aided D esign &  A pplications, V ol. 8, No.4, pp.545-555, 2010., D OI: 
10.3722/cadaps.2011.545-555.  

3) R.U. G obithaasan, K enjiro T . M iura, " Aesthetic S piral f or D esign," S ains M alaysiana, Vol.40, No.11, 
November , 2011.  

国際会議発表     

1) Y. K awauchi, S . Usuki, K .T. M iura, H. M asuda a nd I . Tanaka, " An I ntegrated Processing M ethod f or 
Multiple L arge-scale P oint-Clouds C aptured from Different Viewpoints," Presentation at the  2011 
International CAD Conference and Exhibition , Taipei, Taiwan, June 27-30, 2011.  

2) K.T. Miura, D. Uzuyama and M. Kikuta, "Extension of Image Quilting into 3D and Its Application to 
Grain Generation," P resentation a t t he 2 011 I nternational C AD Conference a nd E xhibition ,  Taipei, 
Taiwan, June 27-30, 2011.  

3) S.Usuki and K. T. Miura, Microscopic Imaging for Geometric Modeling, Young Researcher Symposium 
on 4th International Conference of Asian Society for Precision Engineering and Nanotechnology，2011.  

4) S. U suki, H . Kanaka and K. T . M iura, Generation a nd Control of W ide F ield T hree D imensional 
Structured Illumination for Advanced Microscopic Imaging, 4th International Conference of Asian 
Society for Precision Engineering and Nanotechnology，2011.  

5) R.U. Gobithaasan, L .P. Yee a nd K .T. Miura, " A G eneralized Log-aesthetic Space C urve," pp.145,149, 
HC2011, Hamamatsu, Japan, March 9-12, 2012. 

6) K.T. M iura, S. U suki and R .U. G obithaasan, " Variational F ormulation of  t he L og-aesthetic C urve," 
pp.215-219, HC2011, Hamamatsu, Japan, March 9-12, 2012. 

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  

・ “Towards the Formulation of Aesthetic Curves and Surfaces,” The 2012 International CAD Conference 
and Exhibition (CAD12), Taipei, Taiwan, June 27-30, 2011. 

特許出願・取得 

 「移動量抽出装置およびプログラム」特許 47771186 号 
【 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 HC2011 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＞ 

工学部機械工学科将来構想委員会委員長，定員委員会委員 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 1. 科学技術推進機構 A-STEP，起業検証タイプ 
2. 科研費基盤（Ｂ）分担研究者  
3. 共同研究（3 件） 
4. 奨学寄附金（1 件） 

【 今後の展開 】  
 我々は上述したように形状モデリングや物理シミュレーション技術の研究開発を行っている。今後
はエンジニアリング応用を志向した形状処理技術、特に 3D レーザスキャナのような進歩の著しい 3
次元入力装置からの点群データを CAD/CAM/CAE に応用する技術の研究開発を行うとともに、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（2名）、1年（3名） 

学    部：4年（5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

大形宇宙構造動力学 
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ける場合に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., "Method to Find Accurate Solutions in System Identification," AIAA Journal, Vol. 49, No. 9, 
September, 2011, pp. 1833-1840. 

国際会議発表     

・ Misawa M., and Sekiya T., " Approximate Solution of  I ll Conditioned Equation for A pplication to 
System Identification," 18th International Congress on Sound and Vibration, Paper No. 1942, 2011. 

国内学会発表  

・ 三澤，関谷，大庭，"システム同定への適用を考慮した悪条件行列の正則化による連立一次方程式

の近似解法"，2011 年度機械学会年次大会，J191014，2011. 
・ 三澤，中嶋，川添，"コンポーネントのモード試験による大形宇宙構造物の動特性予測"，第 55 回宇

宙科学技術連合講演会，1B06，2011. 
 

 

【 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（3名）、1年（7名） 

学  部：4年（11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 ○   

情報処理  学部1年 1 ○   

ラボワーク  学部3年 1  ○  

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 
  ＪＡＸＡの観測ロケットによる導入テザー実験の結果の評価を行った。 

香川大学､JAXA と共同で提案した導電テザーを搭載した超小型衛星がH-II 相乗り衛星に決定し

た。（2013 年度打ち上げ） 
（２） 宇宙塵を推進剤として利用するスターダスト推進機 
 プラズマ生成方法を従来のフィラメントを使った電子衝撃型からマイクロ波による ECR 放電に

変えることで、プラズマ生成に必要な電力を 2 桁下げることができた。 
 
 

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、昨年に引き続き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。 
（４） 層圏エレベータの研究 
 成層圏プラットフォームをケーブルで結びクライマで地上とプラットフォームを行き来でき

るという成層圏エレベータというシステムを提案した。8 月には第 1 回成層圏エレベータ研究

会を主宰し、基礎技術についての講演を通じて研究メンバー間で知識を共有するとともに今後

の展開について議論した。 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) 観測ロケットによる導電ベアテザーの作動と荷電粒子収集理論検証実験（山極芳樹，髙木暁

生，吉村尚倫，松井信，田中孝治，阿部琢美，佐原宏典，藤井裕矩）航空宇宙技術 Vol.11, 7-14, 

(2012). 

国際会議発表     

1) Feasibility S tudy of  S tratospheric E levator, Y . Y amagiwa, M . Nakata, T. M iwa, M . M atsui, 

Proceedings of  2 8th I nternational S ymposium on S pace T echnology and Science, ISTS p aper 

2011-g-28, pp.1-5 (2011) Okinawa, Japan 

2) Neutralization Performance f or V arious C onfigurations of  M iniature M icrowave D ischarge I on 

Engines, T. I zumi, H . Koizumi, Y . Y amagiwa, H . K uninaka, Proceedings of  2 8th I nternational 

Symposium on S pace T echnology a nd S cience, I STS paper 20 11-b-32, pp.1 -6 (2011) Okinawa, 

Japan. 

3) Verification of the Electron Collection Theory for Electrodynamic Tether in Space by Comparing the 

Space E xperiment a nd t he N umerical A nalysis, A . T akagi, Y. Yamagiwa, Proceedings of  2 8th 

International Symposium on Space Technology and Science, ISTS paper 2011-b-47s, pp.1-6 (2011) 

Okinawa, Japan. 

ほか４件 

国内学会発表  

宇宙科学連合講演会、宇宙輸送シンポジウムなど、計 11 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

静岡科学館科学コミュニケーター育成講座講師（12 月,3 月） 
  静岡科学館「るくる宇宙展」講演会講師 
  浜松商工会議所宇宙利活用研究会（ＳＡＴ研）アドバイザー、2012 年 2 月に講演 
  浜松市かわな野外活動センター「第 2 回キラキラわくわく体験教室」講師 

 ほか 

＜特筆事項＞ 

TV 出演・新聞報道：未来コーナル大学（関西テレビ、2011 年 11 月 26 日放送） 
   中日新聞（高校生ウィークリー欄、2011 年 3 月 5 日朝刊） 

 
【 今後の展開 】  

「宇宙エレベータ」の基礎技術検証のため、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、香川大学と共同で開発中の導電テ

ザーを備えた小型衛星が H-II 相乗り衛星の選定。2013 年度打ち上げを目指して開発中。 
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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 ：2年（3名），1年（2名） 

学  部 ：4年（6名） 

連携教員 ：大岩 孝彰 教授  

 

【 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 2  ○  

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 3 ○ ○ 併任教員 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

当研究室では，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ベアリングレスモー

タの基礎・応用研究を行っている．昨今の環境問題を鑑み，これから実用化が期待されるベアリ

ングレスモータの小形化・低消費電力化・高速化・高効率化等を検討している．  
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 
1. J. Asama, R. Kawata, T. Tamura, T. Oiwa, and A. Chiba, "Reduction of Force Interference and 

Performance Improvement of a Consequent-Pole Bearingless Motor", Precision Engineering, Vol. 36, 
Issue 1, pp. 10-18, January 2012. 

2. J. Asama, R. Nakamura, H. Sugimoto, and A. Chiba, "Evaluation of Magnetic Suspension Performance in 
a Multi-Consequent-Pole Bearingless Motor", IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 47, No. 10, pp. 
4262 – 4265, October 2011. 

ベアリングレスモータの基礎・応用研究 
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機械工学科 

3. 浅見哲朗, 今川聖, 朝間淳一, 千葉明, 中島厚, "2 軸制御アウターロータ型ベアリングレスモー
タにおける受動磁気軸受の効果", 日本 AEM 学会誌, Vol. 19, No. 2, pp. 395-400, 2011. 

4. 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滑性向
上（歯車軸の設計と試作）", 日本機械学会論文集 C 編, Vol. 77, No. 775, pp. 737-741, 2011. 

国際学会発表 
1. J. Asama, Y. Hamasaki, T. Oiwa, and A. Chiba, "A Novel Concept of a Single-Drive Bearingless Motor", 

IEEE International Electric Machines and Drives Conference (IEMDC 2011), pp. 652-656, May 15-18, 
Niagara Falls, Canada, 2011. 

2. R. Nakamura, J. Asama, and A. Chiba, "Investigation of Suspension Force Difference between 
Experiment and FEM in Consequent-Pole Bearingless Motor", IEEE International Magnetics Conference 
2011, GR-10, USB Flash Memory, Apr. 25-29, Taipei, Taiwan, 2011. 

3. R. Kawata, T. Tamura, J. Asama, T. Oiwa, and A. Chiba, "Performance Improvement of a Bearingless 
Motor with Harmonics Reduction in Magneto-Motive-Force Distribution", Proceedings of the 4th 
International Conference on Manufacturing, Machine Design and Tribology, pp. 193-194, Apr. 24-27, 
Gamagori, Aichi, Japan, 2011. 

4. K. Kitano, T. Oiwa, and J. Asama, "Touch Trigger Probe Using Optical Fiber Bundle", Proceedings of 
the 4th International Conference on Manufacturing, Machine Design and Tribology, pp. 187-188, Apr. 
24-27, Gamagori, Aichi, Japan, 2011. 

5. Y. Makino, T. Oiwa, M. Sato, and J. Asama, "Friction Reduction and Lubricity Improvement for Meshed 
Gears Based on Ultrasonic Oscillation", Proceedings of the 4th International Conference on 
Manufacturing, Machine Design and Tribology, pp. 173-174, Apr. 24-27, Gamagori, Aichi, Japan, 2011. 

国内学会発表 
1. 田村智康, 兼原大輔, 朝間淳一, 大岩孝彰, 千葉 明, "小形遠心ポンプ用ベアリングモータの磁気

支持性能", 平成 24 年電気学会全国大会. 
2. 山崎 星, 朝間淳一, 大岩孝彰, 千葉 明, "コアレスコイルを用いたシングルドライブベアリング

レスモータの磁気支持力", 平成 24 年電気学会全国大会. 
3. 浜崎佑樹, 朝間淳一, 大岩孝彰, 千葉 明, "シングルドライブベアリングレスモータの回転性能

向上", 平成 24 年電気学会全国大会. 
4. 田村智康, 川田亮, 朝間淳一, 大岩孝彰, 千葉明, "磁気浮上式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特性", 日本機械学会 2011 年度年次大会, S113011, 東京, 9 月 11-14 日, 
2011. 

5. 福原久雄, 夏目龍一, 朝間淳一, 大岩孝彰, 千葉明, "集中巻ホモポーラ形ベアリングレスモータ
の支持力脈動・方向誤差の低減", 日本機械学会 2011 年度年次大会, S113012, 東京, 9 月 11-14 日, 
2011. 

6. 牧野陽平, 大岩孝彰, 朝間淳一, "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（第 3 報）", 日本機械学会 2011 年度年次大会, S113013, 東京, 9 月 11-14 日, 2011. 

7. 杉元紘也, 朝間淳一, 千葉明, "2 軸制御ベアリングレスモータの磁気支持制御と安定性に関する
検討", 平成 23 年電気学会産業応用部門大会, III-361-366 (CD-ROM), 那覇, 9 月 6-8 日, 2011. 

8. 浜崎佑樹, 朝間淳一, 大岩孝彰, 千葉明, "シングルドライブベアリングレスモータにおけるラジ
アル剛性の評価", 平成 23 年電気学会産業応用部門大会, Y-141 (CD-ROM), 那覇, 9 月 6-8 日, 
2011. 

9. 夏目龍一, 福原久雄, 朝間淳一, 大岩孝彰, 千葉明, "ホモポーラ形モータにおける固定子磁性ヨ
ークの効果", 平成 23 年電気学会産業応用部門大会, Y-132 (CD-ROM), 那覇, 9 月 6-8 日, 2011. 

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 
県内の高校で出張講義を 4 件実施した．高校生のための機械工学セミナーを実施した． 

＜管理・運営＞ 
浜松キャンパスの工学部，高大連携委員，学生委員を務めた． 

＜特筆事項＞ 
外部資金： 科研費若手(A)，その他助成金 3 件． 
 

【 今後の展開 】  
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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機械工学科 

 

 

  

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（7名），1年（6名） 

学  部：4年（5名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

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

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

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

技術を習得させる． 

 

＜授業担当科目および取り組み＞      

  授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

制御工学Ⅰ  学部3年 2 ○   

制御工学ⅠⅠ  学部3年 1  ○  

機械工学実験ⅠⅠ  学部3年 2  ○  

応用英語Ｃ  学部3年 1 ○   

ラボワーク   学部3年 1  ○ 担当学生1名 

生体工学  学部4年 1 ○   

応用ロボット工学  大学院 1  ○  

 

＜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」，アイデア賞，第１１回レスキューロボットコン

テスト，2011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．今年度の研

究テーマは以下の通りである． 

 

（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 

（２） 遠隔医療診断ロボットシステムの構築に関する研究 

応用ロボットシステム 
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機械工学科 

（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 

（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 

（５） ロボットの周囲環境認識技術に関する研究 

 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表 

・伊藤，松本，伴野，山林管理ロボットのための周囲環境認識，ロボティクス・メカトロニク

ス講演会，岡山，2011年 5月 

・伊藤，竹内，他 3名，遠隔医療診断ロボットシステムの構築，岡山，2011年 5月 

・伊藤，平野，他 4 名，NIRS を用いたブレインマシンインターフェースの構築，岡山，2011

年 5 月 

・伊藤，三井，他 2名，NIRS を用いたブレインマシンインターフェースの構築－識別率向上の

ための学習条件検討とポータブル NIRS 装置による識別実験－，第 17回ロボティクスシンポ

ジア，山口，2012年 3月 

国内学会発表 

・ロボット工学の医療・福祉・生体分野への応用，科学技術講演会（10月，富士市） 

 

【 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講師（7月） 

    教員免許状更新講習講師（8月） 

    県立磐田西高等学校（9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 2011年 7月，2012年 3月の 2回 

ロボットスカベンジャー大会 in浜松 2011年 10月 

高校生のための機械工学体験セミナー 2012年 3月 

＜管理・運営＞ 

工学部評価実施委員，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＞ 

外部資金獲得：科学研究費補助金（基盤研究Ｃ，代表者） 1件 

企業との共同研究 2件，医工連携研究 3件，奨学寄附金 1件 

 

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

システムの実用化につなげていく． 
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機械工学科 

 

 

  

専任・准教授  岡本 正芳 （OKAMOTO Masayoshi）   

機械工学科  

専門分野： 流体物理学  

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

 

【 研究室構成 】  

教    員：岡本 正芳    

修士課程：2年（3名）、1年（2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。確

率・統計では複雑なデーター処理の基礎概念となる数学的知識をしっかりと身につけてもらえるよ

う宿題やレポート課題なども活用して教育していく。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、4年 １ ○   

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。 

理論とシミュレーションによる乱流場解析 
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（２）電磁流体乱流場として電磁流体一様剪断乱流に対する直接数値計算を実行して、初期に与

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

系回転、印加磁場の作用について検討し、学会で報告した。 
（３）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。 
（４）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。 
（５）正方形ダクト内非圧縮性乱流場で主流方向系回転効果がどのように作用するかを大規模

計算から検討して、その影響について国際会議で論文発表を実行した。 
 

 

＜業績・成果＞ 

論文     

・ 岡本正芳・池本晃史・佐野智哉, " 等温壁を有する圧縮性チャネル乱流の DNS データによる圧縮

性一方程式型 SGS モデルに関する研究",日本機械学会論文集（Ｂ編） (2011). 
国際会議発表     

・ M. O kamoto, " Direct N umerical S imulation f or S treamwise R otating T urbulent F low T hrough a  
Square D uct ", A SME-JSME-KSME J oint F luids Engineering C onference, ( 2011), Hamamatsu, 
Japan. 

・ M. Okamoto, "Numerical Study for the MHD Homogeneous Decaying Turbulence with the Uniform 
Magentic Field", The 64st Annual Meeting of  the A PS D ivision of Fluid Dynamics, (2011), 
Boltimore, 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 10 件 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工友会幹事 
インターンシップ担当（機械工学科） 
入試委員（機械工学科） 
日本機械学会流体工学部門運営委員会委員（日本機械学会） 
AJK2011 流体工学部門国際会議総務委員会委員（日本機械学会） 
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 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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機械工学科 

 

 

  

専任・准教授  柿本 益志 （KAKIMOTO Yasushi）   

機械工学科 

専門分野： 熱工学、流体工学 

 
  

 

【 研究室構成 】  

教    員：柿本 益志 

修士課程：4年（4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．特に，基礎製図の講義では取りまとめ役として課題の改定や授業

改善に取り組んでいる． 
 
＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

機械工学実験Ⅰ  学部3年 2 ○   

基礎製図  学部3年 3 ○  複数担当 

応用英語C  学部3年 1 ○   

応用熱工学  学部3年 1  ○  

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 
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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 

液化天然ガスや液体窒素等の低温流体輸送管の断熱において，断熱材カバー間に生じる隙間

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．また，加熱多孔質角柱まわりの熱流動特性を明ら

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＞ 

国内学会発表 

・ 柿本益志、布川 遼、増岡隆士，「多孔質角柱まわりの熱流動特性」，日本機械学会熱工学コン

ファレンス 2011，浜松市，2011 年 10 月（日本機械学会）． 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・NIFEE 委員として，現地入試や留学生の教育等に携わった． 
・「日本機械学会熱工学コンファレンス 2011」の実行委員会として学会を企画運営した． 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：共同研究 2 件 
 
【 今後の展開 】  

 これまでの研究を継続するとともに，バイオ伝熱，冷凍空調，福祉分野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：4名 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

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

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

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

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

 
＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

熱力学Ⅰ  学部2年 2 ○  複数担当（2人） 

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, C. Yang, K. Ando and A . Nakayama, Exact S olutions for a  Thermal N onequilibrium 

Model of Fluid Saturated Porous Media Based on an Effective Porosity, Trans. ASME, Journal of Heat 

Transfer,Vol.133,No.11,112602,2011. 

(2) 桑原不二朗、立石直樹、 多孔質体都市モデルによる局地気象現象の新しい数値予測、日本機

械学会論文集（B 編）、No. 2011-JBR0404,2011. 
(3) C. Yang, F. Kuwahara, W. Liu and A. Nakayama, Thermal Non-Equilibrium forced convective flow in 

an annulus f illed with a  porous medium, The Open Transport Phenomena Journal, Vol.3, pp.31-39, 

2011. 

国内学会発表    

・日本伝熱学会、日本機械学会など、計 4 件 
 

解説・特集等   

 

【 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(B)分担 
 

【 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） 

連携教員：鈴木教授 

 

【 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、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。 

環境対応機械加工技術の研究 
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機械工学科 

（２）無残滓液ミスト切削加工法の開発 
  強アルカリ電解水ミストによる鋳鉄材料の加工性能を評価した。 
（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）ステンレス鋼の深穴加工に関する研究 
  難削材であるステンレス鋼のドリルによる高生産性穴加工について検討した。 
（５）熱可塑性 CFRP 材料の機械加工特性 
  低生産コストが期待される熱可塑性 CFRP 材料について、トリミング加工特性を調査した。 
（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、鈴木康夫、丸井 暁「炭素繊維強化プラスチックの形彫り放電加工の試み」第 202 回

電気加工研究会 青山学院大学 2011.6.10 
2) 酒井克彦、「油含浸工具の切削特性」日本トライボロジ学会第 30 回エコマシニングとトライボロ

ジ研究会 名古屋工業大学 2011.10.14 
3) 渡邊公也、岩倉和正、丸岡仁美、酒井克彦、鈴木康夫「油含浸工具の切削特性」2011 年精密工学

会秋季大会 金沢大学 2011.11.19 
4) 丸井 暁、酒井克彦、鈴木康夫「炭素繊維強化プラスチックの形彫放電加工特性」電気加工学会

全国大会 2011 つくば研究交流センター 2011.11.25 
5) 岩倉和正、丸岡仁美、酒井克彦、鈴木康夫「油含浸工具の切削特性と工具表面解析」2012 年精密

工学会春季大会 首都大学東京 2012.3.15 
国際学会発表  

1) Katsuhiko SAKAI, Yuuki KANEDA, Hiroshi SUYAMA and Yasuo SUZUKI, Environmentally Conscious 
Deep Hole Drilling using Oil Mist Carried by Mixed Gas, LEM21 SAITAMA 2011, 2011.11.9 

 
【 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) 静岡医療科学専門学校非常勤講師 

＜特筆事項＞ 

 共同研究： 5 件 
 企業による技術相談： 7 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  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（1名）、1年（1名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  基礎知識の習得と現象のイメージができるようになることを目標として講義を行っている．また，

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 

新入生セミナー 学部1年 1 ○   

応用英語Ｃ 学部3年 1 ○   

流体力学Ⅰ 学部2年 2 ○   

基礎製図 学部3年 1 ○   

機械工学実験Ⅱ 学部3年 2  ○  

応用流体工学 大学院1年 1  ○  

 

 
【 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）高速液滴の衝突過程について 
これまでの計算結果を踏まえ実験を行うことで，計算では考慮していない要素が明らかになった．

また真空チャンバー内の実験結果より，Lamella や Splash 形成条件が明らかになった． 
（２）二流体ジェット洗浄について 
 液体や気体の変更や，対象物の温度を制御することによって，より詳細な洗浄モデルの確立と 
 新規洗浄手法の提案を行った． 

（３）微細構造での濡れ特性 
 過去の論文調査や簡易的な実験により，支配的なパラメータの抽出と基礎モデルの確立を行った． 

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) T. Sanada, K. Ando, T. Colonius, A computational study of high-speed droplet impact, Fluid 

Dynamics & Materials Processing, vol.7, no.4, pp.329-340 (2011). 

その他 2 件 

国際会議発表     

1) T. Sanada, K. Hashimoto, A. Hayashida, M. Watanabe, Observation of Removal Process of Thin 

Metal Film on Glass Surface by Steam-Water Mixed Spray: Application to Au Film Removal in LED 

Manufacturing, ECS2011, Boston, 2011 年 10 月. 

その他 3 件 

国内学会発表  

1) 真田俊之，益子岳史，橋本健太郎，堀邊英夫， 水蒸気と水の混合噴流によるレジスト剥離 日
本機械学会 2011 年度年次大会, 東京, 2011 年 9 月 

その他 3 件 
 

招待講演 

1)  真田俊之，レジスト膜の機械的強度測定と蒸気二流体による剥離，応用物理学会秋期シンポジウ

ム，山形，2011 年 8 月． 
2)  真田俊之，メゾスケールでの気泡挙動モデリング，気液固分散工学サロン（化学工学会秋期大会），

名古屋，2011 年 9 月． 
 

解説・特集 

1) 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洗浄技術，砥粒加工

学会誌，第 55 巻，第 11 号，640-643. 
 
【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得 ： 奨学寄付金 1 件、共同研究 2 件、助成金 1 件，科研費代表者 1 件，科研費分担

者 1 件，受託研究 1 件，経産省サポイン（副代表統括）1 件． 
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実験の担当． 
国際会議 AJK2011（ASME-JSME-KSME Joint Fluids Engineering Conference 2011）の Local Executive 

Member として会議の運営． 
応用物理学会界面ナノ電子化学研究会委員長として，2 回の講演会および 1 回の技術者育成セミ

ナーを開催． 
企業技術者を対象とした物理洗浄に関するセミナーを開催． 
 
 

【 今後の展開 】  

 水蒸気と水の混合によって発生する物理の詳細，例えば音速の変化や凝縮現象が，混合噴流へと大

きな影響を与えることが明らかになった．今後その詳細を明らかにして行きたい．また物理洗浄全般

の洗浄メカニズムの物理を解明することで，新規洗浄技術の確立に努めたい． 

53



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強化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）アラミド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アラミド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，回収アラミド繊維の引張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疲労特性 
    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． 
（４）超音波ねじり疲労試験機の開発 

複合材料・金属材料の強度と破壊 
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機械工学科 

    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               

・ 加藤木秀章, 島村佳伸, 東郷敬一郎, 藤井朋之, 一方向ジュート紡績糸強化 PLA の疲労特性と

その疲労機構, 日本複合材料学会誌, Vol.37, No.6, 2011, pp.203-208 

・ 福田博，邉吾一，末益博志編, 新版 複合材料・技術総覧, 産業技術サービスセンター, pp.82 6-828 

(2011)（分担） 

他 4 件 

国際会議発表     

・ Yoshinobu S himamura, Koichiro N arita, H itoshi I shii, K eiichiro T ohgo, Tomoyuki Fujii, T ooru 
Yagasaki and Masamichi H arada, Fatigue P roperties of  C arburized A lloy S teel i n Very H igh C ycle 

Regime U nder T orsional Loading, Fifth I nternational C onference o n V ery H igh C ycle Fatigue 

(VHCF5), Berlin, Germany, 2011, pp.381-386 

他 6 件 

国内学会発表  

・ 島村佳伸，石原幹久，森澤直樹，東郷敬一郎，藤井朋之，井上翼, カーボンナノチューブプ

リフォームを用いた高分子基複合材料の機械的特性, 日本機械学会M&M2011材料力学カン

ファレンス, 北九州, 2011, OS1517(3p) 

他 13 件 

招待講演  

・ 島村佳伸，カーボンナノチューブプリフォームを用いた構造用高分子基複合材料の開発, 第

2 回構造材料国際クラスターシンポジウム, 筑波, 2011 
 

【 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」（2012 年 3 月）の企画運営を担当した． 
フィリピン大学ディリマン校との研究室間交流（SSSV プログラム）を実施した． 

＜管理・運営＞ 

近未来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＞ 

外部資金獲得：奨学寄附金，科研費（若手Ｂ 代表者），ALCA（先端的低炭素化技術開発） 
JAXA/ISAS 客員准教授を兼任 
 

【 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  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（3名）1年（2名） 

学  部：4年（5名） 

連携教員：田中繁一 教授，中村保 特任教授，坂井田喜久 教授， 

     矢代茂樹 准教授 吉田始 助教 

 

【 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 

機械材料I  学部2年 2 ○  複数担当（2人） 

塑性加工学  学部3年 1 ○  複数担当（2人） 

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 ○   

 

＜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，2011 

 
【 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 

56



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 

・早川邦夫, 澤野賢太郎, 今井保介, 久保田義弘, 難波保夫, 中村保；ステンレス鋼板におけるヤン

グ率の塑性ひずみ依存性の異方性がスプリングバック解析精度に与える影響，塑性と加工，

52-610 (2011), 1187-1192. 

・早川邦夫, 森広行, 三井正法, 中村保, 田中繁一；スクラッチ試験における被膜-基材界面応力状

態に対する有限要素解析，塑性と加工，52-610 (2011), 1181-1186. 

国際会議発表 

・K. Hayakawa1, H. Mori, K. Koyabu, T. Nakamura; Finite Element Analysis on Interfacial Stress of Scratch 
Test, Proc. ICTP2011 (2011), pp. 1184-1189. 

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  吹場 活佳 （FUKIBA Katsuyoshi） 

機械工学科 

専門分野： 航空工学、推進工学 

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

 

【 研究室構成 】  

教    員：吹場 活佳 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  学生が学問やものづくりに興味を持ち、積極的に参加していけるような環境作りを目指す。 航
空関連の講義では最新のトピックを取り入れ学問のみではなく航空産業についても理解できるよ

う心掛ける。また卒業研究においては必ずものづくりの要素を取り入れるとともに学生の自主性を

発揮できるようにテーマの与え方を工夫する。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

航空工学  学部 3 年 2  ○  

航空推進工学特論  修士 2  ○  

新入生セミナー  学部 1 年 1 ○  複数担当（28人） 

応用英語 C  学部 3 年 2 ○  複数担当（28人） 

機械工学実験Ⅰ 学部 3 年 2 ○  複数担当（12人） 

ラボワーク 学部 3 年 2  ○ 複数担当（10人） 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

現状の航空機がもつ問題点を改善するとともに、将来のより優れた航空機の製造のための萌芽的

なアイデアへ挑戦する。特に今年度は異動 1 年目であるため実験環境の整備に尽力する。 
 
＜実績＞  

 1) 自由回転軸を有する翼型による円柱の空気抵抗低減 
    実験用の 200×200 m m 低速風洞を製作した。係留気球のケーブルに作用する空気力の低減

を目的として、円柱の空気抵抗を低減する手法を提案し実験によってその有効性を確認した。

円柱形状物体の空気抵抗低減は工学的に広く用いられており、本手法が与える影響は大きい。 
    2) S 字ディフューザの性能評価 

 JAXA等と共同開発中の超音速ターボエンジンに搭載されているS字型の流路を持つディフ

ューザについて、実機と相似形状の模型を製作し内部の流れを評価する実験を行った。結果と

して大規模な剥離を伴う流れであることが確認され、さらに整流板を用いることで性能改善が

図れることを明らかにした。 

将来型航空機に関する研究 
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機械工学科 

 3) 空気予冷却サイクル航空エンジンに関する基礎研究 
 燃料である液体水素を用いて吸入した空気を冷却することで性能改善および熱防御を行う空

気予冷却サイクル航空エンジンに関して、主に熱交換器における挙動に着目した基礎研究を行っ

た。空気予冷却が圧縮機性能に与える影響などについて明らかにした。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1) K. Fukiba, N. Tsuboi and H. Kobayashi : Numerical Study of Flow Angles and Mach Number 
Measurement Using the Surface Pressure of a Supersonic Aircraft with Nose cone, Transactions 
of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences, Vol.55, No. 2(2012). 

 

国際会議発表 

1) Katsuyoshi Fukiba, T akuya I imura a nd T akuya U emura: Flow A ngles a nd Mach Number 
Measurement Using Surface Pressures of a Nose Cone at Transonic Speed, The 28th International 
Symposium on Space Technology and Science, June 2011, Okinawa, Japan. 

 他 2 編 

国内学会発表 

1) 吹場活佳、山田悠太：伝熱工学的経験式を用いた空気予冷却器の数値解析，平成 23年度宇

宙輸送シンポジウム，STCP-2011-061，2012年 1月 
  他 3 編 
 

基調講演 
1) 吹場活佳，原田賢哉，田口秀之，小林弘明，佐藤哲也，大久保英敏: 極超音速ターボエン

ジン飛行実験用極低温熱交換器の開発と着霜問題，2011 年度日本冷凍空調学会年次大会，

E211, 東京，2011 年 9 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セミナー 2012.3 
＜管理・運営＞ 

機械工学科 交通対策委員、広報企画室委員 
 
【 今後の展開 】 

 平成 25 年度を目標に他機関との共同による超音速実験機の飛行実験を計画している。また、省エ

ネルギー化に有効なヒートポンプシステムの普及にとって重要な技術課題である、熱交換器の着霜・

除霜の研究にも着手予定である。 
 
 

59



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 

修士課程：1年（2名） 

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＞ 

  材料力学や弾性力学といった力学系の授業では，臨場感と緊張感のある授業を目標とする．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．ま

た，授業および研究指導のどちらでも「体験する材料・構造の力学」を目標とし，学習や研究する

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．研究指導では，研究テーマを自分で高めるよう工夫し，学会発表や研究会で

の発表を通じてプレゼンテーション能力やディスカッション能力の向上を図る． 
 

＜授業担当科目および取り組み＞ 

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

材料力学I  学部1年（クラスM1，M2） 2  ○ 1コマ×2クラス 

機械工学演習I  学部1年（クラスM1，M2） 2  ○ 1コマ×2クラス，複数担当（2人） 

弾性力学  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 

材料強度設計  大学院1，2年 1 ○  複数担当（2人） 

 
【 研究 】 
＜目標＞ 

  近年，構造材料として急速に普及している繊維強化プラスチックについて，成形から使用後まで

のあらゆるプロセスを実験・解析両面から解明し，その機械的特性および信頼性を高める． 
 (1) 繊維強化プラスチックの成形の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) 複合材料のせん断切断加工における材料中の損傷挙動を実験，解析両面から明らかにする．切

断シミュレーションを構築するとともに，切断条件の最適化を提案する． 
 (3) 複合材料の高速衝撃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． 
 (4) 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． 

先進複合材料の成形・損傷進展のモデリング 
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機械工学科 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

(1) Shigeki Yashiro, Tomonaga O kabe. Estimation of  f atigue da mage i n hol ed c omposite laminates 

using an embedded FBG sensor. Composites Part A, Vol. 42(12), 1962-1969 (2011). 

(2) Shigeki Yashiro, Tomonaga Okabe, Kisa Matsushima. A numerical approach for injection molding 

of short-fiber-reinforced plastics using a particle method. Advanced Composite Materials, Vol. 20(6), 

503-517 (2011). 

(3) Keiji O gi, Manabu Takahashi, S higeki Yashiro. Empirical models for matrix c racking in a  C FRP 

cross-ply laminate unde r s tatic- and cyclic-fatigue l oadings. Polymer C omposites, V ol. 32(10), 

1652–1660 (2011). 

他 4 件 

国内学会発表 

(1) 矢代茂樹, 岡部朋永. 複合材積層板の高サイクル疲労損傷予測に適用する結合力要素の疲

労損傷蓄積モデルの提案. 第 3 回日本複合材料合同会議（JCCM-3）, 京都, 2012 年 3 月. 

(2) 石井克典, 矢代茂樹, 坂井田喜久. 変形を伴う不連続繊維の成形流動解析の提案. 第 3 回日

本複合材料合同会議（JCCM-3）, 京都, 2012 年 3 月. 

(3) 矢代茂樹, 佐々木英晃, 坂井田喜久. 短繊維強化プラスチックの射出成形中の繊維流動に

関する粒子シミュレーション. 日本複合材料学会第 36 回複合材料シンポジウム, 仙台, 2011

年 10 月. 

他 9 件 

招待講演 

(1) 矢代茂樹. 粒子法を用いた短繊維複合材料の成形シミュレーション. 日本鉄鋼協会 創形創

質工学部会 数理モデリングフォーラム, 東京, 2012 年 1 月. 

(2) 矢代茂樹. 複合材料の損傷挙動および信頼性評価. 高分子学会 東海支部 第 21 回東海ミニ

シンポジウム, 名古屋, 2011 年 9 月. 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

日本複合材料学会 広報委員会委員，日本複合材料学会東海北陸支部 支部監事 
浜松南高等学校実験実習講座，高校生のための機械工学体験セミナー 実験テーマ担当 

＜管理・運営＞ 

工学部 評価実施委員会 委員 
機械工学科 評価実施委員会 委員 
機械工学科 学年担当（平成 23 年度入学） 

＜特筆事項＞ 

受賞：日本複合材料学会，林賞，2011 年 5 月． 
外部資金獲得：科研費（若手研究 B 代表者，基盤研究 B 分担者，基盤研究 B 分担者） 
略的創造研究推進事業（ALCA）分担者，共同研究（代表 2 件），経産省サポイン（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/ 

 

【 研究室構成 】 

教    員：山下 淳 

修士課程：2年（3名）、1年（2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，ロボット工学ではロボットの基礎につい

て，それぞれ分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 ○   

情報工学  学部3年 1  ○ 複数担当（2人） 

ロボット工学  学部3年 1  ○  

 
＜業績・成果＞ 

教科書 

・ 山下 淳, 計測する（第 5 章前半）, 95-107 ページ, 共著者多数, 「ロボティクス」, 日本機械

学会, 2011. 
 
【 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 

ロボット，センサ情報処理 
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機械工学科 

(4) 光の屈折を考慮した水中物体計測 
(5) カメラを用いた書籍画像の電子化 
(6) 画像処理技術を用いた福祉機器 
 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1)  長田 典子, 大城 英裕, 加藤 邦人, 輿水 大和, 佐川 立昌, 藤原 孝幸, 山下 淳, 橋本 学: 
“メディア分野における多次元センシング技術の現状と動向”, 電気学会論文誌 D, Vol.131, 
No.4, pp.433-440, April 2011. 

2)  久野 素有, 山下 淳, 金子 透: “ステレオカメラを用いたタッチパネル操作支援システムの

構築”, 電気学会論文誌 D, Vol.131, No.4, pp.458-465, April 2011. 
3)  宮木 理恵, 山下 淳, 金子 透: “プロジェクタ・カメラシステムを用いた色覚障碍者への色

情報提示”, 電気学会論文誌 D, Vol.131, No.4, pp.497-504, April 2011. 
4)  Atsushi Yamashita, Masaaki Kitaoka and Toru Kaneko: “Motion Planning of Biped Robot 

Equipped with Stereo Camera Using Grid Map”, International Journal of Automation Technology, 
Vol.5, No.5, pp.639-647, September 2011. 

5)  Ryosuke Kawanishi, Atsushi Yamashita and Toru Kaneko: "Three-Dimensional Environment 
Modeling Based on Structure from Motion with Point and Line Features by Using Omnidirectional 
Camera", Recent Advances in Mobile Robotics (Andon Venelinov Topalov (Ed.)), INTECH, 
pp.51-68, December 2011. 

 
国際会議発表 

1)  Atsushi Yamashita, So Kuno, and Toru Kaneko: “Assisting System of Visually Impaired in Touch 
Panel Operation Using Stereo Camera”, Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on 
Image Processing (ICIP2011), pp.1001-1004, Brussels (Belguim), September 2011. 

2)  Atsushi Yamashita, Ryosuke Kawanishi, Tadashi Koketsu, Toru Kaneko and Hajime Asama: 
“Underwater Sensing with Omni-Directional Stereo Camera”, Proceedings of the 11th Workshop on 
Omnidirectional Vision, Camera Networks and Non-classical Cameras (OMNIVIS2011), 
pp.304-311, Barcelona (Spain), November 2011. 

他 7 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 21 件 
 

招待講演 

1) 山下 淳: “全方位カメラ搭載移動ロボットによる環境センシング”, 2011年度精密工学会秋季

大会シンポジウム資料集（大規模環境の 3 次元計測と認識・モデリング技術の現状と展開）, 
pp.52-54, September 2011.  

2) 山下 淳: “全方位カメラによる 3 次元計測システム”, 第 21 回三次元工学シンポジウム資料

集, pp.3-11, 横浜, December 2011. 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

広報企画室委員（2 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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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（3名）、1年（1名） 

学  部：4年（8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 
  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パラメータの決定法を開発した。 
（２）5 自由度アームを用いた実環境作業のための運動学計算法 
 ヒューマノイドの 5 自由度アームを用いて作業を行うための運動学計算法を開発した。 
（３）ロボットシミュレーション技術 
 ロボット動力学シミュレーション用の汎用性の高い制御プログラムを開発した。 
（４）実時間制御系の構築法 
  AMP 対応の実時間 OS 上での制御系の構築法および実時間性能の検討を行った。 
 

ロボットによる実環境作業の実現 
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機械工学科 

 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表  
・ 清水，“インピーダンス制御の接触安定性に関する考察”，第 29 回日本ロボット学会学術講演

会，東京，2011 年 9 月． 
・ 清水，前田，鳥居，“人の動的バランス制御能力の評価”，Dynamics and Design Conference 2011，

高知，2011 年 9 月． 
・ 清水，音田，“制御入出力が異なるシステム同士を接続する RT コンポーネントの開発”，第 12

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，京都，2011 年 12 月． 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携＞ 

・日本機械学会校閲委員 
＜管理・運営＞ 

・防災・安全委員 

＜特筆事項＞ 

・共同研究 3 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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機械工学科 

 

 

  

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，指導補助）、1年（3名，指導補助）  

学  部：4年（4名，指導補助） 

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、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において、箔厚を変化させ

疲労試験を行い、疲労強度に及ぼす箔厚の影響の検討を行った。箔材の時間強度は，全寿

命域にわたりバルク材の疲労強度の 50％程度であった．破面観察より，箔材では試験片端

部において粒界き裂が生じ，その後局所くびれをともなう延性き裂進展に遷移した．その

一方で，バルク材は試験片表面から疲労き裂が発生・進展し，破断したと考えられる．箔

材とバルク材の疲労強度の差は，疲労破壊機構が異なるためであると考えられる． 

機能性材料の破壊・疲労強度の研究 
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機械工学科 

 

（２）構造材料の応力腐食割れ評価における非線形破壊力学の適用性に関する研究 
応力腐食割れ(SCC)は，塑性変形場（大規模降伏条件）で生じるため，従来の線形破壊

力学に基づく評価では不十分である．本研究では，SCC 進展挙動評価における非線形破壊

力学の適用性の評価を行った．SUS304 を対象に非線形破壊力学パラメータ J 積分による

SCC 進展挙動評価を行い，SCC 進展速度が J 積分により評価できることを示した． 
（３） 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。本研究では疲労強度評価を行うとともに，繰返し負荷による摩擦材の内

部組織の変形・損傷評価を行った． 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1) Tomoyuki Fujii, Keiichiro Tohgo, Yutao Wang, Jun Shibata, Yoshinobu Shimamura, Nobuyuki 
Katayama and Yoichi Ito, Fatigue Strength of a Paper-based Friction Material under 
Shear-Compressive Loading, STRENGTH, FRACTURE AND COMPLEXITY, Vol. 7( 2011), pp. 
185-193  

2) 藤井朋之，東郷敬一郎，島村佳伸，和田拓也，伊藤洋一，片山信行，ペーパー系摩擦材

における静的強度に及ぼす構成素材の影響，日本機械学会論文集 A 編，Vol. 77，
No.782(2011), pp. 1712-1722 
（計 5件） 

国際会議発表 

1) Tomoyuki Fujii, Keiichiro Tohgo, Yukinori Suzuki, Takahiro Yamamoto, Yoshinobu Shimamura and 
Yoshifumi Ojima, Fatigue Properties of Spot Welded and Spot Weld-Bonded Joints of Steel Sheet, 
Proceedings of the 11th International Conference on the Mechanical Behavior of Materials (ICM11), 
COMO. ITALY, 2011, pp. 1075-1080 
（計 11 件） 

国内学会発表 

1) 日本機械学会 M&M2011 材料力学カンファレンス 2 件 

2) 第 15 回破壊力学シンポジウム   2 件 

3) 腐食防食協会 第 58 回材料と環境討論会 2 件 
（計 18 件） 

特許出願 

1) 特許出願 1 件 藤井朋之，東郷敬一郎，島村佳伸（特許出願 2011-268295「引張試験機」） 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・浜岡原子力発電所第 5 号機 海水流入事象に係る設備健全性評価検討委員会 委員  
・ポリテクカレッジ浜松 非常勤講師（材料力学 I） 

＜管理・運営＞ 

・工学振興基金事業部会, 薬品管理, 日本機械学会連絡員 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費(若手研究 B(代表)，基盤研究 B(分担))，研究助成金 1 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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機械工学科 

 

 

  

専任・助教  益子 岳史 （MASHIKO Takashi）   

機械工学科  

専門分野： 非線型現象，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（3名） 

学  部：4年（8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（4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，水蒸気・水の混合噴流による洗浄技術の開発を目的とした実験や，乱流中のラグランジュ粒

子の衝突に関する研究等も実施している． 
 

＜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）
モデルに基づく数値シミュレーションを実施し，こうした系に特有の集団現象を発見してき

た．また，この研究を機械工学へ応用する試みも始めており，こうした取り組みを国際会議

における総合講演等として発表している． 
（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，半導

体ウェハからのレジスト膜除去実験を実施した．レジスト膜の厚さや機械的強度，噴流噴射

時間等のパラメーターを変化させた際の除去量を評価するとともに，高速度カメラによる観

察結果等を考慮して考察を行った．その結果，レジスト膜の除去が，本質的には噴流の衝撃

による剥離を含む物理的プロセスであることを明らかにした． 
   

自己駆動体の多体系、熱流体 
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機械工学科 

 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                         

(1) M. Natsuisaka, K. Tsujii, M. Shimomura, H. Yabu, Y. Hirai, T. Mashiko, S. Deguchi, S. Mukai, Y. Inoue, Y. 

Nishiyama, M. Sawada, K. Okumura, and K. Sakamoto, "Microgravity experiments in the field of physical 

chemistry in Japan", Journal of Physics: Conference Series 327, 012046 (Dec., 2011).  

 

国際会議発表 

(1) T. M ashiko, T. S anada, I . N ishiyama, a nd H. Horibe, " Removal of  r esist f ilm f rom w afer s urface by  

steam-water mixture jet", Bull. Am. Phys. Soc. 56 (18), 205: 64th Annual Meeting of the APS Division of 

Fluid Dynamics (DFD), Baltimore, Maryland, USA, Nov. 20-22, 2011. 

(2) T. M ashiko, " Collective B ehavior of  F lexible C hainlike Walkers", Proceedings of  t he 4t h I nternational 

Conference on Computational Mechanics a nd V irtual E ngineering (COMEC 20 11), 319 -324: B rasov, 

Romania, Oct. 20-22, 2011 (Plenary Talk). 

他 4 件 

 

国内学会発表 

(1) 益子岳史，真田俊之，堀邊英夫，西山逸雄，橋本健太郎，「水蒸気と水の混合噴流を用いたウェ

ハ表面レジスト除去」，日本機械学会 熱工学コンファレンス 2011，静岡大学浜松キャンパス，

2011 年 10 月． 
他 6 件 

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

・日本機械学会 熱工学コンファレンス 2011，実行委員・OS オーガナイザー 
・第 48 回日本伝熱シンポジウム，OS オーガナイザー 

＜管理・運営＞ 

・工学振興基金事業部会委員 
・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： 
・JKA，機械工業振興補助事業（研究補助），「ヘビ型ロボット群の提案と実現化検討」（代表）． 
・共同研究 1 件（分担） 

 

【 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．その他の研究テーマについても，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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機械工学科 

 

 

  

専任・助教  松井 信 （MATSUI Makoto）   

機械工学科  

専門分野： 高温気体力学、宇宙推進工学、プラズマ工学 

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

【 研究室構成 】  

教    員：松井 信    

修士課程：1年（8名）、2年（3名） 

学  部：4年（9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。 

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) 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。 
4) アルミニウムを用いた再生エネルギーサイクルシステムの研究 

アルミニウムを用いた再生エネルギーサイクルシステムの検証実験として、レーザープラ

ズマを用いてアルミナの熱還元に関して実験的に検証した。 

 

プラズマ、レーザーの宇宙工学への応用 
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機械工学科 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) 山極芳樹，髙木暁生，吉村尚倫，松井信，田中孝治，阿部琢美，佐原宏典，藤井裕矩, “観

測ロケットによる導電ベアテザーの作動と荷電粒子収集理論検証実験,” 航空宇宙技術, 

Vol.11,2012, pp.7-14. 

2) 石井克典, 松下太郎, 粟冠真平, 松井信, 山極芳樹, “スターダスト推進機用推進剤供給装置

の性能評価,” プラズマ応用科学, Vol.19, No.1, 2011, pp.64-68. 

3) Mastui, M., Tanaka, K., Yamagishi, S., Matsumoto, S., Yamagiwa, Y., Komurasaki, K., and 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, No.1, 2011, pp.1-5 

国際会議発表     

1) Matsui, M., Nakamura, H., Tanaka, K., Nomura, S., Kuwahara, A., Yamagiwa, Y., Komurasaki, K. and 

Arakawa, Y., “Plume Diagnostics of High Enthalpy CO2 Flows by Spectroscopic Methods,” 28th 

International Symposium on Space Technology and Science, Okinawa, 2011.（他 10 件） 

国内学会発表  

1) 松井信, 田中憲作, 米田進吾, 小紫公也, 山極芳樹, 荒川義博, “レーザープラズマを用いた超

音速二酸化炭素気流の生成,” 平成 23 年度衝撃波シンポジウム, 東京大学, 2012.（他 23 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＞ 

テクノフェスタ実行委員（1 年目），Ｍ系懇話会，機械工学実験 WG 長を務めた。 
＜特筆事項＞ 

受賞・表彰：     1) 田中憲作, 米田新吾, 松井信, 山極芳樹, 小紫公也, 荒川義博, “連続発

振炭酸ガスレーザーを用いた高速原子状酸素気流の生成,” 第 43 回流

体力学講演会/航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム, 学生

プレゼンテーション賞，早稲田大学, 2011. 
 2) 桑原彬, 松井信, 山極芳樹, “真空紫外光を用いた酸素原子数密度測定

システムの研究開発, ” IEEE Young Research Workshop in Shizuoka, 
Best Poster Award First Prize, 2011. 

 3) Yoneda, S., Tanaka, K., Nomura, S., Matsui, M., Yamagiwa, Y., Komurasaki, 
K. and Arakawa, Y. “Generation of High Speed Atomic Oxygen Flows by a 
Laser Driven Plasma Wind Tunnel,” 28th International Symposium on Space 
Technology and Science, Best Poster Award Third Prize, 2011 

外部資金獲得：    1) 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」 
 2)「深紫外 LED を用いた光電離式宇宙推進機の基礎研究」 

  平成 23 年度学長裁量経費「教育研究プロジェクト推進経費（若手研究

者支援経費）」700 千円 
   

【 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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機械工学科 

 

 

  

専任・助教  吉田 始 （YOSHIDA Hajime）   

機械工学科  

専門分野： 塑性加工学  

 
 

【 研究室構成 】  

教    員：吉田 始     

修士課程：2年（3名）、1年（5名） 

学  部：4年（10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．昨年度から実際に日本刀を実験対象とした．単純な炭素鋼

を組み合わせることで，表面を硬くし内部は柔らかで衝撃を吸収する等の技術は素晴らしいもので

あり傾斜機能材料である．その技術は車などの変速機として使われている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＞ 

以下の研究をする予定である． 

 

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中間在庫が増すなどコスト削減の妨げ

になっている．塑性変形を利用しての成形で時間や素材歩留まりの課題を克服する方法が研究され

実用化されつつある．中間在庫を減少させるため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． 

さらに上記のライン内での成形とは異なり，今まで研究で得られている結果を利用し，押出し成

形で歯車類を生産するため，自動車部品メーカーと協同し細部を詰め，実用化することを目標とし

ている．  

  

歯付き部品の押出し成形 

72



機械工学科 

 

 

＜実績＞  

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及び FEM 解析を行った．

その結果充てんした良好なる内歯車を得ることが出来た．専門学会である塑性加工学会及び機械

学会での講演会にて報告をした． 
 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等  

1)“内径拡張を伴う外歯車の押出し成形” 吉田始、坂井田喜久、沢木洋三、中村保、早川邦夫、  
磯谷章、塑性と加工 53/613,140-144(2012). 

             

国内学会発表  

・日本機械学会,日本塑性加工学会 及び日刊工業新聞 など,計 9 件 
 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：1 件 
 

【 今後の展開 】 

  

 これまでに研究してきた多くのデータがあり，それらを論文としてまとめたい． 
またバリ無し歯車の成形では，著者らの特許を使用する企業と実用化すること． 
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電気電子工学科 

電気電子工学科の教育研究活動状況 

 

【 教育活動 】 

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。各教員の代表的な研究成果は以

下のとおりである． 

 地域エネルギー供給システムのエネルギー供給・発生方式 戸建住宅地にコージェネレーション

を導入し，地域の負荷によっては冷暖房用の熱供給範囲を限定したほうがコージェネレーション

利用率向上につながることを明らかにした。ハイブリッドソーラーヒートポンプシステムおよび

光・熱ハイブリッドコレクタに関す実験と太陽エネルギー取得シミュレーションを行った。集中

巻 PM 形バーニアモータの誘導起電力算出に必要な電機子巻線と永久磁石磁束との鎖交数を明ら

かにした。電流源モジュール構造に基づく新しい電流形マルチレベルインバータにおいて、出力

歪をほぼ皆無にできるハイブリッド方式を考案し，シミュレーションによりその運転特性を検証

した。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。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

用いて、南九州の雷の地域特性を検討した。 

 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を行い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。流星バースト通信における多リモート局を想

定した情報伝送プロトコルの検討を行った。2 m 帯の高効率ファイバレーザの研究においてピエ

ゾアクチュエータを使用した能動的 Qスイッチングで 800 mW を超えるパルス出力を得た。これは

通信帯レーザダイオードを用いた励起方式では最高の出力である。レーダネットワークを利用し

た周辺環境認識システムにおいてターゲット検出時の位置推定精度の向上を狙った各種信号処理

74



電気電子工学科 

アプローチの検討，移動するターゲット（例えば交差点における死角車輌など）の挙動推定手法

の検討を行った．複数の中継端末を介して送受信を行うネットワーク、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考察し、ネットワークの形状を考慮に入れたスループット特性

の解析を進めた。走行中の自動車の非接触送電での磁気共鳴ワイヤレス電力伝送方式においてフ

ラクタルアンテナを採用し，送受アンテナ間の位置ずれに強い送電システムを提案した。多孔板

の音響特性（後方が空隙またはグラスウール）の垂直入射吸音率を音響管等価回路モデル、およ

び伝送回路モデルで統一的に現せた。空隙を用いての吸音および共鳴（ヘルムホルツ共鳴）につ

いての実測とモデルにて検討した。非線形サンプル値制御理論を用いて、船舶のサンプル値直線

軌道追従制御系の設計を行った。また、設計した制御系の有効性を実機実験により実証した。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。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。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。

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。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においてリコンフィギャラブルデ

バイスの研究を行った．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。画像特徴量を応用した部分スケッチ画像内容検索を実現した。 

 プラズマ技術を駆使したナノチューブ、グラフェンなどの低温合成技術の開発に成功した．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。レーザ蒸着法を用いて新規人工ピニングセンターを導入した超伝導薄膜の作製につい

て成功した。新しい Ca 系シリサイド材料及び Mo 金属シリサイドの作製方法を確立し、結晶品質

を向上させるとともに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．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などによる影響が大きいことを明ら

かにした。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，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。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。IV-VI 族半導体光励起面発光レーザの開発を行い、

波長 3ｍ、ピーク光出力 2W、量子効率 16%の高効率動作に成功した。 
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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（3名）、1年（1名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜ 目標 ＞ 

 専門科目では、電気回路Ⅰ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、工学部に学科として存在しない土木、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、

酸化物薄膜の作製と素子応用 
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石英管とドーナツ型円板の結晶特性への効果を調査した。石英管を使用することにより、

蒸着速度が増加することが分かった。今年度は、電池特性の評価も開始した。 

（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。今年度は、助触媒として、鉄と銅を担持させて、光触媒特性を評価した。 

（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。今年度は、石英基板を使用し、絶縁体基板の酸素

センサ特性への効果を評価した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) A step annealing effect of SrS:Cu films for blue EL elements  

M. Isai and S. Kato 

Trans.Mater.Res.Soc. Jpn. Vol.36, No.4 ,pp. 611-614(2011). 

2) Preparation and Evaluation of Ga2O3 oxygen sensors 

M. Isai, S. Kayano, and N. Yamaguchi,  

Trans.Mater.Res.Soc. Jpn. Vol.36, No.2 ,pp. 253-255(2011). 

3) Preparation of Pt-deposited TiO2 films and evaluation of photocatalytic properties  

M. Isai, I. Nakamura, T. Ito, and Yoichi Hoshi  

Trans.Mater.Res.Soc. Jpn. Vol.36, No.2 ,pp. 261-264(2011). 

国内学会発表  

・ Ga2O3 酸素センサの作製と評価青 以西雅章、茅野真也、池田紘基、鈴木嘉文、以西雅章  

信学技報 ED2011-27, CPM2011-34, pp.135-138(2011).   他 5 件 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

H24 年度の就職当番を担当の為、H23 年 12 月から実質的な活動を開始している。 

＜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。 

 そのために、他学科の教員の協力を仰ぎ研究を進めている。 
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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 

新入生セミナー 学部1年 0.5 ○   

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（4人） 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

   量子構造を含む熱電材料の熱電効果の理論の構築。中赤外領域で動作する IV-VI族半導体チュー

ナブル面発光レーザ開発に向けた研究を行なう。 

 

＜実績＞  
(1) 昨年度、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

ことを理論的に解明した。本年度は、IV-VI 族半導体の高温熱伝導率測定により、その実証
を行なった。 

(2) PbSrS系光励起型中赤外線面発光レーザの作製を行った。多重量子井戸レーザにより、-70℃
の動作温度において、波長 3µm、外部量子効率 16%、ピークパワー2W のレーザ動作が得られ
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) A . I shida, Y. Sugiyama, Y. I saji, K . Kodama, Y. Takano, H . S akata, M. Rahim, A . Khiar, M . F ill, F. 
Felder, and H. Zogg, "2W high efficiency PbS mid-infrared surface emitting laser", Appl. Phys. Lett. 99, 
121109 (2011). 

 
(2) A. Khiar, M. Rahim, M. Fill, F. Felder, H. Zogg, D. Cao, S . Kobayashi, T. Yokoyama, and A. Ishida, 
"Modular PbSrS/PbS mid-infrared vertical surface emitting laser on Si", J. Appl. Phys. 110, 023101 (2011). 

 

国際会議発表 

(1) Yutaro Sugiyama, Keishi Kodama, Yuya Isaji, Tatsuya Yokoyama, Shinya Kobayashi, Yasushi Takano, 

and Akihiro Ishida, “Design of Optically Pumped PbS-Based Mid-Infrared Surface Emitting Lasers”,  

2012 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2011), Nagoya, 2011.09. 
 
(2) A. I shida, Y . S ugiyama, H . T atsuoka, A. I to, a nd K . Isobe, “Mid-temperature t hermoelectric 

performances i n P bS and P bTe”, Proc. 9t h European C onf. on T hermoelectrics ( 2011) B _12_O. 

(Thessaloniki, Greece 2011.9.)  

(3) M. Fill, F. Felder, M . R ahim, A . K hiar, R . R odriguez, H. Z ogg, a nd A . I shida, “IV-VI mid -infrared 

VECSEL on S i-substrate”, P roceedings of  SPIE 8242, 82420H (2012). (San Francisco, California, USA, 

2012.1) 

国内学会発表 

・ 伊左治祐也，樹神啓司，杉山裕太郎，小林真也，横山竜也，石田明広、”IV-VI族半導体光励起面発

光レーザ用多層膜ミラーの研究”第 21 回日本赤外線学会研究発表会、アクトシティ浜松、2011年 10

月。  

 

招待講演 

・ 石田明広、”IV-VI 族半導体中赤外線レーザ”、 第 21 回日本赤外線学会研究発表会、アクトシ

ティ浜松、2011年 10月 20日。 

 

特許出願・取得 

・特許出願 1件 石田明広 (特願 2011-130531「半導体光素子」)平成 23年 6月 10日 

 

【 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 

 

【 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。 

・ 多層膜反射ミラーの開発とレーザのシングルモード・チューナブル動作の実証 

・ IV-VI族および II-VI 族半導体成長技術を生かして、Si 基板上高効率太陽電池の開発も進める。 

 

79

http://dx.doi.org/10.1117/12.905643�
http://dx.doi.org/10.1117/12.905643�


電気電子工学科 

 

 

  

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 

副技術長：水野保則    

修士課程：2年（2名）、1年（4名） 

学  部：4年（5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） 

新入生セミナー  学部1年 0.5 ○  複数担当（8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、非接触非破壊で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 
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 

産業用ロボットの重要な構成部品であるボールねじやリニアモーターの動作時に発生する音

の中から異常時にのみ発生する異常音のみを捕える信号処理法を開発した。さらに異常時に

ディジタル計測器の開発 
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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）非接触非破壊で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。今年

度はハンディタイプの計測器も開発した。それらの成果をイノベーションジャパン 2011（大

学見本市）、センサエクスポジャパン 2011、アグリビジネス創出フェア 2011 等の展示会にて

発表し、それらの成果を共同研究に繋げた。 
（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、超並列計算機である GPU や GRAPE システムで高速に

演算するためのアルゴリズムを提案･発表した。 
 

＜業績・成果＞ 

 学術論文･著書 

・ 犬塚博、山川秀敏、大串和弘、水野保則：「果実の硬度の非接触低侵襲測定器」ブレインテクノ

ニュース, No.148, pp.24-28,(2011). 
・ 犬塚博：「非接触非破壊ハンディ型硬さ測定器」ケミカルエンジニアリング , Vol.57, No.1, 

pp.24-30,(2012). 
国内学会発表  

・犬塚博、山川秀敏，大串和弘，水野保則：「「硬さ」と「柔らかさ」を非接触非破壊で測定する計測 
器」 イノベーションジャパン 2011（東京国際フォーラム、東京）2011.9.21. 

・犬塚博、山川秀敏，大串和弘，水野保則：「硬さと柔らかさを非接触非破壊で測定する計測器」  
センサエクスポジャパン 2011（東京ビッグサイト、東京）2011.10.12. 

・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の GPU による高速化」  
 Plasma Conference 2011（石川県立音楽堂、金沢）2011.11.24. 
・水野保則，澤本晃佑，斧谷穀，犬塚博：「重力多体問題専用計算機を用いた微粒子近傍の荷電粒子 
運動シミュレーション」 Plasma Conference 2011（石川県立音楽堂、金沢）2011.11.24. 

・犬塚博、山川秀敏，大串和弘，水野保則：「農産物の非接触破壊硬さ測定器」  
 アグリビジネス創出フェア 2011（幕張メッセ、千葉）2011.11.30. 
・Kosuke Sawamoto, Yasunori Mizuno, and Hiroshi Inuzuka： "Efficient algorithm of plasma PIC simulation 

for GPU"  JIFT Workshop 2011（核融合科学研究所、土岐）2011.12.2. 
他 電気学会 2 件、照明学会 5 件、その他 2 件 計 15 件 

 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

出張講義・工学部説明 14 回、教員免許状更新講習講師 
ニュートンチャレンジ高校生受け入れ(4 名)、浜松観光コンベンションビューロー静岡大学担当委員 

＜管理・運営＞ 

広報企画室委員、全学広報委員会委員、全学入試センター入試企画広報部門会議委員 
高大連携委員 

＜特筆事項＞ 

 新聞･テレビ報道等：・NHK「たっぷり静岡」「高校生が大学で研究」2011.8.8 

・日刊工業新聞「農産物触れずに検査」2011.12.9 

外部資金獲得： ・JST「知財活用促進ハイウェイ」大学特許価値向上支援試験研究費 

「非接触非破壊ハンディ型硬さ測定器の開発」 代表者 

・共同研究 ヤマハ発動機 

「ボールネジ異音の定量化及び積層型リニアモーター摺動抵抗の解析」 代表者 

【 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。 

81



電気電子工学科 

 

 

  

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 0.5 ○   

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）                      

科学と技術 学部1-3年 1 ○  複数担当（3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  ○ 複数担当（2人） 

 

 
【 研究 】 

＜目標＞ 

・超解像レーザ顕微鏡を利用したジッタフリーナノ微粒子光メモリの開発 
超解像のレーザ顕微鏡を利用してB-LD-DVDの数十倍の容量を持つジッタフリーなナノ微粒子

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DDS

微粒子やDNA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。 

微小光学技術の記録・計測システムへの応用 
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(2) 非線形レーザ顕微鏡の作製と評価 
     生体細胞クロロフィルの内部構造を水溶液中で非破壊計測可能な非線形レーザ顕微鏡を開発

しその評価を行った。 
 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                     

1)  “Hollow tube fabrication in photoresist film using continuous wave laser” M. Tomiyasu and C. Egami

2) “Internal s urface m easurement of  na noparticle w ith polarization-interferometric n onlinear confoc al 

microscope” 

, 

Opt. Rev. Vol. 18 No 4 pp. 357-359 (2011). 

C. Egami

 

 and K. Kuwahara, Int. J. Chem. and Env. Eng. Vol. 59, pp. 1115-1120 (2011). 

国際会議発表     

1) Jitter-Free Nanoparticles Optical Disk Storage (Chikara Egami, Takuya Okawa, Kazuhiro Kuwahara) 

CLEO Pacific Rim 2011, Sidney, 2700-PO-39, Monday 29 August (2011). 

2) Submicron channel fabrication in photoresist film using CW laser (Masateru Tomiyasu and Chikara 

Egami) KJF-ICOMEP 2011, Gyeongju, PB074 September 17 (2011) 

3) Multi-layered optical storage media using arranged nano particles (Takuya Okawa and Chikara Egami) 

KJF-ICOMEP 2011, Gyeongju,  PB075 September 17 (2011) 

4) Internal s urface m easurement of na noparticle with polarization-interferometric nonlinear confocal 

microscope ( Chikara E gami a nd K azuhiro K uwahara)  ICMON 2 011 :  " International C onference on  

Microelectronics, Optoelectronics, and Nanoelectronics" Venice, Article 214, November 28-December 1 

(2011).  
 

国内学会発表  

・応用物理学会 計 2 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

国際会議（CLEO 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 
：挑戦的萌芽研究 代表 1 件 

 

【 今後の展開 】  

ナノ微粒子を利用した超高密度光メモリ及び非線形レーザ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基盤研究（B）の新規

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  

修士課程：2年（3名） 

学  部：4年（4名） 

連携教員：高橋 崇宏 助教 

 

【 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。大学院の講義の「薄膜工学」では、H23

年度より英語対応講義とした。 

 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

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。 

 

 

 

光電変換材料およびデバイス応用 
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（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 
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   1 件  （富士宮北高校「現代社会を支える電子工学技術について」） 
 ・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「音の科学」）を実施した。 

       
＜管理運営＞ 

（１） （全学）Ｘ線障害防止委員会委員長を務めた。 
（２） 学科内では、ＥＤ棟薬品管理室の管理者を務めた。 
（３） H23.12 より学科内の H24 就職担当を務めている。 

 

【 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 （OGUSA Kazuhiko）   

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：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） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞  

  電気工学における必須の専門基礎科目である電磁気学、電磁波工学等では、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。 

 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電磁気学II  学部1年 2  ○  

電磁波工学  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等を実現し、そ

れらの有用性を示すことである。  

＜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ストリップ

装荷型光導波路を用いて製作でき、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） カルコゲナイド細線化導波路の製作と評価 

細線化導波路はコア－クラッドの屈折率差を大きく取ったものであり、方形誘電体導波路に

なる。基板に垂直方向に加工できる反応性イオンエッチングを用いて、細線化導波路が作製でき

るようになった。但し、導波路と下部クラッドの接触面積が狭いために、付着力が弱く、長範囲

に渡って良質な細線化導波路を得るのは難しいことが分った。 

 

（３） 非線形多モード干渉結合器 

ビーム伝搬法を用いて非線形媒質でできた多モード導波路中の非線形波動伝搬を明らかにし

た。更に、多モード導波路に入出力導波路をつけることにより、全光学スィツチが実現でき、そ

の特性を数値的に明らかにした。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) X. Chen, L. Xian, K. Ogusu, and H. Li, “Phase-shift induced in a high-channel-count fiber Bragg 

grating and its applications to multiwavelength fiber ring laser,” IEEE Photonics Technology Letters, 

Vol. 23, No.8, pp. 498-500, 2011.  

2) S. M. Sharif and K. Ogusu, “Enhanced and constant-value transient diffraction efficiency from a 

recorded grating in a BaTiO3 crystal,” Journal of Scientific Research, Vol. 3, vol. 2, pp. 217-224, 

2011. 
 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 

・ 科研費（B）：カルコゲナイド細線導波路を用いた非線形光デバイスの開発とその応用 

（代表者） 

【 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）超伝導薄膜線材用低コストバッファ層の開発 
 

＜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新規人工ピニングセンターを導入した超伝導薄膜の作製について成功

した。（学術論文 2） 
（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 

基板表面装飾法を用いて人工ピンを導入について検討し、また超伝導薄膜のナノ組織を解析し

た（応用物理学会、国際超電導シンポジウム発表）。 
（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 Ba 系新材料を検討し、Ba3CuIn4O12 および BaTbO3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 1） 
（４）MOD 法を用いた低コストバッファ層の開発 

MOD 法を用いて、LaZrO3 や BaZrO3 薄膜材料の低温結晶化に成功した（応用物理学会、国際

超電導シンポジウム発表）。 
 

＜学術論文・著書等＞               

(1) Stable barium compounds in YBa2Cu3Oy superconductors, R. Kita, K. Suzuki, T. Takeuchi, T. Iwasa, O. 
Miura, Y. Ichino, T. Yoshimura, Y. Yoshida, K. Yamada, K. Kaneko, A. Ichinose, Physica C 471 (2011) 
859-862. 

(2) Quick screening for new flux pinning materials in YBCO films with the combinatorial-PLD method, T. 
Yoshimura, Y. Ichino, Y. Yoshida, Y. Takai, R. Kita, K . S uzuki, T. Takeuchi, Physica C  471 (2011) 
947-950. 

国際会議発表     

(1) Flux pi nning pr operties of  R EBa2Cu3Oy films f abricated by a  metal-organic de position us ing 
metal-naphthenates and 2-ethylhexanates, K. Matsumoto, O. Miura, R. Kita (European Conference and 
Exhibition on Applied Superconductivity,(2011.9.23, Berg, Holland) 

(2) Influence of calcination temperature on growth of GdBa2Cu3Oy fabricated by F-free MOD, K. Yamada, 
K. Kaneko, Y. Yoshida, R . T eranishi, K . S uzuki, M . I to, O . M iura, R . K ita, 24 ｓｔInternational 
Symposium on Superconductivity, Tokyo (2011.10.25, Tokyo) 

(3) Effects of TFA Addition on the Growth of Sintered YBa2Cu3Oy Superconductors, R. Kita, K. Kuroda, T. 
Kato, O .Miura, K.Yamada, K . Kaneko, 24 ｓ ｔ International S ymposium on S uperconductivity, 
(2011.10.26, Tokyo)  

(4) Fabrication of Buffer Layers by Metal-Organic Deposition using 2-ethylhexanates, M. Ito, R. Kita, S. 
Kubota, K. Shima, N. Kashima, T. Watanabe, S. Nagaya, T. Kato, 24ｓｔInternational Symposium on 
Superconductivity, (2011.10.25, Tokyo) 

国内学会発表  
・応用物理学会、日本金属学会など 3 件  
 

【 その他の事項 】 
＜特筆事項＞ 
外部資金獲得：科研費（基板研究（C）研究代表者） 
 

【 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、引き続きナノ構造や結晶化

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、MOD 法による酸化物薄膜低温形成技術を基に、超伝導

材料に限らず、幅広く酸化物材料のナノ構造制御に本技術を適用して、高機能酸化物デバイスの創出

にも繋げていきたいと考えている。 
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専任・教授  桑原 義彦 （KUWAHARA Yoshihiko） 

電気電子工学科 

専門分野： アンテナ・伝播、無線通信  

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

 

【 研究室構成 】  

教    員：桑原 義彦 

博士課程：3年（1名） 

修士課程：2年（3名）、1年（4名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  学生の実践を通じ理解を深める教育を行う．演習にはパソコンを活用している． 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電磁波工学  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 
（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）雑音源の可視化 
（４）高機能アンテナの開発 
   デフォッガを利用したアダプティブアンテナ，レンズアレーアンテナ 
 

＜業績・成果＞ 

（１）走行中の自動車の非接触送電 
磁気共鳴ワイヤレス電力伝送方式においてフラクタルアンテナを採用し，送受アンテナ間の位置

ずれに強い送電システムを提案した． 
 

（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 
電気インピーダンストモグラフィを用いた堆積物の可視化を実現する自動計測システムを開発

し，その動作を確認した． 

電波工学 
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（３）マイクロ波マンモグラフィの開発 
高分解の診断画像を得るため，センサ内のアンテナ実装密度を高めるアンテナを考案した．セン

サと乳房の密着度の影響を評価した．撮像体の大きさに応じたセンサを開発した． 
（４）不要放射源の可視化 

SAGE アルゴリズムを用いると，金属板上に置かれた放射源の可視化が正確に行えることを計算

機シミュレーションにより確認した． 
（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，実験によりその効果を確認した． 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等  

1.  桑原，羽多野，里吉，藤井，“ISDB-T 簡易位相ダイバーシチアンテナの提案，電子情報通信学

会論文誌, Vol.J95-B, No.1, pp.65-70, 2012. 

2. H. Hatano, K. Sugiyama, T. Mizutani, Y. Kuwahara, “Error Reduction Algoryhm for Target Position 

Estimation using Reflected Signal, ” IEICE. Transactions on Communication, Vol.E94-B, No10, 

pp.2886-2890, 2011. 

3. N. Abdullah and Y. Kuwahara, “Steerable Antenna Using Algorithm based on Downhill Simplex Method, 

Progress in Electromagnetics Research C, Vol.22, pp23-34.2011. 

4. 鈴木，羽多野，桑原，乳癌検出のための時空間ビームフォーミングのマルチスタティックレーダ

への拡張，電子情報通信学会論文誌, Vol.J94-C(10),pp.306-316, 2011. 
 

国際会議発表     

・13 件 

国内学会発表  

・14 件 
招待講演 

･1 件 

特許出願・取得 
1. 開口面共用アレーアンテナ 特願 2011-189359 

 

【 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 
癌患者を対象とした臨床試験を行う．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．さらに超音波診断装置へ

の適用を検討する． 
(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 

マルチビームレンズアンテナを用いた高精度の衝突防止レーダを開発する． 
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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．センサ工学，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 

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） 

センサ工学  学部4年 1 ○   

光波電子工学   大学院1,2年 1  ○ 複数担当（2人） 

 
【 研究 】 

＜目標＞ 

 光ファイバで構成するレーザや機能デバイスは，通信，環境計測，医療，化学分析，エネルギー

などの分野において重要であり，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）2 m 帯の高効率ファイバレーザの研究 
ピエゾアクチュエータを使用した能動的 Q スイッチングで 800 mW を超えるパルス出力を得

た．通信帯レーザダイオード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の研究 

圧力印加ファイバグレーティングに基づく Tm ファイバレーザの発振波長制御を実現した．可

変帯域は 100 nm を超え，さらに全ファイバ構成のため小型化・高効率化に期待が持てる． 
（３）磁力誘起による長周期ファイバグレーティング（LPFG）の研究 

磁力を利用してファイバに周期的マイクロベンドを引き起こすことで，損失可変な LPFG を実

現した。今後、光アンプの利得等化，ファイバセンシング，ファイバレーザの波長制御等の応

用に展開していきたい． 

ファイバレーザシステム・光機能素子の研究 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “All-fiber Q-switched thulium-doped fiber lasers based on piezoelectric microbending,” H. Sakata, S. 

Araki, R. Toyama, and M. Tomiki, Applied Optics, Vol. 51, No. 8, pp. 1067-1070 (2012). 

2) “Adhesive-fixed microbend long-period fiber gratings with bandpass filter response,” H. Sakata and T. 

Saito, Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 53, No. 8, pp. 1740-1743 (2011). 

3)  “Gain-switching pulse generation of Tm-doped fiber ring laser pumped with 1.6-μm laser diodes,” H. 
Nakagami, S. Araki, and H. Sakata, Laser Physics Letters, Vol. 8, No. 4, pp. 301-304 (2011).  他 1 件 

国際会議発表 

1) “Tunable operation of Tm-doped fiber ring laser controlled by microbend-induced fiber grating, H. 

Sakata, M. Ichikawa, S. Araki, and H. Nakagami, Specialty Optical Fibers (SOF2011), OSA 

Advanced Photonics Congress (2011), Toronto, Canada, 2011 年 6 月. 他 3 件 

国内学会発表 

1)  第 72 回応用物理学会学術講演会 4 件 

2)  レーザー学会第 32 回年次大会 3 件 

3)  電子情報通信学会 2011 年ソサイエティ大会 1 件 

4)  電子情報通信学会 光エレクトロニクス研究会 1 件 
招待講演 
・坂田 肇“InGaN-LD 励起のマイクロキャビティ有機固体レーザー”, レーザー学会主催第 32 回年

次大会, 仙台, 2012 年 1 月． 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

IEEE Nagoya Chapter 理事（Student Activities Chair） 
出張授業 
・静岡県内高校 2 校にて講義を行う． 

＜管理・運営＞ 

電気電子工学科副学科長，電気電子工学専攻副専攻長 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得 
 研究助成金：高橋産業経済研究助成（代表者），「可変周期ファイバグレーティングを用いた全

ファイバ型赤外波長可変レーザの研究」  
 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（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まとめて論文を投稿する。 

＜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。ディスプレイに表示された画像と測色的に等しい色で印刷するシステムを構築した。 

印刷における、みえの違いについての一般の画像について基礎データを得た。 

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統一的理解を得ることが出来、

論文に採録された。 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

  1) 池谷優太，大橋剛介，下平美文，柴田裕一，芹澤啓之，”薄明視条件下における単色光と混色

光に対応する純度弁別”映像情報メディア学会誌，Vol.65, No.10, pp.1426-1431(2011.10) 

 

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) Y. Shimodaira, Invited paper :"Consideration on Color Reproduction in Next Generation Image 
Systems", The 18th International Display Workshops, pp.981-984, Japan (2011.12.7-9). 

2) K. Ono, Y. Shimodaira,"Accurate Estimation of Tri-stimulus Values for Displayed Images on LCDs", 
XXXI International Display Research Conference Eurodisplay 2011, S3, France(2011.9.19-22). 

3) Kazunari Tomizawa, Akiko Yoshida, Makoto Hasegawa, Yasuhiro Yoshida, Shinichi Katoh, Kenichi 
Nishizawa, Osamu Ozawa, and Yoshifumi Shimodaira, "Device-independent imaging system for 
high-fidelity colors", SIGGRAPH 2011, ACM, Canada(2011.8). 

国内学会発表  

1) 神取由典，吉田裕也，大橋剛介，下平美文， ”3 バンドカラーカメラにおける測色的な色報

取得に関する研究”， 電子情報通信学会技術研究報告（イメージ・メディア・クオリティ研

究会），IMQ2011-9, pp.9-14, (2011.9.2) 
    2) 毛利彰吾，大橋剛介，下平美文， ”画質評価推定式を用いた異なる環境光に対する画質要因

のロバストネス”，電子情報通信学会技術研究報告（イメージ・メディア・クオリティ研究

会），IMQ2011-10, pp.15-18, (2011.9.2) 
招待講演 

1) 下平美文，”画質の観点から見た画像の色域に関する研究”,電子情報通信学会技術研究報告

（イメージ・メディア・クオリティ研究会），IMQ2011-8, pp.1-7, (2011.9.2)[特別講演] 
解説 

1) 下平美文，”撮像と表示系の連携による高画質化-色域拡大”, 映像情報メディア学会誌，

Vol.65, No.10, pp.1360-1364(2011.10) 
2) 加藤誠，下平美文，”人の目と等価な分光感度を持つカメラとその応用”，電子情報通信学

会誌，Vol.94，No.7，pp.579-590，（2011.7） 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

  国際会議委員：International Display Workshops‘11 VHF-workshop member’ 
  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：2 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、ISO の標準化を目指す。 
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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（3名）、１年（2名） 

学  部：4年（4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  学部3 2 ○  複数担当（2人） 

電子回路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。 
 
 
 
 
 

医用電子と生体工学 
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＜業績・成果＞ 

  国内学会発表  

１） 金原翔太郎、河合慎太郎、松尾潤、竹前忠、小杉幸夫、工藤篤” 磁気併用ンピーダンス法による生

体深部の測定” 日本生体医工学会、名古屋、2011 年 10 月 
２） 石川俊希、竹前忠、小杉幸夫、本郷実” 磁気併用 EIT における測定対象のエッジ情報の利用” 日

本生体医工学会、名古屋、2011 年 10 月 
３） 久保田真澄、竹島大貴、野中康行、竹前忠、小杉幸夫、工藤篤” 三相交流を用いた生体異方性測

定” 日本生体医工学会電子情報通信学会、東京）、2011 年 10 月 
４） 小杉幸夫、竹前忠、工藤篤”三相電磁インピーダンスセンサによる生体異方性計測” 第１回国際産

学連携低侵襲医学シンポジウム、 東京、2011 年 11 月 
５） 鈴木良宜、竹前忠、本郷実“光ファイバを用いた呼吸モニタリングシステム”電子情報通信学会総合

大会、岡山、2012 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：前期 3（1名），1（1名），後期 2（1名），1（1名） 

修士課程：2（3名），1（2名） 

学  部：4（4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 Ca 系シリサイド材料及び Mo 金属シリサイドの作製方法を確立し、結晶品質を向上さ

せるとともに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。 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                          

1) Qing Yang, M iyoko T anaka, S huhua L iang, K azuki O gino, H iromichi Fijii,  Akihiro I shida, 

シリサイド半導体・ナノ構造の作製と応用 
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Hirokazu Tatsuoka, Simple synthesis of ZrO2/SiOx core/shell nanofibers using ZrSi2 with gallium, Thin 

Solid Films, 519(24), 8538-8541(2011) . 

2) C. Wen, A. Kato, T. Nonomura, H. Tatsuoka, Phase Selection during Calcium Silicide Formation for 

Layered and Powder Growth, Journal of Alloys and Compounds,509(13), 4583-4587(2011) . 

3) W. Li, C. Wen, M. Yamashita, T. Nonomura, Y. Hayakawa, H. Tatsuoka, Effect of Cu or Co addition 

on β-FeSi2 growth by molten salt method, J. Cryst. Growth, 340, 51-55 (2012).  
  など計 13 件 

国際会議発表     

・ S.M. C ai, T. Matsushita, H . Fujii, H. Tatsuoka, Growth of C u-oxide na nowires on  Cu s ubstrates by  
thermal anne aling,  6th International S ymposium on S urface S cience ( ISSS-6), 14P N-8, 2011,12,14, 
December 11 through 15, at Tower Hall Funabori, Tokyo, Japan. 
など計 10 件 

国内学会発表  

・ 石川大輔，中根海斗，野々村知美，李文，立岡浩一, MoS2 を用いた溶融塩法による MoSi2 粉末

の作製 ，2012年春季 第59回 応用物理学関係連合講演会, 16p-E1-19, 2012,3,16早稲田大学 早

稲田キャンパス，など計 5 件 
 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

「独立行政法人 日本学生支援機構 留学生交流支援制度」工学部申請による「海外研究機関との

研究室交流による国際的リーダーシップ人材育成」の補助金による中国鄭州大学との学術交流，

准教授 1 名，学生 5 名を招聘し静岡大学の学生相互の交流を実施した（11 月 28 日〜12 月 6 日）．

同じく「シリサイドナノ構造体熱電応用ショートリサーチプログラム, - 浜松ーカリフォルニア

ーウィスコンシン半導体材料工学研究ネットワーク –にて米国大学生 3 名を招聘した（8 月 24
〜28 日及び 10 月 24 日及〜11 月 3 日）．大学院特別研究学生として滞在した．2011 年度交流協

会若手研究者交流事業(短期グループ派遣)（9 月 23〜29 日）により 2 名の大学院修士課程学生と

ともに國立清華大學，國立交通大學，國立台灣大學を訪問，共同実験とセミナーを実施した． 
第 14 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），どきどき科学探究教室（於：

浜松科学館，山崎財団），静岡大附属中学校より教諭 1 名生徒 7 名の研究室訪問受入（6 月 28 日），

外国人留学生 3 名． 
＜管理・運営＞ 

学科長，特別管理産業廃棄物管理委員会，工作技術センター協議会 
＜特筆事項＞ 

C. Wen（博士３年生）, ASCO-NANOMAT ASIAN S CHOOL-CONFERENCE O N P HYSICS AND 
TECHNOLOGY OF NANOSTRUCTURED MATERIALS (ASCO – NANOMAT 2011), Young Scientist 
Award 受賞. 招待講演，Thermodynamics, gr owth e volution a nd s tructural pr operty of  abundant 
semiconducting materials: novel s ilicides, and oxide nanostructures, H. Tatsuoka, A. Kato, C. Wen, Q. 
Yang, ASIAN S CHOOL-CONFERENCE ON P HYSICS AND T ECHNOLOGY OF 
NANOSTRUCTURED MATERIALS (ASCO-NANOMAT 2011), 2011, 8,  22,  及びNano-fiber Growth 
and Morphological M odification Caused by Crystal D efect Formation, Li-Wen

 

, (replace H irokazu 
Tatsuoka), BIT's 1st Annual World Congress of Nano-S&T , 2011,10,26 

【 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（4名）、1年（2名） 

学  部：4年（4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 11 版] （2012） 
 

【 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、および発音様式の変化。無声摩擦音の高速度カメラによる観測と音源の位置につい

ての同定。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 

多孔板の音響特性（後方が空隙またはグラスウール）の垂直入射吸音率を音響管等価回路

モデル、および伝送回路モデルで統一的に現せた。空隙を用いての吸音および共鳴（ヘル

ムホルツ共鳴）についての実測とモデルにて検討した。 

 

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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(2) ディジタル補聴器のための音声の雑音軽減 

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、 

雑音変動に対応できるアルゴリズムを開発している。     

(3)有声子音/g/について世代による発音の調査および発音様式のモデル化 

種々の単語について録音し、調査を開始した。 

(4)無声摩擦音の高速度カメラによる観測と音源位置について。 

音源の観測と音源位置について測定を開始した。 

 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表 

Xin Dang and Takayoshi Nakai, “Noise Reduction Using Modified Phase Spectra and Wiener Filter,”  

2011 IEEE International Workshop on MACHINE LEARNING FOR SIGNAL PROCESSING, Beijing, China 

(2011.9.19) 

国内学会発表 

1) 日本音響学会 2011 年秋季研究発表会 3 件 

2) 日本音響学会 2012 年春季研究発表会 1 件 

 

公開特許 

特開 2012-008391 音声変更装置、音声変更方法および音声情報秘話システム 

  特開 2012-008392 音声変更装置、音声変更方法および音声情報秘話システム 

  特開 2012-008393 音声変更装置、音声変更方法および音声情報秘話システム 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

電気電子工学科・インターンシップ担当 

 

 

【 今後の展開 】  

 四つの事柄について、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：Iuliana Motrescu（学術研究員） 

博士課程：3年（2名）、2年（4名）、1年（2名） 

修士課程：2年（4名）、1年（1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 

・永津雅章 (分担執筆), "大気圧プラズマの技術とプロセス開発", 監修：沖野晃俊, 担当部分; 第 V

編 医療・バイオ応用, 第 1 章プラズマ滅菌, (株) シー・エム・シー出版 (2011.8 発刊). 

指導学生の受賞・表彰 
・國井 一輝（電気電子工学専攻）："パルス変調 915MHz UHF 波励起表面波プラズマによるポリマ

ー表面修飾"，平成 23 年度電気関係学会東海支部連合大会, 三重大学 (2011.9.26-27) 「電気学会
優秀論文発表賞 B 賞 受賞」 

【 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

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

プラズマプロセス技術の研究と応用 
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＜実績＞  

（１）プラズマ技術を駆使したナノチューブ、グラフェンなどの低温合成技術の開発 

（２）ナノ微粒子のプラズマ表面修飾技術とその医療応用に関する研究 

（３）プラズマを用いたバイオポリマー材料表面の低温プロセス技術の開発 

（４）ナノからメートルサイズの反応放電場の生成と各種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) M. Nagatsu, Y. Zhao, R. Mizutani, Y. Fujioka, and A. Ogino, "Sterilization Method for Medical 
Container Using Microwave-Excited Volume-Wave Plasma", Plasma Process. Polym.  

2) T. E. Saraswati, A. Ogino, M. Nagatsu, "Plasma-activated immobilization of biomolecules onto 
graphite-encapsulated magnetic nanoparticles", Carbon 50 (2012) pp.1253-1261. 

3) J. Watanabe, M. Nagatsu, "Transition from Dielectric Barrier Discharge to Microhollow Discharge in 
Parallel-Plate Electrodes with Intercavity Microholes", Appl. Phys. Lett. 98 (2011) 221502 (3 pages).  

4) Y. Zhao, A. Ogino, and M. Nagatsu, "Mass Spectrometric Study on Inactivation Mechanism of 
Spore-forming Bacteria by Low-pressure Surface-wave Excited Oxygen Plasma", Appl. Phys. Lett. 98 
(2011)191501(3pages).  他 18(査読付論文) 

国際会議発表     

・M. Nagatsu, T. E. Saraswati, K. Kawamura, A. Ogino, 20th Int. Symp. on Plasma Chemistry(ISPC-20), 
Loews Hotel, Philadelphia, USA.  他 18 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 59 件 

招待講演   
・M. Nagatsu, Y. Zhao, A. Tsukasaki, I. Motrescu and A. Ogino, 33rd International Symposium on Dry 

Process (DPS 2011), Kyoto Garden Palace (2011.11.10-11).  他3件 
特許出願 

・永津 雅章, "荷電粒子ビーム生成装置及び荷電粒子ビーム生成方法", 特願2011-254205 (2011.11.21).  

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

・外国人留学生受入れ：10 名（中国 4 名，ベラルーシ 2 名，インド 1 名，ルーマニア 2 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，自然科学系教育部長，各種全学委員 

・プラズマ・核融合学会理事，応用物理学会論文賞委員（平成 23 年度） 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 
・科研費新学術領域研究（計画研究）（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”  
・科学技術振興機構・研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）FS 探索タイプ（平成 23 年度），

“カーボンナノチューブの樹脂基板上へのプラズマ低温合成技術の開発” 

受賞： 
・第 10 回プラズマエレクトロニクス賞（応用物理学会・プラズマエレクトロニクス分科会） 
・平成 23 年度プラズマ・核融合学会賞・第 16 回技術進歩賞 
・第 25 回(平成 23 年度) 高柳記念賞受賞 (財団法人浜松電子工学奨励会) 

【 今後の展開 】 
プラズマ科学を駆使した新しいナノサイエンスの創出を目指した、ナノ微粒子の医療応用およ

びナノスケール放電を駆使した超微細加工技術の開発および産業応用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、医療、バイオ分野との連携を視野に入れた

プラズマ科学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）、2年（1名） 

修士課程：2年（3名） 

修士課程：1年（5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 ○   

電機エネルギー変換工学  大学院1、2年 1 ○   

制御工学Ⅱ  学部3年 1  ○  

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

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

性能化技術の確立、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） マルチレベル電力変換器の高性能化技術 
電流源モジュール構造に基づく新しい電流形マルチレベルインバータにおいて、出力歪をほぼ皆

無にできるハイブリッド方式を考案し、シミュレーションによりその運転特性を検証した。 
（２） 電源高調波を改善するインダイレクトマトリックスコンバータの運転特性検証 

空調機器用インダイレクトマトリックスコンバータの新制御法として進み電流補償法を提案し，

実験用プロトタイプを用いて電源高調波の大幅な改善を確認した。これにより、軽負荷時であって

も，総合歪率は 78 pt、総合効率は 1.3 pt 改善されることを実証した。 
（３） スロットレス超高速モータの開発 

12 V 電源で駆動する 150000 r /min、1.5 k W の超高速スロットレスモータのプロトタイプを試作

し，設計及び組立て工程から浮き彫りにされた知見を次期プロトタイプにフィードバックした。 

パワーエレクトロニクスにおける 
学理と技術の融合 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1) Suroso and T. Noguchi, “Multilevel Current Waveform Generation Using Inductor Cells and H-Bridge 
Current-Source I nverter,” IEEE T ransactions on Power Electronics, vol. 27, no. 3, p.p. 1090-1098 
(2012).  

2) 小原正樹，野口季彦「モデル規範適応システムに基づく永久磁石モータの磁極位置センサレス

制御とパラメータ感度」電気学会論文誌 D（産業応用部門誌）, vol. 132, no. 3, p.p. 426-436 (2012).  
3) Suroso and T . Noguchi, “Common-Emitter T opology of  M ultilevel C urrent-Source P ulse Width 

Modulation Inverter with Chopper-Based DC Current Sources,” IET Power Electronics, vol. 4, no. 7, p.p. 
759-766 (2011).  

4) A. Sato and T. Noguchi, “Voltage-Source PWM Rectifier-Inverter Based on Direct Power Control and 
Its Operation Characteristics,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 26, no. 5, p.p. 1559-1567 
(2011).  

国際会議発表 

1) Suroso and T. Noguchi, “A Multilevel Voltage Source Inverter Using H-Bridge and Two-Level Power 
Modules with a Single Power Source,” The 9th International Conference on Power Electronics and 
Drive Systems (PEDS'11), CD-ROM (5-8 Dec. 2011, Singapore).  

2) M. Ohara and T. Noguchi, “Sensorless Control of  Surface Permanent-Magnet Motor Based on M odel 
Reference A daptive Control,” The 9th International Conference on Power Electronics and Drive 
Systems (PEDS'11), CD-ROM (5-8 Dec. 2011, Singapore).  

国内学会発表 

電気学会 計 22 件 

 

【 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)ほか学外講演 3 件 

電気学会理事会選定表彰投票有権者 
電気学会 JICEE 日本編修委員会委員 
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＞ 

電気電子工学科就職担当 
＜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）23360122 マルチレベル

電力変換器の新規トポロジー群創出と技術的枠組みの再構築（代表） 
 文部科学省 科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究 23656195 低電圧・大電

流・高周波スロットレス超高速モータの開発（代表） 
共同研究 5 件（すべて代表） 
奨学寄附金 3 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、それら技術の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）、1年（3名） 

学  部：4年（4名） 

連携教員：松本 隆宇 准教授、関川 純哉 准教授、横山 茂 客員教授 

 

【 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 ○  

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） 

 

  ＜業績・成果＞ 

・ 指導学生の受賞・表彰 
柴田直樹（M2）、電気学会優秀論文発表賞、電気学会，平成 23 年 3 月 
 

【 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）電磁界測定による雷パラメータ推定精度の向上とその利用に関する研究 
（２）落雷位置標定精度向上 
（３）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用いて、南九州の雷の地域特性を検討した。 

雷に伴う環境電磁工学 
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(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

ができ、この程度の小さいネットワークでは位置標定結果は伝搬効果の影響を受けないことが判明

した。 
（３） 落雷位置標定システムにより得られた帰還雷撃電流パラメータを用いて評価したスパークオーバ

率は現実の値と大きく乖離しないことを明らかにした。 
 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                      

1) 「低圧配電システムの雷過電圧」，道下幸志，電気学会論文誌 B，解説， 131, 6, 481-484 DOI：

10.1541/ieejpes.131.481 (2011. 6) 

2) 「静岡大学工学部電気電子工学科雷放電研究室」，道下幸志，電気学会研究室紹介(2011.6) 

3) “Influence of Propagation Distance on Estimated Location of Return Strokes Based on Measured 

E-Field”, K. Michishita, N. Shibata, Y. Hongo, 電気学会論文誌Ｂ, 132, 2, 144-149 (2012.2) 

 

国内学会発表  

・電気学会など、計 10 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：科研費（基盤研究（C） 代表者）、 

共同研究（代表 3 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：2年（5名）、1年（3名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 固体物理Ⅰでは、日常の自然現象や身の回りの電子デバイスの動作原理と関連付けて、固体材料の

諸特性を理解することを目標としている。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 

新入生セミナー 学部1年 1 ○  複数担当（10人） 

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  ○  

応用英語C 学部3年 2 ○  複数担当（8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性能、機能の向上を目的として研究を進めている。

高機能性ナノカーボン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革新的高強度・

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) "Mechanical properties of aligned multi-walled carbon nanotube/epoxy  composites processed using 
a hot -melt pr epreg method", Toshio O gasawara, S ook-Young Moon, Y oku I noue, Y oshinobu 
Shimamura, Compos. Sci. Technol. 71, 1926 (2011). 

(2) "Mechanical and electrical property improvement in C NT/Nylon composites through drawing and 
stretching", Xin W ang, Philip D . B radford, W ei L iu, Haibo Z hao, Yoku I noue, Jon-Paul M aria, 
Qingwen Li, Fuh-Gwo Yuan, Yuntian Zhu, Compos. Sci. Technol. 71, 1677 (2011). 

(3) "Anisotropic c arbon na notube pa pers f abricated f rom multiwalled c arbon na notube w ebs", Yoku 
Inoue, Y usuke S uzuki, Y oshitaka M inami, J unichi M uramatsu, Yoshinobu S himamura, K atsunori 
Suzuki, A drian G hemes, Morihiro Okada, Shingo S akakibara, H idenori M imura, Kimiyoshi N aito, 
Carbon 49, 2437 (2011). 

国際会議発表 

"Mechanical pr operties of millimeter-long uni directional MWCNT-polymer c omposites", Yoku Inoue, 

Hidenori Mimura, Yoshinobu Shimamura, 2011 MRS Fall Meeting (Nov/2011), Boston, USA 他 12 件 
国内学会発表 

"MWCNT アレイの成長条件と紡績性の関係", 榎本将規，鈴木佑亮，岡田守弘，三村秀典，井上

翼, 第 72 回 応用物理学会学術講演会(2011/8/31), 山形市 他 8 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

(1) 第 22 回英国科学実験講座 クリスマス・レクチャー2011 にゲスト出演、平成 23 年 12 月 24
日に NHK E テレにて放映 

(2) 米国、独大学との共同研究 4 件 
＜管理・運営＞ 
FD委員 

＜特筆事項＞ 

・テレビ報道、”らいじんぐ産”、NHK BS、平成 24 年 4 月 7 日 
・外部資金獲得： 
 JST 先端的低炭素化技術開発(ALCA)プロジェクトステージ採択、研究代表者 
 科学研究費補助金 基盤研究(B)採択、研究代表者 
 財団からの研究助成 2 件 
・企業共同研究 3 件 
・特許出願 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が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（3名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  担当科目と他の科目との関連性を学生に説明し、電気電子分野における当該科目の位置づけを意

識できるよう心がけている。授業では、扱う内容を厳選し、限られた時間の中で学習効果が上がる

ように工夫する。応用的な学生実験などでは、なるべく自由度の高いテーマを考慮し、学生個々の

能力を発揮できるように心がけている。専門科目の知識以外にも、学生が社会に出た時の準備とし

て、技術的な文章の書き方、レポートのまとめ方、プレゼンテーションの仕方などが身につくよう、

学生の指導に力を注ぎたいと考えている。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

確率統計  学部1年 1  ○  

数値シミュレーション  学部2年 2 ○  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Ⅱ 学部3年 3  ○ 複数担当（3人） 

ディジタル通信理論 修士1-2年 1 ○  複数担当（2人） 

 

 
【 研究 】 

＜目標＞ 

情報通信技術は現代社会を支える基幹技術の一つにとなっている。本研究室では主に次世代を

担う通信方式の要素技術について研究している。 
＜実績＞  

（１）無線マルチホップネットワーク 
複数の中継端末を介して送受信を行うネットワーク、特に中継端末の飛び越しを認める無線マ

ルチホップ通信を考察し、ネットワークの形状を考慮に入れたスループット特性の解析を進め

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「多重コードシ

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、光無線通信を利用した階層型情報伝送の研究を行い、受信者の需要に即した情報配

 

情報通信工学，通信方式 
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信方法を検討した。 
（３） 陪直交変調方式のための符号同期方式 

陪直交変調方式は、スペクトル拡散通信の誤り率特性を改善する方法の一つであるが、送受信

間の符号同期技術の確立が課題となっている。本研究室では、遅延検波を利用する簡易な符号

同期方式を研究し、同期性能の検討を行った。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文  

・ J. KAWATA, K. OHUCHI, H. HABUCHI, “A Tracking System us ing a D ifferential D etector for 
M-ary B i-Orthogonal S pread S pectrum C ommunication S ystems”, IEICE T rans. Fundamentals, 
vol.E94-A, no.12, pp.2737-2745, 2011-12. 

国内学会発表 
・ 中, 大内, “経路飛越するマルチホップネットワークのリンクのなす角度を考慮したスループット特性”, 

電子情報通信学会総合大会 B-20-30, 2012-3.  
・ 望月, 大内, “遅延検波によるフレーム同期方式を適用した UWB-IR MPPM/CSK の誤り率特性”, 

電子情報通信学会技術報告 vol.111, no.340, WBS2011-32, pp.1-6, 2011-12.  
・ 向井, 大内, “CSK 方式を用いた偏光多重光無線通信の BER 特性”, 電子情報通信学会技術報

告 vol.111, no.340, WBS2011-35, pp.19-24, 2011-12.  
・ 吉川, 大内, “放送型路車間通信における多重 CSK を用いた光階層通信の誤り率特性”, 電子

情報通信学会技術報告 vol.111, no.160, ITS2011-9, pp.1-6, 2011-7. 
 

【 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委員 

電子情報通信学会英文論文信号設計とその通信への応用小特集編集委員会委員 

 

＜管理・運営＞ 

工学部学生支援入試戦略企画室委員 
支線管理委員 
電気電子工学科３年生クラス担当 

 

【 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（3名）、1年（2名） 

学  部：4年（4名） 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  高校教育から大学教育への滑らかな導入を目指している。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     ○ 2クラス担当 

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） 

 
【 研究 】 
＜目標＞ 

（１） 画像内容検索の研究 
（２） 細胞内画像処理に関する研究 
（３） 画像品質評価に関する研究 
（４） 車載カメラによる夜間走行画像における画像認識に関する研究 
（５） 広色域・高忠実色再現に関する研究 
（６） 病理検査における画像特徴量を用いた検体照合に関する研究 

＜実績＞  

（１） 画像特徴量を応用した部分スケッチ画像内容検索を実現した。（科研費） 
（２） オートファゴソーム蛍光観察画像から高精度に粒子の検出とクラスタリングを実現した。 

（受賞） 
（３） 広色域ディスプレイの画質要因の相互作用とロバスト性を検討した。（産学連携準備） 
（４） 車載カメラによる夜間走行画像から車両検出法を開発した。（産学連携） 
（５） 多元色ディスプレイに関する基礎的検討を行った。(24 年度産学連携につながった。) 
（６） 病理検査における画像特徴量を用いた検体照合の基礎的検討を行った。（NEDO） 

＜業績・成果＞ 

学術論文 

1) 池谷優太，大橋剛介，下平美文，柴田 裕一， 芹澤 啓之，"薄明視条件下における単色光と混
色光に対応する純度弁別"，映像情報メディア学会誌，Vol.65，No.10, pp.1426-1431 (2011.10) 

国際会議発表 

1) Y.Kumagai, T.Arikawa, G.Ohashi,"Query-by-Sketch Image Retrieval using Edge Relation 

画像工学 
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Histogram", The 12nd IAPR Conference on Machine Vision Applications, pp.83-86, Nara, 
Japan(2011.6) 

国内学会発表  

1) 電子情報通信学会研究会 3 件 
2) 映像情報メディア学会年次大会 2 件 
3) 第 17 回画像センシングシンポジウム 2 件 
4) 電気学会研究会 1 件（3/30 発表予定） 

 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

高校出張講義 1 件（浜松市立高等学校）、 
市民対象講演会 1 件（サンエンスカフェ講演会） 

＜管理・運営＞ 

ハラスメント委員（2 年目）、防災安全委員会（1 年目）、学科内外部評価実施委員（1 年目）の委

員を務めた。 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費（若手研究 B 代表者）、NEDO（代表１件）、共同研究（代表 1 件） 
受賞・表彰： 
精密工学会画像応用技術専門委員会外観検査アルゴリズムコンテスト 2011「最優秀賞」受賞 
精密工学会画像応用技術専門委員会外観検査アルゴリズムコンテスト 2011「細胞内ロジスティク 
ス大賞」受賞 

学生の受賞： 
精密工学会画像応用技術専門委員会外観検査アルゴリズムコンテスト 2011「学生奨励賞」受賞 

＜学会活動＞ 

映像情報メディア学会部門委員（編集委員） 
電子情報通信学会『Special Section on Image Media Quality』英文論文小特集編集委員会委員 
電気学会 スマートビジョン実利用化協同研究委員会委員 
電気学会 高度センサ応用による人・環境親和システムに関する協同研究委員会委員 
電子情報通信学会 イメージ・メディア・クオリティ研究専門委員会委員 
精密工学会 画像応用技術専門委員会 外観検査部会（WG10）研究会委員・幹事 
第 18 回画像センシングシンポジウム実行委員財務部会・部会長 
動的画像処理実利用化ワークショップ DIA2012 プログラム委員・幹事 
The 16th Korea-Japan Joint Workshop on Frontiers of Computer Vision, Scientific Committee 
電子情報通信学会イメージ・メディア・クオリティ（9/2）現地世話人（静大浜松キャンパス開催） 
電子情報通信学会パターン認識・メディア理解研究会（12/15,16）現地世話人（静大浜松キャンパ
ス開催） 

 

【 今後の展開 】  

 画像工学の基礎と応用をバランス良く研究を進める。最近、ITS（車載カメラ画像処理）、バイオイ

メージインフォマティックス（細胞内画像処理）の研究に着手した。 
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専任・准教授  片山 仁志 （KATAYAMA Hitoshi）   

電気電子工学科  

専門分野： 制御工学  

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

 

【 研究室構成 】  

教    員：片山 仁志    

 

【 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、船舶のサンプル値直線軌道追従制御系の設計を行った。ま

た、設計した制御系の有効性を実機実験により実証した。 
(2) 厳密フィードバック形の非線形システムに対するサンプル値フォーメーション制御系の設計 

厳密フィードバック形の非線形システムに対し、コンピュータ制御の観点を考慮したサンプル値

フォーメーション制御系設計法を構築した。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                            

・ H. Katayama, "Sampled-data consensus control for nonlinear multi-agent systems of strict-feedback form 
with application to marine systems," SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration, Vol. 

4, No 6, pp. 417-422 (2011).  

 

 

非線形サンプル値制御理論と船舶制御への応用

114



電気電子工学科 

 

国際会議発表     

・ H. Katayama and H. Aoki, "Sampled-data straight-line path following control for underactuated 
ships," Proceeding of 50th IEEE Conference on Decision and Control and 2011 European Control 

Conference, pp. 3946-3951, Orland, USA (2011). 平成 23 年 12 月 

他 1 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＞ 

工学振興基金事業部会委員, 工学部電気電子工学科外部評価実施委員 
 

＜特筆事項＞ 

・受賞・表彰：計測自動制御学会中部支部 42 期支部賞・研究賞、計測自動制御学会、2012 年１月 

・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 

 

【 今後の展開 】  

非線形サンプル値制御理論の拡張と共に、船舶制御の既存理論の拡張と構築した新しい制御理

論を用いた船舶の安定化制御系、追従制御系、フォーメーション制御系の実用化を行う。 
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専任・准教授  河本 映 （KAWAMOTO Teru）   

電気電子工学科  

専門分野： 電力工学，分散電源，自然エネルギー 

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tetkawa/plab/pel.html 

 

【 研究室構成 】 

教    員：河本 映 

修士課程：2年（3名）、1年（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，電力系統の特性理解，及び簡単な電力系統の解析がで

きることを目標に講義している。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気回路Ⅱ  学部1年 4  ○ 複数担当（2人） 

電力工学Ⅰ  学部3年 1  ○ 

電力工学Ⅱ  学部4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，あるいは大規模電源を取り巻く情勢の変化に対応するため，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）地域エネルギー供給システムのエネルギー供給・発生方式 
戸建住宅地にコージェネレーションを導入し，電気・熱の供給を行う場合，地域の負荷

分散電源の小規模電力系統への影響 
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によっては冷暖房用の熱供給範囲を限定したほうが原動機との熱電比のマッチングがよ

くなり，コージェネレーション利用率向上につながることを明らかにした。また，コー

ジェネ設備自体に関しても，大形のもの１台よりは中小形のもの複数台にしたほうが総

じて供給効率がよいことを明らかにした。 
（２）小規模電力系統における風力発電の電力供給能力 

離島のような小規模電力系統に風力発電を導入する場合，その変動性のためにそのまま

では既存電源設備の削減が困難である。この研究では，蓄電池を併設することにより，

どこまで既存電源を置き換えられるかを明らかにした。また，蓄電池の存在は短時間出

力変動の平準化を可能とする。出力変動平準化により系統の周波数変動を抑制できるこ

とをシミュレーション，並びに縮小規模実験により明らかにした。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

・ 河本映，中島祥太，「太陽光発電の連系を想定した地域直流配電システムの損失評価」，

電気論 B，131-B, 4, 369-375，2011.4 

国内学会発表 

・ 石神郁也，河本映，「地域エネルギー供給システムにおける暖房用温水供給範囲の影響」，

平成 23 年度電気関係学会東海支部連合大会，三重大学，2011.9 

・ 水川雄太，河本映，「小規模電力系統における電力貯蔵装置併設風力発電の電力供給能

力」，平成 23 年度電気関係学会東海支部連合大会，三重大学，2011.9 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

学生委員会委員（兼城北地区交通対策委員会委員） 
防災安全委員会委員 
工学部・工学研究科代議員 

 

【 今後の展開 】  

 教育面では，基礎科目である電気回路Ⅱの内容改訂と充実をはかり，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，最近の大規模電源を取り巻く情勢変化，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（3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、主体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） 

論理回路I  学部1年 1  ○ 複数担当（3人） 

高電圧・放電工学  修士院1-2年 1  ○ 複数担当（3人） 

工学基礎実習  学部1年 4 ○  複数担当（9人） 

創造教育実習  学部1年 4  ○ 複数担当（9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。電気機器間の接続やそ

の内部では多くの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

デバイスのひとつである。近年、新たな電圧・電流領域での直流回路の使用範囲が拡大している。そ

れらの例として、自動車電源系統の多様化、情報通信機器への直流給電、家庭用直流給電などが挙げ

られる。これらの機器やシステムでは、これまで以上の低コスト化、高効率化、高信頼性、安全性の

確保が要求されており、解決すべき工学的・物理的な課題が山積している。これらの課題解決に適用

できる独自の実験・測定手法の開発や基礎研究の実施によって、電気接点が使用されている機器の性

能向上に寄与することを研究目標としている。 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1. 廣瀬圭一、柚場誉嗣、中村昭夫、則竹政俊、桐生幸一、宮澤英夫、関川純哉, “直流４００Ｖ

級配電システム用プラグ＆ソケットの開発,” 電気設備学会誌，2011 年 11 月号, pp. 889 -896 

(2010) 

2. Toru SUGIURA, Junya SEKIKAWA a nd T akayoshi K UBONO, “ Break Arcs D riven by Transverse 

Magnetic F ield in a D C48V/6-24A R esistive C ircuit,” I EICE Trans. E lectron., Vol. E 94-C, N o. 9, pp. 

1381-1387 (2011) 

電気接点の接触現象とアーク放電 
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3. N aoya T AKESHITA, J unya S EKIKAWA a nd T akayoshi KUBONO, “Arc Duration a nd R otational 

Frequency of  Break Arcs Driven by Radial Magnet Field in a DC42V Resistive Circuit,” IEICE Trans. 

Electron., Vol. E94-C, No. 9, pp. 1388-1394 (2011) 

国際会議発表     

・Junya Sekikawa and Takayoshi Kubono、Effects of rotational motion of break arcs on arc duration and 

contact erosion、The 57th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts、Minneapolis, MN, USA、2011

年 9 月 

国内学会発表  

・電子情報通信学会 機構デバイス研究会 4 件 

・電子情報通信学会 IS-EMD2011 (11th International Session in Electro-Mechanical Devices) 4 件 

・2011 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 2 件 

・2012 年電子情報通信学会総合大会 1 件 

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

・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」(2011 年 9 月) 
・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副委員長 

＜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：平成 23 年度科研費（基盤研究（C），代表者）、共同研究（代表 3 件、分担 1
件） 

受賞・表彰： 

・はましん産学連携大賞優秀賞、浜松信用金庫、2012 年 3 月 

 

【 今後の展開 】  

 直流給電システムは、再生可能エネルギーの利用や電気自動車などの分野での利用拡大が期待さ

れている。これらの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（1名） 

学  部：4年（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、有機薄膜太陽電池、色素増感太陽電池、有機無機

ハイブリッド太陽電池の作製を行う。 
 
＜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) 2W high efficiency PbS mid-infrared surface emitting laser, A. Ishida, Y. Sugiyama, Y. Isaji, K. Kodama, 

Y. Takano, H. Sakata, M. Rahim, Appl. Phys. Lett. 99, 121109 (3 pages) (2011). 
国際会議発表 
Design of optical PbS-based multi-infrared surface emitting lasers, Y. Sugiyama, K. Kodama, Y. Isaji, T. 
Yokoyama, S. Kobayashi, Y. Takano, A. Ishida, SSDM 2011, Nagoya, Aichi (2011, 9)               

国内学会発表  

高野 泰、高木達也、見崎 龍、宮原 亮、MOVPE 法により成長させたシリコン基板上 GaP の

アンチフェーズドメイン、名古屋大学、電子情報通信学会研究会(2011,5) 
 

【 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副委員長 
2011 年度リフレッシュ理科教室現地実行委員(浜松) 
電子情報通信学会 2012 年総合大会一般セッション電子部品材料座長 

＜管理・運営＞ 

工学部評価実施委員会 
 

【 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 

外国人特別研究員：1名 

修士課程：2年（3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。 
 
＜業績・成果＞ 

学術論文 

1. N. Stuban, M. Niwayama and H. Santha: "Phantom with Pulsatile Arteries to Investigate the Influence of 
Blood Vessel Depth on Pulse Oximeter Signal Strength," Sensors, Vol. 12, pp. 895-904 (Jan. 2012) 

2. T. Hamaoka, K. McCully, M. Niwayama, B . Chance:"The use of  muscle near-infrared spectroscopy in 
sport, health, and medical sciences: recent developments," Phil. Trans. R. Soc. AVol. 369, pp. 4591-4604 
(Nov. 2011) 

 国際会議発表 

1. N. Stuban, M. Niwayama:"Reducing power consumption of wireless pulse oximeters," (Proceedings: pp. 
113-116) 5th European Conference of  t he I nternational F ederation for M edical and B iological 

光を用いた非侵襲生体計測 
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Engineering, Budapest, Hungary (Sep 2011) 

2. S. Takagi, R. Kime, M. N iwayama, N . Murase, T. Katsumura:"Muscle ox ygen saturation he terogeneity 
among leg muscles during ramp exercise," ISOTT 2011(The International Society on Oxygen Transport 
to Tissue), Washington D.C., USA (July 2011) 

国内学会発表 

1. 小林祐介，庭山雅嗣，鈴木一有，金山尚裕："空間分解近赤外分光法による子宮筋組織の光学定

数計測," Optics & Photonics Japan 2011（大阪, 2011 年 11 月) 
2. 須摩篤，庭山雅嗣："NIRS と積分筋電図による運動負荷状態評価法," Optics &  P hotonics Japan 

2011（大阪, 2011 年 11 月).  
3. 若林大輔，庭山雅嗣："拡散反射光を用いた骨組織性状評価のための理解解析及び実測," Optics & 

Photonics Japan 2011（大阪, 2011 年 11 月) 
4. 松山翔太，庭山雅嗣："皮下血管内の光吸収係数測定法," 平成 23 年度日本生体医工学会東海支

部大会（名古屋，2011 年 10 月） 

5. 林 真之，庭山 雅嗣："近赤外光拡散反射強度分布を利用した層状組織中の局所的病変検出法," 

生体医工学シンポジウム（長野, 2011 年 9 月) 
6. 庭山 雅嗣："近赤外分光法を用いた組織酸素計測の無線応用," H23 年度 QoL-SN 研究会（東京, 

2011 年 10 月) 
7. 金山尚裕，鈴木一有，庭山雅嗣："子宮筋およびその周辺組織の酸素動態測定器 ," イノベーシ

ョンジャパン 2011（東京, 2011 年 9 月) 
 

招待講演 

庭山 雅嗣："近赤外光による生体組織性状計測の高度化と応用," 計測自動制御学会 光波応用研

究会（浜松, 2011 年 12 月) 

 

＜特許出願＞ 

庭山雅嗣，金山尚裕, 鈴木一有:“光学的測定装置”，特願 2011-037444 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・高大連携実習講師 1 件 2011.8 
・ハンガリーより外国人研究員を 1名受入（日本学術振興会特別研究員） 

・企業アドバイザー 1件 2011.2～2010.3 
・サイエンスカフェ in 浜松にて講演 2011.10 
 

＜管理・運営＞ 

 入試委員、工学部 Web ワーキンググループ 
 
＜特記事項＞ 

 外部資金獲得 
・科研費（基盤研究(C)代表者 1 件、基盤研究(C)分担者 1 件、特別研究員奨励費 1 件） 
・平成 23年度新規産業創造技術開発事業（経済産業省関東経済産業局）研究責任者 2011.9～2012.3 
・民間企業との共同研究 1 件 

・成果有体物の実用化 1 件 
 

【 今後の展開 】  

 脳、皮膚、筋肉を対象とした生体組織中ヘモグロビン濃度計測の高精度化、血中の微量な成分に着

目した研究、生体組織の光学特性測定装置に関する基礎研究を軸として、光電脈波、筋肉酸素濃度計、

脂肪燃焼計などに関する応用研究も企業と連携して推進したい。 
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専任・准教授  橋本 岳 （HASHIMOTO Takeshi） 

電気電子工学科  

専門分野： 画像処理，画像計測  

 
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） 受講対象150名 

電子回路Ⅰ  学部2年 2  ○ 複数担当（3人） 受講対象150名 

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） 

 

＜業績・成果＞ 

・著書 

LabVIEW 画像計測入門 
橋本 岳，山本茂広，浦島 智 
(株)講談社 
ISBN978-4-06-155792-5 
2011 年 4 月 30 日 第 1 刷発行 

・指導学生の受賞・表彰 

① 青島英道（修士課程 2 年），第 54 回自動制御連合講演会優秀発表賞，第 54 回自動制御連合講演

会実行委員会，平成 23 年 12 月 7 日 
② 太田裕章（修士課程 2 年），第 54 回自動制御連合講演会優秀発表賞，第 54 回自動制御連合講演

会実行委員会，平成 23 年 12 月 7 日 
※上記受賞に対して，両名は平成 24 年 3 月 15 日に学長表彰を受賞した。 
 
【 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

高精度 3 次元画像計測技術の開発と応用 
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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。 
・遠距離高精度 3 次元計測技術の自然計測への応用に関する研究を行った（科研費関連研究）。 
・ 遠距離高精度3次元計測技術をもとにした船舶の計測に関する研究を行った（科研費関連研究）。 
・医工連携に関する研究にも取り組んだ。 

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

イノベーション・ジャパン 2011 において研究成果の発表を行った。発表後の質疑応答では，多数

の企業と面談，その後学内でのデモを行い，一部企業とは現在も相談を継続中である。 
 
＜管理・運営＞ 
工学部教務委員，（全学）学務情報システム更新 WG，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）（単独） 
・科学研究費補助金 基盤研究（C）（分担）  
 

【 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) 集中巻 PM 形バーニアモータの誘導起電力算出に必要な電機子巻線と永久磁石磁束との鎖交 

数を明らかにした。 

 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

・「表面磁石形バーニアモータの大トルク化について ～アウターロータ形回転子内半径が脱出 
   トルクに与える影響～」，電気学会回転機研究会，RM-11-097，（平 23-10） 
  ・「表面磁石形バーニアモータにおける磁石配列が脱出トルクに与える影響」， 

電気学会回転機研究会，RM-11-098，（平 23-10） 
・「集中巻ＰＭ形バーニアモータの誘導起電力について」，平成 24 年電気学会全国大会， 
 5-036，（平 24-03） 

 
 
 
 

電気電子工学，低速大トルク電動機の開発 
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【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

電気電子工学科：予算委員 

 
【 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（2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） 

新入生セミナー  学部1年（NIFEE) 1  ○  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） 

＜業績・成果＞      

・指導学生の受賞 

 河合亮介（大学院 2 年）、電気学会優秀論文発表賞、電気学会、平成 24.1.23、 

 （電気学会東海支部連合大会の発表の論文による） 

【 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）工学部プロジェクトとして「がいし用ポリマー材料の規格試験の開発」が採択される 

高電圧・系統絶縁工学 
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（２）撥水性保持性能を評価する Dynamic Drop Test（DDT）を用いた各種材料の評価 
（３）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 
（４）がいし用ポリマー材料の汚損沿面火花放電によるエロージョン特性の調査 
（５）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 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書 
・本間宏也、長尾雅行、松本隆宇、大坪昌久、所哲郎、「CIGRE ラウンドロビン試験による 
 ポリマーがいし用材料の撥水性安定性評価に関するダイナミックドロップ試験法の検討」 
 電気学会論文誌Ａ、Vol.131, No.9, 797-803, 2011.9 

国内学会発表  
・中濱正浩、松本隆宇、「ＳｉＲ試料の汚損沿面火花放電によるエロージョン劣化」、H24 電気学会

全国大会、7-99、広島、2012.3.23 
・高塚俊介、松本隆宇、「カオリン塗付ＳｉＲ試料の撥水性転移」、H24 電気学会全国大会、7-100、

広島、2012.3.23 
・河合亮介、松本隆宇、中井寛之、河上徹、「汚損物の吹き付けによるポリマーがいしの人工汚損

試験」、電気学会、高電圧研究会資料、HV-12-006、長崎、2012.1.27 
・松本隆宇、「ポリマーがいしの適用課題の現状 －がいしセミナーでの討論をふまえて－」、電気

学会、高電圧研究会資料、HV-11-113、東京、2011.12.14 
・河合亮介、松本隆宇、「藻類の付着したポリマーがいし表面状態」、電気学会東海支部連合大会、

J4-5、三重、2011.9.27  他 3 件 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

 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（3 月） 
    出張授業：西遠女子学園（7 月） 
    高大連携：浜松工業高校、SSP、（8 月～9 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 2 件 
海外入試の実施：インドネシア、ベトナム（3 月） 

【 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。 
 また、引き続き NIFEE プログラムの事業継続（特に：タイへの拠点作り、在学生のアパートの確

保）、予算終了後の継続にかかる検討、就職支援、進学に関する制度整備を行なって行く。 
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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（2名） 

学  部：4年（4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） 

 

＜業績・成果＞ 

指導学生の受賞・表彰 

Xuxing Chen (D3),電子情報通信学会東海支部「学生研究奨励賞」 

 
【 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）CO2 レーザによる様々な長周期ファイバグレーティングの製作法を成功した。 
（３）CO2 レーザによるナノファイバ製作法を開発した。 
（４）ナノファイバグレーティング新たな設計・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. “Phase-Shift induced in a high-channel-count fiber Bragg grating and its application to 
multiwavelength fiber ring laser,” X. Chen, K. Ogusu, and H. Li*, IEEE Photon. Technol. Lett., 
Vol. 24, No. 8, pp. 498- 500 (2011). 

2.  “Ultrahigh-channel-count fiber Bragg grating based on the triple-sampling method,” X.  Chen, 
J. Hayashi, and H. Li*, Optics Commun., Vol. 284, pp. 1842-1846 (2011).  

 

国際会議発表 

1. “Enhanced slow light in a phase-shifted multichannel fiber Bragg grating assisted by stimulated 
Brillouin scattering,” Xuxing Chen and H. Li, Asia Communications and Photonics 2011, 
Shanghai(China), Paper SPIE 8307-3.  

2. “High channel-count ultra-narrow comb-filter based on a sampled fiber Bragg grating,” H. Li, 
OECC2011,Kaohsiung(Taiwan), Invited report.  

他 1 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. “High channel-count ultra-narrow comb-filter based on a sampled fiber Bragg grating,” H. Li, 
OECC2011,Kaohsiung(Taiwan), 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） 

・ 財団法人村田学術振興財団「研究助成」（2011） 

位相シフトファイバグレーティングによる超高感度センシングデバイスへの応用（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。具体的に高性能ナノ・マイクロファイバグレー

ティングを利用して、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（2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(3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  12 件 

1. 学生奨励賞，情報処理学会・全国大会，渡辺貴弘，2012 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，久保田慎也，2012 年 3 月． 

3. 学長賞，静岡大学，渡辺貴弘，森脇烈，山地勇一郎，上窪勇貴，  鳥飼勇希，仁平優基，余

座貴志，上野由美子，青山裕司，2012 年 3 月． 

4. 学長賞，静岡大学，渡辺 貴弘，2012 年 3 月． 

5. 社会人基礎力準大賞，社会人基礎力育成グランプリ 2012 決勝大会，上野由美子，渡辺貴弘，

仁平優基，森脇烈，山地勇一郎，上窪勇貴，鳥飼勇希，余座貴志，青山裕司，渡邊実，2012

年 2 月． 

6. First Place in ICFPT Design Competition 2011, "An FPGA Connect6 Solver with a Two-Stage 

Pipelined Evaluation," IEEE International Conference on Field-Programmable Technology, T. 

Watanabe, R. Moriwaki, Y. Yamaji, Y. Kamikubo, Y. Torigai, Y. Nihira, T. Yoza, Y. Ueno, Y. Aoyama, 

M. Watanabe, Dec. 2011. 

7. 優勝，第１回相磯秀夫杯 FPGA デザインコンテスト，「FPGA Connect6 Solver」，渡辺貴弘，

森脇烈，山地勇一郎，上窪勇貴，鳥飼勇希，仁平優基，余座貴志，上野由美子，青山裕司，

渡邊実，2011 年 11 月． 

8. デザインガイヤポスター賞，デザインガイア，余座貴志，2011 年 11 月． 

9. 社会人基礎力育成グランプリ 関東地区大会 優秀賞，上野由美子，渡辺 貴弘，仁平 優基，

森脇烈，山地勇一郎，上窪勇貴，鳥飼勇希，余座貴志，青山裕司，渡邊実，2011 年 11 月． 

10. 国際会議研究発表者賞（中期），電子情報通信学会東海支部，森脇 烈，2011 年 10 月． 

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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11. SLDM 研究会優秀発表学生賞，情報処理学会システム LSI 設計技術研究会，森田 裕宣，2011

年 8 月． 

12. 学生研究奨励賞, 電子情報通信学会東海支部, 森脇 烈, 2011 年 6 月． 
 
【 研究 】 

＜課題＞ 

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 

＜実績＞  

（１） リコンフィギャラブルデバイスの研究。 

（２） 次世代の光電子融合デバイス・光再構成型ゲートアレイの研究開発 

（３） 高速動的光再構成型プロセッサの研究開発 

（４） 宇宙空間用・光デバイスの研究開発 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等   

[1] A. Ogiwara, M. Watanabe, T. Mabuchi, F. Kobayashi, "Holographic polymer-dispersed liquid crystal 

memory for optically reconfigurable gate array using subwavelength grating mask," Applied Optics, Vol. 

50, Iss. 34, pp. 6369–6376, 2011.  

[2] T. Watanabe, M. Watanabe, "Robust holographic storage system design," Optics Express, Vol. 19, No. 24, 

pp. 24147–24158, 2011. 

    他 2 件 

 

招待講演 

[1] M. Watanabe, "Dependable optically reconfigurable gate array," 2012 International Workshop on 

Advanced Nanovision Science, pp. 47-50, 2012. 

[2] M. Watanabe, "Novel dynamic module multiple redundancy for optically reconfigurable gate arrays," 

IEEE International Midwest Symposium on Circuits & Systems, CD-ROM, 2011. 

国際会議発表     

[1] Y. Yamaji, M. Watanabe, "A 144-configuration context MEMS optically reconfigurable gate array," IEEE 

International SOC Conference, CD-ROM, 2011. 

    他 17 件 

国内学会発表:15 件  

 

【 その他の事項 】 

 ＜外部資金獲得＞ 

[1] 「ＭＥＭＳ・ホログラムを用いたリアルタイム視覚情報処理システム」，渡邊（研究代表者），科学研究費・

挑戦的萌芽研究． 

[2] 「ホログラムストレージデバイス向け MEMS・レーザアレイ・アドレッシング技術」，渡邊（研究代表者），ＪＳ

Ｔ・大学特許価値向上支援． 

[3] 「高放射線環境下向け光電子組み込みシステムの開発」，渡邊（研究代表者），（財）大川情報通信基

金． 

【 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 （ WADA Tadahiro ）   

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 プログラム生の第三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。 

･大震災では多くの通信インフラが破壊され、緊急を有する情報伝送ができなかった。流星バース

ト通信は、通信インフラを必要とせず、送受信機のみで情報伝送を実現することができ、災害時

に有効であることが期待される。そこで、企業等との共同研究として、流星バースト通信を使っ

て災害に強い、千を超えるリモート局からのデータ伝送を実現するためのプロトコルを検討する。

さらに、そのプロトコルが有効に働くことを確認するため、データ伝送実験を実施する。 

･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。 

無線ネットワークにおける伝送信頼性の向上 
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･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。 
 
＜実績＞  

（１）流星バースト通信における多リモート局を想定した情報伝送プロトコルの検討。 
コンピュータシミュレーションによってプロトコルの有効性を確認した。また、データ伝送

のための基礎実験を北大-沼津高専-静岡大間で実施し、提案プロトコルが有効に動作するこ

とを確認した。 
（２）無線マルチホップ伝送の理論解析。 

誤り訂正符号を効果的に利用することで、マルチホップ伝送の伝送性能の改善が図れること

を確認した。 
（３）可視光通信システムの送受信システムを構築。同期方式としてＭ配列を利用し、また誤り訂正

符号としてＬＤＰＣ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。 
 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表     

・T. Kobayashi, K. Ishibashi, and T. Wada, “A Study on Outage Probability of Collaborative Multi-Hop 
Transmission with Non-Uniform Distributed Networks,”2011 International Symposium on Personal, 
Indoor and Mobile Radio Communications, Toronto, Sep. 2010.  

国内学会発表  

・ 堀部智史，石橋功至, 和田忠浩，椋本介士，”GNU Radio/USRP2 を用いたネットワーク誤り

訂正符号の実装に関する一検討，”電子情報通信学会無線通信システム研究会, 2011.6  

他 5 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 
･留学生就職活動支援 
･留学生短期支援制度(SSSV)に基づいて､パスンダン大学(インドネシア)で研究シンポジウムを実 
施。研究室の学生 5 名を派遣し交流を図る。  

＜管理・運営＞ 

･国際交流センター運営委員会 委員 

･静岡大学工学部 SSSV プログラム「海外研究機関との研究室交流による国際的リーダーシップ人

材育成」が採択。その実施全般を担当。  
＜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、流星バースト通信および可視光通信に関する検討をさらに実施する。また

SSSV プログラムの継続によって、工学部学生が海外に目を向ける機会を増やし、学生の国際展開

力の向上を図る。 
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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） 

学  部：4年（1名） 

連携教員：和田 忠浩 准教授 

 

【 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。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

  米国留学のため研究室学生の指導のみ 

 

【 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）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。 
（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 R adio 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み、実環境においてもこれらの技術が優

れたスループット特性とロバスト性を実現することを示した。 
（３）低消費電力を実現する新たな協力通信方式の提案 

協調通信では複数端末が協調・協力して高信頼の通信を実現するため、自分の情報ではない

信号を送信するときにできるだけ少ない電力消費量となることが望ましい。そこでハードリ

ミタと誤り訂正符号を用いて、信号のダイナミックレンジを抑圧することで高電力利用効率

と高信頼性の両者を達成する新たな協調通信方式を提案した。 
（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。また実環境における様々

 

次世代無線通信ネットワークの研究 
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な問題を考慮し、実現可能な干渉制御手法を提案し、その特性を解析した（米国ハーバード

大学および米国企業との共同研究）。 
 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               
1) K. Ishibashi

2) K. Ishii, 

 and H. Ochiai “Analysis of Instantaneous Power Distributions for Non-Regenerative and 
Regenerative R elaying Signals,”IEEE Trans. on  W ireless C ommun., v ol.11, no.  1, pp.  25 8-265, 
(2012.1) 

K. Ishibashi

3) W.-Y. Shin and 

, and H. Ochiai, “Multilevel Coded Cooperation for Multiple Sources,”IEEE 
Trans. on Wireless Commun., vol.10 no. 12,pp. 4258-4269, (2011.12) 

K. Ishibashi

4) S. Nagata, M. Mukumoto, T. Wada, and K. Ishibashi, “Proposal of Go-Back i-symbol ARQ Scheme 
and Its Performance Evaluation in Meteor Burst Communications,” IEEE Trans. Commun. (採録決定
済み) 

, “Regional Diversity-Multiplexing Tradeoff,” IEICE Trans. Commun. 
Lett., vol.E94-B, no.10, pp. 2868-2871, (2011.10)  

 

国際会議発表 

1) K. I shibashi

2) S. Kim, W.-Y. Shin, and 

, W.-Y. Shin, H . S . Yi, and H . O chiai, “A Peak Power Efficient C ooperative D iversity 
Using Star-QAM,” in Proc. of  IEEE B WA Workshop with IEEE GLOBECOM 2011, Houston, TX, 
(2011.12)  

K. Ishibashi

3) 

, “The Gaussian Two-Way Relay Channel with Wire tapper,” in 
Proc. of Asilomar Conf. on Signals, Systems, and Computers, Pacific Grove, CA, (2011.11)  
K. I shibashi

4) T. Kobayashi, 

 and H. O chiai, “Performance A nalysis of  A mplify a nd Forward C ooperation ov er 
Peak-Power Limited Channels,” in Proc. of IEEE ICC 2011, Kyoto, (2011.6) 

K. Ishibashi

 

, and T. Wada, “A Study on Outage Probability of Collaborative Multi-Hop 
Transmission with Non-Uniform Distributed Networks,” in Proc. of PIMRC 2011, Tronto, (2011.9)  

国内学会発表  

・電子情報通信学会など、計 5 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 
 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 文部科学省科学研究費補助金 若手研究 (B) 
 米国企業との共同研究 1 件 

 
 

【 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研究を行い、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） 

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、参加する学生が、研究室配属後の活動につながる基礎的な知識や

技術を確実に修得できることを重視している。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。モデルの

推定アルゴリズムには、遺伝的アルゴリズムの最新の成果を取り入れることで、解析結果の高い

信頼性を確保することができた。 

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 . Arakawa, K. Funatsu and Y . Ema, “An Automatic S ystem U sing 
Mobile-Agent S oftware to Model the C alculation Process of  a  Chemical Vapor Deposition Film 
Deposition Simulator”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 11, pp. 8004-8008 (2011). 

2) T. Takahashi, H. Nakai, H. Kinpara and Y. Ema, “An Automatic Modeling System of the Reaction 
Mechanisms f or C hemical Vapor D eposition P rocesses Using R eal-Coded G enetic A lgorithms”, 
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 11, pp. 8044-8048 (2011). 

 

国際会議発表 

1) T. Takahashi, H. Nakai, H. Kinpara and Y. Ema, “An Automatic Modelling System of the Reaction 
Mechanisms for CVD Processes Using Real-Coded Genetic Algorithms”, EuroCVD 18, Kinsale, Co. 
Cork (Ireland), September 2011. 

2) T. Takahashi, N. Fukui, M . Arakawa, K. Funatsu and Y . Ema, “An Automatic S ystem U sing 
Mobile-Agent S oftware to  Model the C alculation P rocess of a C VD Fi lm Deposition Simulator”, 
EuroCVD 18, Kinsale, Co. Cork (Ireland), September 2011. 

 

【 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 23 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 

 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得: 科研費(基盤研究(C)、反応プロセスを対象とした自動研究開発システムの開

発) 
 

【 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  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 

修士課程：2年（4名）、1年（4名） 

学  部：4年（6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。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) 屈折率測定法 

ファイバ端面からのフレネル反射を測定することで屈折率を算出する方法で、光硬化樹脂の硬化

時の変化や、屈折率温度依存性などを測定する。光源・サーキュレータ・ファイバ・パワーメータ

で構成される簡易な光学系で簡便に測定できるほか、ファイバのクラッド径の厚さのサンプルを測

定するため、従来の薄膜では基板の影響を受けていたものが、材料本来の特性を得られるという利

点がある。 

 
＜実績＞  

1) 自己形成導波路への回折格子付与 
  自己形成光導波路にフィルタや合分波器として働く回折格子の付与に成功した。 
2) 2 本同時自己形成導波路作製 

光導波型素子の作製と応用 
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  リボンファイバから 2 本同時形成に成功した。 
3) 熱光学係数測定 
  ファイバ端面からのフレネル反射により測定し、算出した値の妥当性を確認した。 
＜業績・成果＞ 

学術論文 

Hajime Sakata, Shungo Araki, Ryo Toyama, and Masahiro Tomiki, “All-fiber Q-switched operation of 
thulium-doped silica fiber laser by piezoelectric microbending”, Applied Optics, 51(8), pp.1067-1070 
(2012). 

国際学会発表 

・ H. Watanabe,M. Tomiki,H. Sakata,T. Yamashita,A. Kawasaki,M. Kagami, “Band-pass Optical Filter 
in Light-induced Self-written Waveguide”, Solid State Devices and Materials (SSDM 2011), P-7-15, 
2011.9.29(名古屋). 

・ M.Tomiki, H.Watanabe, H.Sakata, A.Kawasaki, T.Yamashita, M.Kagami, “S FABRICATION OF A 
BAND-PASS FILTER IN A LIGHT-INDUCED SELF-WRITTEN WAVEGUIDE”, 17th Microoptics 
Conference, H-35, 2011.11.1(仙台). 

・ M.Tomiki, H.Watanabe, Y.Terada, H.Sakata, A.Kawasaki, T.Yamashita, M.Kagami, “FABRICATION 
OF OPTICAL COMPONENT IN LIGHT-INDUCED SELF-WRITTEN WAVEGUIDE”, 1st 
International Conference on Advanced Photonic Polymers (ICAPP), 2011.12.1-2(横浜). 

・ M.Kagami, T.Yamashita, M.Yonemura, A.Kawasaki, O.Watanabe, M.Tomiki, “Photopolymer based 
three dimensional Optical Waveguide Devises”, 2012 Photonics West, 8258-39, 2012.1.25(米国サン

フランシスコ). 

国内学会発表 

・ 冨木政宏, 宇野将也, 渡邊裕樹, 坂田肇, 山下達弥, 河崎朱里, 各務学, “ポリマー光学材料の屈

折率変化の測定”, 電子情報通信学会電子部品・材料研究会, CPM2011-78, 2011.8.25(北海道大

学). 
・ 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, 31a-ZN-2, 2011.8.31(山形大学). 
・ 寺田悠真, 冨木政宏, 坂田肇, 山下達弥, 河崎朱里, 各務学, “自己形成導波路の複数本同

時形成”, 第 72 回応用物理学会学術講演会, 31a-ZN-3, 2011.8.31(山形大学). 
・ 荒木隼悟, 外山諒, 冨木政宏, 坂田肇, “ピエゾ-マイクロベンドによる Tm ファイバリングレ

ーザの能動的 Q スイッチング”, 第 72 回応用物理学会学術講演会, 30a-J-9, 2011.8.30(山形大

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 21 回研究会 テーマ「光・有機エレクトロニクスとデバイスの新展開」 
 2011 年 10 月 20 日 九州大学西新プラザ 実行委員、座長 

【 その他の事項 】 

＜社会連携＞ 

 浜松職業能力開発短期大学校 非常勤講師 数学 

＜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（分担） 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 
・科研費 若手 B 光誘起自己形成技術により作製された波長フィルタに基づく熱光学スイッチ 

【 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（2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 

電気電子工学実験Ⅱ 学部3年 1 ○ ○ 複数担当 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

  GaN などに代表されるⅢ族窒化物半導体の結晶成長技術およびその応用について研究を行って

いる。青色発光ダイオード（LED）などに用いられるⅢ族窒化物は材料特性から様々な分野での

応用が期待されている。結晶成長技術の開発により新しい光機能デバイスへの展開を研究してお

り、多次元量子取り込み効果の実現を目指したナノコラム構造の作製や、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、中性子捕獲断面積の大きい材料を混晶させること

による中性子線半導体検出器の開発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）GaN 両極性同時成長技術の開発 
  極性構造を有する GaN において任意の領域で異なる極性を選択的に結晶成長させる手法を開発

Ⅲ族窒化物半導体結晶成長と応用 
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した。更にプロセスを改良することにより再現性を高めた両極性同時成長技術を検討している。 
（３）中性子半導体検出器の開発 
  中性子捕獲断面積が大きな元素である B や Gd を GaN と混晶化させた BGaN や GdGaN の作製を

試みて、数％程度の B 組成となる BGaN の作製に成功し、更に半導体材料として初めての中性子

検出を実現した。 

 

＜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 
 

国際会議発表 

[1]  Hisashi Kaneko, Takahiro Nishioka, Aki Miyake, Toru Aoki, Takayuki Nakano; “Growth of GaGdN by 
MOVPE for semiconductor neutron detector”, 2011 SPIE Optics + Photonics, San Diego Convention 
Center, San Diego, California, USA, 21–25 August, 2011, 8412-50 

[2]  Takayuki Nakano, Toshikatu Iwase,Tsuyoshi Tachi, Toru Aoki, Masatomo Sumiya, and Shunro Fuke; 
“Development and analysis of polarity inversion GaN MOVPE by using Mg-doping”, 9th International 
Conference on Nitride Semiconductors (ICNS-9), SECC, Glasgow, Scotland, 10 - 15 July, 2011, PB2.40 
他 1 件 

国内学会発表  

合計 4 件 
 

招待講演 

[1] Takayuki Nakano, Toru Aoki, Masatomo Sumiya, and Shunro Fuke; “Development of GaN polarity 
inversion epitaxial growth by using Mg doping GaN MOVPE”, 12th International Young Scientists 
Conference “Optics & High Technology Material Science –SPO 2011”, I-1, Kyiv, Ukraine, 27-30 October, 
2011, (Invited talk) 
他 1 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」  
天野工業技術研究所基金研究助成 
ALCA(先端的低炭素化技術開発)プロジェクト 「現実的 CNT アプリケーション技術による革新的超軽量

強化複合材料量産化技術の開発 」(分担) 
他の共同研究プロジェクト 2 件 

 

【 今後の展開 】  

Ⅲ族窒化物に関する研究開発を進めていく。両極性同時成長による多次元閉じ込め効果を用いた

量子デバイスの作製や、新規光機能デバイスを目指した新材料の探索などを行っていく。また、

カーボンナノチューブ CVD の研究も行う予定であり、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・通信信号処理）  

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

【 研究室構成 】  

教    員：羽多野 裕之 

修士課程：1年（1名） 

学  部：4年（2名） 

 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  基礎専門知識の習得はもちろんのこと，技術者としての物事を考える総合的な能力を育成させる

ことに注力している．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．特に，近年安全で快適な交通社会の実現が望まれている交通

システムに応用させることを検討している．現在，周辺環境認識技術に取り組んでいる．1 つは，

車輌前方のセンシングのための無線信号処理である．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でのアプローチを試

みている． 2 つ目は，自位置推定システムにおける推定アルゴリズムについて取り組んでいる．

これは，従来，GPS を利用した自位置推定では苦手とされているエリア（建造物が乱立した路地

などの上空の見通しが悪いエリア）においてでも，自位置を特定可能とするものである．この実現

のために，従来のように上空の GPS 衛星に頼り過ぎずに，準天頂衛星や地上の衛星受信機をネッ

トワーク化することで自位置推定を行うアプローチを試みている． 
このように，無線技術を利用して「今自分がどこに位置して，周りがどのようになっているのか」

を把握し，将来の安全で快適な交通システムの実現に繋げるための基礎的研究に取り組んでいる．  

無線技術の各種応用（レーダ・通信信号処理） 
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＜実績＞  

（１） レーダネットワークを利用した周辺環境認識システム 
・ ターゲット検出時の位置推定精度の向上を狙った各種信号処理アプローチの検討 
・ 移動するターゲット（例えば交差点における死角車輌など）の挙動推定手法の検討 

（２） 街中における GPS 衛星や準天頂衛星を利用した自位置推定システム 
・ 従来の GPS では困難である上空の見通しが悪いエリアでも推定可能な手法の検討 

（３） テーブルにおける着座位置推定システム 
・ 上記項目(2)の位置推定システムを発展させ，食堂におけるテーブルでの着座位置を推定

するための手法の検討 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文(他 2件) 

・ Hiroyuki HATANO et al, "Reduction Processing of the Position Estimation Error Using Transmitted 
Directivity Information," IEICE Transactions on Fundamentals of  E lectronics, Communications and 
Computer Sciences, Vol. E95-A, No. 1, pp. 286-295, Jan. 2012. 

・ Hiroyuki HATANO et al, "Target Position Estimation Algorithm under Corrupted Measurement Data 
for Radar Network Systems," IEICE Transactions on Fundamentals of  Electronics, Communications 
and Computer Sciences, Vol. E95-A, No. 1, pp. 317-323, Jｓan. 2012. 

・ Hiroyuki HATANO et al, "Error Reduction Algorithm for Target Position Estimation Using Reflected 
Signals," IEICE Transactions on Communications, Vol . E94-B, No. 10, pp. 2886-2890, Oct. 2011. 

 

国際会議発表 

・ Hironobu O NISHI et a l, "Proposal of P osition Estimation Algorithm U sing a S atellite a nd Shared 
Data of Receivers," I EEE I nternational C onference on  I ntelligent T ransportation S ystems 
Telecommunication (ITST) 2011, pages 321-326, Aug. 2011. 

国内学会発表（他 4件） 

・ 羽多野裕之ら，"レーダネットワークにおける送信指向性情報を利用した位置推定アルゴリズ

ム," 電子情報通信学会技術研究報告(ITS), Vol. 111, No. 160, pp. 13-18, 2011 年 7 月. 
 

【 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，テクノフェスタ in 浜松運営委員 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 
・ 文部科学省科学研究費補助金若手研究(B)，“駐車支援に用いる広範囲監視のための複数アン

テナを利用したレーダネットワークの検討”，研究代表 
・ 独立行政法人科学技術振興機構 研究成果展開事業研究成果最適展開支援プログラム

（A-STEP）フィージビリティスタディ（探索タイプ）, “GPS 衛星に依存し過ぎない都市部

用自車位置推定システムの研究開発”，研究代表 
・ 財団法人浜松地域テクノポリス推進機構 試作開発支援事業, “GPS 衛星の必要捕捉数の低

減を目指した自局位置推定手法の研究開発”，研究代表 

 

【 今後の展開 】  

 現在の研究内容を継続する．特に，基礎検討段階において様々なアプローチを模索し，有効な手段

へと繋げていきたい．現在取り組んでいる周辺環境認識技術は多岐に応用が期待できる．ゆくゆくは

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）住宅用再生可能エネルギーシステムの研究・開発 
ハイブリッドソーラーヒートポンプシステムおよび光・熱ハイブリッドコレクタに関する実

験と太陽エネルギー取得シミュレーションを行った。 
（２）施設園芸用の新機能 EHP の実証試験 

新しい制御方法に関する実証実験を行うとともに，空気熱源温湯暖房式ヒートポンプの導入

検討およびフィールドへの導入を行った。 
（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・空調制御の導入を行った。 

再生可能エネルギーによる省エネ・創エネ 

146



電気電子工学科 

＜業績・成果＞ 

論文 

1) 峰野博史, 松尾廣伸, 黒木秀和, 荻野司, 長谷川孝博：「静岡大学環境負荷モニタリングシス

テムの開発と導入」, 電子通信学会論文誌 B, Vol. J94-B No.7, pp.780-792 (2011) 

国内学会発表  

1) 松尾廣伸：「水平面全天日射量からの南垂直面日射量の算出と地面反射率の測定」，日本建築

学会東海支部研究報告集，第 50 号 pp.385-388(2012.2) 
2) 源城かほり，谷口正樹，松尾廣伸，同上，pp.413-416(2012.2) 
3) 松尾廣伸, 芹澤佑樹：「太陽熱併用エコキュートの集熱量/消費電力の傾斜角による違い」，太

陽／風力エネルギー講演論文集 2011, pp.125-126 (2011.9) 
4) 松尾廣伸：「春季・夏季における太陽熱併用エコキュートの集熱量と消費電力」，平成 23 年

度電気関係学会東海支部連合大会，N2-1，(2011.9) 
5) 芹澤佑樹，松尾廣伸，小鍋彰久，同上，N2-2，(2011.9) 
6) 小笠原亮，松尾廣伸，同上，L3-7，(2011.9) 

 
解説・特集 

1) 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設計と開発（松尾廣伸），太陽エ

ネルギー, Vo.l.37-4, pp.25-30(2011.7) 
 

【 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） 
・ 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） 
・ ふじのくに次世代エネルギーネットワーク研究会委員 
・ ふじのくに太陽光発電促進農業総合特区地域協議会委員 
・ 浜松市エコハウス推進協議会運営委員 
・ 環境省(日本建築家協会)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 静岡県世話人 
・ 静岡県議会エネルギー有効利用推進特別委員会参考人(2011.11.28) 
・ 静岡大学・中日新聞連携講座(2011.10.8) ，コープしずおか連携特別講座（2012.3.28）講師 
・ 高大連携実験講座(2011.8.9)，富士宮中小企業大学(2011.10.11)，その他 講師 
 

＜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・空調制御 
・ 静岡大学の環境を考える会 
 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等： ハイブリッドソーラーヒートポンプ，SBS テレビ，2011.6.17 

その他，再生可能エネルギー等に関して，読売新聞（2011.6.19），静岡新

聞（2011.6.25），もっとずっとはままつ(浜松市)（2011.7.1），静岡第一テ

レビ（2011.7.15），中日新聞（2011.10.1） 

受賞・表彰：  はましん産学連携大賞 最優秀賞，浜松信用金庫，2012.3.21 

外部資金獲得：  共同研究 4 件， 受託研究 1 件 
 

【 今後の展開 】  

 住宅用再生可能エネルギーシステムの研究では，実証実験を行うとともにシミュレーションにより

最適条件の検討を行う。農業用ヒートポンプでは，新システムのフィールドテストおよび評価を行う。

大学の省エネにおいては環境負荷モニタを快適性を害さない省エネシステムへと進化させる。 
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電気電子工学科 

 

 

  

専任・助教  山川 俊貴 （YAMAKAWA Toshitaka）   

電気電子工学科  

専門分野： アナログ信号処理 LSI、生体信号計測・処理 

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

 

【 研究室構成 】  

教    員：山川 俊貴    

学  部：4年(2名) 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  理論を実践へと橋渡しする能力の育成を目指し、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 
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電気電子工学科 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

 M. Fujii, T. Inoue, S. Nomura, Y. Maruta, Y. He, H. Koizumi, S. Shirao, Y. Owada, I. Kunitsugu, 
Toshitaka Yamakawa, T. Tokiwa, S. Ishizuka, Takeshi Yamakawa, M. Suzuki, "Cooling of the Epileptic 
Focus Suppresses Seizures with Minimal Influence on Neurologic Functions," Epilepsia, Vol. 53, No. 3, 
pp. 485-493, 2012 年 3 月 

 Toshitaka Yamakawa

 Yuya H irayama, S atoru I shizuka, Z imin Lev G rigorievich, Takeshi Yamakawa, 

, Takeshi Yamakawa, S. Aou, S. Ishizuka, M. Suzuki, M. Fujii, T. Aoki, "Subdural 
Electrocorticogram M easurement w ith a M inimally-Invasive P rocedure us ing a n S MA-Manipulated 
Microelectrode Array", Advanced Materials Research, Vol.222, pp.313-317, 2011 年 4 月 

Toshitaka Yamakawa

 Takayuki Yamashita, Masatsugu Niwayama, 

, 
"Investigation of  t he m echanism of  pol ar e xcitations on f rog s ciatic ne rve by  opt ical s timulation", 
Advanced Materials Research, Vol.222, pp.281-284, 2011 年 4 月 

Toshitaka Yamakawa

 Hiroshi Suzuki, Masatsugu Niwayama, 

, "Accurate and  Fast E stimation of 
Optical Properties U sing Optical Path Length and Spatially R esolved Reflectance M easurement", 
Advanced Materials Research, Vol.222, pp.318-321, 2011 年 4 月 

Toshitaka Yamakawa

 Masanori E guchi, 

, Masaki Ohkubo, Ryotaro Kime, Toshihito 
Katsumura, "Simultaneous Determination of Absorption Coefficients for Skin and Muscle Tissues Using 
Spatially Resolved Measurement", Advanced Materials Research, Vol.222, pp.309-312, 2011 年 4 月 

Toshitaka Y amakawa

 

, Takeshi Y amakawa, "Separation of P articles Employing 
Travelling-Wave Electrokinetic Phenomena and Inclined Gravity", Advanced Materials Research, Vol.222, 
pp.52-55, 2011 年 4 月 

国際会議発表 

 Toshitaka Y amakawa

他 7 件 

, T akeshi Y amakawa, T akao I noue, S huji A ou, Tatsuji T okiwa, M asami Fujii, 
Michiyasu S uzuki, " Minimally-Invasive E pileptogenic Focus D etection U sing t he Subdural Electrodes 
Manipulated by the Shape-Memory-Alloy Thin Wire", 2011 International Conference on Systems, Man, 
Cybernetics, pp. 701-705, Anchorage(米国), 2011 年 10 月 

 
招待講演 

 Toshitaka Yamakawa

 

, Takeshi Yamakawa, Takao Inoue, Tatsuji Tokiwa, S huji A ou, Toru A oki, Yuichi 
Maruta, Masami Fujii, Michiyasu Suzuki, "Cool the Brain: A novel strategy to control the abnormal brain 
activity", 12th International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science - 
SPO 2011, Kyiv(ウクライナ), 2011 年 10 月 

 
【 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 

 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 
平成 23 年度 科研費若手研究(若手 B) 研究代表者(平成 24 年度まで) 
平成 23 年度 科研費特別推進研究 研究分担者(平成 23 年度まで) 
平成 23 年度 JST A-STEP 探索タイプ 研究代表者(単年度) 
平成 23 年度 JST A-STEP シーズ顕在化 研究代表者(平成 24 年度まで) 
平成 23 年度 JST 知財活用促進ハイウェイ 大学特許価値向上支援 研究代表者(単年度) 
 

【 今後の展開 】  

 現在の研究を継続し、学会発表、論文投稿を通じて積極的に成果を公表する。また競争的外部資金

獲得にも積極的に挑戦する。 
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物質工学科 

物質工学科の教育研究活動状況 

 
物質工学科は、2004 年度から材料科学コース、化学システム工学コースの 2 コース制で教育研究を

行ってきている。1 年次では学科共通の教育プログラムを履修するが、2 年次から 2 コースに分かれ、

各コース独自の教育研究がなされている。従来、教室会議はコース別に行われていたが、学科内の教員

の意思疎通がスムーズになされるように平成２２年度は学科全体会議という形で開催された。平成２３

年度は、工学部･工学研究科の改組に向けて学科の骨組みを作るという大きな課題があり、前年度に引

き続き学科全体会議を毎月開催し、改組に係る様々な案件を物質工学科教員全員で活発に議論し、決定

した。本年度の学科全体会議で決定された新学科コースの教員配置、人事方針、カリキュラム等の内容

は、改組後の学科の柱となるものである。現在の材料科学コース、化学システム工学コースの教育プロ

グラムは異なっているが、教員の研究分野は両コースで重なるところも多く研究上でのコースの違いが

必ずしも明確ではなく、学生がコース選択に迷うという問題点があった。議論を重ね決定した新学科コ

ースでは、教育のみならず研究の方向性においてもコース間の違いが分かりやすくなったものと考えて

いる。 
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 

    工学研究科組織整備検討ＷＧで検討された改組案を基に、新学科コースについて学科全体会

議で議論し、「環境応用化学」、「材料エネルギー化学」、「化学バイオ工学」の構成とすること

および各コースの教員配置と人事方針を決定した。新学科コースのカリキュラムおよび入試に

ついて、学科のカリキュラム検討委員会および入試検討委員会で検討し、学科全体会議にて議

論した。また、「材料エネルギー化学」が他学科の新コース「電子物理デバイス」と融合学科

を形成することを了解するとともに、融合学科の教育研究整備に対し協力することを学科全体

会議にて確認した。 
人事については、平成２３年４月に助教１名、５月にテニュアトラック制度による助教１名

が着任した。平成２４年１月には准教授１名が他大学に転出した。改組の方向性が明らかにな

ってきたため、学科全体会議で決定した人事方針に基づき、新学科コースに対応した人事とし

て教授１名（保留教授籍の補充、「材料エネルギー化学」所属予定）、准教授１名（転出により

空席となる准教授籍の補充、「化学バイオ工学」所属予定）の選考委員会を立ち上げた。テニ

ュアトラック助教については、メンター教員を介して学科教員との交流を進めており、学科会

議および学科行事さらに教育の一部への参加を促した。 
本年度も学生が係る幾つかのトラブルが生じた。指導教員と学生間の連絡を密に取り合い、

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 

材料科学コースでは、平成２２年度から新カリキュラムによる教育を開始しており、２年目

の本年度も学生への授業アンケートを通し、本カリキュラムに基づく教育内容について点検を

行った。化学システム工学コースでは、学部レベル JABEE教育プログラムの中間審査を受審し、

認定された。物質工学科では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てお
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物質工学科 

り、担当教員へフィードバックして授業改善を行っている。改組後の新学科コースの授業科目、

カリキュラムツリーについて各コースで検討し、決定した。 

３）就職について 
本年度の就職内定率は材料科学コース：96％、化学システム工学コース：91％、大学院修士

課程：99％であった。新入生セミナーの一部として実施されている「キャリア形成ガイダンス」

および２年次の「キャリアデザイン」を通して学生の就職への意識を高めるべく指導するとと

もに、４年次の経験豊富な非常勤講師による「マネジメント工学」への受講を学生に促してい

る。 
４）広報・入試について 

学科独自のパンフレットを作成し、オープンキャンパス、高大連携サマースクール、保護者

懇談会、高校訪問などの機会に配布することにより、本学科の紹介を積極的に行った。また、

学科独自に近隣の高校に訪問し、物質工学科の特徴的なＡＯ入試、推薦入試の説明を行うとと

もに学科の紹介を行った。 
改組後の新学科コースの入試における入試科目、配点、募集人数について、学科入試検討委

員会で議論を重ね、学科全体会議で大略を決定した。 
 

（２）【研究活動：目標、実績、今後の展望】 
１）研究について 

     前年度に続いて、それぞれのコースにて専門分野でまとめた４グループ制（材料科学コー

ス：光機能･エネルギー環境マテリアル分野（Ｖ１）、フューチャーナノマテリアル分野（Ｖ２）、

ポリマーマテリアル分野（Ｖ３）、バイオマテリアル分野（Ｖ４）； 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）

を基に、各グループがプロジェクトの立案や科研費申請をする母体となるように教員相互の協

力体制の構築を進めた。また、改組後の新学科コースに対応する新しい研究グループの体制作

りの準備も進めている。 

物質工学科の教員が現地実行委員となり、平成２４年３月２９日～３月３１日、アクトシテ

ィ浜松にて電気化学会第７９回大会を開催した。電気化学分野に関係する教員のみならず多く

の物質工学科の教員と学生が協力しあって大会運営に携わった。本大会には 1800 名を越す参

加者があり、講演件数は 900 件（ポスター発表を含む）で、３日間活発な討論がなされた。     

２）地域連携・地域貢献等について 
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、他学科と協力して高大連携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ている。 
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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（3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 

新入生セミナー 学部1年 1 ○   

基礎電気・電子工学 学部2年 1 ○   

基本技術実習 学部2年 4 ○   

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。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関連技術を開発する。 
 

【 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

医用化学工学 
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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。 
（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、噴霧液滴

が小さいほど、冷却効果が大きいことを明らかにした。 
（３）超音波照射と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。さらに、超音波を

照射することで、３次元培養において骨芽細胞の増殖速度が増大することを明らかとした。 
 
 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

・ 骨切削時における噴霧冷却法の開発,生体医工学会 生体医工学シンポジウム 2011(2011) 
その他 1 件 

 
  

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

JABEE 教育プログラム責任者として、学部レベル JABEE 中間審査の受審をとりまとめた。 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：受託研究 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 （KIMBARA 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：3年（1名） 

修士課程：1年（3名） 

学  部：4年（4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と移動現象論の教育内容を

可能な限り分かりやすく説明すると同時に、パワーポイントを事前にダウンロードできるようにして

配布するなど「目で見る生物工学・移動現象論」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  ○  

移動現象論Ⅱ  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連続発酵システムを開発する。 
（２）複合微生物を用いた効率的な PCB・A 重油汚染土壌浄化法を開発する。 
（３）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。 

（４）マイクロデバイスを用いて、バイオフィルムの形成と薬剤による形成阻害を定量化する。 

 

＜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、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。また、連続発酵システムを製作し、発酵条件の検討を行った。 
（２）複合微生物の強力な分解性を確認するため、難分解性である A 重油、ベンゼン、多環芳香族

化合物を用いて分解試験を行った。その結果、すべての化合物で増殖可能なことを確認した。また、

PCR-DGGE 法による解析結果から、微生物群集構造の変遷を解析した。 

環境微生物学、生物プロセス工学 
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（３）ダイオキシン分解プラスミドを構築し、ベトナムの学生と実験を行った。 
（４）マイクロデバイスによるバイオフィルム形成の定量化を達成した。また、ある種の薬剤の添加

により、形成したバイオフィルム中の微生物が死滅する結果が得られた。 
 

＜業績・成果＞ 

教科書 

森田英利編著、共著者多数、「微生物機能学―微生物リソースと遺伝子リソースの応用」、三共出版、 

東京、2012.3.20. 
学術論文・著書等               

1) Tani, A ., Sahin, N., and Kimbara, K.: Methylobacterium gna phalii s p. Nov., i solated f rom l eaves of  
Gnaphalium spicayum. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., Dec 23, Epub ahead of print (2011). 

2) Tani, A., Sahin, N., and Kimbara, K.: Methylobacterium oxalidis sp. Nov., isolated from leaves of Oxalis 
corniculata. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., Sep 9, Epub ahead of print (2011). 

3) Sahin N , T ani A, K otan R , S edlácek I , Kimbara K, Tamer A U.: Pandoraea oxalativorans s p. nov ., 
Pandoraea faecigallinarum sp. nov. and Pandoraea vervacti sp. nov., isolated from oxalate-enriched culture. 
Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 61(Pt 9), 2247-2253 (2011). 

4) Tani, A., Akita, M ., M urase, H ., a nd K imbara, K : Culturable ba cteria i n h ydroponic c ultures of  m oss 
Racomitrium japonicum and their potential as biofertilizers for moss production. J. Biosci. Bioeng., 112, 
32-39 (2011). 

国内学会発表  

・ 環境バイオテクノロジー学会 1 件（2011.6） 
・ 日本生物工学会 2 件（2011.9） 
・ バイオフィルムと複合系研究会 1 件（2011.10） 
・ 日本農芸化学会 3 件（2012.3） 
国際学会発表 

・International Union of Microbiological Societies 1 件（2011.9） 
・Shizuoka University International Symposium 2011 1 件（2011.11） 
特許取得 

・ 特許第 4830103 号「生理活性判定方法、及び生理活性判定用キット」（平成 23 年 9 月 30 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を遂行し、2 名の短期留学生を受け入れた。 
名古屋大学大学院の非常勤講師として、講義を行った。 
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」 
 

＜管理・運営＞ 

ハラスメント防止対策委員会工学部委員長 

 

＜特筆事項＞ 

環境新聞 2011 年 9 月 28 日 News Flash「油分分解菌がベンゼンで増殖することを確認」 
外部資金獲得：科研費（基盤研究（C）代表者）、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。バイオフィルム形成の定量化を行い、形成メカニズムに迫る研究を展開する。 
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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－高分子界面が示す粘弾性の膜厚依存性 

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粘弾性体層の特性が膜厚に依存す

ることを明らかにし、液晶相が発現する極限の膜厚を推定した。 
（４） 蒸着重合高分子薄膜による超撥水表面の作製 

蒸着重合法により高分子ウィスカーを成膜することに成功し表面が撥水化した。 

＜業績・成果＞ 
学術論文・著書等               
1) T. Ito, S. Onoda, M. Kino, K. Hagihara and A. Ku bono, Kinetic S tudy on Initial Growth Stage in 

Vapor Deposition of Organic Thin Film Using Quartz Crystal Microbalance, Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 
50, No. 6, pp. 060209 (1–3) (2011). 

国際会議発表     
1) T. I to, T . K umagai, N . Yamamoto and A. K ubono, Dipole O rientation i n Polymeric T hin F ilms 

Prepared by Vapor Deposition Polymerization, 15th International Conference on Thin Films, Kyoto, 
Japan, Nov. 2011 

2) K. H agihara, M. K ino, T. I to and A. Kubono, Dependence of  Film Formation on Evaporation 
Temperature at a Constant Molecular Flux , 15th International Conference on Thin Films, Kyoto, Japan, 
Nov. 2011 

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 12 件 

 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 
1) 静岡県立科学技術高等学校において出張講義を行った。 
2) 繊維学会誌報文編集委員として、論文誌出版の企画運営を行った。 
3) 繊維学会夏季セミナー実行委員として、企画運営を行った。 

＜管理・運営＞ 
・学部入試委員会副委員長委員を務めた。 
・学生相談室相談員として、学生の精神的なサポートに努めた。 

＜特記事項＞ 
受賞： 

・Award for Encouragement of Research in Thin Films, The 15th Int. Conf. on Thin Films, 伊東卓哉, 
2011 年 11 月. 

・ベストプレゼンテーション, 第２回有機分子・バイオエレクトロニクスの未来を拓く若手研究者討論会

（応用物理学会有機分子バイオエレクトロニクス分科会主催）, 上田和茂, 2011 年 8 月. 
外部資金獲得：科研費（挑戦的萌芽）、共同研究等（3 件） 

 
【 今後の展開 】  

 有機・高分子材料の物性に関するこれまでの研究を継続するとともに、新しい研究テーマに対して

も積極的に取り組む。さらに学内外の研究者（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    

博士課程：1年(1 名)、2年(1 名) 

修士課程：2年（4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無機化学 I, III を担当している。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  ○  

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) Photoelectrochemical characteristics of iron oxide/ polyaniline in aqueous acid solution, 

Y. Morinaga, Y. Kohno, Y. Tomita, K. Kobayashi, Y. Maeda, Electrochemistry, 79, 
168-171(2011). 

2) Stabilization of flavylium dye by incorporation into Fe-containing mesoporous silicate, 
Y. Kohno, M. Senga, M. Shibata, K. Yoda, R. Matsushima, Y. Tomita, Y. Maeda, and K. 
Kobayashi, Microporous Mesoporous Mater. 141, 77-80, (2011) 

3) First-principlesstudy on electronicstructure of Sr2Bi2O5 crystal, Y. Obukuro, 
H.Nakamura, K.Obata, S.Matsushima , M. Arai, K.Kobayashi、Journal of Physics and 
Chemistry of Solids, 72 (2011) 1477–1481. 

4) Stabilization of a hydrophobic natural dye by intercalation into organo-montmorillonite, 
Y. Kohno, M. Inagawa, S. Ikoma, M. Shibata, R. Matsushima,C. Fukuhara, Y. Tomita, 
Y. Maeda, K. Kobayashi, Applied Clay Science 54 (2011) 202–205. 

国際会議発表 

１）Preparation of P-type ZnO Films by Alternate Deposition of Mg3N2, K. Kobayashi1*, T. Koyama, X. 
Zhang, Y. Kohno, Y. Tomita, Y. Maeda and S. Matsushima, IUMRS 2011, Taipei, 20 September 2011. 

他 2 件 
 

国内学会発表 

1) 電気化学会第 79 回大会 5 件 
2) 第 31 回エレクトロセラミックス研究討論会 2 件 

 
【 その他の事項 】 

＜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    

学術研究員：E. V. A. Premalal 

博士課程：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 
 色素増感太陽電池(DSSC)はシリコン型太陽電池に比べて低コストで、原材料の資源的制約が

少ないことから次世代型太陽電池として期待されている。通常、DSSC の電解液には有機溶媒を

用いるため液漏れや揮発が問題となる。また、電解液は腐食性のヨウ素を含むため、漏れや揮発

を防ぐためにの封止材料には高い耐食性も求められ、現状で全てを満足するものは見つかってい

ない。これらの問題を解決するために、われわれは DSSC の電解液部分にホール輸送材である p
型半導体のヨウ化銅（CuI）を用いた固体型色素増感太陽電池の研究を行ってきた。従来の CuI

色素増感型太陽電池の高性能化 
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層の作製方法は、CuI のアセトニトリル溶液を滴下する方法が用いられている。しかし、手作業

のために膜厚の制御が難しいことや、CuI が多孔質酸化チタン(TiO2)層内部まで充填せず、CuI
と TiO2 のコンタクトが悪くなるといった問題がある。そこで電解析出を用いて CuI 層を TiO2層

内部まで充填することを企図し、固体型色素増感太陽電池の評価と検討を行った。電解析出条件

として、連続電解とパルス電解を比較検討行った。その結果、パルス電解が、連続電解に比べて短絡

電流 Isc、開回路電圧 Voc、形状因子 FF すべてにおいて高い性能を示してた。特に短絡電流 Isc がパ

ルス電解では、連続電解の 2 倍以上になっている。これは、パルス電解の方が、多孔質酸化チタン層内

部まで CuI が析出できたためであると考えられる。 
（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 

 色素増感太陽電池（DSSC）は、基板上に多孔質の酸化物半導体膜を形成し、その基板を色素

溶液に浸し色素吸着を行うが、色素吸着に時間がかかるため、DSSC のフレキシブル化に伴う roll 
to roll 製法導入による高速・高効率というメリットが失われてしまう。この問題を解決するため

に、酸化亜鉛の粉末に予め色素を吸着させておいてから薄膜を形成した（以下、先染め法と呼ぶ）。

ホットプレス処理により先染め法で作製したセルの短絡電流密度(Jsc)が向上した。これは酸化亜

鉛表面を破砕し色素が吸着していない酸化亜鉛を露出することで粒子同士の密着性を改善し電

子の移動がスムーズになったためだと考えられる。つぎに、色素吸着量を比較したところ、先染

め法は従来法の約 20%の吸着量しかないことがわかった。色素溶液濃度を濃くし、色素吸着量

を増加させることで、Jsc が約 1.8 倍に向上し、濃度が 1.25 mM のとき Jsc 4.57mA/cm2、変換効

率 1.97%を示した。さらに EosinY よりも吸収波長域の広い D149 色素を用いてセル性能の向上

を図った。D149 色素においても、EosinY 色素と同様に色素濃度の増加とともに Jsc が約 1.7 倍
向上し、色素濃度 1.25 mM のとき、Jsc 9.49 mA/cm2、変換効率 4.24 %を示した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) E.V.A. Premalal, R .M.G. R ajapakse, A. K onno, “Pulse e lectrodeposition a s a  t ool t o e nhance t he 

penetration of cuprous iodide in dye-sensitized solid-state solar cells” Electrochim. Acta, 56, 9180-9185 

(2011). 

 

国際会議発表     

・A. Konno and E.V.A. Premalal, "Key Factors for Improving the Efficiency of Dye-Sensitized Solid-State 
Solar Cells" SOLAR ASIA – 2011, INTERNATIONAL CONFERENCE, I-7, 29, July (2011 Sri Lanka) 
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＞ 

出張講義 
清水西高校で光エネルギーと太陽電池に関する出張講義を行った。（2011 年 12 月 16 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。 
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兼担・教授  佐古 猛 （SAKO Takeshi）   

物質工学科 （専任：創造科学技術大学院）  

専門分野： 超臨界流体工学、化学工学  

 
homepage: http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~sakolab/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：佐古 猛 

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（4名）、1年（4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＞      

  

 

 
 
 
 
 
 

 

【 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 
   200℃、2MPaの亜臨界水中で塩分を含むバイオマスとプラスチック混合廃棄物を水熱処理し、

バイオマス中の塩分が亜臨界水中に溶解する速度を解析した。そしてその知見を基に、東日本大

震災で津波を受けて塩分を含むがれきの脱塩・燃料化技術を開発した。 
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 
   製紙工場から多量に排出される、防腐剤や脱墨剤が入ってい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．亜臨界水によるマリンバイオマスの利活用技術 

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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   海藻を亜臨界水で加水分解することにより水素やメタン等の燃料ガスを生成する技術、亜臨界

水中で油化することによりバイオディーゼル油を生成する技術を開発した。 
４．超臨界・亜臨界流体を用いる炭素繊維強化プラスチックのリサイクル技術 
   超臨界・亜臨界アルコールやアセトンを用いて炭素繊維強化プラスチックを分解し、熱劣化を

受けていない炭素繊維を分離･回収して再利用する技術を開発した。 
５．超臨界二酸化炭素中での機能性ポリマーの合成技術 

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、高撥水性、高撥油性の共重合フ

ッ素系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) “Continuous process for recycling silane cross-linked polyethylene using supercritical alcohol and 
extruders”，Toshiharu GOTO，Shingo ASHIHARA，Takanori YAMAZAKI，Idzumi OKAJIMA，

Takeshi SAKO，Yoshihiko IWAMOTO，Masamichi ISHIBASHI，Tsutomu SUGETA, Industrial & 
Engineering Chemistry Research, vol.50, pp.5661-5666  (2011)  

2) “亜臨界水を用いる塩分を含んだがれきの燃料変換技術”，佐古猛，岡島いづみ，森藤祐耶、清

水達祥、紙パルプの技術，Vol.62(4)，pp.50-54（2012） 
3) “海藻バイオ燃料”（能登谷正浩 監修）、シーエムシー出版、第4章 亜臨界水による海藻の燃料化技

術（佐古猛、岡島いづみ、七條保治、岡崎奈津子）、pp.138-149 (2011)  
国際会議発表 
・Takeshi SAKO, “Challenge of supercritical fluid technology to energy and environmental problems”, 
The 9th International Conference on Separation Science and Technology, Jeju, Korea (2011.11) 他 9 件 

国内学会発表  
･岡島いづみ、渡邊佳織、島村佳伸、粟屋太一、佐古猛、“超臨界流体を用いる CFRP のリサイクル”、

化学工学会第 77 年会、工学院大学 (2012.3) 他 10 件 
招待講演  

･ 佐古猛、“熱水を用いる東日本大震災のがれきの燃料化技術”、日本学術会議中部地区会議学術

講演会、静岡大学 (2011.11) 他 3 件 
解説・特集等 

･佐古猛、岡島いづみ、“亜臨界水を用いるバイオマス廃棄物の利活用技術の開発”､化学工学､

75(12)､772-775、(2011) 他 5 件 
特許取得 

・佐古猛、岡島いづみ、渋谷勝利、隅倉光博、“含窒素有機物の処理装置及び処理方法”、特許第

4838013 号（2011） 他特許出願 3 件   
 【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

国際会議（Inter-Academia 2011 他 3 件）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（2012 年 3 月） 

＜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:「被災地のガレキ 燃料に」日刊工業新聞（2011.5.27）、他 6 紙、 
大震災のがれき処理のテレビ報道 5 件（NHK 特集、報道ステーション等） 

・受賞･表彰: 平成 23 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞（研究部門）、“超臨界・

亜臨界流体を用いる地球環境保全技術の研究”（2011.4） 
・外部資金獲得:科研費 2 件、企業との共同研究 10 件、受託研究 1 件 

【 今後の展開 】  

  超臨界流体技術の基礎・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：1年（1名） 

修士課程：2年（8名）、1年（9名） 

学  部：4年 (11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） 

材料科学基礎演習  学部 1 年 2  ○ 複数担当（3 人） 

科学と技術  学部 2 ○  複数担当（4 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 3 年 1  ○ 複数担当（2 人） 

安全工学  学部 2,3 年 1 ○  複数担当 

無機材料Ⅰ  学部 2 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) 黒澤 和浩（鈴木・脇谷研究室）, 5th International Conference on the Science and Technology for 

Advanced Ceramics (STAC-5), First Prize, 平成 23 年 6 月 22 日-24 日, 横浜 
2) 小澤貢太郎（鈴木・脇谷研究室, The 4th International Symposium on Functional Materials 

(ISFM2011), Best Presentation Award for Young Scientists, 平成 23 年 8 月 2 日-6 日，仙台 
【 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。  

 さらに、本年度は新規革新電池の実現のための材料開発も進めている。 

ナノマテリアルのケミカルプロセシング 
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物質工学科 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等  

(1) “Synthesis a nd hyperthermia property of  hydroxyapatite-ferrite hybrid pa rticles by ul trasonic 
spray pyrolysis”, Akihiro Inukai, Naonori Sakamoto, Hiromichi Aono, Osamu Sakurai, Kazuo 
Shinozaki, H isao S uzuki, N aoki Wakiya, Journal of Magnetism a nd M agnetic Materials 323  
(2011) 965-969（査読あり） 

(2) “Fabrication of  12C aO•7Al2O3 powders w ith high spe cific su rface a rea by  sol –gel a nd 
ball-milling m ethod”, K otaro O ZAWA, N aonori S AKAMOTO, N aoki WAKIYA a nd H isao 
SUZUKI, Journal of the Ceramic Society of Japan, 119, 460-463 (2011)（査読あり） 

(3) “Microstructure an d electrical properties o f B aTiO3 thin films by  modified C SD”, M asaomi 
NAGASAKA, Dai I WASAKI, Naonori S AKAMOTO, Desheng F U, Naoki WAKIYA a nd 
Hisao SUZUKI, Journal of the Ceramic Society of Japan, 119, 498-501 (2011)（査読あり） 

(4) “Magnetic and  op tical pr operties o f MgAl2O4-(Ni0.5Zn0.5)Fe2O4 t hin f ilms prepared by 
pulsed l aser d eposition”, T akeshi M isu, N aonori S akamoto, K azuo S hinozaki, N obuyasu 
Adachi, Hisao Suzuki and NaokiWakiya, Sicnece and Technology of A dvanced Materials 12 
(2011) 034408（査読あり） 

(5) “Effect o f S tress E ngineering on the E lectrical P roperties of  B aTiO3 Thin F ilm”, Kohei 
Fukamachi, Naonori Sakamoto, Tomoya Ohno, Desheng Fu, Naoki Wakiya, Takeshi Matsuda, 
and Hisao Suzuki, Japanese Journal of Applied Physics 50 (2011) 09NA03（査読あり） 

他 7 件   

 

国際会議発表     

1)招待講演；Plenary, “CSD-derived Ferroelectric and Dielectric Thin Films –Molecular-design for 
Properties-”, Hisao Suzuki, MIDEM 2011, 47th International Conference on Microelectronics, 
Devices a nd M aterials w ith t he Workshop on O rganic S emiconductors, Technologies a nd 
Devices, September 28th -30th, 2011, Ajdovščina, Slovenia   他 12 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第 24 回秋季シンポジウム・セッションチェアー，2011 年 9 月 7 日（水）

～9 日（金），北海道大学 
2) 東工大応用セラミックス研究所，プロセス研究会，代表，年 3 回開催，東工大大岡山キャ

ンパス 
3) 粉体入門セミナー，講師，6 月 13 日（月），東京・貸教室内海 
4) 粉体粉末冶金協会春期研究発表会講演特集・セッションチェアー，2011 年 5 月 30 日（月）

～6 月 1 日（水），早稲田大学 
 ＜外国人研究者・留学生受入＞ 

１）李 達 研究生 (出身 中国) 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：大型の競争的研究費を獲得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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物質工学科 

 

 

  

専任・教授  須藤 雅夫 （SUDOH Masao）   

物質工学科                             

専門分野： エネルギー化学工学、電気化学システム  

 
homepage: http:// 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） 

修士課程：2年（5名)、1年（4名） 

学  部：4年（5名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 電気化学システムを対象として、その材料機能と構造制御、デバイス及び化学装置としての性能向

上策、また長期使用での安定性に与える要因、劣化因子の探索などを課題とする。特に、イオン輸送

の解析、エネルギー変換に関する解析能力と、エネルギー全般に関する知見を養う。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

エネルギー化学工学  学部2年 1  ○  

反応工学  学部3年 1 ○  2人分担 

反応装置工学  学部3年 1  ○  

化学工学基礎 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．固体高分子形燃料電池の水分管理および耐久性 

  プロトン交換膜形燃料電池は、膜内及び膜電極接合体が湿度及び水分の影響を受ける。水分の輸

送特性を実時間計測し、その時の性能特性と比較検討する。また、クロスオーバーで生成する過

酸化水素及びフッ化物イオンに注目し、燃料電池部材の耐久性を検討する。 

３．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 

  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。 

４．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

エネルギー化学工学、電気化学システム 
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物質工学科 

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。 
＜業績・成果＞ 
 受賞 
 「ガス拡散電極を用いる電気化学プロセスの研究開発及び実用化」(須藤雅夫) 

電気化学会電解科学技術委員会 工業電解業績賞 (2011.11.14) 
学術論文・著書等 

1) 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) 

2)  Effect of carbon dioxide on performance of PEMFC using reformed gas containing hydrogen gas from biogas  

(Y. Okajima, A. Yamamoto, M. Sudoh, S. Sakai and Y. Matsumoto) Electrochemistry,79, pp.346-348 (2011)  

3) Design of multi-layered anode for direct methanol fuel cell  (T. Nakashima, H. Saito, K. Murano and M. 

Sudoh)  Electrochemistry, 79, pp. 361-363 (2011) 

4) Evaluation of Ag-based Gas-Diffusion Electrode for Two-Compartment Cell used in Novel Chlor-Alkali 

Membrane Process （M. Sudoh, K. Arai, Y. Izawa, T. Suzuki, M. Uno, M. Tanaka, K. Hirao and Y. Nishiki）

Electrochimica Acta, 56, pp.10575-10581 (2011) 

5) 巻頭言、海洋の資源とエネルギー(須藤)、日本海水学会誌, 65,  p.127 (2011) 

6) Anion Conductive Membrane Prepared by Plasma Polymerization for Direct Methanol Alkaline Fuel 

Cell , Masao Sudoh

7) Process analysis of laser welding method with polybuylenephthalate (PBT), Advanced Materials Research, 222, 

pp.150-153 (2011) 

, Sachi Niimi, Tomohiro Kurozumi and Yoshiki Okajima, ECS Transactions, Vol.41, No.1, 

Polymer Electrolyte Fuel Cells 11, Membrane, p. 1775- 1784 (2011) 

国際会議発表 6件 

国内学会発表 化学工学会、電気化学会他 23件 
招待講演 
1) ガス拡散電極を用いる電気化学プロセスの研究開発及び実用化、（須藤)第35回電解討論会、

受賞講演(2011) 

2) 燃料電池構成材料の表面改質効果（須藤）材料技術研究協会・表面改質研究会 依頼講演 

(2011) 

3) 燃料電池の進展（須藤）東海コンファレンス 2011 in 静岡 (2011） 
 

【 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 2件、科学研究費（基盤研究（Ｂ）；代表者、挑戦的萌芽研究；     
代表者）共同研究(代表4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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物質工学科 

 

 

  

 専任・教授  田坂 茂（TASAKA Shigeru） 

物質工学科 

専門分野： 高分子材料物性  

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

 

【 研究室構成 】  

教    員： 田坂 茂   

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 

材料加工工学 学部2年 1  ○  

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界面運動性とバルク物性の解明 

 (４) 極性高分子界面での合金の非晶化 

 (５) プラスチック表面への高耐候性ハードコーティングの実現 

  

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) 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 

高分子材料の表面・界面でのナノ構造発現 
 

168



物質工学科 

Polymer Science, vol.120, 1278-1284(2011) 
2) 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) 
3）Crystal formation of polyisobutylene induced at metallic interface, Yasuhiro Matsuda, Kazuhiro Iida 

and Shigeru Tasaka, Surface and Interface Analysis, Vol.44, 263-264(2012). 
 

国内学会発表 

1）ポリメタキシレンアジパミドの水素結合とガラス転移 高分子学会年次大会 大阪国際会議場 5
月 27 日 

2）延伸および分極処理によるフッ素系高分子の構造変化 栗田克、灰野哲也、松田靖弘、田坂茂 高

分子学会年次大会 大阪国際会議場 5 月 27 日 

3）ポリメタクリル酸とポリエチルオキサゾリンが水溶液中で形成する会合体、高辻和正、松田靖弘、

田坂茂 高分子学会年次大会 大阪国際会議場 5 月 27 日 

4）エチレンテトラフルオロエチレンコポリマーにおいて観測される極性構造 栗田克 灰野哲也 松
田靖弘 田坂茂 繊維学会年次大会 タワーホール船堀（東京）6 月 10 日 

5）超急冷したポリエステルの異常な熱挙動 池ノ谷 剛人 松田 靖弘 田坂 茂、繊維学会年次大

会タワーホール船堀（東京） 

6）ポリカーボネートハードコーティングにおけるシード層の役割、鈴木雅裕、安藤英世、松田靖弘、

田坂茂、日本接着学会年次大会 愛知工業大学 6 月 18 日  

7）ポリアクリレートと金属との界面の物性と構造 松田靖弘、田坂茂、日本接着学会年次大会 愛

知工業大学 6 月 18 日 

8) ポリ塩化ビニルの表面および界面での双極子配向と分子運動 平野浩一 松田靖弘 田坂茂、 

高分子討論会 岡山大学 9 月 29 日   

9）ポリアクリレート中での低融点合金の分散状態―試料作製時の溶媒添加による効果― 福原悠祐、松

田靖弘、田坂茂、 高分子討論会 岡山大学 9 月 29 日 

10)応力下でのポリフッ化ビニリデン結晶の変化 松田靖弘、太田裕也、田坂茂 高分子討論会 岡山

大学 9 月 29 日 

11)ポリエチルオキサゾリンとポリメタクリル酸が形成する会合体の水溶液および沈殿物中での構造
松田靖弘、高辻和正、田坂茂、高原淳、佐藤尚弘 高分子討論会 岡山大学 9 月 29 日 
 
【 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） 

 平成 23 年度繊維学会夏季セミナー実行委員長（平成 23 年 8 月 29－31 日 浜松アクトシティー） 
 

【 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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物質工学科 

 

 

  

専任・教授  福原 長寿 （FUKUHARA Choji）   

物質工学科  

専門分野： 触媒工学、反応工学、触媒化学 

 
homepage: http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/chemsys/fukuharalab.html 
  

【 研究室構成 】 

教    員：福原 長寿  

修士課程：2年（4名）、1年（4名） 

学  部：4年（5名） 

連携教員：渡部 綾 

 

【 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  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＞ 

   触媒化学・触媒工学の視点から，豊かな未来社会の構築にむけた触媒材料や反応システムの研

究開発を行なっている。具体的には、新エネルギー源である水素製造反応について，効率的な生

産と環境調和を図る構造体型触媒材料の開発と，この触媒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）メタルハニカム型の高活性ニッケル系構造体触媒の創製とそのメタン水蒸気改質特性評価 
  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や燃焼反応と組み

合わせた伝熱促進型反応システムを構築し，その特性を評価した。 
（２）バイオアルコ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 
  バイオエタノール変換型の水素製造器用構造体触媒を創製し，その改質特性を評価した。また，

その構造体化に成功した。 

環境協奏(harmony)型化学･触媒のデザイン 
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（３）Ｃ１酸化物種の高速メタン化反応用 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。 
（４）ペロブスカイト型酸化物触媒によるプロパンの脱水素反応特性の評価 
  化成品の原料となるプロピレンの製造用高性能触媒として，ペロブスカイト型酸化物を主体とす

る触媒創製を検討し，高い触媒特性を示すものを創製することに成功した。 
（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 他 1 件              

1) C. Fukuhara, A. Igarashi, “Structured catalysts prepared by electroless plating technique onto a metal 
substrate,for a wall-type hydrogen production system”, Catalysis Surveys from Asia, in print (2012). 

2) Yoshiumi Kohno, Mayu Inagawa, Shuji Ikoma, Masashi Shibata, Ryoka Matsushima, Choji Fukuhara, 
Yasumasa Tomita, Yasuhisa M aeda, K enkichiro K obayashi, “Stabilization of  a  hy drophobic natural 
dye by intercalation into organo-montmorillonite”, Applied Clay Science, 54, 202-205(2011). 

国際会議発表  他 1 件   

1) Yudai Makiyama, Kazuo Yasuda, Yutaka Matsumoto, Koich Kasahara, Choji Fukuhara, “Performance 
of methane-steam reforming system combined with catalytic combustion through the r eactor wall”, 
The 6th Joint Japan/China Chemical Engineering Symposium, June, 2011, Wuhan, China. 

2) Takaya S uzuki, S hota N akatsuka, K oichi S ugimoto, C hoji F ukuhara, “Multi-functional r eaction 
system with compactly combining reformer and CO remover”, The 6th Joint Japan/China Chemical 
Engineering Symposium, June, 2011, Wuhan, China. 

国内学会発表 他 14 件 

1) 杉本、高松、渡部、福原、“ハニカム型 Ni 系構造体触媒の C1 化合物のメタネーション特性に

及ぼす調製条件の影響”、化学工学会第 42 回秋季大会、名古屋工業大学、2011.9. 
2) 蒔山、安田、松本、笠原、渡部、福原、“ヒートコンバイド型メタン水蒸気改質反応システム

の伝熱・反応特性”、化学工学会第 42 回秋季大会、名古屋工業大学、2011.9. 
招待講演 

1) 福原、“キャタリシススクール 『触媒反応工学』”、触媒学会、東京大学、2011.6. 

2) 福原、“初歩から学ぶ 触媒反応工学”、情報機構、東京都品川、2011.9. 

解説・特集 

1) 福原、“触媒調製ハンドブック”，NTS、2011.4. 

【 その他の事項 】 

 ＜社会連携＞ 

   県立浜松南高校実験実習講座 

 ＜特筆事項＞ 

   外部資金獲得：科研費(基盤研究(B),代表者),科研費(挑戦的萌芽研究，代表者） 
 

【 今後の展開 】  

 新規な触媒調製法による多機能型構造体触媒を開発しつつ、環境調和型化学反応システムの構築を

目指した研究を今後も展開する。そして、地元企業などとの共同研究を図りつつ、この研究活動を通

して触媒工学・反応工学の分野における新しい学際領域の開拓を目指していく。 
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専任・教授  前田 康久 （MAEDA Yasuhisa）   

物質工学科  

専門分野： 光電気化学、工業物理化学、材料化学  

 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tykouno/maeda/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：前田 康久    

博士課程：3年（2名）、 1 年（1名） 

修士課程：2年（1名）、 1 年（4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 

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 ○   

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、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＞  

（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 
  二酸化チタン光電極を用いて、水溶液中の有機 物（p-ニトロフェノール、ベラトリルアルコール、

各種有機酸）の光酸化過程を HPLC により追跡し、検討した。有機物の光酸化における溶液中

のアニオン種の影響を明らかにした。フッ素イオンを含む溶液中でのチタンの陽極酸化によりナ

ノポーラス二酸化チタンを調製し、ナノポーラス構造と光電気化学特性の関係についての興味あ

機能材料の光電気化学と応用 
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る知見を得た。 
（２）電解還元析出による酸化鉄膜の調製と光電気化学特性 
  可視光応答型の光機能材料として期待される酸化鉄のパルス電解析出に基づく調製法を検討し

た。本調製法により、定常電解析出に比べ高い光電流応答を示す酸化鉄膜が得られることが分か

った。調製した酸化鉄電極を用いて、クエン酸の光酸化過程を検討した。 
（３）酸化亜鉛の簡易調製と光電気化学特性 
  酸化亜鉛の簡易調製法として、硝酸亜鉛水溶液中での電解還元析出を検討した。本方法で作製し

た酸化亜鉛膜は高温焼成を行わなくても結晶性を呈し、結晶面の配向は、還元析出の電位および

電解液温度に強く依存した。調製した酸化亜鉛は紫外光照射に伴い明瞭な光電流応答を示した。 
（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

オゾン発生過程を検討するとともに、有機物の電解酸化過程を HPLC により調べた。白金電極、

グラッシーカーボン電極と比べダイヤモンド電極上では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                         

・“Stabilization of a hydrophobic natural dye by intercalation into organomontmorillonite”  Y. Kohno, I. 

Mayu, S. Ikoma. M . S hibata, R . M atsushima, C . F ukuhara, Y. T omita, Y. M aeda, K. Kobayashi, 

Applied Clay Science, Vol.54, pp.202-205 (2011) 

国際会議発表  

・“Photoelectrochemical behavior of iron oxide unde r visible light irradiation”, Yuki Itoh, Yoshiumi 
Kohno and Yasuhisa Maeda, The 62nd Annual Meeting of  International Society of  Electrochemistry 
他 1 件 

国内学会発表 

・“二酸化チタン光電極による水溶液中のベラトリルアルコールの光酸化挙動”  小玉大雄，佐伯

貴臣，河野芳海，前田康久，2011 年電気化学秋季大会 他 8 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

電気化学会東海支部長として、役員会、総会、支部主催の研究会、工場見学会の開催、第 42 回中

化連秋季大会（2011 年 11 月、信州大学工学部）での ECS（米国電気化学会）若手研究者賞の審

査、電気化学会第 79 回大会（2012 年 3 月、アクトシティ浜松）の企画に携わった。 
浜松市公共用水域等色汚染対策協議会委員を務めた。 

＜管理・運営＞ 

 物質工学科長として、学科会議の開催、人事方針、改組、教育･研究に係わる各種ガイダンス、オ

ープンキャンパス、保護者懇談会、入試（学科独自の AO、推薦入試対策）等について対応し、

まとめた。 

 工学研究科組織整備検討 WG のメンバーとして、工学部・工学研究科の改組の骨組み作りに携わ

った。 

＜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 3 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、人工光合成や新しい領域の科学・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（2名） 

修士課程：2年（4名）、1年（6名） 

学  部：4年（9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。  
＜業績・成果＞ 
学術論文・著書等 
 著書 
  1) “Azetidine and its Derivatives”, in Heterocycles in Natural Product Synthesis, ed, by Krishna C.  

Majumdar and Shital K. Chattopadhyay Hidemi Yoda, Masaki Takahashi, and Tetsuya Sengoku, 
WILEY-VCH, 2011, 41-61.  
 

   学術論文 
1) “Synthesis of novel mucic a cid 1,4 -lactone methyl e ster 3 -O-ferulate r elated to an extractive 

component isolated from the peels of Citrus sudachi” Tetsuya Sengoku, Yusuke Murata, Hiromi 
Mitamura, Masaki Takahashi, and Hidemi Yoda, Tetrahedron Lett. 2012, 53, 435-437.   

 

有機化学，生命機能物質合成 
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2) “Synthesis of lipophilic bisanthracene fluorophores: versatile building blocks toward the synthesis 
of new l ight-harvesting dendrimers” Masaki Takahashi, Ayato Yamamoto, Toshiyasu Inuzuka, 
Tetsuya Sengoku, and Hidemi Yoda, Tetrahedron 2011, 67, 9484-9490. 

3) “ New S ynthetic M ethodology toward Macrolides/Macrolactams via P alladium-Catalyzed 
Carbon-Heteroatom Bond-Forming Reactions” Tetsuya Sengoku, Tomoya Hamamatsu, Toshiyasu 
Inuzuka, Masaki Takahashi, and Hidemi Yoda, Synlett, 2011, 1766-1768. 

4) “Spontaneous F ormation of  Dye-functionalized G old Nanoparticles Using Reverse M icellar 
Systems.” Masaki Takahashi, Shuhei Ohno, Norifumi Fujita, Tetsuya Sengoku, and Hidemi Yoda, 
Journal of Colloid and Interface Science 2011, 356, 536-542. 

国際会議発表 
1) “Synthetic efforts toward (+)-batzellaside B, a new class of piperidine alkaloids” 

Jolanta W ierzejska, T etsuya S engoku, M asaki T akahashi and Hidemi Yoda 10th I nternational 
Symposium on Organic Reactions (ISOR10), Keio University, 2 pages, 2011, 11. 

      2) “Synthetic Studies of the New Polyfunctionalized γ-Lactones Isolated from Citrus sudachi” 
Tetsuya S engoku, Y usuke Murata, M asaki T akahashi and Hidemi Y oda 10th I nternational 
Symposium on Organic Reactions (ISOR10), Keio University, 2 pages, 2011, 11. 

      3) “First Total Synthesis of Antibacterial Epicoccarine A via O- to C-Acyl Rearrangement”  
Tetsuya S engoku, Ken Nakayama, Yasuaki U jihara, Masaki Takahashi and Hidemi Yoda 10th 
International Symposium on Organic Reactions (ISOR10), Keio University, 2 pages, 2011, 11. 

国内学会発表  
1)  抗菌性テトラミン酸 Epicoccarine A の全合成 

 仙石哲也，中山 健，氏原保明，高橋雅樹，依田秀実，日本化学会第 92 春季年会，2011,  
 3, 27. 慶応義塾大学日吉キャンパス（横浜市）計 4 件 

2) アントラセンとペリレンとローダミンで構築したマルチクロモフォアデンドリマー分子 
 の光捕集機能性評価 

 高橋雅樹，沼田祐紀，釼持和洋，仙石哲也，依田秀実，第 41 回中部化学関係学協会支部 
 連合秋季大会，2011,11. 6. 信州大学工学部（長野市）計 2 件 
3)  Development of novel synthetic process toward (+)-batzellaside B, a new class of piperidine  

 alkaloids 
 Jolanta Wierzejska, Shin-ichi Motogoe, Tetsuya Sengoku, Masaki Takahashi and Hidemi Yoda, 第 

 41 回複素環化学討論会，2010, 10. 22. 熊本市民会館（熊本市）計 2 件 
4)  パーフルオロ炭素鎖を置換したルテニウム錯体の合成と分光特性 

 高橋雅樹，山本彩人，沼田祐紀，仙石哲也，依田秀実，2011 年光化学討論会，2011, 9. 8.  
 宮崎市河畔コンベンションエリア（宮崎市）計 2 件 

5)  アシル転位反応を利用した 3-アシルテトラミン酸合成法の開発と penicillenol 類合成への 
 応用 
 仙石哲也、長江雄太、高橋雅樹、依田秀実，第 99 回有機合成シンポジウム，2011, 6. 16.  
 慶應義塾大学薬学部（東京都港区） 

 
【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 
   1) 社会人を創造大学院に受入れ 
     2)  高校への入試制度説明出張 
＜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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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) “Magnetic and optical p roperties of  Mg Al2O4-(Ni0.5Zn0.5)Fe2O4 thin films prepared by pulsed laser 
deposition”, Takeshi M isu, N aonori Sakamoto, Kazuo S hinozaki, N obuyasu Adachi, Hisao S uzuki and 
Naoki Wakiya, Sci. Technol. Adv. Mater. 12 (2011) 034408-1-4. 

2）“Fabrication of two-dimensional close-packed shell structure in ceramic thin films in ceramic thin films”, 
Ryo U sami, N aonori S akamoto, Kazuo S hinozaki, Hisao S uzuki and Naoki Wakiya, S ci. Technol. Adv. 
Mater. 12 (2011) 034406-1-6. 

3) “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. 

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) “In-situ magnetic field induced functional oxi de thin film by PLD”, Naoki Wakiya, PacRim9, Cairns, 
Australia (2011).（招待講演） 

2) “Preparation and phase stability of ZnIn2O4 thin film with spinel family”, Naoki Wakiya, Kazuki Tanenura, 
Naonori Sakamoto, Kazuo Shinozaki, Hisao Suzuki, ISFM2011 (2011)（招待講演） 

3) “Spontaneous formation of superlattice structure in strontium titanete thin film prepared by Dynamic Aurora 
PLD”, Naoki Wakiya*, N aonori S akamoto a nd H isao Suzuki, Autumn C onference of K orean C eramic 
Society (2011)（招待講演） 

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＞ 

 

＜特筆事項＞ 

外部資金：基盤研究(B)（代表）、挑戦的萌芽研究（代表）、A-STEP（代表） 
共同研究 2 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。  
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1. S. Kumazaki, Y. Iriyama, K. H. Kim, R. Murugan, K. Tanabe, K. Yamamoto, T. Hirayama, and Z. 

Ogumi, "High lithium ion conductive Li7La3Zr2O12 by inclusion of both Al and Si", Electrochemistry 

Communications, 13, 509-512 (2011). 

2. T. Okumura, T. Nakatsutsumi, T. Ina, Y. Orikasa, H. Arai, T. Fukutsuka, Y. Iriyama, T. Uruga, H. 

Tanida, Y. Uchimoto, and Z. Ogumi, "Depth-resolved X-ray absorption spectroscopic study on 

nanoscale observation of the electrode-solid electrolyte interface for all solid state lithium ion batteries", 

Journal of Materials Chemistry, 21, 10051-10060 (2011). 

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 

3.入山恭寿、嵯峨根史洋、“リチウム二次電池の全固体化に向けた界面制御”、全固体電池開発の

最前線、シーエムシー出版、2011 年 

国際会議発表 

Y. Iriyama et al, An all-solid-state lithium-ion battery with in situ formed negative electrode material, 220th 
Electrochemical Society Meeting, Boston, MA, 2011  他 5 件 

国内学会発表  
入山恭寿、山本和生、網木祐一、嵯峨根史洋、平山司、小久見善八“その場負極を備えた全固体リ

チウムイオン電池の電気化学的挙動”、第 52 回電池討論会、東京、2011 他 10 件 
 

招待講演 

Yasutoshi Iriyama, [Key Note] “Design of Electrode/solid Electrolyte Interface for Advanced 

All-solid-state Rechargeable Lithium Batteries”, Next Generation Energy Storage: KAIST EEWS 

Workshop 2011, 2011/11/11、KAIST, Korea 
  

   

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

受賞・表彰： 電気化学会 論文賞 
外部資金獲得： JST-ALCA（研究代表者） 
 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 】  

平成 24 年 1 月 1 日に名古屋大学に異動致しました。静岡大学在職中は多くのご支援・ご指導を頂き

ましてどうもありがとうございました。 
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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＞ 

  新入生セミナーや研究体験実習などの基礎科目において、大学での授業に興味を持たせる。また、

専門科目であるＸ線回折・結晶科学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 1 ○ ○ 複数担当 

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（2人） 

Ｘ線回折・結晶科学  学部2年 1  ○  

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） 

天然資源工学特論 大学院1,2年 1  ○ 複数担当（2人） 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

  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。 
(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。  

光機能性薄膜の形成と応用 
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(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) “TCO layer with high haze and transmittance for dye-sensitized solar cells” M. Okuya, R. Murakami, R. 
Muramoto, T. Morinaga, T. Yamamoto, K. Ohashi, Proc. PVSEC-21, 2D-5P-51 (2011). 

国際会議発表 

1) TCO layer with high haze and transmittance for dye-sensitized solar cells, M. Okuya, R. Murakami, R. 
Muramoto, T . M orinaga, T. Y amamoto, K . O hashi, PVSEC-21, Fukuoka, J apan, 28 N ovember - 2 
December, 2011.  

 

国内学会発表  

1) 日本セラミックス協会 第 24 回秋季シンポジウム 2 件 
2) 2011 年電気化学秋季大会 2 件 
3) 第 5 回日本電磁波エネルギー応用学会シンポジウム 1 件 
4) 第 59 回応用物理学関係連合講演会 2 件 
5) 日本セラミックス協会 2012 年年会 1 件 
6) 電気化学会第 79 回大会 3 件 
       
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

1) ―クリーンエネルギーの最先端―東海コンファレンス 2011 in 静岡 日本化学会東海支部 セ

ミナー講師 
2) 電気化学会第 79 回大会 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 1 件 
 

【 今後の展開 】  

 薄膜形成とその光学素子への応用の研究を継続する。特に、電磁波を利用した製膜では従来にない

興味深い結果が得られており、企業との共同研究も含め、実用を念頭に置いた研究を推進していきた

い。 
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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（2名） 

学  部：2年（5名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  専門科目では、有機化学Ⅰ、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 

研究室体験実習 学部1年 1 ○   

新入生セミナー 学部1年 1 ○   

化学工学基礎演習 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） 

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。 
また、プリンタートナー使用量削減や軽量化を目的として、トナーの小粒径化が進められており、

微粒径化が進めば進むほど、トナーの使用量が少なくなるが、画像が薄くなる・線が細くなりすぎ

てしまう等の問題も生じる他に、過粉砕による粉塵、つまり機械的強度の問題もあった。これに対

して、現トナーのトナー粒子径のままで、トナー粒子を微細発泡させることによってトナー使用量

を削減でき、機械的強度も維持できると考えられる。また、発泡を行うことで熱定着時のにじみを

減らし、高精細な画像印刷効果が期待出来る。そこで、本研究では、オゾン層を破壊せず、不燃性

である CO2 を発泡剤とするトナー粒子の微細発泡技術の開発に関する研究も取り組んでいる。 
さらに、グラフェンは炭素の同素体の１つであるグラファイトの一原子層分で、薄くて軽いのに

高い電子移動度や高い熱伝導性を持っており、今注目されている。これまでグラフェンの主な作製

拡散機構の解明と環境負荷低減技術への応用 
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法は機械的剥離法、炭化水素を原料とした気相成長法、炭化ケイ素からのエピタキシャル成長法、

グラファイト酸化物からの還元法などがある。機械的剥離法では得られるグラフェンが数十μｍと

小さく、気相成長法やエピタキシャル成長法では 1000 ℃以上の高温や真空中での処理が必要とな

る。グラファイト酸化物からの還元法は、グラフェンの量産法として、今期待されているが、これ

も 1000 ℃位の高温処理やヒドラジンなどの有毒な還元剤の使用が必要となるのが現状である。そ

こで、本研究では比較的低温でグラファイト酸化物からグラフェンの製造法の開発に関する研究も

取り組んでいる。 
＜実績＞  

（１） 超臨界 CO2中の部分モル体積の測定 
   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、金属錯体である Ru(acac)3 の超

臨界 CO2中における部分モル体積を 308.15 - 343.15 K、9 - 30 MPa の範囲で測定できた。 
（２） 超臨界 CO2中の溶解度測定 

    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クロマトグラフィーにより、応用上重要と思われる

β-carotene の超臨界 CO2に対する溶解度を測定することができた。 
（３） 超臨界 CO2に対するアルミニウムアセチルアセトナート錯体の拡散係数 

    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 Al(acac)3 の拡散係数を

308.15 K - 313.15 K、8.5 MPa–40 MPa で測定し提案推算式は偏差が 4 %以内での推算が可能

であった。 
（４） 高温高圧流体を活用した新規グラフェン創製法の開発 

    安価でかつ地球上に大量存在しているグラファイトから、高温高圧流体を用い従来よりも低

い温度（400 ℃）でグラフェンを作製することができた。 
（５） トナー粒子の微細発泡技術の開発 

    本研究では CO2 を発泡剤用いた物理発泡によるトナー粒子の微細発泡技術を開発した。粗

粉トナーを 50 ℃、15 MPa の超臨界 CO2 中おいて 4 h 処理により、トナーの発泡セル径が

10 μm 以下かつそのセルが比較的均一な発泡に成功した。 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “Supercritical Fluid Conversion of Graphene Oxides” C. Y. Kong, W.–L. Song, M. J. Meziani, K. N. 
Tackett II, L. Cao, A. J. Farr, A. Anderson and Y.-P. Sun, J. Supercrit. Fluids, 61, 206-211, 2012.   

2) “Preparation of Magnesium Borate Nanomaterials by Hydrothermal Route” G. Wang, K. Wang, J. 
Hou, Y. Wang and C. Y. Kong, Adv. Mater. Res., 320, 642-646, 2011. 

3) “Synthesis of Magnesium Oxide Nanomaterials Using Magnesium Carbonate as Precursors”G. Wang, 
D. Sun, H. Liang and C. Y. Kong, Adv. Mater. Res., 308-310, 132-135, 2011. 

国際会議発表 

1)  The Second International Conference on Nanotechnology and Computer Engineering (CNCE 2011), 
Qingdao, China, July 9-10, 2011. 1 件 

2)  The 9th International Conference on Separation Science and Technology ( ICSST11), Jeju, Korea, 
Nov. 3-5, 2011. 1 件 

国内学会発表  

1)  化学工学会第 43 回秋季会 1 件 
2)  化学工学会第 77 年会 3 件 

【 その他の事項 】 
＜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）、JST A-step FS 研究（1 件） 
【 今後の展開 】  

 超臨界流体中の物性値の測定研究を継続する。また、超臨界流体によるグラフェン製造技術の開発

や発泡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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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 

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＞ 

次世代の高速・高密度光操作技術の基本原理としてナノフォトニクスが注目を集めている。こ

のナノフォトニクスのための非線形光学材料の開発に挑戦する。基本原理の検証を目標とし、表

面プラズモン光電場により非線形光学ポリマー中での波長変換動作について検討する。非線形光

学ポリマー自身の改良も研究の一部とする。非線形光学のための励起源であるフェムト秒パルス

レーザー発生装置にも取り組み、これを利用した超高速分光計測を実施する。学内プロジェクト

の一環として電子線励起型光学顕微鏡の開発に関する共同研究に加わっており、電子線のエネル

ギーを蛍光に変換するための薄膜蛍光体の開発を行うことによりプロジェクトを支援する。 

 

＜実績＞  

（１）新規非線形光学ポリマー材料の開発 

 非線形光学ポリマーは波長変換素子、光スイッチ、光変調素子等の応用から大きな注目を集めて

いる。波長変換素子として利用する場合、ポーリングと呼ばれる高電圧を印加するプロセスを必要

とするが、これまでにポーリングを必要とすることなく、波長変換可能な二次非線形光学感受率を

示すポリマー材料の開発に成功している。既存のポリマー材料は色素分子との相溶性が低かったこ

とからこの問題を解決する新規高分子材料の開発に取り組んだ。 

ポリマーフォトニクスの非線形光学への展開 
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（２）表面プラズモン増強光電場を利用した非線形光学現象の検討 
 金属表面に発生する表面プラズモン増強光電場を励起源とする非線形光学現象について検討し

た。通常、表面プラズモン増強光電場の発生する金属表面は非線形光学特性が小さいことが知られ

ている。この欠点を克服するために、これまでの研究において開発した非線形光学ポリマーを利用

することを提案した。プリズムを利用した表面プラズモン励起法によりに表面プラズモン増強光電

場により二次非線形光学波長変換相互作用を誘起することが可能であることを証明した。 
（３）電子線励起型光学顕微鏡のための薄膜蛍光体材料の開発 
 光の回折限界よりも狭い空間領域で顕微鏡観測をするための超解像度顕微鏡技術に大きな注目が

集まっている。現在機械工学科川田善正教授が中心となり、新規超解像度顕微鏡として電子線励起

型光学顕微鏡を開発しているが、その基盤技術の一つである電子線のエネルギーを光エネルギーに

変換するための蛍光体薄膜の作成を行った。今年度は Y2O3:Eu 蛍光体の薄膜化に取り組み、電子線

を励起することにより良好な赤色の蛍光を発する薄膜の作成に成功した。 
 
＜業績・成果＞ 
学術論文・著書等               

1)  Self-organizing s econd-order nonl inear s usceptibility i n N LO-chromophore dope d a morphous 

ferroelectric pol ymers, pol y ( cyanophenylene s ulfide)”、 Atsushi S ugita, M asashi M orimoto, Y asuaki,  

Tamaki, N obuyuki M ase, Yoshimasa K awata, Shigeru Tasaka,  Optical M aterial E xpress Vol2 ( 1), 

pp1588-1596 (2012). “  

国際会議発表     
・ Atsushi S ugita, Y asuaki Tamaki, N obuyuki M ase, Y oshimasa Kawata, a nd S higeru T asaka” Poly 
(cyanophenylene s ulfide) a s ne w hos t m aterials of  se cond or der no nlinear opt ical pol ymers”, Organic 

Photonic Materials and Devices XIV, 26-26 January, San Fracisco, California, U.S.A.. 

・ Atsushi Sugita, Masashi Morimoto, Yuhki Ishida, Nobuyuki Mase, and Shigeru Tasaka, “Atsushi Sugita, 
Masashi M orimoto, N obuyuki M ase, Yoshimaa K awata, and Shigeru Tasaka, “Nonelectrical P oling 

Procedure for ordering NLO dyes in novel host amorphous ferroelectric polymer”, JThB64, Conference on 

Lasers and Electro-Optics 2011, 1-6 May 2011, Baltimore Convention Center, Maryland, U.S.A. 
他 2 件 

国内学会発表 

1) 第 5 回分子科学討論会 4 件 

2) 第 60 回高分子学会年次大会 1 件 

3) 第 60 回高分子学討論会 1 件 
 

【 今後の展開 】  

 2011 年度に引き続き、非線形光学ポリマーの開発及びそのナノフォトニクスのための波長変換素

子への応用について検討する。これまでは材料開発を中心に行ってきたが、今後はフェムト秒レー

ザーを励起源とする超高速分光にも取り組む。非線形光学ポリマーの新たな応用として導波路での

非線形光学波長変換動作の実現についても取り組みたい。また、電子線励起型光学顕微鏡の開発に

も取り組む。これまでに開発された赤色を発色する蛍光体材料の他、青、緑色の蛍光体を発色する

蛍光体の開発にも取り組む。また、試料表面のチャージアップ効果が問題となったが、これを改善

するためのブレークスルーも見出したい。 
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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：2年（1名）、1年（1名） 

修士課程：2年（4名）、1年（6名） 

学  部：4年（9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、材料科学実験ともに、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している。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 

物質工学実験I 学部2年 1  ○ 後期15回分の6回を担当 

応用英語Ｃ 学部3年 1 ○   

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。 
（２）アシル転位反応を利用した 3-アシルテトラミン酸合成法の開発 
  アシル転位反応を利用した 3-アシルテトラミン酸合成法を開発し、天然物合成に応用した。 
（３）マルチクロモフォアデンドリマーの開発 

次世代光デバイス創製のためのナノ分子システ

ムの設計と構築，新しい光機能性材料の開発 
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  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) “Spontaneous f ormation of dy e-functionalized gold nanoparticles us ing r everse micellar s ystems” M. 

Takahashi, S. Ohno, N. Fujita, T. Sengoku, H. Yoda, J. Colloid Interface S ci. Vol. 356 , pp. 5 36-542 

(2011). 

2) “New s ynthetic methodology t oward m acrolides/macrolactams via pa lladium-catalyzed 

carbon-heteroatom bond-forming r eactions” T. Sengoku, T. Hamamatsu, T. Inuzuka, M. Takahashi, H. 

Yoda, Synlett Vol. 2011, pp. 1766-1768. (2011). 

3) “Synthesis of lipophilic bisanthracene fluorophores: versatile building blocks toward the synthesis of new 

light-harvesting dendrimers” M. Takahashi, A. Yamamoto, T. Inuzuka, T. Sengoku, H. Yoda, Tetrahedron 

Vol. 67, pp. 9484-9490 (2011). 

4) “Synthesis of novel mucic acid 1,4-lactone methyl ester 3-O-ferulate related to an extractive component 

isolated from the peels of Citrus sudachi” T. Sengoku, Y. Murata, H. Mitamura, M. Takahashi, H. Yoda, 

Tetrahedron Lett. Vol. 53, pp. 435-437 (2012). 

国際会議発表 

・ Jolanta Wierzejska, Tetsuya Sengoku, Masaki Takahashi and Hidemi Yoda “Synthetic efforts toward 
(+)-batzellaside B, a new class of piperidine alkaloids” 10th International Symposium on Organic Reactions 
(ISOR10), Yokohama, Japan, Nov. 2011.  他 2 件 

国内学会発表  

・ 高橋雅樹、山本彩人、沼田祐紀、仙石哲也、依田秀実 "ローダミンをコアに持つマルチクロモ

フォアデンドリマーのカスケード型光捕集特性” 2011 年光化学討論会、宮崎、2011 年 9 月 他

10 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

テクノフェスタ 
 
【 今後の展開 】  

 生理活性天然物の合成研究と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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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（4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 

安全工学  学部3,4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 
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タを開発し、最短起動制御お

よび最適設計を行った。 

プロセスシステム工学 
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（２）水素燃料電池自動車の車載タンクへの充填制御、異常診断 
水素燃料電池自動車の車載タンクへの急速充填時の動的シミュレータを開発し、最短充填制

御および異常診断を行った。 
（３）バッチプラントのスケジューリング 

バッチプラントにおける配管競合を解消できるスケジューリング手法を開発した。 
（４）配管管理のための知識の構造化 

配管管理に資する腐食モデル構築のための公開情報の構造化を行った。 
（５）プラントライフサイクルにわたる変更管理の業務モデル 

変更管理の業務モデルを提案した。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) "Design Method of Plant Alarm Systems on the Basis of Two-Layer Cause-Effect Model", Kazuhiro 

Takeda, A nnuar H . B . M . A imi, Takashi Hamaguchi, M asaru Noda, a nd N aoki K imura, Lecture 

Notes in Computer Science, 6883, pp.415-422, 2011 

2) "Alarm system design based on C ause-Effect model", Satoshi Onishi, Kazuhiro Takeda, Advanced 

Materials Research, 222, pp.349-352, 2011 

国際会議発表     

1) N.Kimura, K.Takeda, M.Noda, T.Hamaguchi; "An evaluation method for plant alarm system based 

on a  T wo-Layer C ause-Effect M odel", 21t h E uropean S ymposium on C omputer-Aided Process 

Engineering, May. 2011 他 5 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 43 回秋季大会 4 件 

3) 第 41 回中部化学関係学協会支部連合秋季大会 3 件 

4) 第 54 回自動制御連合講演会 1 件 

5) 平成 23 年度日本設備管理学会秋季研究発表会 1 件 

6) 化学工学会第 77 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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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（2名）、1年（2名） 

学  部：4年（5名） 
 
【 教育 】 
＜目標＞ 

  化学工学の基本事項を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） 

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（2/15分担当) 

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(1/15分担当)

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（8/16分担当） 

 
＜学生の受賞＞ 

 石川 英二（修士 2 年），2011 年度分離技術会年会（ポスター発表），学生奨励賞受賞，2011.6.3. 

 
【 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，各種原料への適

用を目指している。実際に近いモデル材料（定形材料：農作物）を乾燥試料とした試験および微粒子

懸濁物からの乾燥微粒子回収への適用を検討する。 
 固液流動層を用いた密度差分離による固体材料の分離特性を明らかにする。特に実際の場合を想定

して，シート片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

に媒体となる粒子の大きさが変わったときの乾燥特性の違いを示した。 

環境分離工学への流動層技術の応用 
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（２） 減圧流動層内での実試料の乾燥 
 食品原料のモデルとて模擬食品原料を乾燥し，本乾燥方式での乾燥特性を明らかにした。 
（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 
 シート片材料分離の際には撹拌が必要であること。また，撹拌を加えた場合でもサイズによって分

離特性が異なることを明らかにした。 
 
＜業績・成果＞ 
学術論文・著書等 

1. Tatemoto, Y. and K. Miyazawa; “Drying of Suspensions in a Fluidized Bed of Inert Particles under 
Reduced Pressure,” Drying Technology, 29(10), 1204-1209 (2011). 

2. 中村正秋, 立元雄治「はじめての乾燥技術」, 日刊工業新聞社, pp. 84-147 (2011) 
    計 4 件 
 

国際会議発表 
・ Tatemoto, Y., M. Michikoshi, S. Maeda, Y. Bando and S. Maeda; “Effects of Operational Conditions on 

Separation Performance of Plastic Sheets by Density Difference in Solid-liquid Fluidized Bed,” The 9th 
International Conference on Separation Science and Technology (ICSST11), Jeju, Korea, 2011 (Oct. 
4-7) 

 計 3 件 
 
国内学会発表 
・ 浅井将昭，福原長寿，立元雄治「回転円筒容器内粒子挙動及び熱移動の解析」，第 17 回流動化・

粒子プロセッシングシンポジウム，名古屋，2011 年 11 月 21 日 
 計 8 件 
 
招待講演（2 件） 
解説・特集（1 件） 

 
【 その他の事項 】 
 ＜社会連携・国際交流＞ 
 ・技術相談 計 3 件 
 ＜管理・運営＞ 
 ・広報企画室委員，教務委員，学科広報委員長 
 ＜特記事項＞ 

・ 共同研究 計 2 件 
・ 平成 23 年度第 1 回研究成果展開事業研究成果最適支援プログラム（A-STEP） フィージビリ

ティスタディ・ステージ探索タイプ「ガス完全循環式減圧流動層乾燥による低温度・高速度か

つ低エネルギー乾燥」 
 

【 今後の展開 】 
 乾燥方式の低エネルギー化，実試料への適用，乾燥微粒子回収技術への応用を進める。その他に環

境に配慮した分離技術として，固液流動層による密度差分離，高沸点有機溶媒の濃縮，微粒子同士の

密度差分離について検討する。 
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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（4名）、1年（3名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 すべての材料やデバイスの基礎となる、原子の構造、化学結合、分子軌道等に関しての基礎化

学を解説し理解させる。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 

化学物質と人間  学部3年 2  ○  

材料科学基礎  学部1年 2 ○   

材料科学基礎演習  学部1年 2  ○  

情報化学特論  大学院1,2年 1  ○  

物質工学実験III  学部3年   ○  

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

従来までのリチウムイオン二次電池の充放電特性、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。燃料電池電解質の分解因子を捕捉する分子

の設計・合成・機能評価を行う。 

＜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。燃料電池電解質の分解因子を捕捉する分子の設計・合成を行い、機能評

価から当初の目的を達成する効果が認められた。 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表     

1) Y. Tanaka, A. Kishimoto, T. H ayakawa, Y. I riyama, T. F ujinami, “ Electrochemical Stability a nd 
Non-Flammability of a Blended Solvent Consisting of Boric and Carbonate Esters Possessing High 
Oxidation Potential,” 219the Electrochemical Society Meeting in Montreal (5/4 Wed.), 396 (2011). 

2) M. E guchi, S. Nakanishi, H . Yamaguchi, T . Fujinami, Y. Tanaka, “Novel liqui d electrolyte w ith 

リチウムイオン二次電池の有機電解質合成 

 

192



物質工学科 

nitrile compound possessing high oxidation potential,” The 62nd Annual Meeting of the International 
Society of Electrochemistry in Ni-igata (9/12 Mon.), s06-p-048 (2011). 

3) T. Hayakawa, A. Kishimoto, Y. Iriyama, Y. Tanaka, T. Fujinami, “Electrochemical property of liquid 
electrolytes consi sting of bori c and carbonate es ters with surface-modified e lectrode,” The 62 nd 
Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry in Ni-igata (9/12 Mon.), s06-p-051 
(2011). 

4) S. Onoda, T. Horino, Y. Iriyama, Y. Tanaka, T. Fujinami, “Charge-discharge behaviors of carbonate 
ester electrolytes containing alkoxyboroxine,” The 62nd Annual Meeting of the International Society 
of Electrochemistry in Ni-igata (9/12 Mon.), s06-p-068 (2011). 

5) Y. Tanaka, S. Onoda, K. Yamashita, T. Horino, Y. Iriyama, T. Fujinami, “Electrochemical Stability of 
a Carbonate Ester Electrolyte Containing Alkoxyboroxine,” 220the Electrochemical Society Meeting 
in Boston (10/13 Thur.), 386 (2011). 

6) K. Abe, Y. Tanaka, “Improvement of gas solubility in organic electrolyte with novel designed organic 
molecules,” The 10 th International s ymposium on O rganic R eactions i n Yokohama ( 11/12 T ues.), 
s06-p-068 (2011). 

国内学会発表  

1) 田中康隆，小野田識十，早川智子、入山恭寿，藤波達雄，“高電位電解質としてのホウ素化

合物の電気化学的性質,” 第 52 回電池討論会（東京，10/17(月)），1A12 (2011). 
2) 浅井康太、田中康隆，入山恭寿，藤波達雄，早水紀久子，“ホウ酸エステル電解液中の構成

成分の分子間相互作用と電気化学的性質,” 電気化学会第 79 回大会（浜松，3/31(土)），3D07 
(2011). 

3) 堀田一隆、田中康隆，入山恭寿，藤波達雄，“ホウ酸エステル電解液における LiNi0.5Mn1.5O4

正極の充放電特性,” 電気化学会第 79 回大会（浜松，3/31(土)），3D08 (2011). 
4) 山下晃一郎、田中康隆，入山恭寿，藤波達雄，“アルコキシボロキシン類を含有する液体電

解液におけるLiNi0.5Mn1.5O4正極の電気化学特性,” 電気化学会第 79回大会（浜松，3/31(土)），
3D09 (2011). 

特許出願・取得 

1) 田中康隆ら，“非水電解質およびその利用”, 特願 2010-220788, 出願日：平成 23 年 8 月 10
日，出願番号：特願 2011-175437. 

【 その他の事項 】 

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（6名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  あらゆるものに目を向け、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) 

浜松市の交通を考える  学部2年（学際科目） 1 ○  複数担当(7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(5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(7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） 

化学国際情報  学部1年 2  ○ 2クラス8回 

 

【 研究 】 

＜目標＞ 

（１） 真に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。 

「ヤマトシジミの食性解明」アミノ酸安定同位体分析により栄養段階を決めつつある。 

「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

要であることが分かってきた。 

 

有機結晶の化学、佐鳴湖の科学 
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＜業績・成果＞ 

著書 

「Let’s Enjoy Computing」（共著）静岡大学情報教育プロジェクト編、学術図書出版社、2011. 
国内学会発表  

「佐鳴湖における有機物収支解析」、○戸田三津夫、小野田貴光、伊藤涼平、武藤栄、阿部将浩、

上原和也、日本陸水学会、(2011.9 島根大)ほか4件。 

 

【 その他の事項 】 

＜管理・運営＞ 

入試委員会委員会委員（工学部物質工学科）、全学情報系科目部委員（工学部物質工学科代表） 

 
＜特筆事項＞ 

・ 佐鳴湖シジミプロジェクト協議会地域説明会〜 2011.9.11 ほか 3 回 

・ 浜松市制 100 周年事業「椎ノ木谷自然講座」、5 月 14 日ほか 4 回、企画開催、中区富塚町特別

緑地保全地区椎ノ木谷にて. 

・ 「佐鳴湖の水質改善と現状」、静岡県技術士会例会にて講演 2012.12.10  

・ 日本化学会東海支部主催 高校生のための化学講座企画運営 2011.12.18 佐鳴会館ホール. 

・ 日本陸水学会東海支部会研究発表会を運営（静岡大上阿多古演習林）2012.2.18-19. 

・ 「遠州の水のつながり佐久間ダム、佐鳴湖のシジミ」、2012.3.3 はまなこ環境楽会、浜松市

市民恊働センター. 

・ 佐鳴湖交流会 企画運営、2012.3.4 佐鳴会館ホール. 

・ アメニティ佐鳴湖プロジェクト研究紹介、編集発行、2012.3. 
 

【 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、少しでも前に出る姿勢と考える習慣と力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（2名）、1年（1名） 

学  部：4年（4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 ○   

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 

エネルギーおよび資源  学部3年 1  ○ 複数担当（2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。

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

無機固体材料・二次電池への応用 
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て，より高性能・低コスト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、液相からの新たな合成法を見出し、

放電電圧の高電圧化を達成した。 
(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 イオン伝導性固体電解質を合成し、Li 金属電極上でのレドックス反応が

起きていることを確認した。。 
(4) LiMSiO4 系正極活物質の合成と評価 

M=Fe の化合物を固相法により合成し、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。また、他の金属をドープすることで特性を向上させた。 
 

＜業績・成果＞ 
学術論文・著書等               

1) “全固体リチウムイオン二次電池の開発と製造技術”, 冨田 靖正, サイエンス&テクノロジー第

6 章 第 2 節 (2012) 
2) “EV/HEV 用電池と周辺機器・給電システムの最適化・高効率化技術”, 冨田 靖正, 西原 康師, 

情報機構 第 3 章 第 4 節 第 5 項 (2011) 
3) “Lithium ion conduction mechanism in LiInI4 studied by single crystal 7Li NMR”, Koji Yamada, Shoji 

Matsuyama, Yasumasa Tomita and Yohei Yamane, Solid State Ionics, 189, 7-12 (2011)   
4) “Stabilization of a  h ydrophobic na tural dy e b y i ntercalation i nto or gano-montmorillonite”, Yoshiumi 

Kohno, Mayu Inagawa, Shuji Ikoma, Masashi Shibata, Ryoka Matsushima, Choji Fukuhara, Yasumasa 
Tomita, Yasuhisa Maeda and Kenkichiro Kobayashi, Applied Clay Science, 54, 202-205 (2011) 

国内学会発表  

・第 52 回電池討論会 1 件 
・第 31 回エレクトロセラミックス研究討論会 1 件 
・第 21 回日本 MRS 学術シンポジウム 2 件 
・電気化学会第 79 回大会 3 件   

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

高校出張授業 1 件 
東海カンファレンス 2011 講師 
第 3 回 近未来自動車／交通システムシンポジウム  

＜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。新規な固体電解質を発見したことから、この化合物を

中心に，全固体二次電池の開発を進めていく。また、高容量の正極活物質に加え、全固体二次電

池に適した負極活物質の開発にも取り組む。また，企業との共同研究にも力を入れたい。 
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専任・准教授  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：3年（2名） 

修士課程：2年（1名）、1年（3名） 

学  部：4年（5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 

生物化学工学  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と機能発現 
  窒素循環サイクルにおいて律速段階となっている硝化作用に焦点を当て、動力学的に潜在能力を

評価した。その結果、僅か数 mM 程度で硝化活性の阻害を受けることが判明した。現場で活躍し

ている硝化細菌の分離を試みるため、低負荷でアンモニアによる連続集積培養を実施した。硝化に

伴う pH の減少と硝酸塩の蓄積が観察されたため、曝気条件を改良したところ、硝化および脱窒反

応が良好に進行した。現在、この集積培養物から硝化細菌の分離を進めている。 

環境微生物生態工学 
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物質工学科 
 

（２）完全脱塩素化集積培養物 LS のトリクロロエテン分解特性の解析 

  佐鳴湖底泥を接種源とした集積培養物を構築した。各種クロロエテン類を電子受容体とした培養

物を構築し、最終的にトリクロロエテンからエテンまでに完全に脱塩素化する集積培養物を得た。

継代培養を実施したところ、２代目（全体では５代目）までは、比較的良好な脱塩素化を示した

にも関わらず、３代目では脱塩素化の遅延が観察された。同時に、メタンの発生パターンおよび

有機酸消費パターンが大きく異なっていたことも明らかとなった。微生物群集構造を解析したと

ころ、メタン生成アーキアの種類が一変しており、脱塩素化細菌である”Dehalococcoides”への電

子フローが変化したことが原因であること、ならびにこの電子フローの鍵となる微生物として嫌

気的酢酸酸化細菌の重要性が示唆された。 

 
（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 Comamonas
属細菌を用いて混合連続集積培養系を構築した。動力学的解析と供試菌株菌密度をモニタリング

した結果、優占種の変遷が観察された。現在供試菌株のゲノム解析を進めており、相互作用物質

との解析ともあわせて全体像の理解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、ならびに負電極上 biofilm と懸濁態微生物が共生的な関係にあることが示唆された。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1. Kaiya, S., S. Utsunomiya, S. Suzuki, N. Yoshida, H. Futamata, T. Yamada, and A. Hiraishi. 2011. 
Isolation and functional gene analysis of aromatic-hydrocarbon-degrading bacteria from a 
polychlorinated-dioxin-dechlorinating process. Microbe and Environ. Dec 6. [Epub ahead of print] 

2. Okubo T., T. Tsukui, S. Okamoto, K, Oshima, T. Fujisawa, A. Saito, H. Futamata, S. Yamamoto, K. 
Minamisawa et al (other 40 member). 2012. Complete genomic structure of Bradyrhizobium sp. 
S23321: Insights into symbiosis evolution in soil oligotrophs. Microbes Environ. Mar 28 [Epub ahead 
of print] 

3. バイオ電池の最新動向、監修：加納健司 シーエムシー出版、2011 年（分担「電気生産微生物

生態ネットワーク」p179-186） 

 

国際会議招待講演： 1 件 
国際学会発表等 ：15 件 
国内学会発表  ：17 件 

 

【 その他の事項 】 

＜国際交流＞ 

・DDP プログラムでの発表会に参加し、国際交流を深めた。 

・ベトナムとの 2 国間交流事業共同研究の一環として現地でのサンプリングと交流を行った。 

＜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）、JST ALCA（分

担）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

を基礎と応用の両面から深化させつつ、今後も研究費獲得と学術論文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    

学  部：4年（4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） 

科学と技術  情工2年 1  ○ 複数担当（4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 

200



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。 

（３）アルカリ触媒法による廃食用油からの BDF の生成 
 触媒濃度や反応温度などの BDF 生成に及ぼす影響を検討した。 
 
【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：共同研究 1 件、研究助成 1 件 

 

【 今後の展開 】  

活躍できる研究者・技術者として基礎的な専門知識や能力を習得できるように、学生が興味を示

す教育を行うように努力する。また、社会貢献ができるような廃水処理に関する研究活動を行うと

ともに、新しいテーマにも挑戦する。 
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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（2名）、1年（5名） 

学  部：4年（5名） 

研 究 生：1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II 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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【 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) 植物由来ポリマー・複合材料の開発 第 1 章 新しい植物由来ポリマー・材料とプロセス開

発 第 11 節 金属・有機溶媒フリー ポリ乳酸合成：有機分子触媒と超臨界二酸化炭素の活

用  サイエンス＆テクノロジー 2011 年 
(2) “有機分子触媒的開環重合によるポリ乳酸合成: 超臨界二酸化炭素中での金属・有機溶媒フリ

ー合成” 間瀬暢之 ファインケミカル 2011, 40 (9), 47-53. 

(3) “マイクロ・ナノバブルを用いた有機合成: 工業スケールを指向した日本発の次世代型気相－

液相反応の実現へ” 間瀬暢之; 水森智也 配管技術 2011, 53 (5), 48-52. 
 

 

国際・国内学会発表 

・日本化学会など 計 14 件 (国際会議 3 件、招待講演 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：若手 A（代表）、萌芽研究（代表）、基盤 B（分担） 
共同研究 (代表 3 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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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（1名）、1年（3名） 

学  部：4年（5名、うち 1名休学） 

【 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。下表に書ききれていないが、

本年度から新たに「技術数学」の授業を開講した。また、全学教育科目の「キャリアデザイン」

の授業も、木村教員と共同で他の講師の先生方と共に開講・運営に当っている。 

 

＜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＞ 

今年度は以下の研究テーマを展開した。概要及び目標は以下の通り。1）生ゴミ処理技術関連：

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

の開発をめざしている。今年度は、当研究室で開発した「静置型」生ゴミ処理機内で実質的に機

能している微生物を特定するための手法開発に力を注いだ。2）微生物活性化物質の探索：例えば

生ゴミの微生物処理の場合、添加の有無により生ゴミ分解率に大きな差が現れる資材がある。そ

の水抽出液を液体培養中の微生物に加えると、増殖速度が明確に上昇することから、何らかの微

生物活性化成分が存在すると考えられる。その物質の特定と効果のメカニズム解明を目指した。3）
水質汚濁湖沼の原因解明と浄化対策の提案：今年度は佐鳴湖水中の溶存態有機物の由来の解明を

化学環境工学—廃棄物処理とリサイクル 
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目指した。新規テーマとして、鉄含有資材の水質浄化効果の検証を試みた。また、中国での水質

汚濁の実情調査を始めた。4）森林バイオマスの利用拡大方策の検討：国内バイオマス資源の現実

的な利用可能量の推算を試みる。5）脱原発社会の可能性調査：東日本大震災と福島原発事故を受

けて、原発に依存しない持続可能社会を実現するための必要条件を定量的に明らかにする研究に

着手した。 
＜実績＞  

1）生ゴミ処理技術関連：静置型生ゴミ処理機内の有効微生物を明確化する手法の開発に取り組 
み、ICTC 法という細胞の呼吸活性を利用して通常の寒天培地上での培養によらず生きた菌数を計 
測する手法が、この実験系でも有効であることを確かめた。また、これによるコロニー数が寒天 
培地での計数値とほぼ同等であり、環境試料中に多く存在するとされる「培養できない微生物」 
は、少なくとも生ゴミ分解においては、大きな役割を果たしていない可能性が示唆された。 
2）微生物活性化物質の探索：候補物質の絞り込みを進めた結果、ビタミン様物質数種類が有力 
な候補であることが分った。ただし、複数物質による相乗効果による可能性も考えられる。 
3）水質汚濁湖沼の原因解明と浄化対策の提案：溶存態有機物の多くが家庭から排出される合成 
洗剤由来であるとする仮説を立て、その検証に取り組んだ。その結果、洗剤類の消費量から推算 
される河川水中濃度・河川水の実測値・陰イオン界面活性剤濃度がほぼ一致することを見出した。 
また、未酸化の鉄粉には、TOC 低下効果があることを確認した。機構については、未解明である。 
4）森林バイオマスの検討：森林資源について、搬出経費低減化の経済的手法について研究した。 
5）脱原発社会の可能性調査：各種統計及び電力会社の有価証券報告書などの原資料データの分 
析から、原発が無くても電力不足は起こらず、火力発電の比率を増やせば、コスト低減も可能で 
あり、またその場合でも世界の CO2 発生量を 0.8%増加させるだけであることを明らかにした。 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

  1) 松田 智：環境問題に真に貢献するバイオマス利活用とは？、環境科学会誌、Vol. 24, No. 5, pp. 
    493-502 (2011.9) 
  2) 松田 智・久保田宏：東日本大震災復興計画の中でのバイオマスの利用、環境経済・政策研究、 
  Vol. 4, No. 2, pp. 98-101 (2011.9) 

国際会議発表     

1) S. Matsuda et. al.：“Development of Effective and Ecological Garbage Treating System", The 10th  

   Inter-Academia, 26-29 Sep. 2011, Iasi, Romania 
2) S. Matsuda：“What is the Environmentally Friendly Utilization of Biomass? ", Shizuoka University 
  International Symposium - Initiatives for Crossing Boundaries within Science and Technology, 29 Nov.  
  2011, Shizuoka, Japan 

国内学会発表  

・化学工学会など、計 3 件 

解説・特集 

・「東南アジア各国でのジャトロファ・バイオ燃料の現状と問題点」NTS セミナー「ジャトロフ 
 ァ利用における最新燃料ビジネス動向(2011.7.28)、東京都 

・「環境・エネルギー問題を考える」吉田町大学特別公開講座(2012.1.12)、吉田町 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

大学教育センター教育企画室委員。工学部 NIFEE 委員。物質工学科カリキュラム検討委員長。 

＜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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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（4名）、1年（4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（3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・亜臨界流体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やがれき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 
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  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、がれきの処理・有効利用技術に応用した。 
（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水素ガスを生成する手法を確立した。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) 「海藻バイオ燃料」（能登谷正浩 監修）、シーエムシー出版、第4章 亜臨界水による海藻の燃料化技

術（佐古猛、岡島いづみ、七條保治、岡崎奈津子）、pp.138-149 (2011)   
 
国際会議発表 

1) Idzumi O kajima, Kaori Watanabe, Yoshinobu S himamura, T aichi A waya, T akeshi S ako, “Chemical 
recycling of  carbon f iber reinforced plastic with supercritical a lcohol”, 6 th International Symposium on 
Feedstock Recycling of Polymeric Materials (ISFR2011), Toledo, Spain (2011) 他 7 件 

 

国内学会発表  
1) 岡島いづみ、渡邊香織、島村佳伸、粟屋太一、佐古猛、“超臨界流体を用いる CFRP のリサイクル”、

化学工学会第 77 年会、工学院大学(2012) 他 10 件 
 

招待講演 
1) 岡島いづみ、“亜臨界・超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”、第３回炭素繊

維応用技術研究会、愛知県技術開発交流センター 交流ホール（2012） 他 6 件 
 

解説・特集 

1) 岡島いづみ、佐古猛、“超臨界流体の応用技術―プラスチックの合成とリサイクルへの応用―”、工業

材料、Vol.60、No.1、pp.54-55（2012） 他 1 編 
 

特許出願・取得 
1) 佐古猛、岡島いづみ、渋谷勝利、隅倉光博、“含窒素有機物の処理装置及び処理方法”、特許第

4838013号（2011） 他特許出願 3 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

国際会議（Inter-Academia 2011 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（2012 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（2 年目） 
＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等： “被災地のがれき燃料に”、日刊工業新聞（2011.5.27） 他 新聞 6 件、テレビ

3 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）”、科学技術振興機構(JST)“超・亜臨界流体に

よる海洋バイオマスの燃料化技術の開発（研究代表者）”  他 2 件（分担研究者） 
 共同研究 （代表 2 件、分担 8 件）、受託研究（代表 1 件） 
受賞：平成 23 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞（開発部門）、“超臨界・亜臨界流体

を用いる地球環境保全技術の研究”（2011） 他 1 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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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（4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強く促している。

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 

材料科学演習I 学部2年 1 ○  複数担当（3人） 

材料科学演習II 学部2年 1  ○ 複数担当（2人） 

材料科学実験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疎水性天然色素の安定性向上 
親油性の強い天然色素の１つであり，食品着色にも広く使われるアナトー色素を，界面活性剤

で予め修飾した粘土層間に取り込み，可視光照射に対する耐久性を大幅に改善することに成功

した。 
 

光機能性材料の開発 
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（２）鉄イオン含有メソポーラスシリカ細孔内でのフラビリウム色素の安定化 
天然アントシアニン色素のモデル化合物であるフラビリウム色素を，細孔内側壁に鉄イオンを

導入したメソポーラスシリカ細孔内に吸着させた系を使用し，細孔内吸着により色素の安定性

が向上する要因について詳細を明らかとした。 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                           

1) "Stabilization of f lavylium dye b y inc orporation into Fe-containing m esoporous s ilicate". Yoshiumi 

Kohno, M asanori S enga, Masashi S hibata, K eiko Y oda, R yoka M atsushima, Yasumasa T omita, 

Yasuhisa Maeda and Kenkichiro Kobayashi, Microporous Mesoporous Mater., 141, 77-80 (2011).  

2) "Stabilization of  a  hy drophobic na tural dye b y i ntercalation i nto or gano-montmorillonite". Yoshiumi 

Kohno, Mayu Inagawa, Shuji Ikoma, Masashi Shibata, Ryoka Matsushima, Choji Fukuhara, Yasumasa 

Tomita, Yasuhisa Maeda and Kenkichiro Kobayashi, Appl. Clay Sci., 54, 202-205 (2011).  

他 1 件 

国際会議発表 

1) “The electrochemical response of the cell consisting of Ce3+,Ce4+/boron-doped diamond and Zn2+/Zn”. 

M. Yanagawa, D. Kodama, Y. Kohno, Y. Maeda, H. Hanyu, M. Sakurai, 62nd Annual Meeting of the 

International Society of Electrochemistry, Niigata, Japan, 2011.9.12 

2) “Photoelectrochemical be havior of  i ron oxi de under v isible l ight i rradiation”. Y. Ito, D. K odama, Y. 

Kouno, Y. Maeda, 62nd Annual M eeting of the International Society of E lectrochemistry, Niigata, 

Japan, 2011.9.12 

 

国内学会発表 

・2011 年光化学討論会など、計 13 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や，メ

ソ細孔体への天然色素の複合化方法の簡便化を試みる。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。 
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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（11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 

物質工学実験I  学部2年 1.5  ○ 複数担当(13人) 

材料科学演習I  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)  “Fabrication of  12C aO·7Al2O3 powders w ith hi gh s pecific s urface a rea by  s ol–gel a nd ba ll-milling 
method”, Kotaro OZAWA, Naonori SAKAMOTO

2)  “Microstructure and electrical properties of BaTiO3 thin films by modified CSD”, Masaomi NAGASAKA, 
Dai IWASAKI, 

, Naoki WAKIYA and Hisao SUZUKI, Journal of the 
Ceramic Society of Japan, 119, 460-463 (2011) 

Naonori SAKAMOTO

ナノマテリアル（薄膜及びナノ粒子）の合成と解析 

, Desheng FU, Naoki WAKIYA and Hisao SUZUKI, Journal of the 
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Ceramic Society of Japan, 119, 498-501 (2011) 

3)  “Fabrication of  t ransition t emperature c ontrolled W-doped V O2 nano pa rticles b y a queous s olution”, 
Hidetoshi MIYAZAKI, Kisena YOSHIDA, Shiori SASAKI, Naonori SAKAMOTO

4)  “Magnetic and optical pr operties of  M gAl2O4-(Ni0.5Zn0.5)Fe2O4 thin f ilms p repared by  pul sed l aser 
deposition”, Takeshi Misu, 

, Naoki WAKIYA, 
Hisao SUZUKI and Toshitaka OTA, Journal of the Ceramic Society of Japan, 119, 522-524 (2011) 

Naonori S akamoto

5)  “Effect of  S tress Engineering on the E lectrical P roperties of  B aTiO3 Thin F ilm”, Kohei 
Fukamachi, 

, Kazuo S hinozaki, Nobuyasu A dachi, H isao S uzuki and 
NaokiWakiya, Sicnece and Technology of Advanced Materials 12 (2011) 034408 

Naonori Sakamoto

6)  “Preparation of he teroepitaxial S rRuO3 thin f ilm on Si substrate and microstructure of  BaTiO3-NiFe2O4 
epitaxial c omposite t hin f ilm de posited on t he S rRuO3 bottom e lectrode us ing P LD”, Naoki 
Wakiya, 

, Tomoya Ohno, Desheng Fu, Naoki Wakiya, Takeshi Matsuda, and Hisao 
Suzuki, Japanese Journal of Applied Physics 50 (2011) 09NA03 

Naonori Sakamoto

7)  “Ferroelectricity of  S rTiO3 Thin Films prepared by Dynamic-Aurora pulsed laser deposition”, Kiyotaka 
Yamashita, Yoshihiro Sakamaki, 

, Shigeki Sawamura, Desheng Fu, Kazuo Shinozaki and Hisao Suzuki, Mater. 
Res. Soc. Symp. Proc., 1308 (2011) dd07-12 

Naonori S akamoto

8)  “Magnetic P roperties of Epitaxial N iFe2O4 Thin Films prepared using D ynamic Aurora P LD in a  
Magnetic F ield”, T akayoshi K ubo, 

, Kazuo Shinozaki, H isao S uzuki, and N aoki 
Wakiya, Key Engineering Mater. 485 (2011) 11-14 

Naonori S akamoto

他 2 件 

, K azuo S hinozaki, H isao S uzuki, a nd Naoki 
Wakiya, Key Engineering Mater. 485 (2011) 221-224 

国際会議発表 

1)  “TEM microstructure analysis for compressively stressed Pb(Zr,Ti)O3 thin films by CSD derived 
LaNiO3/(La,Sr)MnO3 bottom electrodes”, K. Ozawa, M. Ishizuka, N. Sakamoto

他 6 件 

, N. Wakiya, and H. 
Suzuki, The 4th International Symposium on Functional Materials (ISFM2011), Sendai (2011) 

国内学会発表 

 1) 「アルコキシド法前駆体の分子設計によるα-Al2O3 粉末の低温結晶化」坂元尚紀

   他 14 件 (日本セラミックス協会、MRS-J、粉体工学会など) 

・松本真由

美・篠崎和夫・脇谷尚樹・鈴木久男、日本セラミックス協会第 24 回秋季シンポジウム、北海

道大学(2011) 

 

【 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：科学研究費補助金（若手Ｂ）「三族窒化物微細単結晶をテンプレートとした無極性

面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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専任・助教  嵯峨根 史洋 （SAGANE Fumihiro） 

物質工学科 

専門分野： 電気化学, 界面化学 

 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：嵯峨根 史洋 

修士課程：2年（5名） 

 ：1 年（4名） 

学  部：4年（3名） 

連携教員： 入山恭寿 准教授 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  講義や研究が単位取得のためのハードルではなく、本質的な実力要請の場であることを理解させ

るよう心がけている。習得した内容がその場だけで閉じず、多方面に展開できるよう、自ら考えさ

せ、積極的に取り組む姿勢を育んでいく。 
  
＜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 

物質工学実験 II  学部 3 年 2 ○   

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

  限られた化石資源ならびに時間的･空間的に制約のある再生エネルギーを効率的に利用するために

は大容量蓄電システムの開発が欠かせない。本研究ではリチウムイオン電池の理論容量を大きく凌駕

する新たな金属二次電池の開発を目的としている。 
 
＜業績・成果＞ 

解説･特集 

電池技術 vol23（2011）P91  
 

学術論文 

1) Takeuchi,S. Miyazaki,K. Sagane F. Fukutsuka,T. Jeong,SK. Abe,T. “Electrochemical properties of 
graphite electrode in propylene carbonate-based electrolytes containing lithium and calcium ions”, 
Electrochim.Acta, 56 28 (2011) P10450-10453 

国際会議発表 

・ Kato,T. Sagane F. et.al., “Reduction of the interfacial resistance at the Li7La3Zr3O12/LiCoO2 by interface 
modification using niobium oxide” The Twelfth International Symposium on Biomimetic Materials 
Processing, Nagoya, 2012.1 

 
 

革新型蓄電池の開発 
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・ Amiki Y, Sagane F, Sudoh M, Iriyama,Y. “A Novel All-solid-state Lithium-ion Battery with in-situ 

Formed Negative Electrode Material” The Twelfth International Symposium on Biomimetic Materials 
Processing, Nagoya, 2012.1 ほか 12 件 

国内学会発表 

1) 嵯峨根史洋、竹内紗綾、宮崎晃平、福塚友和、安部武志、「有機電解液中におけるアニオン

のインターカレーション挙動」、第 38 回炭素材料学会、名古屋、2011 年 11 月 ほか 15 件 
 

【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

 外部資金獲得：科研費 基盤研究  
・ A-STEP(探索タイプ)「2V 級マグネシウム二次電池を可能とする高機能電解液の開発」（代表者） 
・ テニュアトラック定着・普及事業個人選抜型 

 
【 今後の展開 】 

 充放電反応が困難とされている、金属マグネシウムを用いた二次電池を開発するため、さまざま

な・電解液の探索および添加剤の研究をおこなう。得られた研究成果は国内外の学会発表、論文発表

だけでなく、インターネットや一般公開講座など含めて広く公表していく。 
・ハイパワーを持つ新たな蓄電池の開発を目標とし、新しい電極材料を用いた反応メカニズムの解明

に当たる。 
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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：2年（1名）、1年（1名） 

修士課程：2年（4名）、1年（6名） 

学  部：4年（9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。材料化学演習 I および II においては、有機化学 I, II の講義内容の復習

を中心に、有機電子論に基いた演習を行い、基礎学力の底上げを目標としている。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

意点の確実な習得を目標としている。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

材料科学演習I 学部2年 1 ○  複数担当、後期15回分の5回を担当 

材料化学演習II 学部2年 1  ○ 複数担当、後期15回分の7回を担当 

物質工学実験I 学部2年 1.5  ○ 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 2 ○  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 2  ○ 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 
  徳島県産スダチに含まれる天然有機分子の人工合成を行った。 
（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、3-アシルテトラミン酸の誘導体の新規合成法を開発し、

生命現象に関わる天然有機化合物の合成研究 
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生理活性天然物の合成に応用した。 
（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) “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) “New s ynthetic methodology t oward m acrolides/macrolactams via pa lladium-catalyzed 

carbon-heteroatom bond-forming r eactions” T. Sengoku, T. Hamamatsu, T. Inuzuka, M. Takahashi, H. 

Yoda, Synlett Vol. 2011, pp. 1766-1768. (2011). 

3) “Synthesis of lipophilic bisanthracene fluorophores: versatile building blocks toward the synthesis of new 

light-harvesting dendrimers” M. Takahashi, A. Yamamoto, T. Inuzuka, T. Sengoku, H. Yoda, Tetrahedron 

Vol. 67, pp. 9484-9490 (2011). 

4) “Synthesis of novel mucic acid 1,4-lactone methyl ester 3-O-ferulate related to an extractive component 

isolated from the peels of Citrus sudachi” T. Sengoku, Y. Murata, H. Mitamura, M. Takahashi, H. Yoda, 

Tetrahedron Lett. Vol. 53, pp. 435-437 (2012). 

 

国際会議発表     

・Jolanta Wierzejska, Tetsuya Sengoku, Masaki Takahashi and Hidemi Yoda 

“Synthetic efforts toward (+)-batzellaside B, a new class of piperidine alkaloids” 

10th International Symposium on Organic Reactions (ISOR10), Yokohama, Japan, Nov. 2011. 他 2 件 
 

国内学会発表  

・仙石哲也、長江雄太、高橋雅樹、依田秀実 
“アシル転位反応を利用した 3-アシルテトラミン酸合成法の開発と penicillenol 類合成への応用” 
第 99 回有機合成シンポジウム、慶應義塾大学薬学部、2011 年 6 月 他 10 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：浜松科学技術研究振興会科学技術試験研究助成 

 

【 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新規合成反応の開発、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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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：2年（2名）、1年（2名） 

修士課程：2年（4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 

材料科学実験Ⅰ  学部2年 2  ○ 複数担当 

物質工学実験Ⅱ  学部3年 4 ○  複数担当 

物質工学実験Ⅲ  学部3年 4  ○ 複数担当 

材料科学演習Ⅱ  学部3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）高分子の界面分子運動が布の風合いに与える影響 
高分子は界面においてバルクとは異なる物理的性質を示す。ナイロン、ポリエステルなど繊

維として利用される高分子の界面物性を解明し、布の風合いに与える影響を調べる。本研究

に関連して科学研究費補助金を獲得した。また、関連する内容の一部を著書に示した。 
（２）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、論文 1 編を書き、

学会発表を行った。 

高分子溶液と界面物性 
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（３）ポリイソブチレンの金属界面物性 
接着剤として広く利用されているポリイソブチレンが金属界面で結晶形成を誘起されること

を示し、その接着機構を解明した。本研究に関連して、論文 1 編を書いた。 
（４）高生体親和性高分子の複合体形成 

高い生体親和性を持つ poly(2-ethyl-2-oxazoline)が poly(methacylic aci d)と形成する複合体はド

ラックデリバリー等への応用が期待されている。従来詳細に調べられていなかった複合体の

構造を詳細に調べた。本研究に関連して、物質・デバイス領域共同研究拠点から共同研究費

を獲得し、学会発表を行った。 
 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                        

1 “Melting and Crystallization Behavior of Metallic Alloy in the Composites with Polyacrylate” Y. Katoh, 

Y. Matsuda, W. Ando, M. Matsukage, S. Tasaka, J. Appl. Polym. Sci. 120, (2011) 1278. 

2“感動繊維の独創から共創へ”繊維学会夏季セミナー実行委員会, 静岡学術出版, 浜松, (2011) 

3 “Crystal Formation of Polyisobutylene Induced at Metallic Interface” Y. Matsuda, K. Iida, S. Tasaka Surf. 

Interface Anal. 44, (2012), 263. 
 

国内学会発表  

・松田靖弘、高辻和正、田坂茂、高原淳、佐藤尚弘 「ポリエチルオキサゾリンとポリメタクリル

酸が形成する会合体の水溶液中および沈殿物中での構造」 第 60 回高分子討論会 2011 年 9 月、

岡山市 
・松田靖弘、田坂茂 「ポリアクリレートと金属との界面の物性と構造」 第 49 回日本接着学会

年次大会 2011 年 6 月、豊田市 
・京極佳尚、阿知波収、松田靖弘、田坂茂 「ポリメタキシリレンアジパミドの水素結合とガラス

転移」 第 60 回高分子学会年次大会 2011 年 5 月、大阪市 
高分子学会、日本レオロジー学会、接着学会、繊維学会など、他 22 件 
 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流事業＞ 

・国内学会の開催：第 42 回繊維学会夏季セミナー, 繊維学会主催, アクトシティ浜松コングレス

センター, 2010 年 8 月, 実行委員 
・国内学会の開催：第 136 回東海高分子研究会講演会, 東海高分子研究会主催, 名古屋大学ベンキ

ャービジネスラボラトリー, 2010 年 6 月, 担当幹事 
＜管理・運営＞ 

・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：科学研究費補助金 若手(B) 「高分子の界面分子運動が布の風合いに与える影

響」代表者 
・学外共同研究：平成 23 年度物質・デバイス領域共同研究拠点共同研究課題 (一般研究課題) 「水

溶液中で分子鎖長を認識して形成される会合体の構造解析」代表者 
・学外共同研究：平成 23 年度物質・デバイス領域共同研究拠点共同研究課題 (特定研究課題) 「高

生体親和性高分子が形成する分子集積体の形成条件制御」代表者 
・学長裁量経費：平成 23 年度教育研究プロジェクト推進経費「若手研究者支援経費」 「高分子

とのコンポジット化による金属物性制御とデバイスへの応用」 
 

【 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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助教  渡部 綾 （WATANABE Ryo） 

物質工学科 

専門分野：触媒化学・反応工学 

 
homepage: http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~fukuharalab/index.html 

 

 

【 研究室構成 】  

教    員：渡部 綾 

修士課程：1年（4名）、  2 年（4名） 

学  部：4年（5名） 

連携教員：福原長寿 教授 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

担当授業科目である化学システム演習Ⅰを通じて、移動現象論や伝熱など化学工学における基礎知

識を習得させる。また物質工学実験Ⅱ及びⅢの実験化学を通して、重要な実験手法を理解させる。こ

れらの授業によって学生の基礎力を向上させ、応用・実践できる人材を育成する。また担当授業の質

向上を目的に、毎年授業改善に取り組む予定である。 
研究指導に関しては、学生とともに実験データを議論しつつ、分析やデータの解釈及び法則性の発

見など研究手法を伝授し、知恵を創造できる能力を習得した学生を育成する。  
 

＜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) 

化学工学特論  学部 3 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 4  ○ 複数担当 

 

＜業績・成果＞ 

・ 物質工学科 K コースの卒論中間発表会にて福原・渡部研究室の学生が 1 位から 5 位まで独占した。 
・ 物質工学科 K コースの卒論発表会にて福原・渡部研究室の学生が 1 位と 2 位であった。 
・ 物質工学科 K コースの修論発表会にて福原・渡部研究室の学生が 1 位であった。 
・ 化学工学会第 43回秋季大会の学生ポスター研究発表において福原研究室鈴木貴哉が反応工学優

秀発表賞に選ばれた。 
発表題目「水蒸気改質場と CO 除去場をコンパクトに組み合わせた構造体触媒反応システムの
特性」(学) 鈴木 貴哉・(学) 中司 翔太・(正) 渡部 綾・(正) 福原 長寿 
 

【 研究 】 
＜目標＞ 

応用化学の知見を軸に、化学工学の知識を融合し、高次機能性化学反応場の構造設計や機能性をナ

ノ・ミクロレベルで制御した材料を開発する。それらの材料を触媒反応へ応用し、非在来型触媒システムを構

築し新しい分野の開拓に取り組む。 
 

機能性複合酸化物触媒と化学反応システムの融合に関する研究
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著者 ほか７編 

国内学会発表 

1) 関根泰・渡部綾・中野慧・松方正彦・菊地英一、「エチルベンゼンの脱水素におけるペロブスカ

イト型酸化物触媒の酸化還元特性と活性・安定性」第 108 回触媒討論会、北見工業大学 2011 年 9
月 20 日～22 日 

2) 蒔山 雄大・安田 一雄・松本 豊・笠原 光一・渡部 綾・福原 長寿、「ヒートコンバインド型メ

タン水蒸気改質反応システムの伝熱・反応特性」化学工学会第 43 回秋季大会、名古屋工業大学、

2011 年 9 月 14 日～16 日 
3) 関根 泰・渡部 綾・生嶋麻衣子・中野 慧・松方正彦・菊地英一「ペロブスカイト関連複合酸化

物を触媒とした水蒸気共存下のプロパン脱水素」第 41 回石油・石油化学討論会、山口教育会館、

2011 年 11 月 10 日～11 日 
4) 蒔山 雄大・畑 太貴・渡部 綾・福原 長寿「ヒートコンバインド型メタン水蒸気改質システムの

熱力学的特性評価」化学工学会第 77 年会、工学院大学、2012 年 3 月 15 日～17 日 
5) 渡部綾・福原長寿・本道佳明・関根泰・松方正彦・菊地英一「ペロブスカイト型酸化物担持貴金

属触媒を用いたプロパン選択脱水素」第 109 回触媒討論会、東京工業大学、2012 年 3 月 28 日～29 日 
 
【 その他の事項 】 

＜特記事項＞ 
・平成 23 年度 静岡大学機器分析センター若手研究者支援経費に応募し、採択された。 
 
【 今後の展開 】 

持続的な社会構築のために、バイオマスなどの再生可能エネルギーから合成ガス（水素+一酸化炭

素）や水素へ転換する触媒プロセスの実現が求められています。機能性複合酸化物であるペロブスカ

イト型酸化物と化学反応システムを融合させることによって、シナジー効果が発現する触媒反応シス

テムの開発を行ない、このような機能集積型の触媒を利用し、地球規模のエネルギー・環境問題の解

決を目指します。毎年最低 2 報以上の論文投稿及び採択を目標とする。さらに研究内容に関連する国

内学会では毎年発表を行ない、国際学会では毎年 1 回以上の発表を通して自分の研究分野の普及に努

める。 
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システム工学科の教育研究活動状況  
【 教育活動 】 
 ＜目標＞ 
 2011年度新入生は、コンピュータを積極的に活用した授業により、人工科学を基軸とし
た科学技術を修得することで、人と環境に配慮したシステムの記述・分析・設計ができる
人材の育成を目標として教育を行っている。2010年度以前の入学生に対しては資源や環境
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ことで、技術融合型の分野で活躍する技術
者の育成を目標として、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(OM)系パッケージ：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。  
新旧両カリキュラムともに、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）の涵養のため、「プログラムコンテスト」、「システム工学応用実習 I」および「シ
ステム工学応用実習 II」が設けられている。 
 ＜実績＞ 
 2011年度新入生に対して、コンピュータを積極的に活用した授業により、人工科学を基
軸とした科学技術を修得することで、人と環境に配慮したシステムの記述・分析・設計が
できる人材の育成を目標とする新カリキュラムの実施を行った。2010年度以前の入学生に
対して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ことで、技術融合型の
分野で活躍する技術者の育成を目標として、SE系、IT系、OM系の３つのパッケージに分
けて教育を行った。協調性および積極性の涵養のため設けられている「プログラムコンテ
スト」、「システム工学応用実習I」および「システム工学応用実習II」の実施状況は以下
のとおりである。プログラムコンテストでは、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。システム工学応用実習Iおよび
システム工学応用実習IIでは、プログラム実行の図式化、製品・サービスのライフサイク
ルアセスメント、遠隔カメラを使った不審車両検出システム、フィードバック制御を題材
として、PBL(Problem-Based Learning)により目標を達成するために、どういう物をつくる
ことが必要で、どういうデータが要求され、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を行った。 
 ＜展望＞ 
 本学科は、今後数年間に渡って新旧２つのカリキュラムを並行して教育活動を実施する
ことになる。多くの科目は新旧カリキュラムに重複しており、また、学生の教育において
協調性（コミュニケーション能力）および積極性（自発性、プランニング）を重視するこ
とにおいても新旧カリキュラムで一貫していることから、旧カリキュラムの経験を新カリ
キュラムに活用することで、継続的な教育活動の改善を目指す。 
 
【 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
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
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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。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） 

学  部：4年（3名）） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

工学教育では、基礎学力として各種物理現象の理解とそのモデル化、応用力としてモデルに基

づく設計能力の育成が求められている。この観点で専門科目“光電機械要素”、“能動回路”の授業

を進めるとともに、授業内容の定着と応用力の涵養を狙いとして毎回授業の後半 20～30 分間に計

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） 

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について研究を継続した。本測定法では、光源
とする DFB-LD から高精度な周波数変調試験光を如何に発生させるかが重要となっている。
このため、DFB-LD 光源の周波数変調特性モデルの高精度化、ディジタル信号処理技術によ
る DFB-LD の駆動電流の合成法等の検討を進めた。 
この結果、アナログ等化回路を用いた従来方法に比較して大幅に信号光の特性を向上する

ことが出来、ファイバの多重散乱光電力をより高感度に検出できるようになった。本成果に
ついては、国際会議 ECOC2011 で発表するとともに、論文誌 OPTICS EXPRESS に掲載され
た。 

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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（2）低曲げ損失光ファイバ（BIF）のコヒーレント MPI測定法の研究 

曲げに強い新設計の光ファイバ（BIF）は、光加入者系への適用が期待されている。その一方で

ファイバ構造が従来のシングルモードファイバと異なるため、伝送特性を劣化させるコヒーレントマ

ルチパス干渉（MPI）の発生が懸念されており、評価方法の確立が求められている。そこで修士論

文のテーマとして取上げ研究を進めた。成果の一部を国際会議 OECC2011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“については、国内特許出願を行った。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1）Kazuo Aida, Toshihiko Sugie, ”Multipath interference test method using synthesized chirped signal 
from directly modulated DFB-LD with digital-signal processing technique”, 12 December 2011 / Vol. 
19, No. 26 / OPTICS EXPRESS, B756-763 

国際学会発表 

1）ChengLiang Zhu, Toshihiko Sugie, and Kazuo Aida, “Coherent MPI Measurement for Short BIF using 
Pulsed ASE Test Signal with Delay Reflector”, 16th OptoElectronics and Communications 
Conference, 8B-2_6, 4-8 July, 2011, Kaohsiung, Taiwan 

2）K. Aida, T. Sugie, “Multipath interference test method using synthesized chirped signal from directly 
modulated DFB-LD with digital-signal processing technique”, ECOC 2011, Tu.5.LeCervin.6 
September 18-22, 2011, Palexpo, Geneva Switzerland  

特許出願・取得 

1）取得・国内、相田一夫（特許第 4815598 号「光中継器及び光中継システム」）平成 23 年 9 月 
    2) 出願・国内、相田一夫、片桐祥雅（特願 PCT/JP2009/069382「時空間データ処理装置及びプロ

グラム」）、平成 23 年 4 月 
 

【 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 A-STEP 探索タイプ専門委員 
・計測自動制御学会先端電子計測部会講演会「安全運転のための自動車計測及び制御技術」の企

画、平成 23 年 8 月 22 日 
・計測自動制御学会中部支部講演会「安心安全快適健康に資する情報通信技術の最新動向」の企

画、平成 23 年 11 月 25 日 
＜管理・運営＞ 

・発明審査委員 

 

【 今後の展開 】  

マルチパス干渉量（MPI）測定法については、中継伝送系の MPI 測定法の高性能化を継続すると

ともに、加入者系の低曲げ損失ファイバ（BIF）で問題となっているコヒーレントマルチパス干渉

に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。 
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専任・教授  浅井 秀樹 （ASAI Hideki）   

システム工学科 

専門分野：チップ・パッケージ・ボード間協調設計のための PI/SI/EMI  

 
homepage: http://tzasai7.sys.eng.shizuoka.ac.jp/asailab/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：浅井 秀樹 

研 究 員：關根 惟敏（日本学術振興会特別研究員・博士課程 3年） 

博士課程：3年（1名）、1年（1名） 

修士課程：2年（2名）、1年（4名）   学  部：4年（4名） 

【 教育 】 
＜目標＞半導体/パッケージ/ボード、車載用電子機器の設計・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 ○   

新入生セミナー 学部1年 0.2 ○  学科教員全員 

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)關根惟敏（D3）平成 22 年度学生研究奨励賞、電子情報通信学会東海支部、2011.6 

2)關根惟敏（D3）大学院長表彰、静岡大学大学院、2011.9 

3)關根惟敏（D3）Int’l Conf. Presentation Student Award、電子情報通信学会東海支部、2011.12 

4)石丸友紀（平 23.3 卒業生）第 25 回エレクトロニクス実装学会春季講演大会研究奨励賞、2012.3 

5)黒部裕貴（M2）IEEE CAS Society Japan Chapter Best Student Award、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・インテグリティ技術の確立。 

＜実績＞  

2008 年度から 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。2011 年度世界最大手企業との産学連携を推進。 
（１）高速回路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、実用レベルで二桁以上高速の高速化を提案、実現した。 
（２）三次元電磁界シミュレータの開発 

従来型の時間領域有限差分(FDTD)法の最大の欠点である時間刻みの制限を克服したHIE-FDTD法

において、電磁界空間と集中定数系回路素子をハイブリッドで解析可能な手法を新たに考案した。

 

次世代パワー／シグナル・インテグリティ技術 
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さらに、GPGPU 上でのソフトウエア実装を実施し、従来の FDTD 法と比較して二桁以上の高速化

を実現した。 
（３）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 

進化的アルゴリズ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＞ 

学術論文・著書等               

1) M. Unno, and H. Asai, ” HIE-FDTD Method for Hybrid System with Lumped Elements and Conductive 
Media”, IEEE Microw. Wireless Compon. Lett., Vol.21, No.9, pp.453-455, Sept.2011. 

2)石丸友紀, 關根惟敏, 浅井秀樹, ” ADIブロックLIMによる多層電源分配網解析”, 電子情報通信

学会論文誌(A), Vol.J94-A, No.12, pp.1043-1046, Dec.2011. 
3) M. U nno, S . A ono, a nd H . A sai, ” GPU-Based Massively Parallel 3-D HIE-FDTD M ethod for 

High-Speed E lectromagnetic F ield Simulation”, IEEE T rans. Electromagn. C ompat, (published i n 
Jan.2012, in press). 

国際会議発表 
1)T.Sekine, and H .Asai, “Full-Wave P EEC T ime Domain Solver B ased on Leapfrog Scheme”, EMC 

Symp.2011,  Long Beach, USA, Aug.2011. 
2)T.Sekine, and H .Asai, “Full-Wave P EEC Time D omain Solver B ased on L eapfrog Scheme”, 

EPEPS2011, San Jose, USA, Oct. 2011. 
3)H.Kurobe, T.Sekine, and H.Asai, “Predictor-Corrector L atency Insertion Method for F ast T ransient 

Analysis of Ill-Constructed Circuits”, ASP-DAC2011, Sydney, Australia, Jan.2012. 
（など 計 11 件） 

国内学会発表  

・エレクトロニクス実装学会、電子情報通信学会など、計 9 件 

招待講演 

・H.Asai, “Modeling and D esign of C hip-Package-PCB l evel S ignal I ntegrity and Power I ntegrity”, 
APEMC2011, Cheju, Korea May 2011. 
・H.Asai, “Present S tatus and Future of  P I/SI/EMI S imulation T echnology f or H igh-Speed Electronic 
Design”, ITC-CSCC2011, Gyeongju, Korea, June 2011. 
・H.Asai, “GPU-Based Acceleration of t he T ime-Domain Electrical Full-Wave Solvers i n PI/SI/EMI 
Simulation”, ICEAA2011, Torino, Italy, Sept.2011. 
（など 計 4 件） 

解説 
・浅井秀樹,” 高速電子回路設計のための SI/PI/EMI シミュレーション技術 ―過去、現在、そして

未来―”, 電子情報通信学会 Fundamentals Review, Vol.5, No.2, pp.146-154, Oct.2011. 
【その他の事項】 

＜社会貢献・国際交流＞ 

国際会議の運営など     

・EDAPS2011, ASP-DAC2012, APEMC2012 技術プログラム委員 
SSSV 企画への参加 
・KAIST（大韓民国）への学生の引率及びワークショップの開催(2011.11) 

＜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＞ 
外部資金獲得：共同研究 （代表 2 件）、奨学寄付金（2 件） 
平成 23 年度卓越研究者称号拝受 
東日本震災復興支援(日米共同) 
・Technical Webinars to Support Japan Earthquake and Tsunami Relief 講演（2011.4） 

【 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。 
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専任・教授  上田 芳伸 （UETA Yoshinobu）   

システム工学科  

専門分野： 生産技術、生産管理、技術経営、プロジェクトマネジメント 

 
  

 

【 研究室構成 】  

教  員：上田 芳伸    

修士課程：2年（5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 

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 

ビジネスコミュニケーション 大学院1,2年 2 ○  複数担当（3人） 

企業で活躍している経営者含む 

ものづくり戦略論 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Ⅱ 

（ものづくり塾１） 

 大学院1,2年 2 ○  複数担当（5人） 

最前線の企業経営者&実務者含む 

実践ロジカルシンキング 大学院1,2年 2 ○  複数担当（2人） 

最前線の企業経営者含む 

感性工学と経営イノベーション 大学院1,2年 2 ○  複数担当（2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（5人） 

最前線の企業実務者含む 

プロジェクトマネジメント  大学院1,2年 2  ○ 複数担当（2人） 

最前線の企業実務者含む 

実務経験からのプロジェクトマネジメント 
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ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ  大学院1,2年 2  ○ 複数担当（6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（１人） 

地域イノベーション  大学院1,2年 2  ○ 複数担当（2人） 

 

 

【 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。（2011/10/25、2011/10/26） 
（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。（2011/12/02～2011/12/17） 
（３） 第 19 回浜松市民アカデミー講座にて、「いろいろな情報が流れている情報化社会、皆さ

ん、何か見逃していいませんか?ご自身の情報感度を上げて、100 歳まで楽しむ行動プラ

ンを作りませんか?」のタイトルにて、アクティブシニア層へ、啓蒙（2011/10/21） 

（４） はままつデジタルマイスター養成プログラムにて、「技術経営」「プレゼンテーション技

法」講義、技術者への経営感覚とコミュニケーション力強化指導（2011/10/16） 
（５） 遠隔講義システム（VSS）を活用することで、専攻講義集録 140 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＞ 

・サクセスフル・エイジング・コミュニティ～みなと大学～講座継続中（東京都） 
・ものづくりダビンチキッズプログラム開講」（浜松地域）2011/11/26～現在に至る 

 

【 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 
  三島信用金「夢大賞」審査委員長 
 
＜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（3名）、1年（3名） 

学  部：4年（5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 ○  教授、准教授全員 

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  ○  

 
・指導学生の受賞・表彰 
 村手広仁（当時修士 2 年）学生優秀発表賞、映像情報メディア学会、平成 23 年 8 月 25 日 

2010 年冬季大会「高速度カメラと近赤外照明による瞳孔と角膜反射検出」 
 

【 研究 】 
＜目標＞ 

 福祉医療や安全運転の向上を念頭において，ビデオカメラを用いた瞳孔検出を基本としたヒューマ

ン－コンピュータ・インタラクション，人間の行動の監視のための方法，システムの構築を行ってい

る．当面の研究目標を以下に列記する． 
（１）瞳孔検出の眼鏡反射による検出率低下の改善 
（２）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 
（３）高照度化での注視点検出 
＜実績＞  

（１）2 台のステレオ較正をした瞳孔検出用光学系において，光源の眼鏡反射が瞳孔検出を低下させ

る問題を改善する方法を新規に開発した．すでに鼻孔検出を伴う方法を開発していたが，鼻孔

が検出できないと使用できないため，鼻孔検出を伴わずとも実現できる方法を提案し，一定の

ビデオカメラによる瞳孔検出技術とその応用 
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改善を得た．特に、閉眼時に眼鏡反射を瞳孔として誤検出しなくなったことは有効である． 
（２）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．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
画面中央に提示される較正用の視標を見た後は、画面上の適当な位置を見ているうちに，画面

全体における注視位置検出を，頭部が動いても正確に検出できるようにした(平均 0.6 deg) ． 
 
＜業績・成果＞ 

・学術論文・著書等                          

1) 増田和也，海老澤嘉伸，“近赤外光源と高速度ビデオカメラによる瞳孔と角膜反射検出法の改

善” ，映像情報メディア学会誌，Vol.66，No.2，pp.J46-J55 (2012)  
2) 松村佳亮，海老澤嘉伸，“近赤外瞳孔検出法に基づくカラーカメラ顔画像中の高精度実時間瞳

孔位置推定” ，映像情報メディア学会誌，Vol.65, No.12, pp.1783-1787 (2011) 
3) 海老澤嘉伸，安保寿樹、福元清剛、“1 点を注視するだけで較正可能な遠隔注視点検出システ

ム” ，映像情報メディア学会誌，Vol.65, No.12, pp.1768-1775 (2011) 
 
・招待講演 

1) 海老澤嘉伸, "瞳孔検出技術と車載応用", 自動車技術会第 8 回ドライバ評価手法検討部門委員会, 2011
年 7 月 

 
・国際会議 
1) Y. Ebisawa, K. Abo, K. Fukumoto, “Head-Free, Remote Eye-Gaze Detection System with Easy 

Calibration Using Stereo-Calibrated Two Video Cameras”, Communications in Computer and 
Information Science, Vol. 174, pp. 151–155, 14th International Conference, HCI International 2011, 
Orlando, FL, USA, July 9-14, 2011 

 
・国内学会発表 
1) ViEW2011 ビジョン技術の実利用ワークショップ，パシフィコ横浜，2011.12.8-9，3 件 
2) 2011 年映像情報メディア学会冬季大会，東京都武蔵野市，2011.8.24-26，4 件 
 
・特許出願・取得 
1) 海老澤嘉伸，注視点検出方法及び注視点検出装置 (出願，国外) PCT/JP2011/068164，2011.08.09 
2) 海老澤嘉伸，注視点検出方法及び注視点検出装置 (出願，国外) PCT/JP2011/078302，2011.12.07 
3) 海老澤嘉伸，眠気検知装置 (取得，国内）特許第 4899059 号，2012.01.13 
4) 海老澤嘉伸，瞳孔と鼻孔を用いた頭部の方向を検出する方法 (取得，国内）特許第 4765008 号 

2011.6.24 
5) 海老澤嘉伸，瞳孔位置検出によるポインティング装置及び方法 (取得，国内）特許第 4839432

号 2011.10.14 
6) 海老澤嘉伸，瞳孔検出に基づくポインティング装置及び方法(取得，国内）4951751、2012.03.23 
7) 海老澤嘉伸，自閉症診断支援用装置 (出願，国内) 特願 2011-075324，2011.03.30 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 工学部防災・安全委員会委員，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：3 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（3名）、1年（2名） 

学  部：4年（3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た。 
 

＜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、強光注入された場合おい

て、従来と異なるカオス同期領域があることが明らかになった。さらに、カオス振動のマイク

ロ波周波数帯において、周波数に依存したカオス同期相関があることを見いだした。 
（２）二つの面発光半導体レーザにおける相互光注入のカオス同期において、カオス同期信号の相関

非線形フォトニクス、情報フォトニクス 
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が本質的に存在するレーザ内部の雑音によって影響を受けることを明らかにした。このことに

より、対称な配置においては完全カオス同期を実現できないことを明らかにした。 
（３）ブロードエリア半導体レーザの不安定フィラメント発振を、短外部共振器により効率よく制御

できる条件を明らかにした。また、高次横モードについて、時間平均されたブロードエリア半

導体レーザの横空間モードを数学的に再構成できる方法を開発し、得られたビーム形状の高次

モード成分の解析が可能なことを示した。 
（４）現在使用している量子ドット半導体レーザのレート方程式モデルについて改良を行い、より現

実の量子ドット半導体レーザを表現できる式の展開を行った。これを使い、他のグループによ

り得られてる実験結果と比較し、よい一致が得られることを示した。 
 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

    ・ Optimization of Hologram for Security Applications (Junji Ohtsubo)  

      in Holograms – Recording Materials and Applications Chapter 14,  
  Ed. Izabela Naydenova (Intech Rijeka, 2011.10) pp.317-340. 

    ・ブロードエリア半導体レーザーにおけるカオス不安定とその制御 

     （大坪順次） レーザー研究 Vol.39 No.7 pp.481-487 (2011). 

国際会議発表     
    ・Randomness of fingerprint texture pattern in chiral nematic phase and its application  

      (Keizo Nakayama, Junji Ohtsubo) International Conference on Electrical and Electronic  

      Material Engineering 2011 (Osaka, 2011.12.3). 

国内学会発表  

・応用物理学会他 計 16 件 
招待講演 

・Chaos in Semiconductor Lasers and Recent Topics in New Device Structures 

      (Junji Ohtsubo) International Photonics Conference (IPC, Tainan, Taiwan) 2011.12. 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

   防災委員 

＜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 

    Technical University of Berlin, Habilitation reviewer 
    Swinburne University of Technology Sarawak, Reviewer of grant application 
    他、評価委員等 2 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。次年度は、特にこれまでの半導体レーザとは異なる発振構造で、しかもテラヘルツ波を発

生できる量子カスケードのダイナミクスについても取り組みたい。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・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（4名）、1年（3名） 

学  部：4年（6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，圧電媒質を用いた電子デバイスの基礎について講義している．圧電

基本式の導出，圧電媒質を伝わる波動の解析方法，さらには等価回路による解析手法を習得するこ

とが目的である． 
 
＜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 

システム工学実験  学部2年 2 ○  複数担当（4名） 

電磁気学演習  学部2年 3  ○  

キャリアデザイン 学部2年 1  ○ 複数担当（3名） 

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，現在の主な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の開発である．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，基板上に液滴搬送・混合・温度制御・計測を集積化

した“使い捨て可能なデジタル式マイクロ流体システム”，高感度弾性表面波バイオセンサの実現，局

在表面プラズモンセンサ，そして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新し

い計測システムの構築である． 

 

＜実績＞  

(1) 燃料電池用弾性表面波センサの研究において，送液ポンプを用いた測定系を構築した．この

測定系を用いることにより，実環境に近い状態における実験が可能となった．また，その

際問題となる気泡の影響について検討を行った．なお，結果の一部は Jpn. J. Appl. Phys.への

掲載が決まった． 
(2) 高感度弾性表面波バイオセンサを実現するための実験手法について検討を行った．具体的に

表面波を用いたセンサ・アクチュエータの開発 
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は，圧電結晶の種類や金膜の厚さを変えたセンサを作成し，金微粒子や粘性流体を用いた

実験を実施した．  
(3) 弾性表面波による液滴搬送メカニズムについて検討を行った．液滴が動き出すのに必要な力

に着目し，接触角の変化及び斜面での滑落との相関性について検討した．また，ハイスピ

ードカメラによる観察を行った．その結果，液滴搬送は滑落とは相関がなく，液滴中に放

射された縦波により生じるストリーミング力による複雑な動きが起因していることが明確

になった．また，デジタル式マイクロ流体システムでは，自動液体滴下装置や小型カバー

を作成した．また，一方向性電極による高効率液体搬送の可能性を示すことができた． 
(4) 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た計測方法に関する研究では，モー

ド結合理論を利用したシミュレーションにより新しい方式のタグ機能実現可能性を見いだ

した．また，実際に弾性表面波素子とインピーダンス変化型センサの組合せによる計測も

行った． 
(5) 局在表面プラズモンに関する研究では，市販の金コロイドを利用する方法とアニーリングに

よる方法を試みた．金コロイドを用いると吸光度にその特徴が現れた．また，SEM による

表面観察を行った．一方，アニーリングを利用した場合，透過光強度にレッドシフトを観

察することができた．また，AFM による表面観察の結果，本実験のアニーリング条件の場

合，薄い金膜では球状微粒子が形成されないことが分かった． 

 

＜業績・成果＞ 

・学術論文・著書 
(1) （招待論文）横波型弾性表面波を用いた液相系センサ，近藤淳，電気学会論文誌 C，Vol. 131, N o. 

6， pp. 1094-1100 (2011). 
(2) 層状構造を伝搬する横波型弾性波を用いた高感度バイオセンサに関する理論的考察，近藤淳，電

気学会論文誌 C，Vol. 131, No. 6，pp. 1163-1167 (2011) 
(3) カバーガラス/マッチング層/圧電結晶構造表面における音響流，近藤淳，中山祐太郎，電気学会論

文誌 C，Vol. 131, No. 6，pp. 1186-1187 (2011) 
・国際会議発表     

International Congress on Ultrasonics，Pittcon2012 などで発表． 

・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 16 件発表 
・出願特許 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 

 出張授業 2 回， 高大連携（浜松南高校） 
＜管理・運営＞ 

 システム工学科副学科長（就職担当），研究科組織検討 WG 委員． 
＜特筆事項＞ 
外部資金獲得：科研費基盤-C，JST 知財活用促進ハイウェイ」大学特許価値向上支援試験研究費， 

共同研究 5 件 
 

【 今後の展開 】  
 教育については，H24 年度から後期の担当科目が変わる．今年度までのように演習時間を十分と

れないことを考慮し，学生が理解しやすい講義となるよう工夫する．また，学生が質問に来られ

る環境作りに務める． 
 研究については，今年度の成果をさらに発展させると同時に明らかになった問題点を解決するこ

とを目指す． 
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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（2名） 

学  部：4年（5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． 
自らの力で問題を発見し，そして解決してゆくといった，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（20人） 

機械力学  学部2年 1 ○   

ロボットと人間  学部2年 1  ○ 複数担当（3人） 

科学と技術  学部2年 1  ○ 複数担当（4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 1  ○  

 

 

【 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． 
＜業績・成果＞ 
学術論文・著書等 
・末長 修，桂山博樹，吉池健人：聴覚先行手がかり刺激による注意喚起が人間操作者の反応時

間に与える影響，人間工学，Vol.48，No.1，pp.17-26，2012 
国内学会発表 
・末長 修，尾関恵光：手動制御系における聴覚刺激を用いた注意喚起が反応時間に及ぼす効果，

日本人間工学会第 52 回大会，早稲田大学，2011 年 6 月 

人間の手動制御特性の解析とその応用 
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【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

出張授業 静岡県立磐田南高等学校 
システム工学科 3 年次（前期）に開講されている「制御工学」について 
高校数学（数Ⅲ）で理解できる内容を抜粋しながらも，「制御工学」の本筋 
から離れないような講義を行う． 
 

＜管理・運営＞ 

ヒトを対象とする研究倫理委員会 
FD 委員 
ハラスメント防止対策委員会 

 

【 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 学部1年 2  ○ 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、ランキングを求める数理的方法、電子情報通信学会誌、94,p.778-782(2011,6) 

(2) K. A ndo, A . K ai, Y . Maeda a nd K .  Sekitani, LEAST DISTANCE B ASED INEFFICIENCY 

MEASURES O N TH E P ARETO-EFFICIENT F RONTIER I N DEA ， JOURNAL O F T HE 

OPERATIONS RESEARCH SOCIETY OF JAPAN，55，p.73-91(2012,3) 

(3) Kazuyuki S ekitani and Keisuke Tsuchiya, A s ingle-phase approach to s imultaneous identification of  

efficiency status and efficiency score in DEA, Proceedings of DEA Symposium 2012. pp.69-72 

(4) Kenji S asayama, Kazuyuki Sekitani, H irofumi Fukuyama a nd S .M M irdehghan, Some pr operties of  

efficiency and inefficiency in network DEA, Proceedings of DEA Symposium 2012. pp.73-82 

国際会議発表 

・Kazuyuki S ekitani a nd K eisuke T suchiya, A s ingle-phase a pproach t o s imultaneous i dentification o f 
efficiency s tatus and efficiency score in DEA,  Seikei Univ. DEA Symposium 2012, February 20, 201 2 
(主催) 
・Kenji S asayama, Kazuyuki S ekitani, H irofumi Fukuyama a nd S .M M irdehghan, Some pr operties of  
efficiency and inefficiency in network DEA, Seikei Univ. DEA Symposium 2012, February 20, 2012  (主
催) 

国内学会発表  

・安藤和敏、甲斐充彦、前田恭伸、関谷和之、Least D istance B ased Inefficiency M easures on the 
Pareto-Efficient F rontier, 日本オペレーションズリサーチ学会 2011 年秋季研究発表会、甲南大学、

2011 年 9 月 16 日 
 
・松野 修治，関谷 和之、一対比較行列の近傍を用いた整合性判定と集団 AHP への応用 
日本オペレーションズリサーチ学会第 39 回中部支部研究発表会、中部品質管理協会、 
2012 年 3 月 10 日、日本オペレーションズリサーチ学会秋季研究発表大会など、計 4 件 
 

特許出願・取得 
特許取得：梶原茂樹、八卷直一、関谷和之、安藤和敏（質量分析を用いたアミノ酸配列解析方法、特

許第４８４１４１４号） 平成 23 年 10 月 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

出張授業等の教育支援： 
静岡県立御殿場南高等学校    出張授業 2011 年 7 月 6 日 
高大連携 SPP「方程式から見る様々な世界：ランキングから生態系、循環型社会」 

     2011 年 6 月 7 日、24 日、7 月 8 日、15 日、21 日、29 日、8 月 8 日、18 日、19 日 
国際会議の主催： 
DEA Symposium 2012 のプログラム委員 
 
  

＜管理・運営＞ 

工学部教務委員会副委員長 2011 年 4 月-2012 年 3 月 
静岡県西部高等教育ネットワーク会議共同授業運営委員（平成 23 年度コーディネータ） 
 

【 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 Keiichi） 

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 

修士課程：2年（4名）、1年（4名） 

学  部：4年（5名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  未解明の新しいテーマに取り組む。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：学生を連れて、絶滅危惧種の水生植物（ハタベカンガレイ）の観察を行った。 
 
 
【 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。昨年度出版された論文は、PLoS ONE(2
編), Scientific Reports などインパクトファクターが高い雑誌が多かった。中でも、特筆すべき論文が

２つある。１つは、酵母菌(Yeasts)の集団自殺をシミュレーションによって発見した論文(PLoS ONE)
である。今後、短寿命化因子または細胞増殖停止因子を単離できる可能性がある。もう１つは、生物

共生系の論文(Ecological Modelling)であり、レフェリーから"great breakthrough"という評価を得た。 
 

生物進化とゲーム理論における最適化の研究 
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＜業績・成果＞ 
学術論文             

1. Toshiyuki Hagiwara; Takashi Ushimaru; Kei-ichi Tainaka; Hironori Kurachi; Jin Yoshimura. 
Apoptosis at inflection point in liquid culture of budding yeasts. PLoS ONE (2011) 6(4): e19224. 

2.  北村孔志・泰中啓一・吉村仁. ハタベカンガレイ（Schoenoplectus gemmifer C. Sato, T. Maeda & 
Uchino）絶滅への記録－静岡県浜松市・西山 23 号排水路. 莎草研究（J. Jpn. Cyperol.) Vol. 16 
(2011) 23 - 30.  

3. S. Iwata, K. Kobayashi, S. Higa, J. Yoshimura and K. Tainaka. A simple population theory for 
mutualism by the use of lattice gas model. Ecological Modelling, 222 (2011) 2042–2048. 

4. Fuminori Kato, Kei-ichi Tainaka※, Shogo Sone, Satoru Morita, Hiroyuki Iida, and Jin Yoshimura. 
Combined effects of prevention and quarantine on a breakout in SIR model. Scientific Reports, vol. 1 
No 10 (2011). ここで※は、 First author と同等の contribution を意味する。 

5. Yukiko Nariai, Saki Hayashi, Satoru Morita, Yoshitaka Umemura, Kei-ichi Tainaka, Teiji Sota, John R. 
Cooley and Jin Yoshimura. Life Cycle Replacement by Gene Introduction under an Allee Effect in 

Periodical Cicadas PLoS ONE Vol. 6 (2011) e18347.  
 
招待講演 

Kei-ichi Tainaka: Mass Suicide of Aged Mother Cells at Inflection Point in Liquid Culture of Budding   
Yeasts. The 5th International Congress on Mathematical Biology. June 4th, 2011, Nanjing, China. 
 
 

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）． 
インターネットでの紹介：ネイチャー・ジャパンから、「注目の論文」として、上記論文 4 が紹介された。  

詳細は以下の URL： http://www.natureasia.com/japan/srep/highlights/srep00010.php 
インフルエンザの蔓延防止のため、うがい・手洗い・マスク等がワクチンと同様に、決定的 な役割を果

たすことをシミュレーションによって示した。 

 

【 今後の展開 】  
生物進化とゲーム理論における最適化の研究を継続する。次年度には、とくに、酵母菌の短寿命

化因子または細胞増殖停止因子を単離するため、次の 3 つのアプローチを結合して研究する：コン

ピュータによるシミュレーション研究、生物的な実験研究、物理化学的原理に基づく分離研究。そ

の他、生物共生系の進化にも取り組む。また、学際領域的研究テーマも行う。シミュレーションに

よって例えば、産業技術の発達と進化の解析、浜松における工場立地の歴史、ファッション流行な

ど複雑系の研究も行う。 
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兼担・教授  竹内 康博 （TAKEUCHI Yasuhiro） 

システム工学科  （専任： 創造科学技術大学院） 

専門分野： 生物数学，応用数学   

 
homepage: http://www.sys.eng.shizuoka.ac.jp/~takeuchi/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：竹内 康博   

博士課程：3年（3名）、1年（1名） 

修士課程：2年（2名）、1年（2名） 

学  部：4年（3名） 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  学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させたり，積極的に

国際・国内学会で発表をさせるようにしている． 
＜授業担当科目および取り組み＞      

 

 

 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

  我々は数理科学を基盤とし, 様々な非線形複雑現象の解明を目指す研究を行っている．特に生物

現象を対象としている．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・著書等 
1. Gang Huang, Wanbiao Ma, Y.Takeuchi: Global Analysis for Delay Virus Dynamics Model with 

Beddington-DeAngelis Functional Response, Applied Mathematics Letters, 24-7, July 2011, 1199--1203. 

2. Haiyin  Li, Y.Takeuchi: Dynamics of the Density Dependent Predator-Prey System with 

Beddington-DeAngelis Functional Response,  Journal of Mathematical Analysis and Applications, 374, 

2011, 644--654. 

3. Jinliang Wang, Gang Huang, Y.Takeuchi and Shengqiang Liu: SVEIR epidemiological model with 

varying infectivity and distributed delays, Mathematical Biosciences and Engineering, 8, No.3, July 2011, 

875-888. 

4. Gang Huang, Hiroki Yokoi, Yasuhiro Takeuchi, T. Kajiwara, T. Sasaki: Impact of Intracellular Delay, 

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 ○   

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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Immune Activation Delay and Nonlinear Incidence on Viral Dynamics, Japan Journal of Industrial and  

Applied Mathematics, 28, 3, October, 2011, pp.383-411. 

5. Gang Huang, Yasuhiro Takeuchi: Global Analysis on Delay Epidemiological Dynamic Models with 

Nonlinear Incidence, Journal of Mathematical Biology, 63, Issue 1 (2011), Page 125-139.   

6. J. Wang, S. Liu and Y. Takeuchi: Threshold Dynamics in a Periodic SVEIR Epidemic Model， 

International Journal of Biomathematics, in press. 

7. Y. Zhang, W. Ma, H. Yan and Y. Takeuchi: A Dynamic Model Describing Heterotrophic Culture of 

Chlorella and Its Stability Analysis, Mathematical Biosciences and Engineering, 8, 4, 2011, 1117-1133. 

9. Xianning Liu, Xiaoping Chen, Yasuhiro Takeuchi: Dynamics of an SIQS epidemic model with 

transport-related infection and exit-entry screenings, Journal of Theoretical Biology, 285, 2011, 25-35. 

10. Jinliang Wang, Shengqiang Liu, Baowen Zheng, Yasuhiro Takeuchi: Qualitative and Bifurcation 

analysis on an SIR model with saturated treatment function, Mathematical and Computer Modelling, in 

press. 

11. Gang Huang, Xianning Liu, Yasuhiro Takeuchi, Lyapunov Functions and Global Stability for 

Age-Structured HIV Infection Model, SIAM Journal on Applied Mathematics, 72, 1, 25-38, 2012. 

12. Tsuyoshi Kajiwara, Toru Sasaki and Yasuhiro Takeuchi, Construction of Lyapunov functionals for delay 

differential equations in virology and epidemiology, Nonlinear Analysis Series B: Real World Applications, 

in press. 

竹内康博，佐藤一憲，宮崎倫子．守田智監訳：生物数学入門, 差分方程式・微分方程式の基礎から

のアプローチ，共立出版，2011年9月． 

国際会議発表  

Yasuhiro Takeuchi, The effect of Intracellular Delay, Immune Activation Delay and Nonlinear Incidence on 

Viral Dynamics, International Conference on Analytic Mathematics and its Applications, Xinyang Normal 

University, Xinyang, Henan, China, August 08-12, 2011.等，計12件。 

国内学会発表  

・日本数理生物学会など，計 11 件． 

招待講演 

Yasuhiro Takeuchi, Impact of Intracellular D elay, Immune Activation Delay and Nonlinear Incidence on 
Viral Dynamics, The 5th Geoffrey J . Butler Memorial Conference on Differential Equations and Population 
Biology, University of Alberta, Edmonton, July 25-30, 2011. 

Yasuhiro Takeuchi, The effect of intracellular delay, immune activation delay and nonlinear incidence on 
viral dynamics, "Mathematical Ecology Workshop": A satellite symposium for the Symposium of Asian 
Biodiversity Symposium for the 100 years anniversary of Kyushu University. November 20, 2011 
など、計 5 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 

【 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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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、SHIEN（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（1名）、2年（7名）、 

研 究 生：（1名） 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  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 2 ○  

技術と組織デザイン  大学院修士課程1,2年 2  ○

支援（SHIEN）マネジメント入門  大学院修士課程1,2年 2 ○   

経営論  大学院博士課程1-3年 1  ○  

 １）神奈川大学、工学院大学の博士請求論文を審査した（小森谷浩志氏、小坂裕司氏）。 

 
【 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。さらに、本年度は日本の長寿企業に焦点をあて、

SHIEN 学と長寿性の関係の明確化に取り組んでいる。 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

 １）「江戸ムラ的良さの組織マネジメントへの取り込み」『第 22 期エグゼクティブフォーラム研究

報告・提言書』、Vol.22、pp.1-35、2011. 
 

国内学会発表 
１）「SHIEN のやわらかな可能性」、SHIEN 研究会研究発表大会、2011 年 10 月 10 日、東京海洋

技術経営と SHIEN（支援）学 
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大学（東京都）。 

招待講演 

１） 「「管理する」組織から、個をいかしあうＳＨＩＥＮ（支援）社会へ」コレクティブハウス

全国大会、国立科学博物館（2011.10.10）． 

２） 「“SHIEN”学入門；マネジメントの新しい水平」財務省、財務省研修センター（2011.10.3）． 

３） 「ビジネスにおける“SHIEN”；どうしたら、より支援的な組織ができるか？」顧客ロイヤル

ティ協会、森永プラザビル（2011.12.8）．  

４）  「組織変革のエッセンスとは；活動の現場から」コクヨ株式会社、RDI センター(2011.9.30)． 

など計 17 件。 

解説・特集 

１） 「人と人は何をもってつながるの？」、『広告』、Vol.53,No.1,pp.32-33、博報堂(2012.1)．  

 

【 その他の事項 】 
 ＜社会連携・国際交流＞ 

１）ABEST21(専門職大学院認証評価機関)の専門審査委員として他大学のマネジメント研究科の

評価を実施した。早稲田大学ビジネススクールなどを実施、また、国際的な評価基準、方法

の確立に貢献した。評価委員の国際連携を推進した。 
２）SHIEN（支援）研究会を 2005 年より立上げ運営している。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。SHIEN 概念の定義に新たな展開が見られた。 
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に関する指導の実施。 
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（2011 年度）。21 世紀に求められる持続可能な経営について深める。 
５）顧客ロイヤルティ協会、顧問（2011 年度）として、SHIEN 学と CS の関係の研究を推進した。 
６）就業力プロジェクトの中で、天分と就職活動に関する調査と就職相談（1 回）を実施した。 
７）SHIEN 学にかんする学会規模の研究発表大会を東京海洋大学楽水会館にて開催した。 
８）財務省、コクヨ、遠鉄ストア、SCSK など産官の経営層の研修を実施した。 
９）天分発見ワークショップを 4 回(2011.5.7,10.22,12.25,2012.3.17)、プロパラクッキング 1 回

(2012.1.7)、プロパラピクニックを 2 回(2011.7.24,2012.3.24)実施。 
＜管理・運営＞ 

  事業開発マネジメント専攻 専攻長 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ・雑誌報道等： 

青山ブックセンター（東京表参道）で「SHIEN 学入門」の講座全 3 回開催された(2011. 
4.17,5.15,6.12)。また、同センターの「あなたらしい仕事、あなたらしい働き方」のワークショップに全 2
回ゲスト出演した。ここで事業開発マネジメント専攻の教育が紹介された。(2012.2.28,3.10)。 

外部資金獲得： 

１） 文部科学省社会技術研究開発センター、問題解決型サービス科学研究開発プログラムに採択。

「やさしい社会の実現を目指したサービスにおける利他性の研究：自殺防止相談員の事例を

中心に」（2011 年度新たに採択）代表者 

２） 科研費（基盤研究（C））「SHIEN マネジメントとしてもらう能力に関する研究」代表者 
他共同研究 1 件 
 

【 今後の展開 】  

 支援（SHIEN）学を深め 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を構築

する。さらにやさしい社会実現に向けて、利他性を基軸としたサービスの科学に取り組む。  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） 

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、専門の学術雑誌に投稿中である。 

 

 

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。現在、仮説に関する投稿原稿を準備している。 
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システム工学科 

 

 

  

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（2名） 

学  部：4年（9名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  専門科目では、社会の動向に興味をもち問題の設定から自主的な解析まで総合的に涵養されるよ

うな授業構成としている。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞  

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナー  学部１年 1 ○  複数担当（20人） 

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4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) Satoshi Y okojima, T akashi M ashiko, Takahiro Matsuzaka, T akashi M iyahara, Encounter ra tes of  

Lagrangian particles in homogeneous isotropic turbulence, 64th Annual Meeting of the APS Division of 

水循環の環境マネジメント 
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Fluid Dynamics, Baltimore (USA), (2011.11). 

2) Takehiko S ato, Takashi M iyahara and Tatsuyuki N akatani, Observation of  Bubble F ormation a nd 

Collapse Process by  G enerating a Plasma, Proceedings of  t he 1 1th I nternational S ymposium on 

Advanced Fluid Information and Transdisciplinary Fluid Integration (AFI/TFI2011), pp.66-67, S endai 

(Japan), (2011.11). 

国内学会発表  

1) 宮原高志，馬場謙二郎, 下水浄化センターにおける温室効果ガス排出特性, 第 21 回環境工学総

合シンポジウム講演論文集, pp.175-176, (2011.6). 

2) 横嶋 哲, 益子 岳史, 松坂 隆弘, 宮原 高志, 一様等方乱流中のラグランジュ粒子の接触特性

評価, 京大 数理解析研究所 共同研究集会, (2012.1). 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

1) 日本機械学会、環境工学部門幹事 

2) 日本機械学会、環境工学部門総務委員会幹事 

3) 日本機械学会、環境工学部門第３技術委員会委員 

4) 日本水環境学会、嫌気性微生物処理研究委員会委員 

5) 廃棄物資源循環学会、バイオマス部会委員 
 

＜管理・運営＞ 

システム工学科長 
システム工学専攻長 
情報系科目部運営委員会代表 
授業計画実施専門委員会委員 
大学教育センター会議委員 
代議員 
 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 
科研費(挑戦的萌芽研究)(代表)、極乾式メタン発酵法の創成 
    ～嫌気性真菌と嫌気性細菌の人工共生～ 
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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システム工学科 

 

 

  

兼担・教授  吉村 仁 （YOSHIMURA Jin） 

システム工学科  （専任： 創造科学技術大学院） 

専門分野： 数理生物学、進化生物学、生態学  

 
homepage: http://www.sys.eng.shizuoka.ac.jp/~jin/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：吉村 仁 

特任助教：上原 隆司 

博士課程：3年（1名） 

修士課程：2年（2名）、1年（3名） 

学  部：4年（3名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  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。 
 

＜授業担当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  ○              

生命・環境・科学論  博士院1-3年 1 ○  複数担当（5人）  

 

＜業績・成果＞ 

著書・教科書               

・吉村仁,監修，NHK ダーウィンが来た！生きもの新伝説,17 年ゼミはふつうのセミとどこが違うのか？

14-17 ページ,朝日新聞出版,2011.6.10 

・吉村仁,強い者は生き残れない‐環境から見た新しい進化論.29-35 ページ,繊維学会夏季セミナー実行

委員会編「感動繊維の独創から共創へ －繊維学会夏季セミナー(2011)より」静岡学術出版,2011.8.31 

 

【 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．Nariai Y, Hayashi S, Morita S, Umemura Y, Tainaka K-i, Sota, T., Cooley, J. R. and Yoshimura, J. 2011. 

Life cycle replacement by gene introduction under an Allee effect in periodical cicadas. PLoS ONE 6(4): 

e18347. doi:10.1371/journal.pone.0018347 (2011.4.06). 

進化生態学の理論とモデル 
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2．Hagiwara T, Ushimaru T, Tainaka K, Kurachi H, Yoshimura J, 2011 Apoptosis at Inflection Point in 

Liquid Culture of Budding Yeasts. PLoS ONE 6(4): e19224. doi:10.1371/journal.pone.0019224 (2011.4.27) 

3． Kato, F., Tainaka K-i., Sone, S., Morita, S., Iida, H. and Yoshimura, J. 2011. Combined effects of 

prevention and quarantine on a breakout in SIR model. Scientific Reports 1, doi:10.1038/srep00010 

(2011.6.14)Nature Japan のウェブで、注目の論文として、掲載されました。（2011.7） 

4． Y. Takahashi, S. Morita, J. Yoshimura and M. Watanabe. A geographic cline induced by negative 

frequency-dependent selection. BMC Evolutionary Biology 11:256,  

http://www.biomedcentral.com/1471-2148/11/256（2011.9.14） 

5． Satoshi Kakishima, Jin Yoshimura, Hiroko Murata and Jin Murata. 6-year periodicity and variable 

synchronicity in a mass-flowering plant PLoS ONE 6(12): e28140. doi:10.1371/journal.pone.0028140 

(2011.12.08).  他 2 件 
 
招待講演 

・吉村仁,強い者は生き残れない‐環境から見た新しい進化論,繊維学会夏季セミナー「感動繊維の独

創から共創へ」,浜松市アクトシティコングレスセンター,2011.8.30 

・松浦健二,吉村仁，粕谷英一,長谷川英祐，小林和也,性比研究のちょっと未来 -ゲーム理論を越えた

り越えなかったり-,Animal 201 1：日本動物心理学会（第 71 回）・日本動物行動学会（第 30 回）・応用動

物行動学会/日本家畜管理学会 (2011 年度) 合同大会,慶應義塾大学三田キャンパス，2011.9.8 

・吉村仁,強いものは生き残れない－持続可能な経済学への展望－,第 3 回 『中菱セミナー』,中菱エン

ジニアリング（株）名古屋市,2011.9.28 
 

【 その他の事項 】 

＜管理・運営＞ 

  評価実施委員会委員長 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等：  
・新聞記事（取材）：中日新聞日曜朝刊 2011 年 7 月 31 日１面「大発生！謎の素数ゼミ」 アメリカで

13、17 年に 1 度 

・ラジオ出演：TBS ラジオ「夢★夢Engine！」、著書「強い者は生き残れない」環境から考える進化論、

基本的には、高校生、大学生ターゲット、2011 年 8 月 6 日（土）24：30～25：00  

・ラジオ出演：FM Y OKOHAMA「Futurescape」、素数ゼミおよび不確定な自然界における生物の神

秘について。2011 年 8 月 20 日（土）9：00～11：00 

・月刊 NEWS がわかる 毎日新聞社掲載「セミが大発生するのはなぜ？」ｐ30-31 2011 年 8 月 15 日 

・テレビ出演：日本テレビ「～さんま＆岡村のプレミアムトークショー！～笑う！大宇宙スペシャル！！ 

「生物の世界でのオス、メスの活動ほかについて」2011 年 9 月 20 日(火)20:00-23:00 3 時間スペシ

ャル 他 3 件 
外部資金獲得：科研費（A）（海外学術）、科研費（B)（基盤研究） 

 
【 今後の展開 】  

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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システム工学科 

 

 

  

専任・准教授  朝日 弓未 （ASAHI Yumi） 

システム工学科 

専門分野：マーケティング、消費者行動、統計解析 

 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：朝日 弓未 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  一人一人が、自分の研究テーマについて基礎概念を理解し、さらに社会的にどのように活かして

いけるのかを考えるよう問題式を設定していく。また、積極的に国際・国内学会への発表を行い、

また論文投稿も促す。更に企業との共同研究やインターン、コンペティションにもどんどん参加し

ていきたいと考えている。 
  
＜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 

マネジメント特論Ⅳ  大学院生 1  ○   

マネジメント特論Ⅲ  大学院生 1  ○  

ビジネスコミュニケーション  大学院生 1 ○  複数担当（3人） 

 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

  店頭で取られたアンケート調査及び ID付きPOSデータから消費者の購買時の意思決定過程におけ

る選択基準を明らかにし，輸入食品と国産食品の価格と購入率の関係を導き出していくことを考えて

いる．また「店頭購買における価格と購入率に関する研究」について研究を行っていく予定である．  

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1. 板倉豊, 朝日弓未, 山口俊和 (2011). 口蹄疫を用いた感染モデルの提案 オペレーションズ・リサ

ーチ, Vol.56, No.12, 28-34. 

2. H. Okamura, Y. Asahi and T. Yamaguchi (2012). The Influence of Exchange rate on the volume of Japanese 

Manufacturing export. The international journal of Mathematics and System Science, Vol.2, No.1, 20-25. 

3. 久松俊道, 朝日弓未, 山口俊和 (2012). ドラッグストアの ID 付 POS データを用いた日用品購買パ

ターンの比較分析 オペレーションズ・リサーチ, Vol.57, No.2, 13-19. 
4. J. Nakayama, Y. Asahi and T. Yamaguchi (2012). Evaluation of stock price from the theoretical stock price. 

Journal of Business and Economics, Vol.3, No.1, *-*[印刷中]. 
計 4 件 

 

 

マーケティングと消費者行動研究 
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国際会議発表 

1) Y. Asahi. Analysis of the Determinants of Purchasing Vegetables, the 2011 International Conference 
on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management, Indonesia. (2011 年 1 月) 

2) Y. Asahi. Privacy c oncern i n ubi quitous s ociety a nd r esearch on c onsumer be havior, t he 14t h 
International Conference on Human-Computer Interaction, U.S.A. (2011 年 7 月). 

3) Y. A sahi. Decision Making Process Model with Price Acceptability in Japanese Vegetables, t he 
International Conference on Operations Research 2011, U.S.A. (2011 年 8 月) 

4) Y. Asahi, Y. Ishida, T. Namatame and T. Togawa. A brand evaluation based on D EA concept using 
FSP data. DEA Symposium 2012, Japan. (2012 年 2 月) 

  計 11 件 

国内学会発表 

1) 久松俊道, 朝日弓未, 山口俊和. ドラッグストアにおける来店回数別の購買パターン分析 日本

行動計量学会第 39 回発表会, 岡山市. (2011 年 9 月) 

2) 出江聡子, 朝日弓未, 山口俊和. 国産野菜の受容価格に影響を与える要因の分析 日本オペレ

ーションズ・リサーチ学会 2011 年秋季研究発表会, 神戸. (2011 年 9 月) 
   計 14 件 

 
【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

 国際会議の米国で開催された International Conference on Social Sciencesに実行員の一人として参加

し国際交流に務めた。 

 

＜管理・運営＞ 

  ORME 部会幹事 
＜特筆事項＞ 

 受賞・表彰：マーケティング分析コンテスト 2011 佳作、野村総合研究所、2012 年 1 月 
 
【 今後の展開 】 

 これまでの研究活動を活かしながら，企業とのコラボレーション活動を通じて大学の中だけでなく

社会と連動させた教育・研究を目指していきたいと考えている．まずは，GTO とのネットマーケテ

ィング研究では、小売業における顧客セグメンテーションとマーケティング戦略のための分析につい

て進めていく． 
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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：1年（1名） 

学  部：4年（9名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

学部の専門科目レベルにおいては, 様々な組合せ最適化問題に対する効率的なアルゴリズムを理

解し, かつ, それらのアルゴリズムをコンピュータプログラムへ実装できる能力を持った学生を

育成する. 大学院教育においては, アルゴリズムの正当性の証明, 及び, アルゴリズムの時間複雑

度を理解できる学生を育成する. 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

端のアルゴリズムを改良すること, あるいは, それらのアルゴリズムを工学的諸問題へと応用す

ることを課題としている.  
 

＜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(20人) 

データ構造とアルゴリズム 学部2年 1 ○   

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（4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. 協力ゲームの費用配分法は解と呼ばれ, 解の中でも Shapley 値は最も重

要なものの一つである. 一般の最小費用全域木ゲームの Shapley 値は現実的には計算が困難であ

ることが私によって証明されている. 研究目標の第一は, 最小費用全域木ゲームの Shapley 値に対

する効率的で, 精度の高い近似アルゴリズムを設計することである. 第二は, Shapley 値に対して

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効率的なアルゴリズムを設計することである.  

 
＜実績＞ 

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, あるいは, 木距離

である場合には Shapley 値に対する多項式時間アルゴリズムが存在することが知られている. 任

 
組合せ最適化の理論とその応用 
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意の費用関数が与えられたときに, その費用関数を超距離あるいは木距離で近似し, この近似さ

れた費用関数によって定義される最小費用全域木ゲームの Shapley 値を元の費用関数によって定

義される最小費用全域木ゲームの Shapley 値の近似値とする. 数値実験によって, 提案する

Shapley 値の近似手法は費用関数が木距離に近いときには高い近似精度が達成できることが示さ

れた. 
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1. K. Ando, A. Kai, Y. Maeda and K. Sekitani: Least di stance ba sed inefficient m easures on the 
Pareto-efficient f rontier in DEA. Journal of  t he Operations R esearch Society of  J apan 55(1) (2012) 
73--91. 

国内学会発表 

1. 安藤和敏, 甲斐充彦, 前田恭伸, 関谷和之: L east di stance based i nefficient m easures on  t he 
Pareto-efficient f rontier. 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2011 年秋季研究発表会, 甲南大学, 
2011 年 9 月.  

2. 安藤和敏, 徳武忠俊: 最小費用全域木ゲームの Shapley 値に対する近似手法の提案とその近似精

度の実験的評価. 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2012 年春季研究発表会, 防衛大学校, 2012
年 3 月.  

特許出願・取得 

梶原茂樹, 八卷直一, 安藤和敏, 関谷和之: 「質量分析を用いたアミノ酸配列解析方法、アミノ酸配

列解析装置、アミノ酸配列解析用プログラム、及びアミノ酸配列解析用プログラムを記録した記録媒

体」. （取得、国内） 特許第４８４１４１４号. 平成 23 年 10 月. 
 

【 その他の事項 】 

＜管理・運営＞ 

学生委員会委員、外部評価担当委員 
 

＜特記事項＞ 

外部資金獲得：科研費（基盤研究（C）最小費用全域木ゲームの Shapley 値に対する近似アルゴリ

ズムの開発） 
 
【 今後の展開 】 

提案した Shapley 値の近似アルゴリズムは, 近似精度の観点からすると適用できる最小費用全域

木ゲームの範囲が非常に限定的である. したがって, このアルゴリズムを使用する際には, 近似

精度の見積もりが必要である. この近似精度の見積もり方法について検討することは重要な課題

である. また, 適用できる最小費用全域木ゲームの適用範囲を拡張するために近似アルゴリズム

の改良を行うことも重要な課題である. 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.  
最小費用全域木ゲームの Shapley 値以外のテーマ, 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, 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（1名）、1年（1名） 

学  部：4年（5名） 

【 教育 】 

＜目標＞ 

学生たちが技術の本質を理解し、それが今日どのような形で実用化されているかに気づき、将来

の技術を生み出すきっかけとなる授業を提供する。気づきのためには、悩み甲斐のある良質な課題

を与え、適度な情報提供を行う必要があると考えている。また、物事を論理的に考えぬき、それを

わかりやすく伝えるための心構え、具体的技術を伝えていきたい。 

 

＜授業担当科目および取り組み＞      

 

  授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナー  学部1年 1 ○  複数担当（8名） 

コンピュータ入門  学部1年 1 ○  前期後半のみの実施 

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 ○   

先端生産管理技術特論  大学院1年 1 ○  農学研究科共生バイオサイエンス

専攻，複数担当（4名） 

 

＜業績・成果＞ 

・指導学生の受賞・表彰 

(1) 楠嶺生宏（M2）: D ICOMO2011 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 (2011-7).  

(2) 前川寛（B4）:情報処理学会第 74 回全国大会学生奨励賞，（社）情報処理学会(2012-3). 

【 研究 】 

＜目標＞ 

複数の移動端末の協調によって通信およびサービスの高速化・高信頼化を行うことを目標として、

車々間アドホックネットワーク、無線センサネットワーク、Mobile IP 応用技術、モバイルマルチメ

ディア通信に関連した研究を行っている。 
 
＜実績＞  

（１） 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 

モバイルネットワーク 
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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

ディング技術に加え車両の動きと位置関係をもとに動的に振舞いを制御する Opportunistic アル

ゴリズムに基づく手法を開発し，シミュレーション実験によりその効果を明らかにした． 
（２） 流れるセンサネットワークのためのセンサノード制御方式の開発とテストベッドの構築 

下水管の検査や河川の流域の観測のために複数の小型・電池駆動のセンサネットワークノー

ドを水路に流し，これらを間欠的に動作させて，ガス濃度の測定や管路・流域の写真を行う「流

れるセンサネットワーク」システムの開発を目指して，センサネットワークノードの動作制御

方式の開発を進めている．今年度は，ノードの自律的動作によって各ノードの残存電力と通信

可能ノード数に基づいてノードの起動スケジュールを制御するアルゴリズムを開発し，シミュ

レーションにより既存の固定無線ネットワーク向けに開発された方法を応用する手法に比べて

観測可能領域を拡大できることを確認した．  
  

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) 石原進, 大沢昂史, 稲垣徳也, 通信指向性の同期切り替えを行う階層型省電力無線センサネット

ワーク, 情報処理学会論文誌, Vol.53, No.1, 308-319 (Jan. 2012). 
国際会議発表 

・ Naruhiro Kusumine and Susumu Ishihara, Abiding Regional Data Distribution using Relay and Random 
Network Coding on VANETs, 26th IEEE international conference on advanced information networking 
and applications (AINA 2012) (2012-03-28, Fukuoka, Japan). 

国内学会発表  

・ 情報処理学会、電子情報通信学会など計 11 件 

招待講演  

・ 石原進, "無線アドホックネットワークと ITS," （株）デンソークリエイト技術発表会基調講演 
(2011-12-9, 名古屋).  
 

【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 2011, IEEE ICC 2011 等全 11 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会ネットワークグ

ループ副査，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 
＜管理・運営＞ 

・ 工学部代議員，工学部広報室企画室委員，創造科学技術大学院広報担当委員 
＜特筆事項＞ 

受賞・表彰： （社）情報処理学会モバイルコンピューティングとユビキタス通信研究会優秀発

表 (2011.9.5).  
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(B)（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，並びに移動するセンサノードを使ったシステ

ム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 

博士課程：1年（1名） 

修士課程：2年（3名）、1年（3名） 

学  部：4年（8名） 

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，他の専門科目の履修のために必要な基礎概念や応用力を十分に身

につけてもらうことを念頭に，身近な物事との関連など広く話題を提供しながら適宜演習や課題を

課して，広い視野で自ら考え学ぶように工夫する．研究指導においては，基礎理論の修得と併せて

先端の技術の実践・活用によって，自らの積極的な学習・理解を促すように取り組む． 
＜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 

新入生セミナー  学部1年 1 ○  複数担当（20人） 

情報科学入門  学部1年 1 ○   

情報理論（再履修クラス）  学部2～4年 1 ○   

プログラミング基礎および演習  学部1年 2  ○ 複数担当（5人） 

プログラムコンテスト  学部2年 1  ○ 複数担当（4人） 

音声情報処理論   大学院1,2年 1 ○   

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）や，プログラミングコンテス

トでの Web アプリケーション開発演習に用いるサーバの運用管理を行った．本年度も，プログラミ

ングコンテスト用の Linux サーバは本学が提供するクラウドサーバで運用を行った． 
 

【 研究 】 
＜目標＞ 

  人の音声に含まれる言語や意図，感情等の認識・理解の側面に焦点を当てた音声言語情報処理技術

や応用としてのパターン情報処理技術の研究を行う．特に人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，話し言葉の高精度な音声認識・理解を実現するための音声言語のモデル化，頑

健な意図理解に基づく対話システムの開発，対話的インタフェースの開発などの研究を進める． 
＜実績＞ 

（１）前年度に引き続き，周囲雑音や誤認識に頑健な音声認識インタフェースや音声対話システムを

実現するため，様々なレベルでの要素技術の開発改良を進めた． 
（２）音声認識技術で用いられるパターン情報処理技術の応用として，運転行動信号処理による運転

 

音声言語情報処理とその応用システムの研究 
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状況認識技術の開発を進めた． 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書 

・ Longbiao Wang, Kyohei Odani, and Atsuhiko Kai:“Evaluation of hands-free large vocabulary continuous 
speech r ecognition by  bl ind de reverberation ba sed o n s pectral s ubtraction by  m ulti-channel L MS 
algorithm,”I. Habernal and V. Matousek (Eds.): TSD 2011, LNAI 6836, pp.131--138 (September, 2011). 

・ Longbiao Wang, Kyohei Odani and Atsuhiko Kai:“Dereverberation and denoising based on ge neralized 
spectral subtraction by multi-channel LMS algorithm using a small-scale microphone array,” EURASIP 
Journal on  A dvances i n Signal Processing 20 12, 2012:12 doi :10.1186/1687-6180-2012-12 ( January, 
2012). 

・ Kazutoshi A ndo, Atsuhiko K ai, Y asunobu M aeda, K azuyuki S ekitani:“LEAST D ISTANCE BASED 
INEFFICIENCY MEASURES ON T HE PARETO-EFFICIENT FRONTIER IN DEA,” Journal of the 
Operations Research Society of Japan, Vol.55, No.1, pp.73--91 (March, 2012) 

国際会議発表 
・ Kyohei Odani, Longbiao Wang and Atsuhiko Kai:“Blind Dereverberation Based on Generalized Spectral 

Subtraction by Multi-channel LMS Algorithm,” Proc. of APSIPA ASC 2011 (October, 2011). 

国内学会発表  
・ 張 用起, 甲斐 充彦, 王 龍標:“単語断片の候補選択が可能な音声入力インタフェースの実装

と評価”, 情報処理学会研究報告, Vol.2011-SLP-89, No.25 (2011.12.20). 
・ 西島祥悟,甲斐充彦,小暮悟,王龍標:“音声認識誤り率の推定を用いた POMDP モデルの構築の検

討”, 人工知能学会言語・音声理解と対話処理研究会(SLUD), (2012/3/26) 
・ 赤尾佳彦，甲斐充彦，王 龍標：“話者や発話固有の特徴の違いに注目した認識性能の個人差の

要因分析”, 日本音響学会 2012 年春季研究発表会, 3-P-2 (2012.3.15)  他，6 件． 
 
【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

・ 高大連携実験実習講座（浜松工業高校 2 年生向け，王教員，寺田教員と分担） 
＜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 
・ 情報一元化推進ワーキンググループ委員 
・ 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，継続） 
・ 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，継続） 
・ 研究成果最適展開支援プログラム（独立行政法人科学技術振興機構・A-STEP）・FS ステージ探索

タイプ，テーマ名：「高度な検索機能を備えた“つぶやき音声”によるコミュニケーションシス

テムの構築」（研究代表者，新規） 
 

【 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) 

モデリング技法II  学部2年 1  ○ 複数担当(2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，山田慎也“離散時間モデルにおける最大持続生産量について”,日本数理生物学

会, 東京,2011 年 9 月. 
 

(2) 佐藤一憲，山田慎也“時間的に変動する個体群の最大持続生産量について”, 個体群生態学会, 
岡山,2011 年 10 月. 

 
(3) 佐藤一憲“確率微分方程式とその近似方程式における平均絶滅待ち時間について”,ＲＩＭＳ

研究集会 , 京都,2011 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“確率モデルから推定される絶滅までの平均待ち時間について”,日本生態学会, 大
津,2012 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（2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 

システム工学概論 学部1年 1  ○  

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. 浜松市を例として，交通流シミュレーションによる Park&Ride の有効性の検討を継続し，地域貢献

の研究として意義のあるものとする．また，GPGPU による高速・大規模化を試みる． 

2. 同じく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．粒子法を併用した新たな水質評価モデルを提
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案する．（H24 年度科研費申請済み） 

3. MPS 法を発展させ，非ニュートン流動への適用，DEM 併用による粉体流れへの適用，化学反応を

伴う流れ（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． 

 

＜業績・成果＞  

国内学会発表 

1）「クラウドを用いた大規模安否情報システムの構築と運用」，金子朋広,長谷川孝博,瀬野忠愛,八卷直一，

スケジューリング学会,スケジューリングシンポジウム 2011，2011.9 

2）「海外設置クラウドを用いた大規模安否情報システムの性能評価と課題」，長谷川孝博,金子朋広,瀬野

忠愛,八卷直一，日本リスク研究学会第 24 回年次大会，2011.11 

3）「佐鳴湖水域のコンパートメントモデルによる水質評価」，刑部礼花,寺田秀文,瀬野忠愛，化学工学会 

第 77 年会，2012.3. 

4）「佐鳴湖への地下水による施肥由来の窒素負荷評価」，湯山友博,寺田秀文,瀬野忠愛，化学工学会 第

77 年会，2012.3. 
 
【 その他の事項 】  

（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および浜松地域の地下水流動解析 

  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．また，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．これら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．（2012.3）  
 

＜管理・運営＞ 

研究企画委員，学生相談員，特管物委員，建物施設利用 WG，システム棟薬品管理者 
 

【 今後の展開 】  

・地域貢献として，浜松市の渋滞緩和策の検討と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） 

学  部：4年（5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） 

 

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ほぼ定着してきており、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

た材料評価手法である Time Reversal Process 法を金属材料の引張試験に適用し、塑性変形を検出で

きる可能性について評価していきたい。 

弾性波動を用いた材料の非破壊評価 
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＜実績＞  

（１）2 段階探索手法を用いた CFRP 材の波源位置評定法の検討 
（２）アルミニウム材の引張試験における Time Reversal Process 法の有効性の検討 
（３）ウェーブレット変換の高速演算手法の検討 

 
  ＜業績・成果＞ 

   国内学会発表 

“時間反転法を用いたアルミニウム材の塑性変形の検出”、林 康久、加納慎也、 

日本機械学会 2011 年度年次大会、2011 年 9 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（2名）、2年(3名) 

学  部：4年（2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 

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

プログラム・コンテスト  学部2年 1  ○ 複数担当（4人） 

佐鳴湖から考える  学部2年 1  ○ 複数担当（7人）      

地震防災  学部3年 1 ○  複数担当（14人）   

リスク分析  学部3年 1 ○   

プログラミング応用  学部3年 1  ○  

統計分析及び演習 大学院1年 1 ○   

リスクマネジメント論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. Ando Kazutoshi, Kai A tsuhiko, Maeda Yasunobu, S ekitani Kazuyuki. Least distance based inefficiency 

measures on  the P areto-efficient f rontier in DEA. Journal of  t he Operations Research S ociety of  J apan, 

2012, 55(1), 73-91. 

 

国際会議発表 

1. Y. M aeda and K . Seo, Delphi analysis of issues after the 2011 Pacific Coast of Tohoku earthquake. 

環境リスク分析への情報システムの応用 
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Society for Risk Analysis 2011 Annual meeting, Charleston, USA, 1 page on the Web site (2011) . 

国内学会発表  

1. 前田恭伸，瀬尾佳美，元吉忠寛，日本リスク研究学会としての東日本大震災への研究の提案， 2011

年度日本リスク研究学会第 24 回シンポジウム，東京，2011 年 6 月． 

2. 安藤和敏 ,甲斐充彦 ,前田恭伸 ,関谷和之 , L east di stance ba sed inefficiency measures on the 

Pareto-efficient frontier in DEA,日本オペレーションズ・リサーチ学会 2011 年秋季研究発表会，神

戸，2011 年 9 月． 

3. 前田恭伸，瀬尾佳美，元吉忠寛，岡田真也，東日本大震災後のわが国のあり方についてのデルフ

ァイ調査（中間報告），日本リスク研究学会第 24 回年次大会，浜松，2011 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～事業開発マネジメント専攻での経験と東日本

大震災を受けて～，経営情報学会東海フォーラム，浜松，2011 年 6 月． 
2. 前田恭伸：リスクマネジメントはなぜ難しいのか～社会人大学院での経験と東日本大震災を受け

て～，浜松工業会栃木支部総会，2011 年 10 月，宇都宮． 

3. 前田恭伸：リスク論からみた東日本大震災，浜松工業会講演会「東日本大震災を契機とした「信

頼性・安全性」に関する提案」， 2011 年 11 月，浜松． 

4. 前田恭伸：東海地震について考えるための防災ゲーム，平成 23 年吉田町大学特別公開講座，2011

年 12 月，吉田． 

5. 前田恭伸：リスクコミュニケーションについてのコメント，東日本大震災後の静岡を考える会 

シンポジウム「東日本大震災のリスクコミュニケーション」， 2012 年 1 月，浜松． 
 

【 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 理事・情報管理委員長・編集委員会副委員長 

・日本リスク研究学会第 24 回年次大会 実行委員長，浜松，2011 年 11 月． 
＜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 】  

 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」の社会人教育に参画している。今年度は 1 名を指導し、来年度は 2 名の指導を担当

する予定である。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、

今後は災害リスク、病院のリスクなど、研究の幅を拡げていきたい。 
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専任・准教授  宮崎 倫子 （MIYAZAKI Rinko）   

システム工学科  

専門分野： 常微分方程式論  

 
homepage: http://www.sys.eng.shizuoka.ac.jp/~miyazaki/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：宮崎 倫子    

修士課程：2年（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 

システム基礎数学 学部1年 1 ○   

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 制御法の有効性を数学的に証明した．また，数

学的な扱い方について，基礎的な事項を整備した． 
 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                          

1) R. M iyazaki, T . N aito a nd J. S . S hin, “Delayed fedback control by  com mutative ga in matrices”, 

SIAM Journal on Mathematical Analysis, Vol. 43, 2011, pp. 1122-1144． 

2) 宮崎倫子, “時間遅れをもつ周期系常微分方程式の基礎理論”, 京都大学数理解析研究所講究

録, No. 1768, 2011, pp. 1-10. 

常微分方程式におけるタイムラグの影響 
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3) 佐藤一憲，竹内康博，宮崎倫子，守田智  監訳 , “生物数学入門 ”, 共立出版 , 2011,
 pp.183-225.  

 

国内学会発表  

・宮崎倫子，内藤敏機，申正善, “Stabilization of unstable periodic orbits with complex characteristic 
multipliers via delayed feedback control”, RIMS 研究集会「関数方程式の定性的理論の新展開」, 京
都大, 2011/11/9.                                                               他 3 件 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

・ 工学部教務委員会の委員を努めた（2 年目）． 

 

＜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 】  

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，さらに数学的な解析を進めていく． 
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    

修士課程： 1年（1名） 

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 

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改善 
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，パワースペクトル減算（SS）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．また，パワー SS の代わりに，

 

音声信号処理 
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一般化SS (GSS) を用いて後部残響を除去する改善法を提案する．さらに，インパルス応答の推定エ

ラーによって残響を完全には除去できないので，雑音に対する頑健性を高めるMissing Feature Theory 

をGSS と併用する方法も試み，比較評価を行った．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． 
 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等     

1) Longbiao W ang

2) 

, K yohei O dani a nd A tsuhiko K ai, " Dereverberation a nd D enoising B ased o n 
Generalized S pectral S ubtraction by Multi-channel LMS Algorithm Using a Small-scale Microphone 
Array", Eurasip Journal on Advanced in Signal Processing 2012, 2012:12, Jan. 2012. 

Longbiao Wang

3) Ye Jiang, Zhenmin Tang and 

, Kyohei O dani a nd A tsuhiko Kai, "Evaluation o f ha nds-free l arge v ocabulary 
continuous speech recognition by  b lind dereverberation based on spectral s ubtraction by multi-channel 
LMS algorithm”, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer LNAI6836, pp. 131-138, 2011. 

Longbiao Wang

国際会議発表    

, "Identification of a distant speaker and its robustness", 
Chinese Journal of Electronics, Vol. 20, No. 2, pp. 278-282, Apr. 2011. 

1) Kyohei Odani, Longbiao Wang

2) 

 and Atsuhiko Kai, "Blind Dereverberation Based on Generalized S pectral 
Subtraction by Multi-channel LMS Algorithm," Proc. of APSIPA ASC 2011, Oct. 2011, Xi’an China.  

Longbiao Wang Kyohei O dani, , Atsuhiko K ai, "Evaluation of  Hands-Free L arge Vocabulary C ontinuous 
Speech Recognition by Blind Dereverberation Based on Spectral Subtraction by Multi-channel LMS Algorithm", 
Proc. of Text, Speech and Dialogue, pp. 131-138, Sep. 2011, Pilsen, Czech. 

国内学会発表 7件 

  

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

 1)   国際交流・国際協力の拡大と活性化に務めた．南京理工大学の博士学生を共同指導した成果が

英語学術論文誌に採択された．シンガポール科学技術研究庁インフォコム研究所と話者認識や実環境下

における音声処理に関する共同研究を行っている．なお，学生のシンガポールでの滞在費用は先方の研

究費から負担されている． 

 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）、 
JST 研究成果展開事業 A-STEP（分担者）、 
矢崎科学技術振興記念財団「国際交流援助」（代表） 

 

【 今後の展開 】  

会議室などの実環境下でより高精度な speaker di arization 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． 

269



システム工学科 

 

 

 

専任・助教  生源寺 類 （SHOGENJI Rui） 

システム工学科 

専門分野：光情報処理 

 
homepage: http://www.sys.eng.shizuoka.ac.jp/~shogenji/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：生源寺 類 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  自分の力で課題を見つけ、解決できる力をつけられるような教育を目指している。特に実習では、

具体的に何がわからないのか突き詰めて考える習慣を身につけてもらいたいと考え、学生からの質

問に対してストレートに回答するのではなく、解決のための道筋を与えるように心がけている。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞ 

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

システム工学応用実習 学部3年 8 ○ ○ 複数担当（8人） 

プログラミング基礎 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

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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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）デジタルカメラ復号型万線キャリアスクリーン画像の開発 
デジタルカメラによる復号により特化したキャリアスクリーン画像の構築のため、万線を利用

したキャリアスクリーン画像の生成手法を考案した。特に低解像度で印刷した場合における秘密

画像の露見を低減させるための潜在化手法を構築し、デジタルカメラを利用した復号において、

高コントラストな秘密画像の復号を実現している。 

（２）デジタルカメラによる復号を目的としたキャリアスクリーン画像の開発 
これまでに提案しているチェッカパターンキャリアスクリーン画像において、デジタルカメラを用

いて復号する際に、デジタルカメラを傾斜させることで、より高いコントラストの復号結果が得られ

ている。この原因として、デジタルカメラの液晶モニタへの表示処理におけるサンプリング処理に、

角度依存性があることを実験により確認した。 

（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＞ 

国内学会発表 

“デジタルカメラによる復号を目的としたキャリアスクリーン画像”, 生源寺類, 大坪順次, 第 2
回マルチメディア情報ハイディング・エンリッチメント研究会（EMM）(2011.7.12–13, 静岡大

学 浜松キャンパス). 他 15 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 
システム工学科パソコン委員 

＜特筆事項＞ 

2011 年度光みらい奨励金（コニカミノルタ科学技術振興財団賞）, 「光学的加算演算に基づく

選択的情報提示技術の構築」 
 

【 今後の展開 】  
キャリアスクリーン画像のアナログ的な復号を利用し、教育教材等への具体的な応用を目指す。

また、光情報処理技術を利用した光学的な視覚復号型暗号の暗号化手法の開発に挑戦したい。 
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専任・助手  寺田 秀文 （TERADA  Hidefumi） 

学科等 システム工学科 

専門分野： 計算機アーキテクチャ、並列処理  

 
  
 

【 研究室構成 】 

教    員：寺田 秀文 

修士課程：1年（2名）、2年（1名） 

学  部：4年（4名） 

連携教員：瀬野 忠愛 准教授 

 

【 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。 コンピュータ入門では Linux OS でのプログラミ

ング教育の前提となる基礎知識・スキルの導入を行う。 
 

＜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 ○   

コンピュータ入門  学部1年 0.5 ○   

 

 

【 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を進める。 
（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

組みの研究を行う。 
（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

その方法論を構築する。 
（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を行う。 
 

＜実績・成果＞ 

（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） 陽的解法を適用した粒子法や格子ボルツマン法によるシミュレーションを GPGPU 上に実

動的再構成可能システムにおける基本セル 
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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）。 
 

  国内学会発表 

  ・刑部礼花、寺田秀文、瀬野忠愛「佐鳴湖水域のコンパートメントモデルによる水質評価」 
   化学工学会 第 77 年会、工学院大学 2012.3.15 
  ・湯山友博、寺田秀文、瀬野忠愛「佐鳴湖への地下水による施肥由来の窒素負荷評価」 
   化学工学会 第 77 年会、工学院大学 2012.3.15 
 

 

【 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 5 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」）。 2011.8.11 
 
 
【 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（複数）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+GPGPUs+FPGA）が期待できる。 
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専任・助教  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 

学  部：4年（1名）  

連携教員：海老澤 嘉伸 教授 
 
【 教育 】 
＜目標＞ 
研究や仕事を行う上で基礎となる知識について，実体験を交えながら分かりやすく伝えることを

心がけている． 
また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 

プログラミング基礎 学部1年 2  ○ 複数担当（5人） 

システム工学応用実習  学部3年 4  ○ 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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＜実績＞  
（1） 超音波システムの画質向上のため，高周波数の超音波装置導入や画像合成プログラムの改

善を行うなど，新しい超音波システムの開発に着手した． 
（2） これまで大腿部のみを測定していたが，下腿部を新たな測定部位に含め，今後の研究にお

ける基礎となるデータを収集，分析した． 
（3） これまでの研究成果を一般に還元する目的で，地域住民を対象とした「脚年齢測定会」を

実施した．これは今までの測定で得られた若年者，中年者および高齢者といった各年代にお

ける大腿部筋横断面積の標準値を用いて，参加者の測定結果から現時点での脚年齢を推定し，

結果を返却するイベントである． 
 

＜業績・成果＞ 
学術論文・著書等               

1) “Development of a flexible system for measuring muscle area using ultrasonography” Kiyotaka Fukumoto, 

Osamu Fukuda, Masayoshi Tsubai, Satoshi Muraki，IEEE Transactions on Biomedical Engineering，2011，

58(5)，1147-1155 

2) “1点を注視するだけで較正可能な遠隔高精度注視点検出システム” 海老澤嘉伸，安保寿樹，福元清

剛，映像情報メディア学会誌，2011，65(12)，1768-1775 
 

国内学会発表 
1) ViEW2011 
2) 第 66 回 日本体力医学会大会 
3) 2011 年映像情報メディア学会年次大会 
4) 第 52 回 日本人間工学会  計 7 件 
 
【 その他の事項】 

＜特筆事項＞  
外部資金獲得：2 件 

 
【 今後の展開 】  

これまでに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．また画像合成プログラムにおいてもデータの欠損

を補正するアルゴリズムを導入する予定である． 
そして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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 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） 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

流体現象とそれに関連したマルチスケール・マルチフィジックスな現象を計算機上で再現し

たい。それによって我々の日常の時間空間スケールに比べて極小あるいは極大な現象、ある

いは危険を伴う現象等に対して物理的制約を受けずに（例えば無重力環境下）、自由な発想

に基づいて試行錯誤することが可能となる（数値実験）。シミュレーション結果を詳しく分

析することで、現象の理解、縮約モデリングとそれに基づく効率的予測法の構築、知的制御

を達成したい。 
＜実績＞ 

（1） 乱流中での微小粒子の振る舞いを、特に粒子同士の衝突現象に注目して数値シミュレー

ションを実行した。衝突頻度や接触継続時間に関するスケーリング則、および雲中の液

滴成長速度の見積もりに利用される Saffman-Turner 理論の予測精度を明らかにした。 

（2） 時空間上で部分的に水没する物体（河川における巨礫のような）周囲の 3 次元非定常乱

流解析が可能な予測手法を開発し、その基本性能と有用性を確認した。 

 

 

 

流体現象の予測・モデリング及び制御
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

久末 信幸，中山 昭彦，横嶋 哲: “数値シミュレーションによる部分的に水没する物体の

ある開水路流と物体抵抗の解析”, 土木学会論文集 B1（水工学）, 68(4), I_1243-1248, 2012.3. 

国際会議発表 

Yokojima, S., Mashiko, T., Matsuzaka, T., Miyahara, T.: “Encounter rates of Lagrangian particles 

in homogeneous isotropic turbulence”, 64th Annual Meeting of the APS Division of Fluid 

Dynamics, Baltimore, Maryland, 2011.11. 

Yokojima, S., Mashiko, T., Matsuzaka, T., Miyahara, T.: “Collision statistics of Lagrangian 

particles in isotropic turbulence”, Third Korea-Japan Mini-Symposium on Modeling and 

Measurement of Hydraulic Flows, Kobe, 2012.03. 

招待講演 

Yokojima, S., Mashiko, T., Matsuzaka, T., Miyahara, T.: “On the collision rate and duration of 

tracer particles in homogeneous isotropic turbulence”, Mini-Symposium on Simulation of Cloud, 

Nagoya, 2012.03. 

国内学会発表 

横嶋 哲, 益子 岳史, 松坂 隆弘, 宮原 高志: “一様等方乱流中のラグランジュ粒子の接触

特性評価”, 京都大学数理解析研究所, 共同研究集会『乱流の普遍性と個別性：流体乱流を

通して宇宙を見る』, 京都, 2012.01 

 

【 その他の事項 】 

＜社会貢献＞ 

（社）土木学会 水工学委員会 基礎水理部会 委員 

＜管理・運営＞ 

工学振興基金事業部会 委員 

＜特記事項＞ 

外部資金獲得：科研費（若手研究 B 代表；基盤研究 B 分担；基盤研究 C 分担） 

 

【 今後の展開 】  

流体現象とそれに関連したマルチスケール・マルチフィジックスな現象を計算機上で再現したい。

それによって我々の日常の時間空間スケールに比べて極小あるいは極大な現象、あるいは危険を伴う

現象等に対して物理的制約を受けずに（例えば無重力環境下）、自由な発想に基づいて試行錯誤する

ことが可能となる（数値実験）。シミュレーション結果を詳しく分析することで、現象の理解、縮約

モデリングとそれに基づく効率的予測法の構築、知的制御を達成したい。 
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共通講座の教育研究活動状況 

 

 不確実性の時代と言われる中にあって、どのような社会の変化にも適応できる人材の養成が急

務である。そのためには、応用分野の研究者や技術者といえども、幅広く、しっかりとした基礎

知識を持つことが肝要である。このような観点から、共通講座では、工学の全分野の基礎となる

数学、物理学、化学の教育および研究活動を活発に行っている。以下に数学グループ（8 名）、物

理グループ（6名）および化学グループ（4名）の教育研究活動をまとめる。 

数学グループ 

＜教育活動＞ 

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十分に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。今年度は 3 月に開催された日本数学会年会

において工学系数学基礎教育研究会で当講座数学グループの教育研究活動について講演を行った。 

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、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一定数いるように感じられる。今後

はこのような学生に対する方策を検討、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＞ 

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：毎年開催している浜松偏微分方程式研究集会を今年度も 12月に開催した。また，各教員の

研究成果も学会発表などを通して積極的に発信した。 

今後の展望：研究成果は着実に上がっており、科学研究費補助金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（力学・波動Ｉ-II、電磁気学、熱統計力学、

現代物理、留学生の基礎物理学演習、物理・化学実験の物理の部）について苦手意識をもたせな

いように工夫した教育を行い、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

ている。 

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る。入試制度の多様化
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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ないが、特に入試物

理未受験者を対象に特別クラスを設定して講義後に補習の時間を設けるなど、きめ細かい指導を

行っており、受講生からも好評価を得ている。また、補習授業、基礎物理学演習、物理・化学実

験（物理の部）のアンケート調査を行い、授業改善に利用している。 

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る。主な理由は、物理法則

の理解に必要な基礎的数学的知識が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数

学力を向上するための演習を増やすなどの対策を、さらに充実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

ている。 

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る。 

今後の展望：より多くの卒業研究生や大学院生を受け入れ、現在の情況を維持発展させたい。 

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、さらに、実験 1種目あたりの人数を 28人に減らし、よりきめ細かい実験指導がで

きる体制を確立した。また、化学グループで執筆した「基礎から学ぶ 大学の化学（培風館）」を

「工学基礎化学Ⅰ・Ⅱ」の教科書に採用した。平成 23 年度には 5 名の卒業研究生と 10 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。さらに、複数研究室で行う合同ゼミをはじめとした研究室間交流がさかんに行われた。 

今後の展望：受験制度の変更により入学者の学力分布に変化があると予測される。そこで、教科

書への若干の修正も含めた講義内容の精選により、工学部の教育目標をより効果的に達成する。

実験前の予習内容を評価する目的で、実験の教科書に予習課題の項を新たに設ける。卒業研究生

と大学院生の研究指導には現在の体制を維持発展させたい。 

＜研究活動＞ 

目標：各教員の専門分野において、工学部の研究目標に沿った研究を推進する。 

実績：各教員の専門分野は多岐にわたっているので、グループ全体としての実績は少ないが、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。 

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、固有値・固有ベ

クトル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）、ラプラス変換の応用による

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。 

工学基礎実習（前期）、創造教育実習（後期）では学生の実習を兼任教員として担当。 

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  ○ 

工学基礎実習 学部1年 備考参照 ○  6回担当                          

創造教育実習  学部1年 備考参照  ○ 19回担当，19回目はロボット・コンテスト          

応用解析 大学院 1 ○  

多様体上の解析への超準解析学の応用 
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「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。 

 

【 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。筆者が得ている、一般化ラプラシアンを含む熱方程式の熱核

（heat kernel）の超準的な表示を用いれば、熱核の（短時間）漸近展開が自然な方法で得

られるのであるが、さらに別の表示の導出について引き続き考察している。 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学部共通講座副講座長、創造教育支援部門運営委員会委員を務めた。 
 

＜社会連携＞ 

 出張講義：ヤマハ発動機株式会社にて工業数学初級講座（８月下旬から９月上旬にかけて３回）

を担当した。 

 

【 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 2 ○  機械工学科前半クラス、 

物質工学科後半クラス 

物理・化学実験 学部 2 年 4 ○  工学部全学科、複数担当（10 人） 

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) Kazumasa Ueda, Kenta Suzuki, Kei Kunimoto, Kenji Yoza 
“2,5-Bis(1,3-dithiol-2-ylidene)-1,3-dithiolane-4-thione,” Acta Cryst. E68, o52 (2012). 

 

国内学会発表  

1) 日本化学会第 92 春年会 1 件 

 
 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

FD 委員会、評価実施委員、共通講座准教授選考委員会 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：「研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）探索タイプ」（JST）、「村田基金研究

助成金」（浜松科学技術振興協会） 
 

 

【 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引き続き目

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    

修士課程：1年（2名） 

学  部：4年（1名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  学部１年生向けの理系基礎科目「工学基礎化学Ⅰ、Ⅱ」において、化学グループの教員で新たに

執筆した教科書「基礎から学ぶ大学の化学」（培風館）を用いて講義を行い、これまでよりも、よ

り基礎にウェイト置く授業を心がけた。学部２年生向けの「物理・化学実験」においても、2010
年に執筆した教科書を用いて、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。また、外国人秋季入学生に対する NIFEE 教育では、複数教員による指導を行い、よりきめ細

かい指導を心がけた。情報学部の学生に対しては、「化学の世界」において化学（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Ⅰ  学部1年 1 ○   

工学基礎化学Ⅱ  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） 

研究体験実習  学部1年 0.5 ○  複数担当 

 

＜業績・成果＞ 

教科書 

・ 生駒修治、植田一正、梅本宏信、平川和貴、山田眞吉 「工学基礎化学実験」第 2 版   

    (株)学術図書出版 (2012). ISBN978-4-7806-0267-8 C3043 
 

【 研究 】 
＜目標＞ 

   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、他大学およ

び民間企業との共同研究を開始した。具体的には、白金触媒体上で水素を酸化させて生成させた水

蒸気をノズルから真空チャンバー内に噴出させた際の振動・回転状態分布をコヒーレント反ストー

クスラマン分光法により決定することを目指した。また、科学技術振興機構、戦略的創造研究推進

事業からの助成をいただいて、加熱タングステン触媒上での分解反応により生成させた水素原子と

赤リンからのホスフィンの生成を試みた。 

化学気相堆積過程の基礎的理解と応用 
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＜実績＞  

(1) 白金触媒体上での水素の酸化反応により発生させた水蒸気分子の振動・回転状態分布の決定 
(2) 加熱タングステン触媒体上で発生させた水素原子と赤リンからのホスフィン生成過程の解

明 
 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “Activation and Decomposition of N2 on Heated Tungsten Filament Surfaces” Hironobu Umemoto, 

Tsuyoshi Funae, and Yuri A. Mankelevich, J. Phys. Chem. C, 115, [14] 6748-6756 (2011). 

2) “Catalytic Decomposition of NH3 on Heated Ru and W surfaces” Hironobu Umemoto, Yuta Kashiwagi, 

Keisuke Ohdaira, Hiroyuki Kobayashi, and Kanji Yasui, Thin Solid Films, 519, [14] 4429-4431 

(2011). 

3) “In-situ Production of PH3 from Red Phosphorus and Atomic Hydrogen” Hironobu Umemoto, Yushin 

Nishihara, and Takuma Ishikawa, Chem. Phys. Lett., 514, [1-3] 26-28 (2011) 

国内学会発表  

・第 27 回化学反応討論会 2 件 

・第 8 回 Cat-CVD 研究会 2 件 

・秋季第 72 回応用物理学会学術講演会会 1 件 

・2011 年光化学討論会 1 件 

・第 42 回中部化学関係学協会支部連合秋季大会 1 件 

・春季第 59 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＞ 

北陸先端科学技術大学院大学 博士論文審査委員 

 
＜管理・運営＞ 

工学部共通講座講座長 

生涯学習教育研究センター運営委員 
女性研究者に係るメンター 
再任委員会委員 
 

＜特筆事項＞ 

・外部資金獲得：科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（JST CREST） 「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 年度から科学技術振興機構からの助成による太陽電池の高効率化の研究を本格的に始動さ

せた。今後は、ホスフィンやジボラ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。また、酸化亜鉛薄膜の製膜過程についての研究も、実験

と理論計算の両面から展開していきたい。 
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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 

 

 教員免許更新講習「数学の歴史から最先端」の開催 

中・高校の数学科・理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。 

講義の概要：「最大・最小問題とその周辺」：高等学校の教材から始めて最大・最小問題に関する最先端

の数学の話題についても紹介する。 

講義の内容：第２講 最大・最小問題とその周辺（１００分） 

「２次関数の最大値・最小値とそのときの x の値」、「簡単な常微分方程式」、 

「この両者を繋ぐ」 

講習の終わりに、試験を実施した。講習は 30 名前後が参加した。 

 
＜業績・成果＞ 

講演 

“静岡大学工学部における数学教育活性化プロジェクトについて’’ 菊地光嗣、日本数学会春の

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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年会、工学系数学基礎教育研究会、2012 年 3 月。 

 
【 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時間大域的に解けること

を示した。 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

“An analysis in the space of BV functions for the equation of motion of a vibrating membrane with a 

‘viscosity’ term”  菊地光嗣, 第 16 回広島応用解析セミナー、2011 年 8 月 

“膜の振動方程式の有界変動函数の空間における解析およびその方程式系への一般化”  菊地光

嗣、 語ろう数理解析、2011 年 11 月 

“エネルギーが一次増大度となる双曲型方程式系について”  菊地光嗣、第 9 回浜松編微分方程

式研究集会、 2011 年 12 月 

 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学研究科組織整備検討ＷＧ委員，工学部等安全衛生委員会委員 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科学研究費補助金 

基盤研究(C) 、有界変動函数の空間における発展方程式の研究、課題番号 23540239（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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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 年生を教えており，高校物理との違いである微分・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．また，例題の説明においても，式の物理的な意味を直感的に

理解できるよう工夫している．さらに、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，その解説を出来るだけ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 

電磁気学  学部2年 2 ○  

物理・化学実験  学部2年 1.5 ○  

力学・波動Ⅱ  学部1年 1  ○ 

自然と物理  学部1,3,4年 1  ○ 

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・原子サイズ物体の構

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 線顕微鏡開発の障害となっている．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計算機

によって位相分布（波面）を回復し，さらに回復した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． 
 
 
 
 

光情報処理及びその光・X 線計測への応用 
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＜実績＞  

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法のレ

ーザー光による実証実験を行った．昨年よりも物体とフィルター間の距離を約 1/10 に縮めて観測面

の開口数を大きくとることで分解能を約 10 倍に上げることができた．その分解能は約 6μm で，こ

れは用いた照明光波長の約 9 倍の分解能である．  
 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                         

・N. Nakajima, “Experimental verification of coherent diffractive imaging by a direct phase retrieval 

method with an aperture-array filter,”Opt. Lett. 36, 2284-2286 (2011).  

 

解説・特集 

・中島伸治，「光－回折強度からのレンズレスイメージング」，計測と制御，第 50 巻・5 号，320-325，

2011 年 5 月． 

国内学会発表  

・中島伸治：“開口アレイフィルターによるコヒーレント回折イメージングの実証実験”， 

第 72 回応用物理学会学術講演会，山形大学，2011 年 9 月． 
 

招待講演 

・中島伸治，「光学における位相回復法と回折イメージング」， 
日本学術振興会産業計測第 36 委員会第 401 回研究会，東北大学東京分室，2011 年 7 月． 
 

・中島伸治，「位相回復法を用いた回折イメージングの進展－光から X 線・電子線へ－」 

電子情報通信学会北海道支部学生会講演会，室蘭工業大学，2011 年 12 月． 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

テクノフェスタ委員 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科学研究費補助金（基盤研究（C））「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物体再生実験において，物体とフィルター間の距離をさらに縮めて，奥

行きをもつ 3 次元物体の高分解能再生を試みる予定である． 
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専任・教授  藤間 信久 （ FUJIMA Nobuhisa） 

共通講座（物理） 

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 

修士課程：2年（1名）    

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） 

【 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、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 

力学波動ＩＩ 学部１年 1  ○ 1年生全学科担当 

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 2011」藤間信久他、学術図書出版社(2011). 
 

【 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) 遷移金属シリサイドにおける磁性・ハーフメタル発現のメカニズムに関する研究 

 

 

ナノ物質の原子構造・物性の第一原理計算 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等              
1.  N. Fujima, K. Hara, T. Hoshino, M. Fukuhara, 2011,“Structures and electronic properties of Ni5Nb3Zr5 

clusters as a local structural unit of Ni-Nb-Zr glassy alloys”, Eur. Phys. J. D, 63, 177-181 . 
2.   M. Matsuura, M. Fukuhara, K. Konno, T. Fujita, M. W. Chen, N. Fujima, A. Inoue, 2011, “Distorted 

icosahedral Ni5Nb3Zr5 clusters in the as-quenched and hydrogenated amorphous (Ni0.6Nb0.4)0.65Zr0.35 
alloys”,  J. Non-cryst. Sol., 357, 3357-3360. 

  

国際会議発表 

・N.Fujima, K.Hara, T.Hoshino, M.Fukuhara, Local Structural Units in NiNbZr Glassy Alloys: Ab Initio 
Calculations of Electronic States and Atomic Structures of Icosahedral Ni5Nb3Zr5 Clusters, 5th 
International Conference on Science and Technology for Advanvced Ceramics, June 23, 2011 
Yokohama 計 2 件 

国内学会発表  

・原賢輔，藤間信久、星野敏春、Screened-FPKKR 計算による遷移金属シリサイド Fe1-xCoxSi
の磁性温度効果と不規則配置効果 2011 年日本金属学会秋季大会 那覇市 2011.11.7 計 3 件 
 

招待講演 

・N.Fujima, K.Hara, T.Hoshino, M.Fukuhara, Local Structural Units in NiNbZr Glassy Alloys: Ab Initio 
Calculations of Electronic States and Atomic Structures of Icosahedral Ni5Nb3Zr5 Clusters, 5th 
International Conference on Science and Technology for Advanvced Ceramics, June 23, 2011 Yokohama 

 
【 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 

・ものづくり理科地域支援ネットワーク：浜松 RAIN 房(静岡大学・浜松市・浜松商工会議所連携

事業)(代表） 

・科学技術振興機構未来の科学者養成講座「浜松ダヴィンチキッズプロジェクト」（代表） 

＜特筆事項＞ 
外部資金獲得： 
・ものづくり理科地域支援ネットワーク浜松 RAIN 房 

(静岡大学・浜松市・浜松商工会議所連携事業)平成 23 年度～ 
・科学技術振興機構未来の科学者養成講座 平成 23～25 年度 

  ・科研費基盤研究(B) 分担研究者 

 

【 今後の展開 】  
ものづくり実習と理系基礎科目を系統的に融合させ、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。 

地域の理科指導者と連携して未来の理系人材育成に取り組む。 
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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  ○  ○ 基礎クラスの1つを担当。 

現代物理 学部2年 2  ○  ○ 前期ED、後期M 

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 

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、遷移金属シリサイド、

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 

（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 

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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「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＆平成 23-25 年度、新居浜高専准教授安里代表）)。 
 

＜最近の実績＞  

（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。 
（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

バイス材料)は、Co と X などの位置交換(構造欠陥)により、母体のハーフメタル強磁性（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。 
（３） 遷移金属シリサイド XSi(X=Mn,Fe,Co)とその混晶の電子構造・磁性の特徴を統一的に説明し

た。FeSi, CoSi は強磁性を示さないが、その混晶 Fe1-cCocSi は 1/8＜c<7/10 で強磁性を示す

（Nature404,581（2009）。強磁性発現機構と磁気モーメントの濃度依存性をフェルミ準位近傍

の電子状態密度の荷電子数依存性を調べることにより説明した。c=1/4,1/2 の濃度で、規則相

はハーフメタルになるが、析出相は非強磁性なる。そのボルツマン分布で求めた磁気メーメ

ントは実験結果を再現することが分かった（日本金属学会で発表、論文作成中）。 
（４） Fe 中の不純物原子間相互作用エネルギーについて（大きな原子サイズの不純物 Ga、Ge、Rh, 

Pd,Sn、Sb、Pd などを対象）、１不純物と２不純物の格子歪エネルギーの計算をほぼ終え、PAC
実験結果（Hyperfine Interaction60(1990),581-597）を説明できることが分かった（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 and electronic properties of Ni5Nb3Zr5 clusters as a local structural unit of Ni-Nb-Zr 
glassy alloys, N.Fujima, K. Hara, T. Hoshino, M. Fukuhara, Eur. Phys. J. D63,177-181(2011). 

(2)国内学会発表：日本金属学会の発表、4 件。 
 

【 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（科研費基盤研究（C、平成 23-25 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」、2．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・准教授  赤堀 公史 （AKAHORI Takafumi） 

共通講座 

専門分野： 偏微分方程式 

 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：赤堀 公史 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  数学に関する基本的な概念や操作を確実に習得できるようにする.  
   自分だけの理解でなく人にきちんと説明できるようにする.  
    

＜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 

応用数学 V  学部 3 年 1 ○   

微分積分学 I  学部 1 年 1 ○  

微分積分学 II  学部 1 年 2  ○ 複数担当(5人) 

 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

  非線形分散型方程式の解の挙動を明らかにすること,およびそのための解析手法を発展させること. 
 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1. Takafumi Akahori, Slim Ibrahim, Hiroaki Kikuchi, Hayato Nawa,  Existence of a ground state and 
blow-up problem for a nonlinear Schrodinger equation with critical growth. Differential and Integral 
Equations, 25 (2012): 383-402.  

 

国内学会発表 

1) Takafumi Akahori, Scattering and blowup problems for a class of nonlinear Schrodinger equations.
非線形双曲型および分散型方程式の研究, 京都大学数理解析研究所, 2011 年 5 月. 

    
 
 

講演・研修 

1) 「エネルギー臨界冪を持つ非線形シュレディンガー方程式に対する基底状態の存在性と散

乱・爆発問題」宮崎大学，2011 年 11 月． 
 

2) Existence of a ground state and scattering for a nonlinear Schrodinger eduation with crtical growth.
弘前大学，2011 年 12 月． 

非線形分散型方程式の解の挙動の研究
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3) 「非線形シュレディンガー方程式の散乱・爆発問題に関する研究」University of Victoria ，

2012 年 1 月． 
 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

交通対策委員 
＜特筆事項＞ 

 外部資金獲得：科研費 若手研究(B)  
 
【 今後の展開 】 

 まだまだ解明すべき事がたくさんあるため, 非線形分散型方程式および関連する楕円型方程式を

引き続き研究する.  
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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生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．また，応用数学では数学の論理的側面の理解度を深めるとともに確実な計算能力

が身につく授業を行っている． 
 

＜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 

応用数学 I 学部1年 3 ○  

応用数学 V 学部2年 1 ○  

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，ある種の準線形楕円型方程式の正値解の存在，一意性，非退化性，および漸近

挙動を方程式の双対変分構造に着目して研究している．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）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，および対

応する双対方程式について正値解の非退化性を示した． 
（２）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) “Uniqueness of the ground state solutions of quasilinear Schrödinger equations” S. Adachi and T. 

Watanabe, Nonlinear. Anal. 75 (2012), 819-833.  

非線形微分方程式の変分的研究 
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国内学会発表  

1) 足達 慎二，準線形楕円型方程式の正値解の漸近挙動について，定常非線形シュレディンガー

方程式の定在波解の研究，大阪市立大学，2011 年 8 月 
 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

  共通講座数学グループ代表 

防災・安全委員 
情報 NW 支線管理者 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：平成 23 年度科学研究費補助金 基盤研究（C）「有界変動函数の空間における発

展方程式の研究」（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．特に準線形楕円型方程式の正値解の漸近挙動について詳しく調べる． 
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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  

 
 

【 研究室構成 】  

教    員：岡部 拓也  

修士課程：2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，学生自ら高い動機付けで積極的に取り組んでもらえるようにする．広

範な理工学分野の基礎としてそれぞれの科目の意義・有用性を理解できる形で提示し，その上で

個々の学問的内容を十分に習得できるよう適切な分量・難易度の課題を設定する．講義に満足し

てもらえるよう，講義内容に関する事柄のみならず評価基準や結果などもふくめて，受講者が納

得できる形でできるかぎり提示公開する．大学院レベルでも学生の自主性を尊重する一方で，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適当

な課題を設定し，しっかりとした基礎の土台の上に専門的テーマを興味をもって理解してもらえ

るようにする． 

 

＜授業担当科目および取り組み＞      

 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

基礎物理学演習  学部1年 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  

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） “Fermi surface effect on intrinsic Lorenz number of Fermi liquids” Takuya OKABE, Phsica B 
406(2011)3674-3680  

  

 

【 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。 近と言ってもかなり前から、学生は高

校時代に受験に必要な科目しか真剣に学んで来ない。さらに、講義中も板書をまる写しにすること

に専念して（専念する学生はまだ良い方で携帯の画面に夢中の輩もいる。）自ら考えようとしない。

このような学生たちに、いかにして自発的に学ぼうという気持ちを植え付けるかが課題である。 
  数学はただ答えが合っただけでは全く不十分でそこに至るプロセスが も重要である。それを認

識させることが重要と考える。面積を求めることを要求された問題の答えが負の値でも疑問を感じ

ず先へ進んでしまう学生がいかに多いことか。専門の研究を進めていく段階で数学が必要となった

とき数学の専門書を自分で行間を埋めながら読める力を身につけさせることが 終目標である。 
 
 ＜授業担当科目および取り組み＞      

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

線形代数学Ⅰおよび演習  学部1年 2×2 ○   演習1コマを加えた週2コマのクラスを２クラス担当 

応用数学Ⅱ  学部2年 1×2 ○  

線形代数学Ⅱ  学部1年 1×2  ○ 

応用数学Ⅲ  学部2年 1  ○ 

ジェンダーからみる現代社会 学部3年 1  ○ 複数担当（10人）静岡キャンパスと同時に遠隔授業で

実施。浜松側のコーディネーターを担当。講義3回

 

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６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＞ 

教科書 

・「工学系の線形代数学」（第２版 第２刷）（共著 2012.3.30 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 良の配置が見つかったが、12
個以上の偶数個では手探りの状態である。かなりきれいな図は見つかったのではあるが、統一的な解

答とは程遠い。その違いはどこにあるのか。グラフ理論の手法で問題を整理して核心に迫っていきた

い。 
有限個の点の離散空間では、U.M.P.問題はグラフの辺彩色問題と同値である。すなわち、「頂点数

n の完全グラフの各辺を、任意の 2 点から同色の辺で結ばれる点が常に唯一つ存在するように、彩色

することは可能か。」という問題となる。当然、その場合の色数も問題となる。奇数個では正ｎ角形

の各頂点に１個ずつの点を配置した場合が色数（n-1）/2 で 少となる。（各頂点を直線で結び完全グ

ラフをつくる。同じ長さの辺を同じ色で彩色すればよい。） 
 偶数個の場合、6 では 小色数は 3、8 では 5、10 では 5 となることが確かめられた。しかし、12
以上では 小色数は不明である。n＝6 で現れたグラフは実にきれいな対称性を持ち、n＝10 ではそれ

ぞれの色を辺とする部分グラフは同型な全域木をなしこれも実にきれいである。 
 

n=6 の場合：第１色は中心の正三角形の各辺 
   3 本とその 3 頂点と外側の 3 点を結ぶ 3 本の 

計 6 本。2～4 色は同型で３本ずつ。 
n=10 の場合：第１色は右図のとおり。 

2～5 色はこのグラフを 2π/5 ずつ 
回転して得られる部分グラフの各辺。 

 

 

このようにグラフを用いたトポロジーの定理の証明は筋道もはっきりし明快であるが、一筆書きと

四色定理以外に有名なものは知られていない。この方面に宝の山が埋もれている感じがする。それを

掘り当ててみたい。 
 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

 ダヴィンチキッズプロジェクト講演「折り紙と幾何学」（2012.1.22（日）浜松キャンパス） 

＜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   

【 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 工学部1年 1 ○  火曜日 

力学・波動Ｉ 工学部1年 1 ○  水曜日 

力学・波動ＩＩ 工学部1年 1  ○  

現代物理 工学部2年 1  ○ M科 

物理・化学実験 工学部2年 1 ○  ED科の物理実験を担当 

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＞ 

バルク強磁性体の「異方性磁気抵抗効果」(電気抵抗が磁化方向に依存)は，磁性と伝導性が絡む最

も基礎的な現象の 1 つであり，その磁気抵抗比※1 は種々の強磁性体に対して調べられてきた．しか

し，実験で観測された磁気抵抗比の符号を系統的に説明する理論は今まで報告されてこなかった．そ

こで今年度は，種々の強磁性体※2 の磁気抵抗比の符号を説明できる理論の構築に取り組んだ． 
※1 磁気抵抗比=(ρ//－ρ⊥)/ρ⊥．ただし ρ// (ρ⊥)は電流//磁化(電流⊥磁化)のときの電気抵抗率． 
※2 種々の強磁性体とは，bcc-Fe (正)，fcc-Co (正), fcc-Ni (正), Fe4N (負)，ハーフメタリック強磁性体

[CoMnAl1-xSixホイスラー合金 (負), La0.7Sr0.3MnO3 (負), Fe3O4 (負)など]である．物質名の右の( )内の

正負は実験で観測された磁気抵抗比の符号を表す． 

＜実績＞  

異方性磁気抵抗効果に関する主な実績は次のとおりである． 
1. 特定の強磁性体(Ni 基合金)を対象とした従来理論を拡張することで，種々の強磁性体※2の磁気 

抵抗比※1の符号を説明できる，理論模型を提案した．この模型はスピン偏極した伝導電子と局 
在 d 電子から成る．なお，d 電子はスピン軌道相互作用と交換分裂エネルギーを持つ． 

2. 上記模型を用いることで，磁気抵抗比の符号と s-d 散乱過程の間の関係を導いた．ここで s-d 散 
乱とは，“スピン σ(=↑or↓)の伝導状態”から“スピン σ´(=↑or↓)の局在 d 状態”への電子の散 
乱を表す． 

ナノ構造体の物性に関する理論的研究 
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3. 上記模型を用いることで，ハーフメタリック強磁性体が負の磁気抵抗比を持つことを解析的に

示した． 
なお，本研究成果をまとめたフルペーパー(学術論文欄に記載)が 2 月に出版された． 

 
＜業績・成果＞ 

学術論文 

1)  Satoshi Kokado, Masakiyo Tsunoda, Kikuo Harigaya, and Akimasa Sakuma  
J. Phys. Soc. Jpn. 81 (2012) 024705-1 - 024705-17   

“Anisotropic Magnetoresistance Effects in Fe, Co, Ni, Fe4N, and Half-Metallic Ferromagnet:  
A Systematic Analysis ” 

 
国際会議発表 

1) Satoshi Kokado, Masakiyo Tsunoda, Kikuo Harigaya, and Akimasa Sakuma,  
“Anisotropic Magnetoresistance Effects in Fe, Co, Ni, Fe4N, and Half-Metallic Ferromagnet:  
A Systematic Analysis”  
American Physical Society March Meeting 2012, Boston, Massachusetts, USA, Feb. 27 – Mar. 2, 2012  

2) Satoshi Kokado, Masakiyo Tsunoda, Kikuo Harigaya, and Akimasa Sakuma,  
“Anisotropic Magnetoresistance Effects in Fe, Co, Ni, Fe4N, and Half-Metallic Ferromagnet:  
A Systematic Analysis”  
International Workshop for Group-IV Spintronics 2012, Osaka University, Japan, Jan. 20, 2012  

3) Satoshi Kokado, Kikuo Harigaya, and Akimasa Sakuma,  
“Spin-Atomic Vibration Interaction and S pin-Flip H amiltonian of  a  S ingle A tomic Spin in a Crystal 
Field” 
16th International Symposium on Intercalation Compounds 2011, Seč-Ústupky, Czech Republic, May 
22 - 27, 2011 

4) Masakiyo Tsunoda, Satoshi Kokado, Yosuke Komasaki, Shinji Isogami, Hirokazu Takahashi, Akimasa 
Sakuma, Migaku Takahashi  
“Negative Spin Polarization and Magneto-Transport Properties of γ´-Fe4N Thin Films”  
5th International Workshop on Spin Currents, Sendai International Center, Japan, Jul. 25 - 28, 2011 

国内学会発表 
古門聡士, 角田匡清, 針谷喜久雄, 佐久間昭正  “種々の強磁性体の異方性磁気抵抗効果の理
論的研究” 日本物理学会 富山大学 9 月 21 日－ 24 日 

招待講演 
古門聡士 “異方性磁気抵抗効果の理論的研究” 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  2 月 21 日 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 企画室(学生支援・入試戦略室)，安全防災委員 
＜特筆事項＞ 外部資金獲得： 

科学研究費補助金 若手研究(B)  
「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(B)  
「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開発」 （分担） 

平成 23 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 】  

結晶場中の単原子スピン系に対して，昨年度導出した“スピンと電気双極子の間の相互作用※3”

の論文を執筆する． 
※3 関連論文：S. Kokado et al., J. Phys. Soc. Jpn. 79 (2010) 114721-1 - 114721-24. 

S. Kokado et al., phys. stat. solidi (c) 7 (2010) 2612 – 2615. 
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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「数学の歴史から最先端―三次方程式、最大・最小問題、確率の話題―」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 30 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 
工学研究科代議員会委員 

 

【 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）、そしてそれはどちらも重要であり臨機応変に使い分けなければならな

い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、これを補うためにほぼ毎回レポート問題を出題し、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。 

   
 

＜授業担当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 ○  M 科、C 科、A 科 

力学・波動 I  学部 1 年 1 ○   

現代物理  学部 2 年 1 ○   

力学・波動 II   学部 1 年 1  ○  

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 ○   

 

力学・波動 I(補習)     学部 1 年 1 ○  

この補習（1 回 90 分、全 14 回）

は例年は複数担当だが、2011

年度は田村 1 名ですべて担当。

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。摂動論と厳密数値計算の両方をもちいて、望遠鏡構造の電気伝導度は内側チュー

ブと外側チューブの間の重なり長の増加とともに振動すること、その振動の周期と振幅は 
2 層チューブの線形バンドと単純な関係があることを見出した。これらの結果は投稿中だが、 

   この投稿中の論文はプレプリサーバー (http://arxiv.org/abs/1203.3273)で一般に公開している。   

 
 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

    1)  日本物理学会 2011 年秋季大会 1 件 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

 学生委員 
 

【 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。 
（2） n 次元 (n >2) の球面間の非定数調和写像の n-ディリクレエネルギーの下からの評価を与え

た。 
 

＜実績・成果＞  

国際学会発表 

1)  “Stability and singularities of harmonic maps”  Toru Nakajima, Geometry and Probability, 2011, 
 Kumamoto  

  

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：23540239   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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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（1名）、1年（4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。今年度は、共通講座化学グループで執筆した新しい教科書を使

用した。この教科書を活用し、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た。また、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、昨年度から原子力分野における安全教育を始めているが、今年度はさらに放射

線安全工学の実習を行うことで実学に近い講義内容とした。 

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、国内および国際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＞ 

著書  
・ 工学基礎化学実験（第 2 版）、学術図書出版社、第 5 章, 52-59 頁, 2012 年 3 月 
指導学生の受賞・表彰 
・ 井上思織（修士課程 1 年）、Poster Presentation Award、The 4th International Conference on 
Health and Longevity Sciences (ICHALS)、2011 年 10 月  

【 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。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、従来の光増感剤の作用は、酸素に依存していたが、酸

光化学の医学および生命科学への応用 
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素濃度が低いがん細胞内でも治療効果を維持させるため、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。今年度は、新しいポルフィリン系薬剤（光増感剤）を合成し、その機能を明

らかにした。 

＜実績＞  

（1）DNA 結合性光増感剤の活性制御： DNA による光増感剤の活性制御機構の解明とその応用を進

めているが、これまでに詳細が不明であった DNA 塩基配列の効果を分光学的な手法で明らかに

した。特に、DNA 塩基のグアニンは、治療における重要なターゲットであるが、光増感剤の活性

抑制効果も示すことを定量的に明らかにした。 
（2）電子移動機構を利用した光線力学的療法用光増感剤： ポルフィリン P(V)錯体を合成し、新規

機構(電子移動)と従来機構（活性酸素生成）がタンパク質損傷に寄与する割合を定量的に決定し

た。また、タンパク質損傷の機構を生成物分析と分光学的手法でこれまでよりも詳細に明らかに

した。さらに、ポルフィリンの立体障害がタンパク質損傷に及ぼす効果についても評価した。 
（3）金属ナノ粒子の複合化： 自発的に複合化する２種類の金属ナノ粒子の反応機構を検討した。 
（4）発がん性評価： ポリフェノール類の酸化還元反応と発がんリスクとの関連を評価した。 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等              

1) “Control of singlet oxygen generation photosensitized by meso-anthrylporphyrin through interaction 
with DNA”, Photochem. Photobiol. Vol. 87, pp. 833-839(2011).  

2) “Deuterium effect on the photosensitized biomolecules damage via singlet oxygen generation”, K. 
Hirakawa, in “Advances in Chemistry Research. Volume 10” ed. by James C. Taylor, Nova Science 
Publishers, New York, ISBN: 978-1-61324-018-2, Chapter 16, pp. 429-437(2011). 

3) “Protein oxidation through oxygen-independent mechanism by P(V)porphyrin photosensitizer” K. 
Hirakawa, H Segawa, T. Hirano, S. Okazaki, Y. Nosaka, in “In Hope of Going over the Present 
Clinical PD and PDT” ed. by Norio Miyoshi and Roy H. Pottier, 三惠社 , Nagoya, ISBN: 
978-4-88361-883-5-C3047, Chapter 4, pp. 40-50(2011). 

他 4編 
国際会議発表     

“DNA can control the activity of singlet oxygen generation by porphyrinoid photosensitizer” K. Hirakawa, T. 
Hirano, Y. Nishimura, T. Arai, Y. Nosaka, Shizuoka University International Symposium 2011 (Initiatives 
for Crossing Boundaries within Science and Technology), 2011. 他 3 件  
国内学会発表  

（1）第 21 回日本光線力学学会学術講演会（1 件）、(2) 第 33 回日本光医学・光生物学会（1 件） 
（3）2011 年光化学討論会（2 件）、（4）第 5 回バイオ関連化学シンポジウム（3 件） 
（5）日本化学会第 92 春季年会（1 件） 
招待講演 

“Determination of Type I and Type II mechanisms for photosensitized protein damage by porphyrin 
phosphorus(V) complex”, The 8th Korea-Japan Symposium on Frontier Photoscience-2011 

【 その他の事項 】 

＜管理・運営＞ 

核燃料物質保管責任者、薬品管理システム運用委員会、特管物委員会 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費若手研究（B）、電子移動で活性酸素機構を補完するがん光治療用ポルフィ

リンの開発（代表） 

【 今後の展開 】  

 光線力学的療法の基礎研究を継続する。そのメカニズムには、分子レベルで不明な点も多く、分光

学的手法で詳細な検討を行う。さらに、細胞レベルの研究も再開する予定である。新たに開発した光

増感剤については、共同研究等を通じて、実用化を視野に入れた改良を目指したい。 
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専任・准教授  星賀 彰 （HOSHIGA Akira）   

共通講座  

専門分野： 非線形波動方程式の初期値問題の古典解の挙動の解析  

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

 

【 研究室構成 】  

教    員：星賀 彰    

 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  微分積分学、線形代数学、応用数学などの講義を通して、工学を志す学生に必要な数学の知識を

教えるとともに、論理的思考力、コツコツと計算する習慣、的確に質問する能力を身につけさせる。

微分積分学の基礎クラスでは、高校で数学を十分に履修していない学生に対して、通常のクラスよ

りも多くの時間をかけて基礎的な内容を解説する。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

微分積分学Ⅰ 学部1年 1 ○  

微分積分学Ⅱおよび演習 学部1年 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 23 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。 

313



共通講座 

 

 

  

専任・講師  武石 薫 （TAKEISHI Kaoru） 

共通講座    

専門分野： 触媒化学、新エネルギー 

 
  

 

【 研究室構成 】  

教    員： 講師・武石 薫 

学  部： 4年（3名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  学生実験、科学英語の演習、NIFEE 科目などを担当している。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。また、留

学生担当講師として、留学生に対する学習指導、生活指導を行っている。一部の学生が学習に行き

詰っていたりするが、無事、卒業できるよう手助けとなっていきたい。 

 

＜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 

C 研究体験実習 学部1年 2 ○  複数担当（24人） 

K 化学システム演習 II  学部3年 1  ○ 複数担当（3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＞ 

  国際会議発表         

1. “Direct synthesis of dimethyl ether from synthesis gas containing oxygen”, Low Carbon Earth Summit 

2011. (Invited Lecture)   (2011.10)  (Dalian, China)  

2. “Hydrogen production by DME steam reforming over copper catalysts prepared using the sol-gel method”, 

7th Asian DME Conference.  (2011.11)  (Niigata, Japan) 

他 2 件 
 

国内学会発表  

1.“二酸化炭素の水素化反応によるジメチルエーテルの直接合成”, 第 41 回石油・石油化学討論会.  

(2011.11)   (山口） 

2.“一酸化炭素および二酸化炭素の水素化反応によるジメチルエーテル(DME)の直接合成”, 第 108

回 触媒討論会 触媒討論会.  (2011.9)   (北見) 
 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

1. スズキ株式会社 第 2 回「静岡大学技術展（ポスター展）」参加発表 
2. ヤマハ発動機株式会社 第 2 回「静岡大学技術展（ポスター展）」ポスター参加 
3. インドネシア グローバル 30 日本留学フェア（ジャカルタ、バンドン、ガジャマダ）での静 
 岡大学の広報および模擬講義 
4. インドネシア日本留学フェア（ジャカルタ、バンドン）での静岡大学の広報およびバンドン

の高校訪問および講演 
5. タイ日本留学ガイダンス（バンコク）での静岡大学の広報およびカセサート大学などへの訪 
 問 

 
＜管理・運営＞ 

国際交流センター運営委員会委員、NIFEE 委員会委員、工友会幹事 

 

＜特筆事項＞ 

 ネブラスカ大学オマハ校夏季短期留学の引率教員(ネブラスカ大学オマハ校校長、国際学部学部長、 

オマハ市長などとの面談含む) 
 

  外部資金獲得：平成 23 年度第 2 回「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP) 探索タイプ」 

採択、奨学寄附金 1 件 
 

【 今後の展開 】  

  DME を媒体として自然エネルギーの貯蔵、排熱の回収など、エネルギー問題も解決できるかもし

れない。DME・水素が広く有効利用され、環境・エネルギー問題などが低減されればと願っている。 
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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 

学    部：4年（2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 2 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2回分 

安全工学 学部4年 2 ○  講義2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） 生態系モデルの数値的な解析と理論の構築。 

 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                           

1) 生物数学入門（差分方程式・微分方程式の基礎からのアプローチ） LindaJ.S.Allen著，竹内康博，

佐藤一憲，守田智，宮崎倫子監訳，共立出版(2011) 

複雑なシステムにおける構造の数理解析 
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2) “A Dynamical System Analysis of the Development of Spontaneous Lower Extremity Movements in 

Newborn and Young Infants.” Hirotaka Gima, Shohei Ohgi, Satoru Morita, Hiroshi Karasuno, 

Takayuki Fujiwara and Koji Abe, Journal of PHYSIOLOGICAL ANTHROPOLOGY 30 179-186 

(2011) . 

3) “A Geographic Cline Induced by Negative Frequency-Dependent Selection.” Yuma Takahashi, Satoru 

Morita, Jin Yoshimura and Mamoru Watanabe, BMC Evolutionary Biology 11, 256 (2011) . 

4) “Combined effects of prevention and quarantine on a breakout in SIR model.” Fuminori Kato, 

Kei-ichi Tainaka, Shogo Sone, Satoru Morita, Hiroyuki Iida and Jin Yoshimura, Scientific Reports 1, 

doi:10.1038/srep00010 (2011) . 

5) “Life Cycle Replacement by Gene Introduction under an Allee Effect in Periodical Cicadas.” Yukiko 

Nariai, Saki Hayashi, Satoru Morita, Yoshitaka Umemura, Kei-ichi Tainaka, Teiji Sota, John R. 

Cooley and Jin Yoshimura, PLoS ONE 6, e18347 (2011). 

 

国内学会発表  

２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 

 

＜管理運営＞ 

国際交流センター運営委員会の委員 

学科の外部評価実施委員 

 

【 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する。この 1 年で少し進展が見られたのでより現実的な応用を目指す。

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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専任・講師  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（3名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  学部全学科 1 年生を対象とした実習を担当するにあたり，学生に「自分の専門」と「他人の専門」

とを心の中で敷居をつくらせることなく，無地の状態で工学のあらゆる要素を体験してもらうこと

を 大の目標としている． 
  研究室の学生に対しては，「自灯明」の精神を持ってもらいたいとの思いから，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ている．  
 

＜授業担当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） 

 

＜業績・成果＞ 

指導学生の受賞・表彰 
・吉田憲弘（発表時修士 2 年） 日本音響学会 2011 年春季研究発表会 学生優秀発表賞 2011.9.21 
・原佳紀（修士 2 年） 平成 23 年度電気関係学会東海支部連合大会 奨励賞 2012.1.23 
 

【 研究 】 
＜目標＞ 

  空間の影響を考慮した音の高品質受音と再生に関する研究を進めている．前年度に情報学部の関

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志

向し，特に音場の個人化に関する研究を本格化させる． 
  

＜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の強化 
 セミブラインド音源分離を用いた測定法において，チャネル数の増加に対応した．  

（２）複数ユーザへの個別音像生成 
他ユーザへの干渉音（クロストーク）の大幅な抑圧に成功した． 

（３）スピーカアレーを用いた狭受聴領域形成 

聴空間の知覚と合成 
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アレー処理と信号処理を統合させることにより，所望の領域が形成できた． 
（４）少数個のスピーカを用いた音場再現 
 制御帯域によって制御点数を切り替えることにより，音質が向上した． 
 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表 

1) Yosuke Tatekura, Takahiro Koyano, and Kouji Ouchi, "Simultaneous measurement of multichannel 
room impulse responses using semi-BSS," Inter-noise 2011, Osaka, Japan, Sep. 2011. 

2) Yosuke Tatekura and Kosuke Kaji, "Sound souece separation with shaded microphone array," 10th 
International Conference on Global Research and Education (Inter-Academia 2011), Sucevita, 
Romania, Sep. 2011. 

 

国内学会発表 

1) 赤堀公平, 立蔵洋介, "複数ユーザに対する個別音像形成におけるクロストーク抑圧," 電気関係学

会東海支部連合大会, 三重大学, 2011 年 9 月 
2) 石本幸太郎, 立蔵洋介, "劣決定条件下の音場再現における制御点の切り替えを用いた再生品質

の改善," 電気関係学会東海支部連合大会, 三重大学, 2011 年 9 月 
3) 原佳紀, 立蔵洋介, "スピーカアレイと NBSFC による狭空間音場制御," 電気関係学会東海支部連

合大会, 三重大学, 2011 年 9 月 
4) 赤堀公平, 立蔵洋介, "複数ユーザへの個別音像生成におけるクロストーク抑圧手法の評価," 日本

音響学会春期研究発表会, 神奈川大学, 2012 年 3 月 
5) 原佳紀, 立蔵洋介, "スピーカアレイと NBSFC を用いたユーザ周辺における狭受聴領域の簡易制

御," 神奈川大学, 2012 年 3 月 
 

【 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 2011.4-7 

 ・ベトナム人留学生を研究生として受け入れ 2011.4-10 

 ・浜松市立飯田小学校ロボット講座 2011.6.16 

 ・浜松市立広沢小学校ロボット講座 2011.9.6-7 

 ・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 高大連携実験講座 

 ・「サイエンスカフェ in 浜松」の運営 

＜特筆事項＞ 

 外部資金獲得：科研費若手研究（B）「スピーカアレーを用いた同一空間への複数の音場生成」 

代表者 
 

【 今後の展開 】  

古い枠組みとして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「人類の利益」に対し，音情報処理の観点か

ら貢献することを目指す．そのためには，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． 
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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)，立蔵 洋介(講師) 

専任技術職員： 江藤 昭弘，水野 隆，永田 照三，戎 俊男，太田 信二郎，嶋田 陽子 

併 任 教 員： 平田 邦夫(機械工学科・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・講師)， 

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)，明山 浩(共通講座・教授) 

浜松 RAIN 房： 藤間 信久（共通講座・教授），藤田 晶子(学術研究員) 

【 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。 
 

＜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 19 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。 
 
2011.6.16（木）浜松市立飯田小学校 ロボット講座 124 名 
2011.7.28（木）浜松市理科研究部 研修会 37 名   
2011.8.10（水）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 
2011.9.6（火）浜松市立広沢小学校 ロボット講座 64 名 
2011.9.7（水）浜松市立広沢小学校 ロボット講座 96 名 
2011.10.25（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－27 名   
 

創造教育支援部門 
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2011.11.8（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－27
名 

2011.11.12（土）－13（日）テクノフェスタ in 浜松「ロボットを体験しよう！」312 名（土），331
名（日） 

2011.11.15（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－

27 名 
2011.11.17（木）静岡大学教育学部附属浜松中学校 2 年生 2 クラス ロボット講座 ロボットを使っ

た計測・制御 80 名 
2011.11.29（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 
2011.12.21（水）－22（木）工学部学生対象社会人力育成講座 LabVIEW 講習 12 名   
2012.1.24（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－27
名 

 
著書 

・工学基礎実習としてのメカトロニクス 2012 藤間 信久他，学術図書出版社(2012). 
・デジタルを学ぶ ロボット中級講座 改訂第二版 戎 俊男他，静岡学術出版(2012). 
 
【 その他の項目 】 
＜特筆事項＞ 

外部資金・プロジェクト 

・平成 23 年度教育研究プロジェクト推進経費(400 千円) 
・平成 20－22 年度まで科学技術振興機構地域の学び舎事業で

あった「ものづくり理科地域支援ネットワーク：浜松 RAIN 房」

を 23 年度から静岡大学・浜松市・浜松商工会議所連携事業と

して自立化させた(12000 千円/年)。 
・科学技術振興機構未来の科学者養成講座「浜松ダヴィンチキ

ッズプロジェクト」(H.23-25)採択(10000 千円/年) 

 

＜社会連携＞ 

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。 
浜松市生涯学習課と連携し、「公民館等講座支援事業」実施。 
主な主催事 
2011.8.6（土）･7（日）静岡かがく特捜隊夏まつり in 浜松 7 講座出展 
2011.11.12（土）･13（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 
2011.11.19 (土)・20(日) 「ものづくり浜松～タッチ&トライ」 2 講座出展 
2012.1.28（土）第 4 回浜松 RAIN 房講演会 「君たちにもできる！～身近な自然の再生～」 
2012.2.19（日）浜松 RAIN 房成果発表会 in ロボットコンテスト 4 講座出展 

連携自治体：浜松市、磐田市、湖西市、袋井市、森町 

参加機関数：88 機関（2012.3.13 現在） 

 

 

【 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。 
 ダヴィンチキッズプロジェクトへのものづくりダヴィンチ（ものづくりプログラム）の参加と支援。 
 浜松市立中部中学校および附属浜松小中学校との理科・ものづくり連携。 
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専任・教授  東 直人 （AZUMA Naoto）   

次世代ものづくり人材育成センター創造教育支援部門  

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＞ 

教科書               

・「デジタルを学ぶ ロボット中級講座 改訂第二版」戎俊男他，静岡学術出版(2012). 
・「工学基礎実習としてのメカトロニクス 2012」藤間信久他，学術図書出版(2012). 
 

【 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類の作成 
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，実習テキストと参考テキスト

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 5/17，6/2・9・23，10/20・27，11/10 の計画・指導・実

施） 
・静岡県立浜松南高等学校（フィールドワーク活動 9/24,10/1・8・22・29，11/26 の計画・指導・実施） 

2) 小中高校生，教員，学生向け研修，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(2011.6.16) 
・浜松理科研究部研修会（小中学校理科教員研修会）開催(2011.7.28) 
・教員免許更新講習会講師(2011.8.10) 
・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 9/6・7 
・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 10/25,11/8・15・29,1/24 
・LabVIEW 講習会－工学部学生・院生(2011.12.21~22) 

3) 出張授業 
・静岡県立浜松南高等学校 (2011.9.24) 

 

＜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：「静岡大学における次世代ものづくり人材育成の取り組みについて」平成 23 年度静岡県工業教育

研究会全体研究協議会（2011.7.29） 

講演：「大学における研究とは」静岡県立浜松南高等学校（2012.3.5） 
 

【 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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２ 

 

 

 
      Machining Technology Division, Center for Creative Engineers, Shizuoka University 

URL http://gijutsubu10.eng.shizuoka.ac.jp/kosaku/（平成 24 年 4 月変更予定） 
 

【 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を目標としている。 
 

＜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（溶接） 実習風景（手仕上げ） 
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＜業績・成果＞ 

1) 委託作業及び先方作業 

 平成 23 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 332 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) 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458

件であった。 

2) 学生のものづくり課外活動支援 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 9 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 75 校のエントリー中総合第 24 位、本年度初の試みである EV 部門で完走す

るなどの成果を上げ、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 23 年度の工作技術部門見学は、20 団体 460 名であった。その概要を以下に示す。 

1) 中学関係:3 校(学生、教員合わせ 72 名) 

2) 高等学校:5 校(学生、教員合わせ 303 名) 

3) 大学関係:5 校(27 名) 

4) 浜松工業会：7 件(58 名)  

＜その他＞ 

1) 平成 23 年 11 月 12・13 日、テクノフェスタ「お

もしろ実験」(参加者 96 名、見学者 637 名) 

2) 平成 23 年 7 月 29 日、教育学部浜松附属中学校 2

年生対象『ものづくり体験授業』39 名（右写真参照）

本企画は本年度初めての試みで、次年度以降も発展継

続させてゆく予定である。 

【 今後の展開 】  
 本部門の活動を広く周知すると共に、全学的に実験装置や器具試作の受託拡大を目指してホームペ

ージの全面リニューアル作業を進行しており、平成 24 年 4 月に運用を開始する予定である。 

 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、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。このような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）を行

うため、静岡文化芸術大学、静岡理工科大学との連携教育の構築をめざした協議を開始している。ま

た CCE 地域連携部門と共同で企業 OB による金型製作実践講座の試行授業を実施するとともに、樹

脂成型技術学習のためのテキストを構築しており、平成 25 年度実施予定の工学部改組に合わせて工

学部カリキュラムへの導入を目指している。 
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地域連携部門 

２ 

 

 

 

     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（HDM）

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 23 年度は、「鍛造コース+MOT コース」、養成目標 7 名に対して 8 名を、 

「板成形コース+MOT コース」、養成目標７名対して、5 名を養成した。 

14 名の受講生に対し、4 月から 10 月にかけて、「鍛造コース＋MOT コース」は、32 日間 84.5

地域連携部門 
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次世代ものづくり人材育成センター 

地域連携部門 

コマ、「板成形コース+MOT コース」は、31 日間 90.5 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、10 月 15 日に中間評価を実施し、 

12 月 17 日と 1 月 29 日に修了認定課題発表会を実施した。 

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 23 年度は、受講者 23 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、以下の静岡大学が管理法人として 2 件が活動中です。 
「連続炭素繊維を骨格とした長繊維入熱可塑性 CFRP 射出成形技術開発」 
「超薄膜導電性材料(CFRP 等)を層間ラミネートする多層ブロー成形技術の開発」 
詳細は、守秘義務のため、省略します。 

５．次世代ものづくり人材育成センター（CCE）を支援する「ものづくり知恵袋倶楽部」 
ネットワークを構築中です。 
１）小中高生向けの理科教育プログラムの支援 
  ものづくりダビンチキッズプログラムを開講 

11 月 26 日から月 1 回～2 回試行中 
  >浜松地域の企業退職者 6 名が実践中 
 
２)工学系学生向けの機械工作実習の支援 
  樹脂成形金型設計プログラムの開発の試行 
  >浜松地域の金型製造業経験者 2 名のよる 

試行講義を行った。 
 

＜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 
 
＜社会連携＞ 

 スズキ(株)・ヤマハ発動機(株)、FCC(株)様との包括提携継続中 
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 
との協力体制維持 

 
【 今後の展開 】  

地域連携部門は、開設 2 年目に入り、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、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 ）「ものづくり知恵袋倶楽部」

を、試行中の 2 つのプログラムを継続することで構築していきます。 
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技術部 

 

２ 

 

 

 
Division of Technical Service 

 

【 技術部組織構成 】  

技 術 部 長： 佐古 猛（物質工学科・創造科学技術大学院 教授） 

技   術 長： 河合 秀司（技術専門員） 

副 技 術 長： 水野 保則（（技術専門員） 

 

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 支援室とプロジェクトグループの体制になった。今回の活動報告は、ものづくり・分析支援室、学科

教育・研究支援室の 2 支援室とプロジェクトグループにおける活動を報告する。 

＜目標＞ 

  平成 23 年 4 月より、業務として技術相談を行う。また、平成 24 年度から技術部組織が全学

技術部となるため業務などが支障が無いように移行を進める。 

 

＜業績・成果＞ 

支援室技術職員は、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 2011 年度（4 月から 1 月まで）活動状況である。  

(1) ものづくり・分析支援室 人員：室長 1、グループ長 3、室員 14 

① 創造教育・地域貢献グループ(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 装置開発グループ(7 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) 

技術部 
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技術部 

 

9) 各種試験監督補助(定期試験、センター試験など) 

③ 情報・分析グループ 人員(5 名) 

1) 工学部ホームページの更新に関わる業務  

2) 文書管理システム DocuShare の管理業務 

3) Web サーバにかかわる業務 

4) 技術部にかかわる業務 

5） 共同利用機器センターにおける測定サポート及び担当機器のメンタナンス業務 

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) 

 

(2) 学科教育・研究支援室 人員：室長 1、グループ長 3、室員 15 

   機械工学、電気電子システム、物質・共通講座グループも以下に示す業務を行う。 

1) 工学部 4 学科の専門実験の指導および補助 

2) 教員研究室の支援業務(研究補助、計測機器・装置などの保守管理) 

3) 各学科の事務(就職、会計など)、建物管理 

4) 理系基礎専門実験(物理・化学)の指導および補助 

5) 各種試験監督補助および事務業務(選抜試験、定期試験、センター試験など) 

 

(3) プロジェクトグループ 人員：グループ長(副技術長兼務)1、室員 4 

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) 

 

【 教育 】  

＜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) 

 

  2011 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 

戎 俊男 制御回路基板によるプログラム実習 11 名 

岩澤 充弘 MIG・TIG 溶接機によるアルミ材料の溶接 12 名 

大橋 和義 ELSA を利用した抗原－抗体反応実験 4 名 

山口 卓士 3 次元 CAD ソリッドワークスの活用 10 名 

全学研修 

  講演題目：組織マネジメントから考える技術職員 

  講演者 ：勇木義則 広島大学技術センター技術統括 

 会場  ：浜松キャンパス総合研究棟 10 階会議室、静岡キャンパス理学部 D 棟中会議室 

(2) 技術発表（技術開発などの成果の発表） 
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技術部 

 

① 学内技術報告会(年 1 回発行の｢技術報告｣に掲載) 

 2011 年度発表題目および発表者名 

発表者名 発 表 題 目 

石田 敬三 研究室内 LAN とパソコンの運用について 

水野 隆 工学基礎実習において使用する資料の作成 

増田 健二 大気汚染物質の光学的リモートセンシング法の開発 

 

② 技術研究会 

発表者名 発 表 題 目 研究会名 

戎 俊男 工学部学生を対象としたフィールドワーク実習への技

術支援について 

実験・実習技術研究

会 

増田 健二 物理実験の教材開発と技術職員の指導研修の取組

み 

実験・実習技術研究

会 

後藤 克嘉 走査型電子顕微鏡の低真空分析習得への取り組み 機器・分析技術研究

会 

 

③ 他大学での技術報告会 

発表者名 発表題目 大学名 

磯谷 章 形彫り放電加工を利用した曲り穴加工 名古屋工業大学 

江藤 昭弘 静岡大学技術部全学組織化について 三重大学 

黒川 正明  岐阜大学 

 

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。 

 

【 今後の展開 】 

  平成 24 年度 4 月から静岡大学技術部として発足する。その組織は、静岡分室、浜松分室に

なり、静岡分室は、教育研究支援部門、フィールド支援部門、浜松分室は、共同研究支援部門、

情報支援部門、教育支援部門、ものづくり地域貢献支援部門、プロジェクト安全支援部門となる。 
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            研究プロジェクト 

 
 

ポリマー材料規格試験の開発 
平成 23 年度活動報告書 

 
プロジェクトリーダー  松本 隆宇   工学部 電気電子工学科  

 
 
１.プロジェクト概要 

 シリコン材料を外被材料に用いたポリマーがいしは磁器がいしに比較して軽量であり、表面に撥水性を有する

事から、優れた汚損耐電圧や耐震性能が期待されている。ポリマーがいしはその名の通り外被材料に高分子有機

物を使用しているため、磁器がいしと異なり、各種放電との相互作用により表面性能の劣化・材料の損耗が生じ

るので、“寿命”という概念が必要になる。しかしながら、我が国では試用実績が少なく、諸外国では厳密な汚損

絶縁設計技術への要求レベルが我が国より低いなどの理由によって、寿命に影響する種々のファクターの分析が

現在までの所不十分であり、その結果、各種の試験規格のうち、材料要求される表面性能の一部と寿命に関する

規格が制定されていない。本研究では、放電と材料との相互作用を調査するための試料作成法、試験法、試験条

件などについて研究する。それらの成果を元に、試験規格としての提案を目指す。 

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     准教授   松本 隆宇   規格化作業の情報収集、試料作成法、試験電極の開発 
 電気電子工学科     教授    道下 幸志   高電圧現象に関する試験条件の決定 
 電気電子工学科     准教授   関川 純哉   放電現象、放電条件の特定 
 電気電子工学科     教授    犬塚 博    計測データ処理技術の開発 

３．活動報告 

・平成２３年 8 月 9 日～8 月 11 日に開催された“がいしセミナー”に大学院生、卒研生とともに松本が参加し、学生

による研究発表、ポリマーがいし使用上の課題について発表討論した。 

・実際の使用条件に近い状況での、汚損物付着を人工的に再現できる、図１に示す“がいしの風送型人工汚損装置”を

作成した。 

・電極配置・試料配置を工夫し、

電気学会調査専門委員会配

布の標準試料を用いて作成

した汚損面上に、長時間安定

した火花放電（図２）や、電

流数ｍＡの汚損部分アーク

放電（図３）を発生させる事

に成功した。その結果、火花

放電のみ（約 250万回の放電）

でも、微小な質量損耗（図４）

が生じる事を確かめた。             図１ 作成した“がいしの風送型人工汚損装置” 

 

 

 

 

 

 
 
 

 図２ 汚損試料面上の火花放電    図３ 汚損試料面上の部分アーク放電  図４ 火花放電による微小エロージョン 

光 
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            研究プロジェクト 

 
 

新規グラフェン製造法 
平成 23 年度活動報告書 

 
プロジェクトリーダー  孔 昌一   工学部 物質工学科  

 

1. プロジェクト概要 

本プロジェクトでは、無毒で環境に優しくかつ従来よりも低温（例えば 500℃以下）下でのグラフェン製造法の開

発することを目的とし、実際に超臨界流体技術を用いた低温下におけるグラフェン新規製造法の確立するための

技術開発を行う。酸化グラフェンを超臨界状態でアニールによる還元処理を行う。そこで、超臨界流体の種類及

び pH 制御の検討も行う。還元過程で超臨界処理により、酸素が取られ、炭素原子間に sp2-sp2分子構造が再構築さ

れ、π電子共役系が生み出される。理論上、この還元反応は温度が高ければ高いほど有利である。なお、実用の観

点から超臨界加熱処理は 500℃以下が望ましい。本プロジェクトでは、還元剤を用いないで 500℃以下の超臨界処

理のみでグラフェンの製造技術の開発を試みる。 
 
2. プロジェクトメンバー 

物質工学科       准教授  孔 昌一 
創造科学技術大学院・工学部物質工学科 教 授    佐古 猛 
 
3. 活動報告 

酸化グラフェン GO より還元により安定なグラフェンrGO 分散液の製造 

 

図 1 超臨界流体還元装置(一) 

 

図１には超臨界流体還元装置(一)、図 2 に作製した GO エ

タノール溶液とその溶液を 200 ℃、4 h で熱アニーリン

グ処理により得られた rGO の UV-Vis 吸収スペクトルを

示す。GO のエタノール分散液の 242 nm における吸収ピ

ークが、加熱処理後に得られた rGO では 274 nm へ赤方

シフトしていることがわかる。この長波長側へのシフト

は、熱アニーリング処理により、GO に結合していた酸

素などの官能基が還元により取り除かれ、rGO 内におけ

る電子共役系が復活し、グラフェンに還元されたからで

あると思われる。また、図 1 に付けた写真では、黄色の

GO から黒（原料であるグラファイトの黒色）の rGO へ

の変化が見られ、安定なグラフェン分散液が形成していることもわかる。 
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図2 GOエタノール溶液と200 ℃、4 hで熱アニーリング処

理により得られたrGOの UV-Vis吸収スペクトル 
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            研究プロジェクト 

 
GO 膜より rGO 膜の製造 

 
図 3 超臨界流体還元装置(二) 

 
 

図 3 には超臨界流体還元装置(二)、図 4 に GO 膜およ

びその超臨界二酸化炭素中で熱アニーリング処理（300 

◦C, 10 MPa, 5 h）により得られた rGOのX線回折（XRD）

分析結果を示す。rGO は約 25°において 0.36 nm の層間

距離（d 値）に弱く幅広い X 線回折ピークを示す。rGO

の d 値が元のグラファイトのグラフェン層の d 値(0.34 

nm)よりわずかに増加したことは、小量残存する酸素含

有官能基又は他の構造的欠陥の存在に起因すると考え

ることができる。一方、両者の d 値に近いことから、

作製した rGO が元のシート（グラフェン）に類似する

ことを示唆する。 

 

 

以上より化学的手法で適切に処理すれば地球上に豊富に存在しているグラファイトから比較的低温でグラフェンの作製

（溶液および膜）が可能であることが確認できた。 
 
学会発表 

鈴木 琢満, 池田 義仁, 王 宇, 孔 昌一 , 岡島 いづみ, 佐古 猛, 岩田 太: “高温高圧流体を利用したグラフェン作製法の

検討”, 化学工学会第 77 年会（工学院大学）, 3 月 15-17 日 2012 年(H208, 2012). 
 
外部資金獲得 
研究代表者 孔 昌一 
JST A-STEP 探索タイプ委託研究開発事業、課題番号: AS232Z01269B、課題名: 超臨界技術を活用した新規グラフェン製

造法の開発、H23-H24、1700 千円。 
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図4 GO膜およびrGO膜のX線回折(XRD)分析結果 
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宇宙空間で使用可能な光再構成デバイスの研究開発 
平成 23 年度活動報告書 

 
プロジェクトリーダー  渡邊 実   工学部 電気電子工学科  

 
 
1. プロジェクト概要 

 近年、宇宙システムに対し、長期に渡り使用可能な高性能集積回路の使用が期待されている。宇宙空間では

集積回路が高エネルギーの放射線に常時さらされることから、劣化し、故障することが多い。それ故に、故障時

に修復できる機能、また、長期使用の間に仕様変更ができる機能が求められる。近年では、メモリ内に回路情報

を蓄え、何度でも書き換えが可能な FPGA (Field Programmable Gate Array)が広く使用されており、地球上からリモ

ートで回路を書き換えられる宇宙組み込みシステムの実現への期待が大きい。しかし、宇宙空間の高エネルギー

放射線は、メモリ中の回路情報そのものを破壊することから、正しく回路状態を維持することが難しく、仕様変

更、故障対策のメリットがあるにもかかわらず、これまで、FPGA が宇宙衛星、ロケット等の基幹部品として使用

されることは無かった。 

 そこで、本プロジェクトでは宇宙線に対して極めて強い耐性を有する光電子融合型のプログラマブルデバイス

の開発を目指している。この光電子融合型のプログラマブルデバイスの基本的な機能は FPGA と同じであるが、

光による並列書き込みによりナノ秒での回路実装が可能であることと、宇宙放射線によってダメージを受けた回

路情報を用いて正しく回路を実装できる特徴を持つ。 

 

2. プロジェクトメンバー 

  渡邊実（電気電子工学科）、大坪順次（システム工学科） 

 

3. 活動報告 

 これまでに位相ホログラムを用いることで、回路情報の35%がダメージを受けたとしても、正常に回路のプログ

ラムが可能であることを実証してきた。また、現在までに、本デバイスに不可欠なレーザアレイの故障モードを

解析し、致命的な故障モードも含め、全ての故障モードから復旧できることを実証した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    図１：光学試験の様子      図２：ホログラムパターン（左からオリジナル、20%、35%欠損） 

 
成果発表 

ジャーナル誌・査読付き国際会議論文 

[1] Ogiwara, M. Watanabe, T. Mabuchi, F. Kobayashi, "Holographic polymer-dispersed liquid crystal memory for optically reconfigurable 
gate array using subwavelength grating mask," Applied Optics, Vol. 50, Iss. 34, pp. 6369–6376, Nov., 2011.  

[2] T. Watanabe, M. Watanabe, "Robust holographic storage system design," Optics Express, Vol. 19, No. 24, pp. 24147–24158, Nov., 
2011. 

[3] S. Kubota, M. Watanabe, “A four-context programmable optically reconfigurable gate array with a reflective silver-halide holographic 
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memory,” IEEE Photonics Journal, Vol. 3, No. 4, pp. 665–675, Aug., 2011.  

[4] M. Nakajima, M. Watanabe, “Fast optical reconfiguration of a nine-context DORGA using a speed adjustment control,” ACM 
Transaction on Reconfigurable Technology and Systems, Vol. 4, Issue 2, May, 2011. 

[5] T. Watanabe, M. Watanabe, "Triple module redundancy of a laser array driver circuit for optically reconfigurable gate 
arrays," International Workshop on Applied Reconfigurable Computing, CUHK, Hong Kong, March, 2012. 

[6] Y. Nihira, M, Watanabe, "Mono-instruction computer on a dynamically reconfigurable gate array," Workshop on 
Synthesis And System Integration of Mixed Information technologies, pp. 66-70, Beppu, Japan, March, 2012. 

[7] Y. Kamikubo, M. Watanabe, S. Kawahito, "A full dynamically reconfigurable vision-chip system including a 
lens-array," Workshop on Synthesis And System Integration of Mixed Information technologies, pp. 272-277, Beppu, 
Japan, March, 2012. 

[8] Y. Yamaji, M. Watanabe, "Binary MEMS optically reconfigurable gate array for an artificial brain system,"     
International Symposium on Artificial Life and Robotics, Beppu, Japan, Jan., 2012. 

[9] Y. Torigai, M. Watanabe, "Triple module redundancy scheme on an optically reconfigurable gate array,"     
International SoC Design Conference, CD-ROM, Jeju, Korea, Nov., 2011. 

[10] A. Ogiwara, M. Watanabe, F. Kobayashi, "Holographic memory formed by multi-context reconfiguring for optically 
reconfigurable gate array," MICROOPTICS CONFERENCE, H-39, Sendai, Japan, Nov., 2011. 

[11] R. Moriwaki, M. Watanabe, A. Ogiwara, F. Kobayashi, "Multi-context optically reconfigurable gate array using a 
polymer-dispersed liquid crystal holographic memory," MICROOPTICS CONFERENCE, H-46, Sendai, Japan, Nov., 
2011. 

[12] S. Kubota, M. Watanabe, "Full liquid crystal spatial light modulator writer system for a programmable optically 
reconfigurable gate array, " MICROOPTICS CONFERENCE, H-47, Sendai, Japan, Nov., 2011. 

[13] Y. Yamaji, M. Watanabe, "A 144-configuration context MEMS optically reconfigurable gate array," IEEE International 
SOC Conference, CD-ROM, Taipei, Taiwan, Sep., 2011. 

[14] T. Watanabe, M. Watanabe, “Dependable optically reconfigurable gate array with a phase-modulation type 
holographic memory,“ International conference on Field-Programmable Logic and its Applications, pp. 34 -37, Chania, 
Crete, Greece, Aug., 2011. 

[15] A. Gundjalam, M. Watanabe, "Dynamic reconfiguration on a dynamically reconfigurable vision-chip architecture,"    
International Conference on engineering of reconfigurable systems and algorithms, CD-ROM, July, 2011. 

[16] H. Nakada, M. Watanabe, S. Kawahito, “Parallel Template Matching Operations on a Dynamically Reconfigurable 
Vision-Chip Architecture,” IEEE Northeast Workshop on Circuits and Systems, pp. 205-208, Bordeaux, France, June, 
2011. 

[17] T. Mabuchi, M. Watanabe, A. Ogiwara, F. Kobayashi, "Optically reconfigurable gate array with a polymer-dispersed 
liquid crystal holographic memory," NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems, pp. 44-49, California, 
USA, June, 2011. 

[18] S. Kubota, M. Watanabe, “A MEMS writer system embedded for a programmable optically reconfigurable gate array, 
“ International Workshop on Highly Efficient Accelerators and Reconfigurable Technologies, pp. 130-135, London, 
United Kingdom, June, 2011. 

[19] R. Moriwaki, M. Watanabe, “A configuration speed acceleration method for a sequential circuit using a negative logic 
implementation,” IEEE International Conference on Space Optical Systems and Applications, pp. 213-217, Santa 
Monica, USA, May, 2011. 

[20] T. Watanabe, M. Watanabe, “A 16-laser array for an optically reconfigurable gate array,” IEEE International 
Conference on Space Optical Systems and Applications, pp. 255-260, Santa Monica, USA, May, 2011. 

[21]  Y. Aoyama, M. Watanabe, “Reduction method of refresh cycles for a dynamic optically reconfigurable gate array,     
IEEE Symposium on Low-Power and High-Speed Chips, CD-ROM, Yokohama, Japan, April, 2011. 

 

招待講演 
[1] M. Watanabe, "Dependable optically reconfigurable gate array," 2012 International Workshop on Advanced Nanovision Science, pp. 

47-50, Jan., 2012. 
[2] M. Watanabe, "Novel dynamic module multiple redundancy for optically reconfigurable gate arrays," IEEE International Midwest 

Symposium on Circuits & Systems, CD-ROM, Seoul, Korea, Aug., 2011.  
 

国内学会発表 

13件 
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物理洗浄技術 
平成 23 年度活動報告書 

 
プロジェクトリーダー  真田 俊之   工学部 機械工学科  

 
 
1. プロジェクト概要 

 本プロジェクトでは，近年の規制により大幅に導入されている物理洗浄技術に関して，その詳細メカニズム

を解明すると共に，その物理的作用を制御することで，地球環境にも労働環境にも優しい洗浄技術の開発を行う

ことを目的としている．洗浄メカニズムの解明においては，代表的な物理洗浄技術（超音波，二流体ジェット，

ブラシ）の詳細物理を調査すると同時に，問題となっている微細孔の濡れ特性を明らかにする．また，物理洗浄

を制御するというチャレンジでは，対象物の温度や流体の混合比率を変化させることにより，対象物に与える物

理的作用の制御を目指す．本年度は立ち上げとして，本プロジェクトに賛同していただける企業集めや基礎解析

を行った． 

 

2. プロジェクトメンバー 

 工学部 機械工学科 真田 俊之，益子 岳史 

 工学部 システム工学科 横嶋 哲 

 

3. 活動報告 

本プロジェクトに関する研究成果発表 

■ 投稿論文 （真田３件，益子＆真田共著１件） 

■ 国際会議発表（真田２件，益子＆真田共著１件，横嶋＆益子共著３件（そのうち１件は招待講演）） 

■ 国内会議発表（真田１件，真田＆益子共著４件（そのうち１件は招待講演），横嶋＆益子共著１件） 

 

外部企業との関連 

■ 二流体ジェット洗浄 

 太陽電池および LED 製造工程向け洗浄装置を開発している企業と共同研究．蒸着膜の剥離メカニズムについて

調査すると共に，さらなる発展のためノズル開発を行った． 
 本年度より，住宅設備機器製造メーカーと家庭用二流体洗浄装置に関する共同研究を開始．共同で浜松テクノ

ポリス推進機構からの補助金の助成を受けると共に，様々な被洗浄物における洗浄機構の調査を行った． 
■ ブラシ洗浄 

 CMP 後のブラシ洗浄の基礎解析について，本年度より受託研究を受ける．来年度以降共同研究へと発展させる

予定．高分子ブラシと被洗浄物との化学的特性と洗浄性能や摩擦係数などの調査を行った．  
■ 単相ジェット洗浄 

 非接触サイクロン式の洗浄方法の確立をめざし，共同で外部資金の獲得を目指し，経済産業省サポーティング

インダストリー（真田が副代表統括）の獲得．今後詳細メカニズムの解明と実用化を目指す．  
 
学会等での活動 
 真田が，応用物理学会，界面ナノ電子化学研究会（半導体デバイス製造工程におけるウェット洗浄技術の研究

会）の委員長に就任．洗浄技術に関する 2 回の講演会や 1 回の技術者育成セミナーを行った． 
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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 23 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。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である。本プロジェクトでは、テーラーメイ

ド光治療等を目指し、光増感剤の DNA による活性制御と酸素に依存しない作用原理の実現を中心としている。 

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これまで不明であったメカニズムの解明を中心に、主に次の基礎研究を進めた。 
1) DNA 結合性光増感剤の活性制御： DNA による光増感剤の活性制御機構の研究で、これまでに詳細が不明であった

DNA 塩基配列の効果を分光学的な手法で明らかにした。特に、DNA 塩基のグアニンは、治療における重要なターゲッ

トであるが、光増感剤の活性抑制効果も示すことを定量的に明らかにした。 2) 電子移動機構を利用した光線力学的療

法用光増感剤： ポルフィリン P(V)錯体を合成し、新規機構(電子移動)と従来機構（活性酸素生成）がタンパク質損傷に

寄与する割合を定量的に決定した。また、タンパク質損傷の機構を生成物分析と分光学的手法でこれまでよりも詳細に

明らかにした。さらに、ポルフィリンの立体障害がタンパク質損傷に及ぼす効果についても評価した。 
これらの成果は、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。 
印刷発表（学術論文） 

1) “Control of singlet oxygen generation photosensitized by meso-anthrylporphyrin through interaction with DNA”, Photochem. 
Photobiol. Vol. 87, pp. 833-839(2011). 

2) “Photo-oxidation of protein by fluorinated diethoxyphosphorus(V)porphyrin”, Photomed. Photobiol. Vol. 33, pp.63-64, 
(2011). 

その他、掲載決定 2 件 

口頭発表（国内および国際学会、招待講演含む） 
（1）第 21 回日本光線力学学会学術講演会（1 件）、(2) 第 33 回日本光医学・光生物学会（1 件）、（3）2011 年光化学

討論会（2 件）、（4）第 5 回バイオ関連化学シンポジウム（3 件）、（5）日本化学会第 92 春季年会（1 件）、(6) Shizuoka University 
International Symposium 2011 (1 件)、（7）The 8th Korea-Japan Symposium on Frontier Photoscience-2011（2 件、内 1 件は招

待講演） 
執筆（専門書） 

今年度は、著書執筆の機会に恵まれ、英文専門誌に光線力学的療法に関する章を執筆し、啓蒙活動の一環とした。 

1) “Deuterium effect on the photosensitized biomolecules damage via singlet oxygen generation”, in “Advances in Chemistry 
Research. Volume 10” ed. by James C. Taylor, Nova Science Publishers, New York, ISBN: 978-1-61324-018-2, Chapter 16, 
pp. 429-437(2011). 

2) “Protein oxidation through oxygen-independent mechanism by P(V)porphyrin photosensitizer”, in “In Hope of Going over 
the Present Clinical PD and PDT” ed. by Norio Miyoshi and Roy H. Pottier, 三惠社 , Nagoya, ISBN: 
978-4-88361-883-5-C3047, Chapter 4, pp. 40-50(2011). 

3) “Photocatalyzed singlet oxygen formation by titanium dioxide and its phototoxic effect”, 同上, Chapter 5, pp. 51-62(2011). 
4) “Development of DNA selective porphyrinoid photosensitizer”, 同上, Chapter 6, pp. 63-75(2011). 
その他に光線力学的療法に関する印刷中の著書 3 件 
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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 23 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，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・開発することを目的としている．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顕微イメージング技術の開発を目指す． 
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（現東京大学工学部）    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 

CG 分野で利用されるデジタルリフォーカスイメージング手法を光学顕微鏡に応用し，マイクロ形状計測のため

の 3 次元光学顕微鏡を提案した．さらに，空間サンプリング（マイクロレンズアレイ）による空間分解能の劣化

をサブピクセル超解像で補うことを考え，超解像デジタルリフォーカス顕微鏡を開発した．この手法により得ら

れた高解像度イメージスタックに対してウェーブレット変換を用いた合焦判定により 3 次元データを抽出した．

提案手法により，高速かつ高解像度なナノ・マイクロ 3 次元形状測定が期待できることを示した．形状処理手法

に関しては不均一多重解像度モデルを提案しており，開発した装置や他の顕微鏡から得られたデータの合成処理

とともに，有効性を検証する． 

工学部プロジェクト主催として3回のセミナー講演会を開催した．本プロジェクトに関連する研究の最新動向の把

握を行うとともに，講演会前後の研究打ち合わせやラボツアーにおいて本研究に対する意見を伺った． 
 第2回ModelingNano研究グループセミナー講演会 

日時と場所： 2011年 6月17日（金） 16:30～17:30，総合研究棟 10F 会議室 
演題： 計測データに基づく３次元モデル生成 － 作業環境や生活空間のデジタル化 － 
講師： 増田 宏  准教授（東京大学大学院工学系研究科） 

 第3回ModelingNano研究グループセミナー講演会 
日時と場所： 2011年 10月25日（火） 16:30～17:30，総合研究棟 10F 会議室 
演題： C and S-Shaped transition curve and its applications 
講師： Prof. Jamaludin Bin Md Ali（マレーシア科学大学） 

 第4回ModelingNano研究グループセミナー講演会 
日時と場所： 2011年 12月5日（月） 16:30～17:30，総合研究棟 23教室 
演題： 三次元形状類似検索と時系列データマイニングの研究事例 
講師： 青野 雅樹  教授（豊橋科学技術大学） 

   
工学部プロジェクト主催第2回～第4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（戸田グループ）研究会 
平成 23 年度活動報告書 

 
プロジェクトリーダー  戸田 三津夫   工学部 物質工学科   

 
 
1. プロジェクト活動概要 

 

2. プロジェクトメンバー 

3. 活動報告 

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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新聞報道 

 

 

 
掲載日 見出し 紙名 

平成 23 年 4 月 21 日（木） 静大工学部と磐田南高の教育研究 
連携協定５年延長 

静岡新聞 

4 月 28 日（木） 「佐鳴湖浄化」活動７年の記録発行 
汚濁メカニズム解明へ 

静岡新聞 

4 月 29 日（金） 卓越研究者と若手重点研究者を選定 
静大発の研究成果を増進する 

中日新聞 

5 月 27 日（金） 塩分含むがれき燃料化 震災被災復旧静岡大が技

術開発  「亜臨界水」で有機物分解 
中日新聞 

5 月 27 日（金） がれきやごみ燃料化 静岡大の佐古教授ら 
石炭並み発熱量 「被災地で活用を」 

静岡新聞 

5 月 31 日（火） 次世代ものづくり人材育成センター（静岡大浜松） 
技術者の卵実習いそしむ 

中日新聞 

6 月 16 日（木） 三猿南信大学シンポ開催へ連携推進会議本年度

事業計画承認 
静岡新聞 

6 月 25 日（土） 「全ての生命が安心して暮らせる未来づくりへの貢

献」を理念に、環境問題への調査研究に果敢にア

プローチする静岡大学工学部。 

中日新聞 

7 月 3 日（日） 浜松キャンプで心の休息 
被災親子招待静大生ら企画 

中日新聞 

同上 理科研究楽しみ  静岡大の育成プロジェクト  
小中生１１人参加 浜松   

静岡新聞 

7 月 7 日（木） 窓辺（第１回目） 起業家のロールモデル 静岡新聞 

7 月 9 日（土） 震災のストレス浜松で癒して  
夏休みに被災者親子招待 

静岡新聞 

7 月 12 日（水） 大学と行政が共同授業 中区で県西部高等教育ネ

ットが会合 １０月８日スタート「人間と環境」テーマ 
静岡新聞 

7 月 14 日（木） 窓辺（第 2 回目） 仕事をするなら将校になれ 静岡新聞 

7 月 21 日（木） 窓辺（第 3 回目）インターネットとワークライフバ
ランス 

静岡新聞 

7 月 28 日（木） 窓辺（第 4 回目）社会人が学ぶということ 静岡新聞 

7 月 31 日（日） 理系の楽しさ女性にも 静大キャンパスでセミナー 
卒業生中高生にアピール 

静岡新聞 

同上 大発生！謎の素数ゼミ アメリカで 13・17 年に一度 中日新聞 

同上 アメリカで素数ゼミが大発生 素数ってふしぎ 朝日小学生

新聞 

8 月 5 日（木） 窓辺（第 5 回目）「学ぶ」「教える」の同時進行 静岡新聞 

8 月 8 日（月） ロボットや宇宙楽しく体験 浜松夏祭り閉店 
静岡かがく特捜隊 

静岡新聞 

8 月 11 日（木） 窓辺（第 6 回目）「浜松と大田区をブリッジング 静岡新聞 
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掲載日 見出し 紙名 

平成 23 年 8 月 18 日（木） 窓辺（第 7 回目）産業と雇用を創出して行く「地
域」へ 

静岡新聞 

8 月 25 日（木） 窓辺（第 8 回目）大田区町工場の多様性 静岡新聞 

8 月 30 日（火） 浜岡５号機海水流入で外部委設置 設備の点検、

健全性に意見 
中日新聞 

9 月 1 日（木） 窓辺（第 9 回目）本と絵と音楽に囲まれた子供
時代 

静岡新聞 

9 月 2 日（金） 仕上がり良好「目標は総合 V」 
学生フォーミュラー静大生チーム 

中日新聞 

9 月 7 日（水） マグネシウム火災防げ浜松地域事業化研究会 
取扱いや対処法学ぶ 

静岡新聞 

9 月 8 日（木） 窓辺（第 10 回目）地域価値とブリッジパーソン 静岡新聞 

同上 静大、静岡理工科大など参加目指せものづくり王者 

全日本学生フォーミュラー大会開幕 
中日新聞 

9 月 15 日（木） 窓辺（第 11 回目）今を生きる猫 未来を生きる
人間 

静岡新聞 

同上 “チーム浜工”技術発信電気科生徒が高精度装置 
漏電やショート異常を光で検知 

静岡新聞 

9 月 22 日（木） 窓辺（第 12 回目） 学習し進化し続けること 静岡新聞 

9 月 29 日（木） 窓辺（第 13 回目） 女性起業家とキャリアデザイ
ン 

静岡新聞 

10 月 2 日（日） 静大連携講座 初回 松尾工学部助教 
「再生エネ・省エネは両輪」電力確保在り方聞く 

中日新聞 

10 月 9 日（日） 
 

静大・中日新聞連携講座開講 「再生エネへの期待 
」工学部・松尾広伸助教「確実かつ着実に」 

新聞 

9 月 15 日（木） 窓辺（第 11 回目）今を生きる猫 未来を生きる
人間 

静岡新聞 

10 月 15 日（土） 県内大学教授招き講義の雰囲気体験 
 

静岡新聞 

10 月 24 日（月） 三猿南信サミット開幕 域内大学シンポ 
連携の意義探る 

静岡新聞 

10 月 27 日（木） 中東欧２学生両方で博士号 
複数学位授与制度が成果 

中日新聞 

10 月 28 日（金） ホンダ元役員招きものづくり講演会 
来月静大浜松 

静岡新聞 
 

11 月 3 日（火） 松菱の魅力記憶して 静大生が写真展企画 
中区で９日から ポスターや社員章も展示 

中日新聞 

11 月 5 日（土） 3.11 テーマ 静大・中日新聞連携講座  
「地域での絆作り大切に」 １２日に相原客員教授 

中日新聞 

11 月 6 日（日） 地域で世界で光る人材を 名古屋大学で国立大討

論 育成法 静大学長ら意見 
中日新聞 

11 月 6 日（日） おいしい食感の構造とは 食べ物を化学しよう 
  中区・静岡大で 来月 18 日講座 

中日新聞 

11 月 8 日（火） 浜松に眠る人材発掘 慶応大のプロジェクト 学生

が独自の視点で取材 
静岡新聞 

11 月 9 日（水） 
 

「偏光アート」使い授業 浜松学院高校中区の中桶

さん独自教材開発 大気汚染観測に期待 
静岡新聞 
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掲載日 見出し 紙名 

平成 23 年 11 月 11 日（月） 
 

明日から静大祭と「テクノフェスタ」 静岡新聞 

同上 
 

静大浜松キャンパステクノフェスタ開幕 
飛行機に夢中 

静岡新聞 
 

同上 科学技術の力体験静岡大浜松キャンパス親子連れ

でにぎわう きょうまでフェスタ 
静岡新聞 

11 月 15 日（火） 
 

来月 1 日にクリーンエネルギーセミナー 
静大工学部 

静岡新聞 

同上 
 

クリーンエネ考える講習会 来月中区で 
 

中日新聞 

11 月 18 日（金） 画像最新研究など発表 
高柳健次郎記念シンポ 静大浜松で始まる 

静岡新聞 

11 月 25 日（金） 
 

チュニジア在住の音楽家中区で演奏宮城なども訪

問 
中日新聞 

同上 
 

がん増殖抑制効果 「リン糖」利用し培養実験 
浜医大助教ら治療薬開発に期待 

中日新聞 

同上 
 

ビジネスに柔軟発想を 学生が学んだ知識 経営者

らとワークショップ アイデア提案、発表 静大でプラ

ンコンテスト 

中日新聞 

同上 
 

がん細胞増殖を抑制 低分子化合物 メカニズム解

明 静岡大 浜医大 
中日新聞 

11 月 26 日（土） 地域の人材育成探る 「静岡大イノベーションセンタ

ー」20 周年記念式 
中日新聞 

同上 「大学は匠養成を」 静大産学連携組織 20 周年
式典 人づくりで討論会  

静岡新聞 

11 月 27 日（日） まちなか若さ躍動「復興」「にぎわい」願い祭典 
浜松の六大学有志 

中日新聞 

同上 学生団結 街にぎわい 市内 6 大学が合同学祭 静岡新聞 

11 月 28 日（月） 学生アイデアコンテスト 静岡新聞 

12 月 4 日（日） 技術革新には人の改革必要 浜松の静大卒業生講

演 
中日新聞 

12 月 5 日（月） 
 

技術経営 魅力語る 静岡大浜松キャンパス OB講

師にフェスタ 
静岡新聞 

12 月 6 日（火） 
 

静大が「原子力防災」科目 来年度地域リーダー育

成 
静岡新聞 

12 月 15 日（木） 
 

春愁 創業者の堀内平八郎氏は、ブラウン管に「イ」

の字を映し出し「テレビの父」といわれる高柳健次郎

氏に師事した。 

日経新聞 

12 月 18 日（日） 
 

論文電子書籍化 5 万円で実現 静岡学術出版 
静岡大の教授や OB を中心につくる大学発 IT 企業 

静岡新聞 

12 月 19 日（月） 社説 静大の原子力教育 
中立性担保して継続を 

中日新聞 

12 月 22 日（木） 宇宙誕生計算で再現 静大と高エネ研が成功 中日新聞 

平成 24 年 1 月 10 日（火） 
 

全日本学生フォーミュラー大会 今年もエコパ開催 静岡新聞 

1 月 12 日（木） 油絵制作 10 年の集大成 
静大名誉教授秋山さん出版 詩画集「時のすきま」 

静岡新聞 

1 月 14 日（土） 永津院長を再任 静大創造大学院 静岡新聞 
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掲載日 見出し 紙名 

平成 24 年 1 月 19 日（木） エコカー最前線２ 静岡大サークル「SUMEV」 
ものづくり意義知る 

中日新聞 

2 月 20 日（月） 思わず手に汗ロボット対決 静大工学部生ら浜松で

コンテスト ものづくりの魅力 PR 
中日新聞 

2 月 23 日（木） 自慢のロボ自在に操れ 中区静大 1 年生コンテスト 静岡新聞 
 

2 月 29 日（水） ダヴィンチキッズプロジェクト 露木さん（飯田小）ら

成果披露   
静岡新聞 

 
3 月 2 日（金） 浜松から光届け 3・11 絆のキャンドル 1 万本 

大学生が企画 園児・児童 絵飾る 
中日新聞 

 
3 月 4 日（日） 静岡かがく特捜隊 第 5 期生 29 人が卒団 

静岡科学館来館者に実験を披露 
静岡新聞 

 
3 月 7 日（水） 3.11 絆のキャンドル 大学生有志が “復光”ナイト 

１万本浜松で点灯 
静岡新聞 

 
3 月 7 日（水） 静岡大、学内に海抜表示 津波対策「関心持って」 静岡新聞 

 
3 月 8 日（木） 静岡大が入賞 環境コミュニケーション大賞報告書 静岡新聞 

 
3 月 23 日（金） 「復興に寄与」と決意  

静岡大浜松地区１０００人余りが巣立ち 
静岡新聞 

3 月 27 日（火） 産学連携、地域に活力 挑戦の静岡の大学 
静大子ども集め理科教室 福祉大添乗員向け介護

資格 

日本経済新

聞 

3 月 29 日（木） 被災画家の作品展支援 浜松の NPO ポストカードを

販売 
静岡新聞 

3 月 31 日（土） 火災時、文化財を保護 ネットワーク設立 
県内の官民連携 

静岡新聞 
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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 97 件 

     交付額  25270 万円 

 

受託研究 受入件数 54 件 

受入額  47019 万円 

 

共同研究 受入件数 120 件 

受入額  11227 万円 
  （※複数年契約等で 23 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 

工学部を出身母体とする創造専任を含む） 
 

平成２３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 

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(B) 
桑原 義彦 

（電気電子工学科） 
病理診断を可能とする高速マイクロ波マンモグラフィ 

基盤研究(B) 
川田善正 

（機械工学科） 
深紫外光による表面プラズモンの励起とその応用に関する研究 

基盤研究(B) 
杉田 篤史 

（物質工学科） 

表面プラズモン支援型微小非線形光学素子の提案とナノフォトケミストリ

ーへの応用 

基盤研究(B) 
東郷 敬一郎 

（機械工学科） 

放電プラズマ焼結過程の解析法とチタン系生体適合傾斜機能材料の創

生技術の確立 
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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(B) 
岩田 太 

（機械工学科） 
アトリットルの精度を有するナノ微粒子・ナノ材料堆積システムの開発 

基盤研究(B) 
大岩 孝彰 

（機械工学科） 

ワークと工具間の６自由度相対運動計測と補正フィードバックによる超精

密機械システム 

基盤研究(B) 
野口 敏彦 

（電気電子工学科） 

マルチレベル電力変換器の新規トポロジー群創出と技術的枠組みの再

構築 

基盤研究(B ) 
井上 翼 

（電気電子工学科） 

紡績性ＣＮＴを用いた革新的ＣＮＴ構造体による新奇ナノカーボン素材

の開発 

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) 
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 

（電気電子工学科） 

光捕集色素クラスターで機能化されたハイブリッドコア・シェルナノ粒子

の開発 

基盤研究(C) 
坂田 肇 

（電気電子工学科） 

機械的に誘起された長周期グレーティングに基づくファイバレーザセン

シング 

基盤研究(C) 
長谷 隆 

（機械工学科） 
都市交通の信号制御とシミュレーション 

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 
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 研究種目 

審査区分 
研究代表者 研究題目 

基盤研究(C) 
中島 伸治 

（共通講座） 

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 
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 

若手研究（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 

若手研究（Ａ） 
松井 信 

（機械工学科） 

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 

若手研究（Ａ） 
間瀬 暢之 

（物質工学科） 

新規化学結合検出用蛍光センサーによる高活性有機触媒の開発：

偶然から必然への挑戦 

若手研究（B） 
古門 聡士 

（共通講座） 

電子伝導素子に代わるスピン波束伝播型局在スピン素子の理論的

研究 

若手研究（B） 
大橋 剛介 

（電気電子工学科） 

セマンティックギャップを軽減する対話型スケッチ画像検索へのデー

タマイニングの応用 

若手研究（B） 
羽多野 裕之 

（電気電子工学科） 

駐車支援に用いる広範囲監視のための複数アンテナを利用したレー

ダネットワークの検討 

若手研究（B） 
石橋 功至 

（電気電子工学科） 
協力マルチホップ伝送を用いた低消費電力無線ネットワークの研究 

若手研究（B） 
和田 忠浩 

（電気電子工学科） 

無線ネットワークのための多中継伝送に適した新しい再送制御方式

の提案 
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審査区分 
研究代表者 研究題目 

若手研究（B） 
王 龍標 

（システム工学科） 

マルチチャンネル最小二乗平均を用いた複数話者の発話に頑健なハ

ンズフリー音声認識 

若手研究（B） 
中野 貴之 

（電気電子工学科） 
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 

若手研究（B） 
島村 佳伸 

（機械工学科） 
天然繊維強化バイオマスプラスチックの疲労機構の解明 

若手研究（B） 
矢代 茂樹 

（機械工学科） 

短繊維強化プラスチックにおける成形プロセス・機械的特性の統一的

評価技術の構築 

基盤研究（Ａ） 
齋藤 隆之 

（機械工学科） 

極短パルスレーザー加工による多層屈折率光ファイバープローブの創

製 

基盤研究（Ａ） 
吉村 仁 

（システム工学科） 
周期ゼミの進化史とそのメカニズム 

基盤研究(B) 
小楠 和彦 

（システム工学科） 

カルコゲナイド細線導波路を用いた非線形光デバイスの開発とその応

用 

基盤研究(B) 
吉村 仁 

（システム工学科） 
短期的利益と長期的利益間の絶滅回避を巡る適応動態 

基盤研究(B) 
石原 進 

（システム工学科） 
リアルタイム画像カーナビのための効率的車々間データ配信技術 

基盤研究（Ｃ） 
泰中 啓一 

（システム工学科） 
格子ロトカボルテラ法による進化の研究 

基盤研究（Ｃ） 
佐古 猛 

(物質工学科) 

亜臨界水処理によるバイオマス＋プラスチック混合廃棄物のクリーン燃

料化 

基盤研究（Ｃ） 
竹内 康博 

（システム工学科） 
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 

基盤研究（Ｃ） 
喜多 隆介 

（電気電子工学科） 
ケミカルドーピング法を用いた超伝導薄膜のナノエンジニアリング 

挑戦的萌芽研究 
石原 進 

（システム工学科） 

自律移動困難な移動センサネットのための通信スケジューリング方式

の開発 

挑戦的萌芽研究 
山下 光司 

（機械工学科） 

がんの超早期発見・早期治療を可能にする複合機能化ＭＲＩ造影剤・

抗がん剤の基礎研究 

基盤研究(B) 
符 徳勝 

（機械工学科） 
強誘電体における量子効果による巨大物性制御 

若手研究（B） 
居波 渉 

（機械工学科） 
多成分蛍光寿命測定による細胞イオン濃度定量測定法の開発 
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審査区分 
研究代表者 研究題目 

若手研究（Ｂ） 
立蔵 洋介 

（電気電子工学科） 
スピーカアレーを用いた同一空間への複数の音場生成 

若手研究（Ｂ） 
山川 俊貴 

（電気電子工学科） 

形状記憶合金とＭＥＭＳ技術による低侵襲で広範・高密度な皮質脳波

計測技術の開発 

若手研究（Ｂ） 
松田 靖弘 

（物質工学科） 
高分子の界面分子運動が布の風合いに与える影響 

若手研究（Ｂ） 
平川 和貴 

（共通講座） 

電子移動で活性酸素機構を補完するがん光治療用ポルフィリンの開

発 

若手研究（Ｂ） 
藤井 朋之 

（機械工学科） 
構造材料の応力腐食割れ機構の解明と合理的寿命評価指針の確立 

若手研究（Ｂ） 
真田 俊之 

（機械工学科） 
ナノスケールパターンでの液体濡れ特性の解明 

若手研究（Ｂ） 
冨木 政宏 

（電気電子工学科） 

光誘起自己形成技術により作製された波長フィルタに基づく熱光学ス

イッチ 

若手研究（Ｂ） 
横嶋 哲 

（システム工学科） 
障害物による流れの遮蔽効果の解明：最適耐風設計を目指して 

若手研究（Ｂ） 
坂元 尚紀 

（物質工学科） 

三族窒化物微細単結晶をテンプレートとした無極性面量子井戸構造

の創製 

基盤研究（Ｃ） 
関谷 和之 

（システム工学科） 

先端最適化技術活用による信頼性と実用性向上を目指した非線形性

組み込みＤＥＡの構築 

基盤研究（Ｃ） 
安藤 和敏 

（システム工学科） 

最小費用全域木ゲームのＳｈａｐｌｅｙ値に対する近似アルゴリズムの開

発 

基盤研究（Ｃ） 
菊地 光嗣 

（共通講座） 
有界変動函数の空間における発展方程式の研究 

基盤研究（Ｃ） 
小林 健吉郎 

（物質工学科） 
非晶質酸化物のｐｎ制御とデバイスへの応用 

基盤研究（Ｃ） 
酒井 克彦 

（機械工学科） 

切削誘起トライボケミカル反応を利用した高生産性環境対応切削加工

法の開発 

基盤研究（Ｃ） 
伊藤 友孝 

（機械工学科） 

ポータブルＮＩＲＳ計測装置を用いた実利用型ブレイン・マシン・インタ

フェースの構築 

基盤研究（Ｃ） 
関川 純哉 

（電気電子工学科） 

アーク放電に接している電気接点表面の高速度分光撮影による接点

消耗過程の研究 

基盤研究（Ｃ） 
高橋 崇宏 

（電気電子工学科） 
反応プロセスを対象とした自動研究開発システムの開発 
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 研究種目 

審査区分 
研究代表者 研究題目 

基盤研究（Ｃ） 
金原 和秀 

（物質工学科） 

流れ場の毒性物質分解とバイオフィルム形成のシミュレーションとその

メカニズムの解明 

挑戦的萌芽研究 
渡邊 実 

（電気電子工学科） 
ＭＥＭＳ・ホログラムを用いたリアルタイム視覚情報処理システム 

挑戦的萌芽研究 
久保野 敦史 

（物質工学科） 
選択吸着を利用した蒸着重合法によるキラル分子薄膜の作製 

挑戦的萌芽研究 
間瀬 暢之 

（物質工学科） 
選択吸着を利用した蒸着重合法によるキラル分子薄膜の作製 

挑戦的萌芽研究 
川田 善正 

（機械工学科） 
ロール型多層高密度光メモリーに関する基礎研究 

挑戦的萌芽研究 
大岩 孝彰 

（機械工学科） 

表面弾性波の周期性を用いた直線・曲面変位および回転角度計測用

デジタル式エンコーダ 

挑戦的萌芽研究 
江上 力 

（電気電子工学科） 

ベクトリアル偏光干渉非線形レーザ顕微鏡によるナノ微粒子分光イメ

ージング 

挑戦的萌芽研究 
野口 敏彦 

（電気電子工学科） 
低電圧・大電流・高周波スロットレス超高速モータの開発 

挑戦的萌芽研究 
宮原 高志 

（システム工学科） 
極乾式メタン発酵法の創成～嫌気性真菌と嫌気性細菌の人工共生～

挑戦的萌芽研究 
脇谷 尚樹 

（物質工学科） 

２次元最密充填球殻構造を用いた磁気電気光学フォトニック結晶の作

製 

挑戦的萌芽研究 
須藤 雅夫 

（物質工学科） 
新規複極性膜による燃料電池のドライ運転 

挑戦的萌芽研究 
福原 長寿 

（物質工学科） 

亜臨界水とハニカム型構造体触媒による非食料セルロースの連続式

加水分解反応場の創製 

新学術領域研究 
永津 雅章 

（電気電子工学科） 

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 

基盤研究（Ｃ） 
近藤 淳 

（システム工学科） 
微小液滴マイクロリアクタのための音響流メカニズム解明 

若手研究（Ｂ） 
臼杵 深 

（機械工学科） 

アクティブな空間光制御による三次元超解像イメージングと欠陥形状

高速計測 
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