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はしがき  

 

本報告書は、平成24年度における、静岡大学工学部の教育及び研究活動をまとめたもので

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

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

研究資金に関するデータが紹介されています。 

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

標と共に記載されています。なお社会貢献や管理運営は、教育および研究が適切に実行さ

れるための重要な業務であるので、これらの項目も各教員の活動報告の中に設けました。  

 

報告書記載上の補足事項  

・ 報告書に活動状況を記載する教員は、平成24年5月1日に工学部専任教員及び工学部兼担教

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

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

とができないようになっています。  

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

究指導などの、研究室単位で実施する科目は記載を省略しています。また表中の「コマ数」

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

静岡大学工学部 

「教育研究活動報告書」2012年度版の発行によせて 
 
                          2012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」2012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、各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。今年度は、来年度初めの外部評価に

向けた自己評価書を作成して頂きました。本報告書を作成するために一年毎に整理したデータが

役に立ったのではないかと思います。この報告書も外部評価の参考資料として活用されることと

思います。 

 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（浜松分

室）、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（浜松分室）は学部全体および各学科研究室への技術提供を行うとともに、次世代ものづくり人材

育成センターに対する技術支援を行っている。企業との連携により設置している寄附講座（エンジン環境

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

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

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

程）におけるより高度な教育に結びついている。 
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機械宇宙コース  

エネルギー・制御コース  

材料科学コース  

化学システム工学コース  

System Engineering 系  

Information Technology 系  

機械知能コース  

情報・通信コース 

デバイス・光コース  

光電機械 系  

寄附講座 

共通講座 

工学部の組織 

技術部 （浜松分室） 

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。 

機械工学科 

  機械宇宙コース： 

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

に関する力学の他、環境に関する技術や航空・宇宙開発技術について学ぶ。 

 

  機械知能コース： 

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

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

産システム、フェールセーフ設計システム等について学ぶ。 

電気電子工学科 

 情報・通信コース： 

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

カルエレクトロニクスなどの最先端技術について学ぶ。 

 デバイス・光コース： 

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

どの最先端技術について学ぶ。 

 エネルギー・制御コース： 

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

ルギー発電などの最先端技術について学ぶ。 

物質工学科 

   材料科学コース： 

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

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

   化学システム工学コース： 

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

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

ぶ。 

システム工学科 

System Engineering 系パッケージ＊： 

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

Information Technology 系パッケージ： 

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

て学ぶ。 

光電機械系パッケージ： 

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

て学ぶ。 

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

に対応して設定したカリキュラムの科目群) 
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機械工学科 

 

機械工学科の教育研究活動状況（2012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，知能ロボット，メカトロニクス，生産加工分野を中心とする「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． 
本年度，JABEEの継続審査資料を作成し，継続審査を受審した．審査結果は来年度初頭に出る予定で，審査
結果を受けて認定書を作成・配布する準備を進めている．あわせて，JABEEの個別基準の改定に合わせた基準
の見直しを行い，2年後の継続審査のための確実で継続的な改善を進めている． 
 
(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，2011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．特に新任教員にも配布し，内容を十分理解頂くようにお願いしている． 
(4)連携大学院 
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機械工学科 

 

宇宙研究開発機構との連携によって宇宙関連機関で研究する機会を設け，学生の研究意欲の向上を図っている． 
(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．これらのものづくりサ
ークルには機械工学科の学生が多数参加しており，工学部から若干の資金の援助があるほか，機械工学科の
教員がそれぞれのサークルの活動に対し，指導・アドバイス等をしている． 
 
＜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，生物試料の高分解能観察のため

の光学顕微鏡の開発，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  
e-mail address: tmfiwat@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://tf2a14.eng.shizuoka.ac.jp/  

 

【 研究室構成 】  

教    員：岩田 太    

博士課程：  

修士課程：2年（3名）、1年（4名） 

学  部：4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 ○  複数担当（2人） 

科学と技術  学部2年(教養) 1 ○  複数担当（2人） 

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）ナノピペットを用いた細胞への試薬注入技術の開発 

  走査型イオン伝導顕微鏡のナノバイオ分野へのマニピュレーション技術開発を行った。 

（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微細立体造形技術の開発 

光マニピュレータを応用したナノ材料の局所的堆積法による立体造形と評価を行った。 

（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 

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。 

ナノ計測、ナノ加工、精密機器開発 
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機械工学科 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等             
1.  F. Iwata, Y. Mizuguchi, H. Ko and T. Ushiki:“A compact nano manipulator based on an atomic force 

microscope coupling with a scanning electron microscope or an inverted optical microscope” 
J Micro-Bio Robot 8 (2013) 25-32 

2. I. Ishisaki, Y. Ohashi, T. Ushiki and F. Iwata: “Nanomanipulator based on a High-speed Atomic Force 
Microscopy”Key Engineering Materials 516(2012) 396-401 

3. H. Nakao, S. Tokonami, T. Hamada, H. Shiigi, T. Nagaoka, F. Iwata, and Y. Takeda: “Direct observation 
of one-dimensional plasmon coupling in metallic nanofibers prepared by evaporation-induced 
self-assembly with DNA” Nanoscale, (2012) 4, 6814-6822 

4. T. Ushiki, M. Nakajima, M. Choi, S. J. Cho and , F. Iwata: “Scanning ion conductance microscopy for 
imaging biological samples in liquid: A comparative study with atomic force microscopy and scanning 
electron microscopy” Micron, 43 (2012) 1390–1398 

5. T. Takami1, F. Iwata, K. Yamazaki, J. W. Son, J. K. Lee, B. H. Park, and T. Kawai: “Direct observation of 
potassium ions in HeLa cell with ion-selective nano-pipette probe” J. Appl. Phys. 111 (2012) 044702 

6. S.  I to ,  K.  I to  and F.  Iwata:“Probe type micro magnet ic  manipulator  ut i l iz ing local ized 
magnet ic  f ie ld with closed loop magnet ic  path” In t .  J .  Nanomanufactur ing8 (1/2) 
(2012)161-172  

 
国際会議発表     

1.  F. Iwata, K. Yamazaki, K. Fukuda and T. Ushiki “Single-cell electroporation using a scanning ion 

conductance microscope.” International Conference on Nanoscience+Technology (France) 

その他 5 件  

国内学会発表  

・応用物理学会、精密工学会など、計 15 件 

特許出願・取得  

特許 5044290 号、発明者：岩田太、安武 正敏、中上卓哉、菊池修一、高岡 修 
名称：微細加工粉除去装置及び微細加工装置並びに微細加工粉除去方法 

 
【 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 2 件 招待講演など 2 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) 文部科学省科学研究費 基盤研究(B) (代表) 

2) 文部科学省科学研究費 基盤研究(B) (分担) ２件 

3) 戦略的創造研究推進事業（CREST タイプ）（分担） 

4) 企業との共同研究（2 社、2 件） 

受賞： 

1) 20th International Colloquium on Scanning Probe Microscopy Poster Award （石崎逸八） 

 

【 今後の展開 】  

  プローブ顕微鏡と電子顕微鏡複合装置のナノマニピュレータ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立体造形技術において機械物性評

価や電気物性評価を行う。その他企業との行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 

 

 

  

教授  大岩 孝彰 （OIWA Takaaki）        

機械工学科  （兼任： 創造科学技術大学院） 

専門分野： 精密機構，精密計測，精密位置決め  
e-mail address: tmtooiw@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://oiwa.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：大岩孝彰 

博士課程：2年（1名） 

修士課程：2年（3名）、1年（3名） 

学  部：4年（6名） 

連携教員：朝間淳一 准教授、寺林賢司 助教 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  すべての専門科目では，できるだけ実物などの資料を回覧するようにしている（例えば，各種ジ

ョイント，軸受，歯車対，歯車装置などの機械要素やメカニズム，モータ，電子回路部品など）．

PC プロジェクタを用いた場合は，講議に用いた資料ファイルを Web で公開し，講義前後に学生各

自が閲覧可能としている．大学院の講義では毎回質問用紙を配付し，授業中に質問および感想を記

入させ，授業後回収し，次の講議の最初で主だった質問に回答するようにしている． 
＜授業担当科目および取り組み＞      

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

機構学  学部 1 年 2 ○   専門必修科目 

メカトロニクス  学部 3 年 1 ○   専門選択科目 

新入生セミナー  学部 1 年 1 ○   

機械要素設計  学部 2 年 2  ○ 専門必修科目 

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 

設計工学 学部 3 年 1 ○  専門選択科目 

機構学特論 大学院 1･2 年 1 ○   

＜業績・成果＞ 

指導学生の受賞・表彰 

・小里武史（修士 1 年） 日本機械学会年次大会 卒業研究コンテスト 優秀発表 2012.9.10 

・舩戸慶彦（修士 1 年） 日本機械学会年次大会 卒業研究コンテスト 優秀発表 2012.9.10 

【 研究 】 
＜目標＞ 

 現在「ナノテク」により精緻なものを作る技術が確立されつつあるが，人類の生活に必要な１cm

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

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

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

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

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

運動を実現する超精密メカニズムの開発を目指している． 

超精密な機械の実現を目指して 
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機械工学科 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1) 大岩孝彰，牧野陽平，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（歯車歯面の摩擦低減実験），日本機械学会論文集Ｃ編，78 巻 788 号（2012）pp.1242-1249. 
2) J. Asama, Y. Hamasaki, T. Oiwa, and A. Chiba, "Proposal and Analysis of a Novel Single-drive 

Bearingless Motor", IEEE Transactions on Industrial Electronics , Vol. 60, No. 1(2012), pp.129 - 138. 
3) Takaaki Oiwa, Harunaho Daido and Junichi Asama: A Calibration Method for a 

Three-degrees-of-freedom Parallel Manipulator with a Redundant Passive Chain, Applied Mechanics and 
Materials, Vol. 162 (2012) pp 171-178. 

国際会議発表     

・Hashim Syamsul, Takaaki Oiwa Takaaki, Toshiharu Tanaka, Kenji Terabayashi and Junichi Asama: 
Friction Control Based on Ultrasonic Oscillat Oscillation for on Rolling Element Linear Guideway- 
Improvement of Position Tracking Accuracy in Sinusoidal Motion -, The 5th International Conference on 
Positioning Technology 2012, November 14-16, 2012,Garden Villa, Kaohsiung City, Taiwan．他 4 件 

・Takaaki Oiwa, Hiroshi Tanaka and Junichi Asama: Improvement in Positioning Repeatability of 
Kinematic Coupling Based on Ultrasonic Oscillation, The 2nd IFToMM Asian Conference on 
Mechanisms and Machine Science（東工大）. 

・Takaaki Oiwa, Harunaho Daido and Junichi Asama：A Calibration Method for a Three-degrees-of-freedom 
Parallel Manipulator with a Redundant Passive Chain, The Joint International Conference of the XI 
International Conference on Mechanisms and Mechanical Transmissions (MTM) and the International 
Conference on Robotics (Robotics’12)(IFMA, Clermont-ferrand, France). 

国内学会発表  

1)  日本機械学会機素潤滑設計部門講演会（松山）1 件 
2) 日本機械学会年次大会（金沢大学）  3 件 
3) 精密工学会秋季大会学術講演会（九州工業大学）2 件 

招待講演 

1) The Joint International Conference of the XI International Conference on Mechanisms and 
Mechanical Transmissions (MTM) and the International Conference on Robotics (Robotics’

12)(IFMA, Clermont-ferrand, France)にてキーノートスピーチ１件 
2) 浜松地域イノベーション推進機構・先端精密技術研究会講習会 2012 年 7/10 
3) 日本機械学会 No.11-75 講習会「精密位置決めのための機構設計」 2011 年 10/25 

特許出願・取得 

 1) 特許登録：位置決め装置および位置決め方法，発明者：大岩孝彰，特許権者：静岡大学，特許第

5162750 号（2012.12/28） 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

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，同委員会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，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，東海支部評議員 
3) 浜松テクノポリス推進機構先端精密技術研究会 企画幹事 

＜管理・運営＞ 

工学部施設利用ＷＧ委員，機械工学科定員委員会委員長，機械工学科将来構想委員長，機械工

学科 H25 年度就職担当教員，科研費添削委員 

＜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），工学部プロジェ

クト（代表者 H24〜） 

【 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 
e-mail address: tmtkane@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://sensor.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：金子 透 

博士課程：3年（1名） 

修士課程：1年（3名）、  2 年（2名） 

学  部：4年（4名） 

連携教員：小林 祐一 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、卒業研究における計算シミュレーションやデータ解

析等を行うための科学技術計算ができることを目標に指導する。  
 

＜授業担当科目および取り組み＞ 

      

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

プログラミングⅡ  学部 2 年 2  ○  

応用英語 C  学部 3 年 1 ○  

新入生セミナー  学部 1 年 1 ○  複数担当 

精密測定特論  修士 1  ○ 複数担当（2人） 

 

 ＜業績・成果＞ 

   ・著書 石井明，木股雅章，金子透：メカトロニクス計測の基礎，コロナ社，2013 年 2 月． 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

  機械が人間の視覚の代わりをすることを目的に、また画像を見やすいものに加工することによって

人間の視覚を援助することを目的に、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、光学理論や信号処理理論に裏打ちされた技術の

開発を目指している。 

 

＜実績＞  

（１）カメラとレーザーで構成されたレーザーレンジファインダーをロボットの手先を動かすマニ

ピュレーターに搭載して、その位置・姿勢を制御しながら透明容器内の液中物体の 3 次元形状を

計測する手法について研究を進め、液中物体を高い精度で計測できることを確認した。 

 

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 

（２）福祉関係への工学応用として、豆腐などの柔らかな固形物をマニピュレーターに取り付けたス

プーンで自動的にすくう食事支援システム、プロジェクターとカメラを用いた色覚特性者への色

情報提示法について研究を進めた。 

（３）その他、センシング技術を中心に、ロボットや車のナビゲーション、制御などについて種々検

討した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1) 川西 亮輔, 山下 淳, 金子 透: "全方位画像中の特徴点と直線エッジの同時拘束と基線長の

自動決定に基づく Structure from Motion による三次元環境モデル生成", 日本ロボット学会

誌, Vol.30, No.4, pp.399-410, May 2012. 
2) Ryosuke Kawanishi, Atsushi Yamashita, Toru Kaneko and Hajime Asama: "Parallel Line-based 

Structure from Motion by Using Omnidirectional Camera in Texture-less Scene", Advanced 
Robotics, Vol.27, No.1, pp.19-32, January 2013. 

国際会議発表 

1)  Ryosuke Kawanishi, Atsushi Yamashita, Toru Kaneko and Hajime Asama: "Line-based Camera 
Movement Estimation by Using Parallel Lines in Omnidirectional Video", Proceedings of the 
2012 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2012), pp.3573-3579, 
St. Paul (U.S.A.), May 2012.  

2)  Atsushi Yamashita, Fumiya Tsurumi, Toru Kaneko and Hajime Asama: "Automatic Removal of 
Foreground Occluder From Multi-Focus Images", Proceedings of the 2012 IEEE International 
Conference on Robotics and Automation (ICRA2012), pp.5410-5416, St. Paul (U.S.A.), May 2012. 

3)  Tatsuya Naruse, Toru Kaneko, Atsushi Yamashita and Hajime Asama: "3-D Measurement of 
Objects in Water Using Fish-eye Stereo Camera", Proceedings of the 2012 IEEE International 
Conference on Image Processing (ICIP2012), pp.2773-2776, Orlando (U.S.A.), October 2012.  

4)  Hirotoshi Ibe, Atsushi Yamashita, Toru Kaneko and Yuichi Kobayashi: "3D Measurement of 
Transparent Vessel and Submerged Object Using Laser Range Finder", Proceedings of the 
International Workshop on Advanced Image Technology 2013 (IWAIT2013), pp.78-83, Nagoya 
(Japan), January 2013. 

5)  Yutaro Ohshima, Yuichi Kobayashi, Toru Kaneko, Atsushi Yamashita and Hajime Asama: "Meal 
Support System with Spoon Using Laser Range Finder and Manipulator", Proceedings of the 2013 
IEEE Workshop on Robot Vision (WoRV2013), pp.82-87, Clearwater Beach (U.S.A.), January 2013. 
他 7 件 

国内学会発表 

1) 伊部 公紀, 山下 淳, 金子 透, 小林 祐一: "レーザレンジファインダによる透明容器と液中

物体の 3 次元形状計測", 精密工学会動的画像処理実利用化ワークショップ 2013, 浜松, 
March 2013. 
他 8 件 

 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

ハラスメント防止対策委員 
 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費 挑戦的萌芽研究 

 

【 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  
e-mail address: kawata@ eng.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://optsci.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】 

教    員：川田 善正 

研 究 員：三宅 亜紀 

博士課程：2年（1名） 

修士課程：2年（2名）、1年（4名） 

学  部：4年（5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 ○   

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 

・ 名和 靖矩（博士 2 年） 第 21 回バイオイメージング学会学術集会 ベストイメージングニコン

賞 2012.8.28 

・ 名和 靖矩（博士 2 年） 第 32 回（2012 年春季）応用物理学会 講演奨励賞（光分野）2012.9.11 

・ 名和 靖矩（博士 2 年） 静岡大学 創造科学技術大学院 大学院長賞 2012.9.27 

 

【 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） バイオ試料のための高分解能光学顕微鏡の開発 
（２） 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 
（３） 多層記録による超高密度光メモリの開発 
（４） 拡張型 Mie 散乱理論による光散乱および光局在の開発 

光ナノサイエンス 
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機械工学科 

（５） 多光子過程による 3 次元微細構造の作製 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

・ Wataru Inami, Koichi Nanbu, Atsuo Miyakawa and Yoshimasa Kawata. 2012. Formation of Quantum 

Dot Fluorescent Monolayer Film using Peptide Bond. Transactions of the Society of Information 

Storage Systems, 8 (32): 1-5. 

その他 1件 

  国際学会発表 

・ Yoshimasa Kawata, Keisuke Ushida and Wataru Inami, “Microscopic Laser Processing of CFRP with a 

Nanosecond Pulsed Laser,” Optics&Photonics International Congress 2012, Yokohama, 2012.4.27. 

計 17件 

国内学会発表 

・ Yoshimasa Kawata, Keisuke Ushida and Wataru Inami, “Microscope Laser Processing of CFRP with a 

Nanosecond Pulsed Laser,” 日本光学会学術講演会 Optics & Photonics International 2012 Congress, 

神奈川県, 2012.10.24. 

計 10件 

招待講演 

・ 川田 善正,“電子線励起を用いた生物試料のための光ナノイメージング法の開発”, 日本顕微

鏡学会 第 68 回学術講演会, 茨城県, 2012.5.14. 
計 8 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

 愛知工業大学 学部学生・大学院生を対象とした特別講演・講師 2012.7 

 韓国 延世大学より博士課程 2 名, 修士課程 3 名, 計 5 名の学生を 2 週間受け入れ, 共同で学生ワ

ークショップを開催. 2012.8 

ドイツ イエナ応用科学大学より修士課程の留学生 1 名を受入. 2012.10-2013.4 

日立製作所 社内およびグループ会社向けの研修講座・講師 2012.11 

韓国 釜山国際大学校と共同で学生ワークショップを開催. 2012.11 

＜管理・運営＞ 

 機械工学科 学科長, 入試委員会 委員, 将来構想委員会 委員, 広報 WG 委員, 

  学生後援会 委員 

＜特筆事項＞ 

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) , 挑戦的萌芽 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 

 

 

  

専任・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  
e-mail address: tmfkuwa@ ipc.shizuoka.ac.jp 

 

 

【 研究室構成 】  

教    員：桑原 不二朗    

修士課程：3年（2名）、1年（3名） 

学  部：6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（3人） 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

工業的のみならず、医療、バイオ、気象、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）多孔質体膜内の物質移動について 

  電気浸透、限外濾過など機器内の物質移動のモデリングを行なった． 

（2）生体・バイオ熱方程式の利用 

 体積平均の概念に基づき巨視的支配方程式を導出し、血流速度に関わる皮膚表面温度変化

の実験及び数値予測を行なった． 

 

多孔質体内熱流動場の解明 
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機械工学科 

（3）多孔質体内乱流現象の解明 

  発泡多孔質体における得意な伝熱現象解明に向けた微視的熱流動場の数値シミュレーション

を実施した． 

（４）多孔質体都市乱流モデルの開発 

  様々な構造体寸法により構成される都市を多孔質たいと捉え、体積平均化より求めた巨視的

乱流モデルを導入し、都市内の熱流動場の数値予測を可能とした． 

 

＜業績・成果＞ 

    国際会議発表 

１．N. Itazu, F. Kuwahara and Y. Matsuoka, An application of turbulence model in porous media for 

prediction of wind flows through an urban area,JSSUME2012,Nagasaki, 2012.8. 

    国内学会発表 

１． 桑原 不二朗，板津 典彦，松岡 佑輔，本山 英明、ヒートアイランドと接地逆転層の強

度に関する数値解析的評価、第49回日本伝熱シンポジウム、富山、2012.5. 

２． 桑原 不二朗 、空間平均理論を導入した2方程式乱流モデルによる都市気象予測への適

用、日本気象学会2012年度秋季大会、札幌、2012.10. 

３． 桑原不二朗，松岡佑輔，板津典彦, 多孔質体都市乱流モデルを用いた局所的気象現象の

予測,熱工学コンファレンス2012、熊本、2012.11. 

４． 長瀬一真、佐野吉彦、桑原不二朗、中山顕、人工透析器の三次元数値モデル、日本機械

学会東海支部第62期総会講演会、三重、2013.3. 

 

 

【 その他の事項 】 

 ＜社会連携・国際交流＞ 

        出張授業等の教育支援 

      1．高校生のための化学講座講師、2012.12． 

       2．中学科学工芸（モノづくり支援）部活指導（ロボットコンテスト、3 年連続県ロボコン大賞） 

      3．理科イベント企画、講師（静岡科学館るくる、焼津ディスカバリーパーク） 

 ＜管理・運営＞ 

         学部学科運営、委員会等 

               工学部企画室（教育） 

 ＜特筆事項＞ 

       外部資金獲得：  

科学研究費 基盤研究(B)分担、 
スズキ財団科学技術研究助成金 

 

【 今後の展開 】  

 多孔質体内熱移動現象に関する基礎研究を継続する。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。 

15



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  
e-mail address: ttsaito@ ipc.shizuoka.ac.jp  
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（4名）、4年（2名） 

学  部：4年（4名） 

連携教員：真田 俊之 准教授、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) Yuki Mizushima, Yasuyuki Nagami, Yuta Nakamura and Takayuki Saito, “Interaction between 

acoustic cavitation bubbles and dispersed particles in a kHz-order-ultrasound-irradiated water”, 

Chemical Engineering Science, Elsevier, Vol. 54, No.21, in print, (2013). 

(2) Yuki Mizushima, Akihiro Sakamoto and Takayuki Saito, “Measurement technique of bubble velocity 

and diameter in a bubble column via Single-Tip Optical-fiber Probing with judgment of the pierced 

position and angle”, Chemical Engineering Science, Elsevier, Vol. 54, No.21, in print, (2013). 

(3) Akihiro Sakamoto and Takayuki Saito, “Numerical Analysis of Optical Fiber Probing based on Ray 

Tracing Method”, Review of Scientific Instruments, The American Institute of Physics, 83, (2012). 

他 5 編．  

国際会議発表     

Hajime Furuichi, Akihiro Sakamoto, Yuki Mizushima, Takayuki Saito, Laser-based optical fiber probing 

improved via 3D ray tracing numerical simulation, 16th International Symposium on Applications of 

Laser Techniques to Fluid Mechanics, Lisbon, Portugal など，計 10 件 

国内学会発表  

日本機械学会，日本混相流学会，化学工学会など，計 20 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

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 

オランダ デルフト工科大学との共同研究実施 

 
＜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：化学工学会粒子・流体部門賞（技術賞）齋藤隆之ほか 4 名 
 
指導学生の受賞：日本混相流学会奨励賞，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 5 件． 
 

 外部資金獲得 ：①科研費 基盤 A 研究代表 

 
 

【 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，放射性物質の減容化技術などに応用し，社会に貢

献していきたい． 
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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，応力解析，生体力学 
e-mail address: tysakai@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（5名）、1年（1名） 

学  部：4年（7名） 

連携教員：矢代  茂樹 准教授，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 年時の材料強度学では，材料の変形

と破壊挙動，評価方法を体系的に学びたい学生向きに授業を展開．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  ○ 

材料強度学  学部3年 1  ○ 複数担当（2人） 

材料強度設計  大学院1,2年 1 ○  複数担当（2人） 

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．対象材料の中心は鉄

鋼材料とセラミックス材料，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，熱処理鋼や日本刀の強さ

のメカニズム解明，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．こ

れらの材料評価によって，所望の特性を発現する部材設計に寄与したいと考えています． 

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 

・鋼板の矯正加工後の残留応力場の評価 

・レーザピーニングによる残留応力場予測法の開発 

・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 

・歯車等の機械構造用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 

・耐火物の強度と破壊特性評価 

 

＜業績・成果＞ 

 学術論文・著書等 

1. 日本塑性加工学会編，坂井田喜久ら，機械屋のための分析装置ガイドブック，コロナ社（2012） 
2. S. Yashiro, H. Sasaki and Y. Sakaida, Particle simulation for predicting fiber motion in injection 

molding of short-fiber-reinforced composites, Composites, 43A, 1754–1764 (2012) 

3. 吉田始, 坂井田喜久, 沢木洋三, 中村保, 早川邦夫, 磯谷章, スプライン穴付き歯車の押出し

成形, 塑性と加工, 54-624, 69-73 (2013) 計 5 件 

国際会議発表 

・ Y. Sakaida, H. Yoshida, S. Yashiro and T. Murai, Residual Stresses and Microstructure of Japanese 
Sword, The 9th International Conference on Residual Stresses, Garmisch-Partenkirchen, Germany, 
2012.10.6-9. 

国内学会発表  

・ 坂井田喜久，矢代茂樹，吉田始，弾塑性有限要素法による浸炭焼入鋼の残留応力解析，日本

機械学会 M&M2012 材料力学カンファレンス，愛媛大学，2012.9.21-24. 計 10 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 3/25
に実施する．例年多くの近隣学生の応募があり，高校生が科学技術や大学の先端技術に触れる機会

を設けている．この企画は，2006 年度より毎年実施している． 
＜管理・運営＞ 

副学科長 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費(基盤研究Ｃ, 浸炭焼入鋼の硬化層ミクロ評価による残留応力発生メカニズ

ムの解明)，研究助成（マグネシア・スピネル質れんがの弾性的性質評価，他１件） 

 

【 今後の展開 】  

材料の機械的性質や変形，強度，破壊挙動に関する研究を行う．従来法では解決できない先進材料

や部品の評価を，ミクロとマクロを結ぶ技術の構築で解決を図る挑戦を続ける．また，日本刀は伝

統工芸品であると同時に微構造制御した工業部品といえる．研究室では，日本刀の微構造や残留応

力等の観点から熱処理鋼部品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  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 
e-mail address: tmstana@ ipc.shizuoka.ac.jp 
 

 

【 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（4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  ○ 

キャリアデザイン  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歯科医療等への応用を目指している．また，

企業との共同研究として，レーザで援用された新しい成形プロセスの開発を行っている． 
 

＜実績＞  

(1) インクリメンタルフォーミングにおける工具パス面の制御と多パスプロセス 
  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． 
(2) インクリメンタルフォーミングにより得られる製品の組織に関する基礎的検討 
  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． 
(3) 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． 

インクリメンタルフォーミング 
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機械工学科 

(4) 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               

国際会議発表     

・ Zirconia surface modification by femtosecond laser improving adhesion, Mamoto Yamamoto, Hideo 

Nakamura, Shigekazu Tanaka, Motomura Kazuo, Fumihiro Yoshikawa, International Association for 

Dental Research 91th General Session 2013 Seattle, no.3561(2013). 

・ Femtosecond laser cleaning for tooth stain inside the cracks, Hideo Nakamura, Shigekazu Tanaka, 

Motomura Kazuo, Mamoto Yamamoto, Fumihiro Yoshikawa, International Association for Dental 

Research 91th General Session 2013 Seattle, no.1887(2013). 

・ Analysis of effect of substrate material on interfacial stress state in scratch test, Hayakawa Kunio, Mori 

Hiroyuki, Koyabu Keita, Nakamura Tamotsu, Tanaka Shigekazu, 14th international conference on Metal 

Forming, pp.1027(2012). 

・ Non-steady electro-thermo-mechanical coupled analysis of complex shaped part of porous material by sps 

process, Kubota Yoshihiro, Nakamura Tamotsu, Hayakawa Kunio, Tanaka Shigekazu, 14th international 

conference on Metal Forming 2012, pp.1347(2012). 
 

国内学会発表  

・ 工具パス面方向制御を用いるインクリメンタル成形，田中繁一，早川邦夫，中村保，市川智

也，第63回塑性加工連合講演会, pp.521 (2012). 

・ 歯科矯正アーチワイヤの通電加熱成形に関する基礎的検討，田中繁一，中村英雄，第63回塑性

加工連合講演会, pp.522 (2012). 

・ レーザ局所急速加熱を用いた難加工材の曲げ加工，鈴木大志，田中繁一，早川邦夫，小俣均，

山谷泰司，日本機械学会第20回機械材料・材料加工技術講演会, pp.718 (2012). 

・ ほか3件． 

 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

教務委員会委員（副委員長） 
共同授業運営委員会委員および県西部高等教育ネットワーク会議委員 
キャリアデザイン担当 
カリキュラム委員会委員長（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 2 件，科研費（基盤研究 C 代表者，萌芽的研究 分担者） 
 

【 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新しい展開を模索するとともに，従来から

の歯科医療への応用研究も継続する．また，レーザに関連する企業との共同研究も引き続き進めて，

研究成果の実機への搭載を目指す．レーザアシストエアロゾルデポジションプロセスについても具体

的な産業的応用例を模索して研究を進めたい． 
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機械工学科 
 

 

 

  

専任・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 
e-mail address: tmktoug@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（5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) 放電プラズマ焼結法によるセラミックス－チタン系生体適合傾斜機能材料の開発 

  生体適合性の高い部分安定化ジルコニア（PSZ）とチタン（Ti）からなる傾斜機能材料の創生に

放電プラズマ焼結法（SPS）を適用するための基礎研究を行った．PSZ と Ti の粉末を用いて，2

層材料，複合材料，傾斜機能材料を SPS により製造し，組織観察，反応生成物の分析，酸素の

拡散挙動，機械的特性について実験を行った．その結果，SPS を用いても，酸素の PSZ から Ti

への拡散を抑制することはできず，酸化 Ti の生成による脆化が起こることを明らかにした． 

(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（J 積分）により評価する方が合理的である．この観点よ

り，オーステナイト系ステンレス鋼についてテトラチオン酸環境下で SCC き裂進展実験を行

い，SCC き裂進展特性評価における J 積分の有効性を明らかにした． 

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  ○ 坂井田教員と担当 

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  ○ 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) 構造材料における応力腐食割れき裂発生挙動に関する研究 

 沸騰水型原子力発電プラントの高温高純度水環境下でのオーステナイト系ステンレス鋼の応

力腐食割れ（SCC）き裂発生挙動について実験を行い，き裂発生の統計挙動を明らかにした．

また，これらのデータを入力データとしてき裂の発生・合体・成長のモンテカルロ・シミュ

レーションに適用した結果，シミュレーションは実験結果をよく再現できることを示した． 

(4) ペーパー系摩擦材の繰返し圧縮応力下での損傷・破壊挙動の解明 

 ペーパー系摩擦材料はトルクを伝達する輸送機器用クラッチに使用されており，圧縮応力が

支配的な繰返し圧縮－せん断負荷を受ける．そこで，摩擦材に繰返し圧縮負荷を与え，繊維

割れ，樹脂割れ，繊維－樹脂間のはく離などの損傷の連続的観察を行い，これらの損傷の発

生・進展挙動に及ぼす負荷レベルおよび負荷繰返し数の影響を明らかにし，実機における摩

擦材料のはく離破壊のメカニズムを解明した． 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等  

(1) 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, “ペーパー系摩擦材のせん

断－圧縮強度と疲労特性”, 日本機械学会論文集 A 編, 79 巻, 797 号 (2013), pp.1-12. 

(2) 加藤木秀章, 島村佳伸, 東郷敬一郎, 藤井朋之, 竹村兼一, “一方向ジュート紡績糸強化生分解

性プラスチックの疲労特性に及ぼすマトリックスの影響”, 日本複合材料学会誌, Vol.39, No.1 

(2013), pp.24-30. 

(3) 榊原洋平 , 板橋遊 , 高梨正祐 , 中山  元 , 平野  隆 , 藤井朋之 , 島村佳伸 , 東郷敬一郎 , 

“Alloy182/低合金鋼界面での応力腐食き裂停留挙動の KJ による評価”, 材料と環境, Vol.61, 

No.4 (2012), pp.177-181. 

(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, “DCB 試験片を用いたペ

ーパー系摩擦材のはく離破壊じん性評価”, 日本機械学会論文集 A 編, 78 巻, 790 号 (2012), 

pp.902-911. 

国際会議発表件数 

・ISAME-7, Changwon, Korea (2013.1)など 15 件 
国内学会発表件数 
・日本機械学会，日本材料学会など 23 件 

招待講演件数 
・ The 7th International Symposium on Advanced Mechatronics  Engineering (ISAME-7) 

(Changwon, Korea), “Fabrication and Strength Evaluation of Biocompatible Ceramic-Metal 
Composite Materials”, (2013.1.10) 

【 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，放電プラズマ焼結法による PSZ-Ti 系傾斜機能材料の創生に向

けて，焼結メカニズム，酸素拡散挙動，強度評価などの実験とマルチフィジックス解析，微視力学

解析などを実施していきたい．応力腐食割れについては，モンテカルロ・シミュレーションの高精

度化，き裂進展特性の J積分による評価法の確立を進めていきたい．また，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

を進め，新規摩擦材料の開発に応用できるように整備したい． 
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専任・教授  鳥居 孝夫 （TORII Takao）   

機械工学科  

専門分野： 振動工学  
e-mail address: tmttori@ ipc.shizuoka.ac.jp 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：鳥居 孝夫    

修士課程：2年（1名）、1年（1名） 

学  部：4年（6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円板のような連続体に適用できる

方法を開発した。その成果を来年度に学会発表する予定である。 

（２）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の様々な改良型を開発し、その有効性を実験に

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 

・ ” 背上げを考慮した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，伊藤利英，森田信義 2012.9.12 金沢大学 日本機械学会 2012 年度年次大会 

・ ” 半側臥位用ウォーターマットの開発”， 馬場愛美，鳥居孝夫，美津島隆，高野純一，森田

信義 2012.9.12 金沢大学 日本機械学会 2012 年度年次大会 
 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学部評価実施委員会委員長 

＜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 

 

 

  

教授  中山 顕 （NAKAYAMA Akira）        

機械工学科   

専門分野： 熱工学、熱流体力学  
e-mail address: tmanaka@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://th1a8.eng.shizuoka.ac.jp/~heat/lab/top.html 

 

【 研究室構成 】  

教    員：中山 顕 

博士課程：1年（2名） 

修士課程：2年（3名）、1年（3名） 

学  部：4年（5名） 

【 教育 】 
＜目標＞ 

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

礎式を構築し得るよう教育している． 
 

＜授業担当科目および取り組み＞   

    

授業科目 学 年 コマ数 前期 後期 備 考 

熱力学Ⅰ  学部2年 2 ○  複数担当（2人） 

伝熱工学  学部3年 1 ○  複数担当（2人） 

機械工学演習Ⅱ  学部2年 2 ○  複数担当（3人） 

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

応用熱工学特論Ⅰ   大学院１年 1  ○ 複数担当（2人） 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

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

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

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

の研究目標を以下に列記する． 

（１）多孔質体熱分散熱流束輸送方程式の導出とそのモデリング 

（２）多孔質体理論に基づく生体内流れと伝熱の基礎式の導出とモデリング 

（３）肺癌の経皮的凍結壊死療法に関わる熱移動現象のモデリング 

（４）新しい冷却技術，流体騒音低減技術，集塵技術の開発 

（５）コンポスト発酵プロセスの伝熱モデルの開発 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1. Nakayama, Akira; Sano, Yoshihiko, An application of the Sano–Nakayama membrane transport model in 

hollow fiber reverse osmosis desalination systems, DESALINATION, Volume 311, 15 February, Pages 95

–102, 2013. 

熱流体力学と多孔質理論の複雑系への応用 
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2. Sano, Yoshihiko; Nakayama, Akira, A Porous Media Approach for Analyzing a Countercurrent Dialyzer 

System, JOURNAL OF HEAT TRANSFER-TRANSACTIONS OF THE ASME, vol. 134 – 7, Article 

Number:: 072602 DOI: 10.1115/1.4006104 , JUL 2012. 

3. Al-Sumaily, Gazy F.; Nakayama, Akira; Sheridan, John; et al., The effect of porous media particle size on 

forced convection from a circular cylinder without assuming local thermal equilibrium between phases, 

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER, vol.55, no. 13-14, pp. 3366-3378 

DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.03.007, JUN 2012 

4. Yang, Chen; Nakayama, Akira; Liu, Wei, Heat transfer performance assessment for forced convection in a 

tube partially filled with a porous medium, INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES, 

vol. 54, pp. 98-108 DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2011.10.023, APR 2012 

5. Sano, Y.; Iwase, S.; Nakayama, A., A Local Thermal Nonequilibrium Analysis of Silicon Carbide Ceramic 

Foam as a Solar Volumetric Receiver, JOURNAL OF SOLAR ENERGY 

ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME, vol. 134, Article number  021006 DOI: 

10.1115/1.4005758, MAY 2012. 

国際会議発表     

・ Yang, C.; Sano, Y.; Iwase, S., Nakayama, A. Turbulent Heat Transfer Analysis of Silicon Carbide 
Ceramic Foam as a Solar Volumetric Receiver, 4th International Conference on Porous Media and Its 
Applications in Science, Engineering, and Industry, Potsdam, GERMANY , 17 to 22 June, 2012, K. 
Vafai, A. Bejan, A. Nakayama (共同主催者) 

国内学会発表  

・ 楊 臣，佐野 吉彦，中山 顕, SiC ボリューメトリック・ソーラーレシーバーの乱流放射伝熱，第 49 回日

本伝熱シンポジウム、富山国際会議場、平成 24 年 5 月 30 日(水)～6 月 1 日，他，計 6 件 

招待講演 

 多孔質体の熱流動に関する共同研究，Prof. Wei Liu 2011 April, December 

 

【 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  

  ・国際会議の共同主催，4th International Conference on Porous Media and Its Applications in Science, 

Engineering, and Industry Location: Potsdam, GERMANY, Date: JUN 17-22, 2012, supported by 

Engineering Conferences International (ECI) and National Science Foundation (NSF) 

＜管理・運営＞ 

  東海流体熱研究会 会長 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：平成 24 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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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  
e-mail address: tmtnaga@ ipc.shizuoka.ac.jp 

 

【 研究室構成 】  

教    員：長谷 隆 

修士課程：2年（2名）、1年（2名） 

学  部：4年（6名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

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

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

れるのかを理解するよう工夫している。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

熱力学Ⅱ  学部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） Delay effect on schedule in shuttle bus transportation controlled by capacity, Physica A 391, 3266-3276 
(2012) T. Nagatani  

 
2） Multiple-vehicular collision induced by a sudden stop, Physics Letters A 3756 1803-1806 (2012) Y. 

Sugiyama, T. Nagatani 
 

3） Effect of periodic inflow on elevator traffic, Physica A 391, 4397-4405 (2012) T. Nagatani, K. Tobita 
 

4） Vehicular motion in counter flow through a series of signals controlled by phase shift, Physica A 391, 
4976-4985 (2012) T. Nagatani, K. Tobita 

交通シミュレーション（車と人の流れ） 
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5） Effect of signals on two-route traffic system with real-time information, Physica A391, 6137-6145 

(2012) K. Tobita, T. Nagatani 
 

6） Traffic flow merging and bifurcating at junction on two-lane highway, World Journal of Mechanics, 2, 4, 
4203-4215 (2012) K. Tobita, Y. Naito, T. Nagatani 

 
7） Traffic behavior in CA model of vehicular traffic through a series of signals, Discrete Dynamics in 

Nature and Society, 812969 (2012) K. Tobita, T. Nagatani 
 

8） Vehicular traffic through a series of signals with cycle time generated by logistic map, Physica A392, 
851-856 (2013) T. Nagatani, N. Sugiyama 

 
9） Nonlinear-map model for bus schedule in capacity-controlled transportation, Applied Mathematical 

Modeling, 37, 1823-1835 (2013) T. Nagatani 
 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工友会幹事長、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、 
機械工学科将来構想委員会委員 
 

【 今後の展開 】  

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

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

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

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

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

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

通信号制御の新しい方法および戦略も研究する。  
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専任・教授  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 
e-mail address: tkhirat@ ipc.shizuoka.ac.jp 
  

【 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）高信頼性 2 段式ロケットの 1 段液体燃料の検討 

簡素な 2 段式ロケットを対象として、信頼性の観点から、1 段燃料に優位な燃料につい

て検討し、液化水素に比べてケロシンが優位な燃料であることを示した。 

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 

（２）1 段と 2 段のエンジン共通化による次世代ロケットの検討 

エンジンが 1 段と 2 段で共通な 2 段式の水素ロケットについて、最適な 1 段エンジンの

個数と推進薬量の検討を行い、地球周回軌道に 10 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）加熱酸素ガス駆動によるロケットエンジンの信頼性向上の検討 

酸素ターボポンプのタービンを加熱酸素ガスで駆動するエンジンサイクルを提案し、

このシステムの成立性を示した。 

（４）水噴射による複合火力発電所の出力向上の検討 

複合火力発電所のピーク発電量を増加するために、空気圧縮機の駆動馬力の低減につ

いて検討し、空気圧縮機の入口または燃焼器に水を噴射することで、発電量を 10～30％

増加できることを示した。 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

・佐藤崇明、平田邦夫、H-2B ロケットの打上能力向上のための 2 段最適化に関する研究、宇宙

科学技術連合講演会、別府、2012 年 11 月 
・米澤良平、平田邦夫、次期大型ロケットに最適な 1 段用 LE-X エンジンの研究、宇宙科学技術

連合講演会、別府、2012 年 11 月 
・岡田駿、平田邦夫、上段ロケット用水素エンジンの高信頼性化に関する研究、宇宙科学技術連

合講演会、別府、2012 年 11 月 
・平田邦夫、米澤良平、次期大型ロケットに最適な 1 段用 LE-X エンジンの研究、スペース・エ

ンジニアリング・コンファレンス、明日香、2013 年 1 月 
国際姉妹校発表  

・Ryohei YONEZAWA, Kunio HIRATA, Improvement of EPSILON Rocket Launch Capability with Use 
of the Hydrogen Propulsion System to Upper Stage, Joint Symposium among Sister Universities in 
Mechanical Engineering, Nagasaki, August, 2012 

 
【 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、産業転用については、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るが、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

組んでいく。 
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専任・教授  福田 充宏 （FUKUTA Mitsuhiro）   

機械工学科  

専門分野： 冷凍工学、流体機械工学 
e-mail address: tmmfuku@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://mech.eng.shizuoka.ac.jp/yanafuku_lab/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：福田 充宏    

修士課程：2年（3名）、1年（3名） 

学  部：4年（6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 ○   

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

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

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

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

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

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

く，当該分野への人材輩出や国内外の企業との共同研究より実績を上げていく． 

＜実績＞ 

（１）クーロン力による油滴分離に関する研究 

冷媒圧縮機内で発生する微小な油ミストのサイクルへの流出を防ぐため，クーロン力によって油

滴を分離する方法について検討し，冷媒雰囲気下でのコロナ放電や誘導帯電による帯電が適用可

能であることを明らかにした．  

 

環境負荷の小さな冷凍機および流体機械の研究

32



機械工学科 

（２）接触面における漏れ特性の解明 

圧縮機内のしゅう動部は接触力が小さいと漏れが発生し，接触力が大きいと摩擦損失が大きくな

る．本研究では接触面における表面粗さ，および接触力と漏れの関係を実験的に明らかにした． 

（３）小型レシプロ CO2冷凍サイクル用膨張機の開発 

シール性に優れた小型小容量のレシプロ膨張機を CO2冷凍サイクル用に開発し，その性能を実験

により評価した． 

＜業績・成果＞ 

著書 

・福田他，日本冷凍空調学会専門書シリーズ 冷媒圧縮機，日本冷凍空調学会，2013 
論文 

・福田，中原，棚橋，鈴木，柳沢，斜板形圧縮機の斜板／シュー間の潤滑特性およびシュー挙動，

日本冷凍空調学会論文集，Vol.30，No.1，(2013)． 
国際会議発表 

・M.Fukuta, Y.Nakamura, T.Yanagisawa, Characteristics of CO2 transcritical expansion process, 21th Int. 
compressor conf. at Purdue, 2012.19 

 他 2 件 
国内学会発表 

・K.Adachi, M.Fukuta, T.Yanagisawa, Fundamental Study on Leakage Flow at Small Clearance with Solid 
Contact, 2012 年度日本冷凍空調学会年次大会，北海道工業大学, 2012.9.12    

・E.Nakaya, M.Fukuta, Y.Ogi, Fundamental study on separation of oil droplet by coulomb force, 2012 年

度日本冷凍空調学会年次大会，北海道工業大学, 2012.9.12  
招待講演 

・M.Fukuta，Property measurements of refrigerant/oil mixture for better understandings of refrigeration 
cycle，6th ACRA2012 

・福田“初級冷凍空調講習会”，日本冷凍空調学会主催，名古屋，2012.12.11 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

出張授業 2 件 
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，2012.10.1～2 
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 TV(NHK)1 件，新聞報道 2 件 
外部資金獲得： 科研費 基盤（C) 熱交換器効率向上を目的とした高性能油分離器の開発（代表） 

   共同研究 6 件（代表） 
               奨学寄附 2 件 
 

【 今後の展開 】  

 冷凍空調用圧縮機およびサイクルに関する研究を継続する．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，新たな計測技術の開発を行っていく． 
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兼担・教授  三浦 憲二郎 （MIURA Kenjiro T.）   

機械工学専攻 （兼担：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  
e-mail address: tmkmiur@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://ktm11.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】  
教    員：三浦 憲二郎    

修士課程：2年（2名）、1年（3名） 

学  部：4年（6名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  プログラミングの基礎からはじめて、数値解析、データ構造とアルゴリズム、形状処理工学，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3年 2 ○  

応用英語C  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 
＜実績＞  

（１） デジタルスタイリングデザインシステムの基盤となる曲線・曲面の表現法 
    新たな曲線、曲面式を提案した. 
（２） 絞加工システムの開発 

曲面にシボを生成するシステムを開発するとともに特許を新たに 1 件出願した。 
（３） GPU を用いた手振れ振動補正とモーションブラー除去。 
（４） マルチビームの3次元干渉に基づいた広範領域3次元空間変調照明の生成・制御手法の提案。 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) K.T. Miura, R. Shirahata, S. Agari, S. Usuki, R.U. Gobithaasan, "Variational Formulation of the 

Log-Aesthetic Surface and Development of Discrete Surface Filters," Computer-Aided Design & 

Applications, Vol.9, No.6., pp.901-914, 2012., DOI: 10.3722/cadaps.2012.901-914.  

2) C.N. Tang, D. Uzuyama, K.T. Miura, S. Usuki and M. Kikuta, "A Grain Generation Method for Large Die 

Data Using the Out-of-Core Method," Computer-Aided Design & Applications, Vol.9, No.6, pp.915-923, 

2012., DOI: 10.3722/cadaps.2012.915-923.  

ナノ・マイクロ形状モデリング 
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3) 蘭豊礼, 玉井博文, 三浦憲二郎, 牧野洋, "リニアな曲率・捩率を持つセグメントによる軌道生成," 精密

工学会誌 Vol.78, No.7, pp.605-610, 2012. (2012 年度精密工学会高城賞) .  

4) R.U. Gobithaasan, J.M. Ali, Kenjiro T. Miura, "The Logarithmic Curvature Graphs of Generalized Cornu 

Spirals", Punjab University Journal of Mathematics, Vol.44, pp.1-8, 2012.  

5) Shin Usuki and Kenjiro T. Miura, "Nano-Micro Geometric Modeling Using Microscopic Image," Key 

Engineering Materials, Vols. 523-524 (2012), pp.345-349, DOI: 10.4028/www.scientific.net/ 

KEM.523-524.345.  

6) Ichiro Tanaka, Hiroshi Masuda, Masakazu Enomoto and Kenjiro T. Miura, "Evaluating Positioning 

Uncertainty of Spherical Targets in Laser Scanning," Key Engineering Materials, Vols. 523-524 (2012), 

pp.356-361, DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.523-524.356.  

7) Shin Usuki, Hiroyoshi Kanaka and Kenjiro Takai Miura, "Generation and Control of 3D Standing Wave 

Illumination for Wide-Field High-Resolution 3D Microscopic Measurement," International Journal of 

Precision Engineering and Manufacturing, Vol.14, No.1, pp.55-60, 2013.  

8) 三浦憲二郎，澁谷大，臼杵深，蘭豊礼, 玉井博文, 牧野洋, "対数型美的曲線を用いた G2 Hermite 内

挿法," 精密工学会誌 Vol.79, No.3, pp.260-265, 2013. 

国際会議発表     

1) Rushan Ziatdinov, Kenjiro T. Miura, "High-quality curves and their applications in geometric modeling 

and aesthetic design," In: Systems of design, technological preparation of manufacture and management 

phases of the life cycle of industrial products (CAD/CAM/PDM-2012), Institute of Control Problems, 

Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, pp. 145-148, October 16-18, 2012 (in Russian).  

2) Shin Usuki and Kenjiro T. Miura, "Nano-Micro Geometric Modeling Using Microscopic Image," 14th 

International Conference on Precision Engineering (ICPE2012), Awaji Island, Japan, November 8-10, 2012.  

3) Ichiro Tanaka, Hiroshi Masuda, Masakazu Enomoto and Kenjiro T. Miura, "Evaluating Positioning 

Uncertainty of Spherical Targets in Laser Scanning," 14th International Conference on Precision 

Engineering (ICPE2012), Awaji Island, Japan, November 8-10, 2012.  

4) Yojiro Mandachi, Shin Usuki, Kenjiro T. Miura, Miki Yumoto, Minoru Iida, "Velocity Calculation of 2D 

Geometric Objects by Use of Surface Interpolation in 3D," 2012 Asian Conference on Design and Digital 

Engineering (ACDDE), Niseko, Hokaaido, December 6-7, 2012. 

国内学会発表  

精密工学会、情報処理学会など、計 8 件 
特許出願・取得 

１）特許第 5007991 号,細分割曲面描画用レンダリング装置，発明者：三浦憲二郎，登録日：平成24年6月8日  
２）特許第 5177771 号, 美的曲線を生成する図形情報処理装置、図形情報処理方法及び図形情報処理

プログラム, 発明者：三浦憲二郎, 登録日：平成 25 年 1 月 18 日「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 HC2012 を実行委員長として開催）に参加し国際

交流に務めた。 
 

【 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  
e-mail address: tmmisaw@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://mech.eng.shizuoka.ac.jp/misawalab/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：三澤 正吉    

修士課程：2年（3名）、1年（3名） 

学    部：4年（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 ○  

情報処理  学部1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，係数行列の正則化を用いた方法を提案した． 

大形宇宙構造動力学 
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(2)大形構造物の振動特性の予測 

   大形構造物の振動特性の予測を目的とした分割モード試験法では，試験に供する部分構造に取

付ける質量や剛性の誤差が試験結果に大きく影響する．この質量や剛性は構造物の解析モデル

から計算によって求められる．したがって，解析モデルに誤差がある場合には，構造物の振動

特性を精度良く予測ため，新たな手順を確立する必要がある．この手順を明らかにし，シミュ

レーションによりその有効性を確認した． 

(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推定に関し，変位の情報を用いた冗長性

を導入した方法を提案し，その有効性を確認した． 

 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表     

・ Misawa M., Nakajima J., and Kawasoe H., "Selection of Mass Additive Coordinates in Component 
Modal Tests to Predict Dynamic Characteristics of Large structures," the Joint International Conference 
of the 2nd International Symposium on Experimental Mechanics, the 11th Asian Conference on 
Experimental Mechanics, 2012 Society for Experimental Mechanics Fall Conference and 7th 
International Symposium on Advanced Science and Technology in Experimental Mechanic, Paper No. 
A105, 2012. 

・ Misawa M., Oba M., and Harada Y., "System Identification with Grouping Elements of Mass and 
Stiffness Matrices," 19th International Congress on Sound and Vibration, Paper No. 43, 2012. 

国内学会発表  

・ 三澤，"不安定な連立一次方程式の近似解法"，ロボティクス・メカトロニクス講演会 2012，1P1-J09，

2012. 
・ 仁平，三澤，"振動モード同定のためのセンサ配置"，ロボティクス・メカトロニクス講演会 2012，

1P1-K08，2012. 
・ 浅田，三澤，"複数の付加質量と付加剛性を用いた分割モード試験法"，ロボティクス・メカトロニクス講

演会 2012，1P1-K09，2012. 
・ 清水，三澤，備瀬，"大形宇宙構造物の分割モード試験法"，ロボティクス・メカトロニクス講演会 2012，

1P1-K10，2012. 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

定員委員会委員 

 

【 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，新たなグループ化を用いた方法を検討する．構造物の質量

分布と剛性分布に近い質量分布と剛性分布が得られるようにグループ化を工夫する． 

(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，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． 
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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 
e-mail address: tmyyama@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://mech.eng.shizuoka.ac.jp/yamagiwalab/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：山極 芳樹    

修士課程：2年（7名）、1年（5名） 

学  部：4年（12 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を国際会議にて発表。 

H-II 相乗り衛星の決定（2013 年度打ち上げ）した香川大学､JAXA との共同研究の導電テザーを

搭載した超小型衛星の電子源の評価を行った 

（２） 宇宙塵を推進剤として利用するスターダスト推進機 

 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） 宇宙エレベータの研究 

 大林組との共同研究を開始した（2012 年 11 月～）。  

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の研究開発を日本学術会議大型研究予算（100 億円 

規模）に提案した。 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) Yamagiwa, Y., Nakata, M., Miwa, T. and Matsui, M., “Feasibility Study of a Stratospheric Elevator”, 

Trans. JSASS Aerospace Technology Japan, Vol.10, No. ists28, pp.Tg1-Tg7, 2012. 

2) Kuwahara, A., Matsui, M. and Yamagiwa, Y., “Development of Vacuum Ultraviolet Absorption 

Spectroscopy System for Wide Measurement range of Number Density Using a Dual-Tube 

Inductively Coupled Plasma Light Source”, Revier of Scientific Instruments, Vol.83, 2012, 123105. 

ほか 2 編 

国際会議発表     

1) Yamagiwa, Y., Takagi, A., Yoshimura, N., Matsui, M., Tanaka, K., Abe, T., Sahara, H. And Fujii, H, 

“Current Collection Experiment of Bare Electrodynamic Tape Tether by Using Sounding Rocket”, 

48th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, Atlanta, USA, 2012.  

2) Murata, F., Yamagiwa, Y. And Matsui, M., “Feeld Emission Cathodes for Electrodynamic Tether 

System – Emission Current Stability in Fluctuating Electric Potential Conditions”, 63rd International 

Astronautical Congress, naples, Italy, 2012. 

ほか 9 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 19 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

静岡サイエンススクールでの高校生学生指導 
静岡科学館科学コミュニケーター育成講座講師（10 月,3 月） 

  一般向け講演（NEXCO 中日本、6 月、東海中学・高校サタデープログラム、6 月、ほか） 
  浜松商工会議所宇宙利活用研究会（SAT 研）アドバイザー 
  浜松市かわな野外活動センター「第 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（NHK「エアロスペース・ドリーム」、2012 年 10 月 12 日放送） 
    

 
【 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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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 
e-mail address: tjasama@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tjasama/ 
 

【 研究室構成 】 

教    員 ：朝間 淳一 

修士課程 ：2年（2名），1年（3名） 

学  部 ：4年（4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，回路シミュレ

ータの使用，実物の回覧や簡単な実験・測定を通して見えない電気を見える化し理解を深めるこ

とを目標としている．「機械要素設計」，「設計工学」では，設計対象物の実物回覧，演習課題を

Web にアップするなどで理解を深める．「基礎製図」では，実際に手本を見せることで三次元 CAD
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 

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  ○ 担当教員2名（大岩教授） 

メカトロニクス 学部3年 1  ○ 担当教員2名（大岩教授） 

設計工学 学部3年 1 ○  担当教員2名（大岩教授） 

基礎製図 学部3年 3 ○  担当教員2名（川田教授） 

 

【 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．毎年 1 件以上のジャーナル論文発行，2 件以上の国際会議発

表，5 件以上の国内会議発表を目指している．  

＜業績・成果＞ 

 学術論文・著書等 

1. J. Asama, Y. Hamasaki, T. Oiwa, and A. Chiba, "Proposal and Analysis of a Novel Single-drive 
Bearingless Motor", IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 60, No. 1, pp. 129-138, 2013. 

2.  杉元紘也, 朝間淳一, 千葉明, "トロイダル巻を用いた多極コンシクエントポール型ベアリングレスモータ

の磁気支持特性", 電気学会論文誌 D, Vol. 132, No. 12, 2012. 
        その他 2 件 

ベアリングレスモータの基礎・応用研究 

40



機械工学科 

 

 国際学会発表 

1.  J. Asama, D. Kanehara, T. Oiwa, and A. Chiba, "Performance Investigation of a Centrifugal Pump with a 
Consequent-Pole Bearingless Motor", IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE) 2012, 
pp. 3663-3669, Sep. 16-20, Raleigh, North Carolina, USA, 2012. 

2.  J. Asama, M. Takemoto, H. Sugimoto, and A. Chiba, "Performance Investigation and Power Factor 
Improvement of a Consequent-Pole Type Bearingless Motor", 13th International Symposium on 
Magnetic Bearings (ISMB 13), Arlington, Virginia, USA, Aug 6-9, 2012. 

3.  J. Asama, Y. Hamasaki, T. Oiwa, and A. Chiba, "Performance Improvement of a One-DOF Actively 
Positioned Bearingless Motor", 13th International Symposium on Magnetic Bearings (ISMB 13), 
Arlington, Virginia, USA, Aug 6-9, 2012. 

 その他 3 件. 

 国内学会発表 

1. 朝間淳一, 多々良朋慶, 大岩孝彰, 千葉明, "ワイドギャップベアリングレスモータの三次元有限

要素解析による性能評価 ", 電気学会モータドライブ /リニアドライブ合同研究会 , 
MD-12-83/LD-12-103, 12 月 13-14 日, 高知工科大学, 2012 

2. 朝間淳一, 多々良朋慶, 兼原大輔, 大岩孝彰, 千葉明, "ベアリングレスモータのワイドギャップ

化の検討", 日本機械学会 Dynamics and Design Conference 2012, No. 533, 9 月 18-21 日, 慶応大学, 
2012 

3. 夏目龍一, 朝間淳一, 大岩孝彰, 千葉明, "ホモポーラ形ベアリングレスモータの磁気支持特性評

価", 2012 年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集, 9 月 14-16 日, 北九州工業大学, 2012. 
 その他 3 件 

 
 受賞・表彰 

・朝間淳一，IEEE Intermag 2012 Best Poster Award 2012.5.8 

・朝間淳一，精密工学会研究奨励賞 2013.1.28 

 
 指導学生の受賞・表彰 

・兼原大輔（修士 1 年）平成 24 年電気学会産業応用部門大会, IEEE IAS Japan Chapter Young Engineer 

Competition Award 2012.8.22. 

・福與将人（修士 1 年）平成 24 年電気学会産業応用部門大会, IEEE IAS Japan Chapter Young Engineer 

Competition Award 2012.8.22. 

【 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 2 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，高大連携委員を務めた． 

＜特筆事項＞ 

外部資金： 科研費若手(A)代表，基盤研究(A)分担，基盤研究(B)分担，その他助成金 5 件． 

【 今後の展開 】  
引き続き，毎年 1 件以上のジャーナル論文発行，2 件以上の国際会議発表，5 件以上の国内会議

発表を目指している． 
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専任・准教授  伊藤 友孝（ITO Tomotaka）   

機械工学科  

専門分野： ロボット工学、制御工学  
e-mail address: tmtitou@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tmtitou/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：伊藤 友孝    

修士課程：2年（6名），1年（4名） 

学  部：4年（3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」，技術賞，第 12 回レスキューロボットコンテスト

決勝ファイナル，2012 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．本年度は共同研究や医工連携をさらに推進し，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 

（３） 運動計測・評価システムを用いた高齢者の転倒危険性の評価 

応用ロボットシステム 
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（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 

（６） 人のロボット操縦特性の評価 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

 ・井口，鈴木，谷，伊藤，他，歩行動作の多面的評価と解析に基づく高齢者に対する転倒予防

方法の意識付け，日本早期認知症予防学会誌，Vol.6，2013 年 3 月掲載予定 
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，浜松，2012 年 5 月 
・伊藤，程，河内，遠隔医療診断ロボットシステムの構築，浜松，2012 年 5 月 
・伊藤，秋山，平野，他 3 名，NIRS を用いたブレインマシンインターフェースの構築，浜松，

2012 年 5 月 
・伊藤，中澤，鈴木，他 3 名，歩行計測・評価システムの構築－高齢者と若年者の歩行特徴の

比較・検討－，浜松，2012 年 5 月 
国際学会発表 

・Tomotaka Ito, Tokihisa Hirano, Hideki Akiyama, et.al., Design of Brain Machine Interface using Portable 

Near-InfraRed Spectroscopy, IEEE Int. Symp. on Micro-Nano Mechatronics and Human Science , Nagoya 

(2012.11) 

 
【 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） 
    県立御殿場南高等学校（7 月），県立清水西高等学校（12 月） 
外国人留学生受け入れ 2 名 
展示・イベントの開催 
 ・ものづくり体験イベントの開催 
   親子で楽しむロボット工作教室 2012 年 5 月 

＜管理・運営＞ 

工学部入試委員，学科副入試委員長，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 3 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  
e-mail address: tmmokam@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（1名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

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

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

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

基礎製図（Ma）  学部3年 3 ○  複数担当（2人） 

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 ○   

流体環境特論(英)  大学院1,2年 1  ○ 複数担当（4人） 

 

【 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。 

 

 

理論とシミュレーションによる乱流場解析 
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＜実績＞  

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

ドモデルを直接数値計算のデーターを利用して開発した。 

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

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

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）系回転下での MHD プラズマにおけるエネルギー交換の評価を実行して、その複雑性を報

告している。 

 

 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表     

・ M. Okamoto, "Numerical Study for the MHD Homogeneous Decaying Turbulence under the System 
Rotation ", The 65th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, (2012), San-Diego, 
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、計 9 件 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

学生委員（工学部） 
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） 
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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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 
e-mail address: tykakim@ ipc.shizuoka.ac.jp 
  

 

【 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 ○   

基礎製図  学部3年 3 ○  複数担当（4人） 

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人） 

 

【 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）非定常温熱環境下における熱的快適性の定量評価方法の確立，（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）流体と弾性

体を組み合わせた高機能性クッションの開発等を行っている．また，地元企業との共同研究も積

極的に行い，地域産業発展の一助となるよう努めている． 

高性能エネルギー機器の開発 
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＜実績＞  

（1）非定常温熱環境下における熱的快適性の底流評価方法の確立 

非定常温熱環境下における熱的快適性の定量評価法の確立を目指し，その基礎的研究として，

新たな過渡温冷感申告法を提案し，環境温度が非定常変動する空間での人間の生理学的特性

（体温，血流量など）と過渡温冷感挙動の相関を実験的に解明した． 

（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，あるいは原子炉の配管に用いられる金

属保温材において，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・揚力係数，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）流体と弾性体を組み合わせた高機能性クッションの開発 

    流体と弾性体のそれぞれの利点を組み合わせた，軽量で優れた安定性・快適性・体圧分散性

を有し，また，医療・介護の分野で大きな課題になっている背上げ時のずれ防止を兼ね備えた

高機能クッション材の開発を行い，特許を出願した． 

 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表 

・ 浅岡秀紀，柿本益志，増岡隆士，「円筒形断熱構造体の目地部における自然対流熱伝達」，第 49
回日本伝熱シンポジウム，富山市，2012 年 5 月（日本伝熱学会）． 

・ 伊藤正悟，柿本益志，増岡隆士，「多孔質角柱まわりの強制自由副業対流熱伝達」，第 49 回日

本伝熱シンポジウム，富山市，2012 年 5 月（日本伝熱学会）． 
・ 布川 遼，柿本益志，小澤誠也，増岡隆士，「多孔質体で被覆された固体角柱まわりの熱流動

特性」，第 49 回日本伝熱シンポジウム，富山市，2012 年 5 月（日本伝熱学会）． 
特許出願 

・ 特許出願 1 件，柿本益志，高野純一（特願 2012-265370「クッション」）2012 年 12 月．  

 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・ NIFEE 委員として，JASSO「平成 24 年度日本留学フェア（インドネシア）」に参加（2012 年 9
月）． 

 

＜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  小林 祐一 （KOBAYASHI Yuichi）   

機械工学科  

専門分野： ロボット工学 
e-mail address: tykobay@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://sensor.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：小林 祐一    

修士課程：2年（2名）、1年（2名） 

学  部：4年（3名） 

連携教員：金子 透 教授 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  創造教育実習のロボットコンテストでは，設計・製作・プログラミングを全て経験し，ロボット

を動かす楽しさを感じられることを目指す．ロボット工学では，ロボット工学の基礎となる運動

学・座標変換・力学から動作計画などの知的処理まで幅広い内容を伝え，ロボット研究の潮流と現

状を紹介して関連分野への興味を引き出す．情報工学では画像処理部分を担当し，画像工学の基礎

をわかりやすく伝えることを目指す． 
 

＜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 

創造教育実習  学部1年 2  ○ 複数担当 

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 ○ ○ 併任教員 

ロボット工学  学部3年 1  ○  

情報工学  学部3年 1  ○ 複数担当(2名) 

 
【 研究 】 

＜目標＞ 

 環境の変化に強いロボットの認識・制御法，人手での制御による負担を軽減するための認識と自動

制御技術などの研究を通じて，人の役に立つロボット技術の研究を行なっている． 

  

＜実績＞ 

（１）不整地環境での無人車両の自律制御 

凹凸や草木など，屋外の不整地環境において人の操作に頼らずに目標位置まで走破する無人車両制

御を目標とし，不整地環境でのセンシングをシミュレートするシミュレータを開発した．また，シ

ミュレータ環境で，走路判別および大域的動作計画を機械学習手法の応用により実現した． 

（２）環境適応型のロボット制御と認識法 

ロボットが動作しながら収集したセンサ情報をもとに，環境との間の拘束を学習する手法を提案し

た．物理的性質が未知の物体に対して，ロボット自身が接触することにより可動性を判別する手法

を提案した．ヒューマノイドロボット，移動ロボットを用いた実験により検証を行った． 

ロボットのセンサ情報処理・認識と制御 
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（３）屋内環境での移動ロボットの環境認識とナビゲーション 

レーザーレンジファインダーや画像特徴など複数のセンサ情報を統合して頑健に人を追跡する移

動ロボットのナビゲーション法を開発した．また，無地の壁や廊下に囲まれた，特徴の少ない環境

で，単眼（全方位）カメラにより環境を認識しながらナビゲーションを行う手法を開発した． 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) Y. Kobayashi, T. Okamoto and M. Onishi, Generation of Obstacle Avoidance without Knowledge on Visual 
Information, International Journal of Robotics and Automation, Vol. 27, No. 4, 364-376, 2012.  

2) M. Gouko and Y. Kobayashi, A state representation model for robots unaffected by environmental changes, 
International Journal of Social Robotics, DOI: 10.1007/s12369-012-0164-9, Vol. 5, No.1, 117-125, 2012. 

3) Y. Kobayashi, E. Kurita and M. Gouko, Integration of Multiple Sensor Spaces with Limited Sensing Range 
and Redundancy, Int. J. of Robotics and Automation, DOI: 10.2316/Journal.206.2013.1.206-3641, 2012. 

4) Y. Kobayashi, Y. Sato and M. Gouko, Division of iterative-transportation based on local observation by 
multiple mobile robots, J. of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, Vol.16, 
No.3, 462-468, 2012. 

 
国際会議発表     

1) S. Uematsu, Y. Kobayashi, A. Shimizu and T. Kaneko, Prediction of object manipulation using tactile sensor 
information by a humanoid robot, Proc. of 2012 IEEE International Symposium on Robotic and Sensors 
Environments, 37-42, Magdeburg, Germany, Nov. 2012. 

2) Y. Ohshima, Y. Kobayashi, T. Kaneko, A. Yamashita and H. Asama: "Meal Support System with Spoon 
Using Laser Range Finder and Manipulator", Proceedings of the 2013 IEEE Workshop on Robot Vision 
(WoRV2013), Clearwater Beach. U.S.A., Jan. 2013. 他 7 件 

国内学会発表  

・ 近藤正人, 小林祐一, 金子透, 平松裕二, 藤井北斗, 木戸徹, 神谷剛志, 今井浩久: "屋外不整地環

境での無人車両ナビゲーションのための大域的動作計画", 第 13 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講演論文集（SI2012）, 福岡, Dec. 2012. 
・ 須永 賢治, 小林 祐一, 金子 透, 平松裕二, 藤井北斗, 神谷剛志: "複数の特徴量抽出に基づいた走

行可能経路の判別", 動的画像処理実利用化ワークショップ2013講演論文集, 浜松, Mar. 2013. 他8件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・ 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門技術委員会 委員 
・ 動的画像処理実利用化ワークショップ DIA2013 プログラム委員（幹事） 
・ 高校生のための機械工学セミナー 体験実験担当（移動ロボットのプログラミング） 
＜管理・運営＞ 

・ 工学部 FD 委員会：委員 
・ 創造教育支援部門運営委員会：委員 
・ 機械工学科将来構想委員会：委員 
＜特筆事項＞ 

外部資金： 
・ 科研費 若手研究（B）「機械学習を用いた環境相互作用の未知な対象物操作の学習制御」代表者 
・ その他，助成金 1 件，共同研究 1 件 

 
【 今後の展開 】  
 無人車両の自律制御は，シミュレータ環境で得られた研究成果を実機・実環境へと検証・拡張する．

環境適応型の認識・制御法のより実用的な場面での応用と協調などを含めた複雑な動作へと拡張する． 
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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  
e-mail address: tksakai@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://sites.google.com/site/kikaikousaku/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：酒井 克彦    

修士課程：2年（3名）、1年（3名） 

学  部：4年（3名） 

連携教員： 

 

【 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（2名） 

機械加工学  学部3年   ○  

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   大学院1,2年 1  ○  

先端技術レビュー  大学院1,2年 1 ○  事業開発マネジメント専攻 

  

【 研究 】 
＜目標＞ 

  切削加工を始めとする除去加工技術について、物理的見地による解析に基づいた高度化をめざす

研究を行なっている．今年度は切削加工中の工具に作用する力の測定や切削点温度の測定結果から

工具寿命を予測する技術開発および、生産現場への適用について重点的に検討を行なっている．ま

た、新しい焼結工具改質手法である油浸漬処理の工具寿命改善メカニズムを明らかにするとともに、

従来の超硬工具に関する解析に加えて cBN 工具の解析も開始している．さらに CFRP の放電加工の

高度化および、CFRP の新しい複合材料の開発といった新素材とその加工法に関する研究を行なっ

ている． 

 

 

環境対応機械加工技術の研究 
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機械工学科 

＜実績＞  

（１）ステンレス鋼の環境負荷低減穴あけ加工 

    MQL の油剤を水溶性とすることによって、効果的な冷却効果が得られることを検証した。 

（２）切削動力および工具温度測定による工具状態評価 

  直接工具の観察を行うこと無く、工具状況を推測可能であることを示唆する結果を得た。 

（３）油浸漬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 XPS 分析から切削工具表面改質効果を検討した。  

（４）チタンの MQL 加工に関する研究 

  難削材であるチタンの MQL 切削加工について実験的に検討した。 

（５）cBN 工具による焼入れ鋼の切削特性 

  cBN 工具における工具摩耗形態の検証および切削条件による変化を検証した． 

（６）新しい低コスト CFRP 複合材の開発 

  CFRP と木材との複合材料を開発し、材料特性を検討した。 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

1) 酒井克彦、岩倉和正、丸岡仁美、渡邉公也「油浸漬処理工具の切削加工特性－切削抵抗の振動解

析による加工特性評価－」精密工学会 2013 春季大会 2013.3 
2) 落合乙之、酒井克彦「チタン切削における MQL の効果－各種ミストによる効果の検証－」精密

工学会 2013 春季大会 2013.3 
3) 伊藤誠也、酒井克彦、「カムシャフト加工における切削メカニズムの検討」日本機械学会 2012 全

国大会 金沢大学 2012.9 
4) 陶山博史、酒井克彦「ステンレス鋼の MQL ドリル加工に関する研究」精密工学会 2012 秋季大会 

九州工業大学 2012.9 
5) 岩倉和正、酒井克彦、「油浸漬処理工具の工具特性改善メカニズムの検討」精密工学会 2012 秋季

大会 九州工業大学 2012.9 
6) 酒井克彦、加藤宏幸、池谷暢昭、鈴木康夫「CFRP の放電加工特性とその高度利用」電気加工学会 

第 203 回研究会 名古屋工業大学 2012.7 
解説・特集 

1) 酒井克彦「精密工学会静岡県西部地区精密技術研究委員会活動報告」精密工学会誌 Vol.78 No.10, 
2012 

 
【 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) 静岡医療科学専門学校非常勤講師 
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 

＜特筆事項＞ 

 共同研究： 4 件 
 企業による技術相談： 8 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。さらに、地元企業と共同で新しいファイバーレーザーを応用した新素材加

工などの研究を実施する予定である． 
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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  
e-mail address: ttsanad@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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 ○   

機械工学実験Ⅰ 学部3年 2 ○   

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するための基礎研究と直接的に産業へ直結する応用研究の両方から研

究を行なっている．応用分野として，化学プラントや半導体の製造工程が挙げられる．基礎研究を行

うだけでなく，実際の企業と関わりながら，研究の実用化に力を入れる．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 

スプラッシュ形成の不安定や，スプラッシュが壁面に付着しているか等を物性の異なる液体で調

査した．またチャンバー内の実験結果より，Lamella 形成の促進が明らかになった． 

（２）液滴・気泡制御 

 微細管と気流を用いて液滴の，弾性管と音波をしようして気泡の発生制御を試みた． 

（３）高分子ブラシの摩擦特性 

 高分子ブラシと表面との流動状況調査を行い，非常に高い摩擦係数を示すこと，また対象物の表

面エネルギーに強く依存し，分子スケールでは直接接触が行われていることを明らかにした． 

混相流の詳細構造解明と産業応用 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) 真田俊之，橋本健太郎，林田充司，小林一道，渡部正夫, "水蒸気と水の混合噴流による表面

薄膜はく離（アルミニウム蒸着膜のはく離特性と表面温度変化の影響）, 混相流，26 巻 2 号，

172-177 (2012). 

その他 5 件 

国際会議発表     

1) T. Sanada, M. Watanabe, K. Kobayashi, Innovative ultra-low environmental load cleaning method 

using steam-water mixed spray: I Macro-scase approach, 6th Japanese-European Two-Phase Flow 

Group Meeing, 2012 年 9 月. 

その他 4 件 

国内学会発表  

1) 真田俊之，橋本健太郎， 水蒸気と水の混合噴流による表面アルミニウム薄膜はく離 日本混

相流学会年会講演会 2012, 東京, 2012 年 8 月 
その他 5 件 
 

基調講演 

1)  T. Sanada，Drag force on a single bubble，20th INTERNATIONAL CONGRESS OF CHEMICAL 
AND PROCESS ENGINEERING (CHISA 2012)，2012 年 8 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 ：共同研究 3 件、科研費代表者 1 件，科研費分担者 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． 
学会活動（混相流学会：理事，評議員，OMF 実行委員，日本機械学会：流体工学部門運営委員）． 
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 】  

 これまで物理洗浄の現象の詳細，例えば凝縮現象が混合噴流へ及ぼす影響等を調査してきたが，今

後は制御する方向へと展開していきたい．またブラシなど，他の物理洗浄技術の洗浄メカニズムの物

理を解明することで，原理に基づいた新規洗浄技術の確立に努めたい．一方，動的表面張力計など，

これまで検討していなかった技術開発を行いたい． 
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     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 
e-mail address: tysimam@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://mechmat.eng.shizuoka.ac.jp 
 

【 研究室構成 】 

教    員：島村 佳伸 

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） 

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 ○  

材料力学Ⅰ  学部1年 2  ○ 

機械工学演習Ⅰ  学部１年 2  ○ 複数担当（2人） 

弾性学  学部3年 1  ○ 複数担当（2人） 

複合材料工学   大学院1年 1 ○  複数担当（2人） 

 

＜業績・成果＞ 

指導学生の受賞・表彰 

・粟屋 太一（修士 2 年），第 37 回複合材料シンポジウム（平成 24 年度）優秀講演賞，日本複合材料

学会，2012.10.18. 

 

【 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，中野貴之助教と共同で，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検討をおこなった． 

複合材料・金属材料の強度と破壊 
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（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切創抵抗性の評価を実施した． 
（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 
    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               

・ Hideaki Katogi, Yoshinobu Shimamura, Keiichiro Tohgo, Tomoyuki Fujii, Fatigue Behavior of 

Unidirectional Jute Spun Yarn Reinforced PLA, Advanced Composite Materials, Vol.21, No.1, pp.1-10, 

2012 

・ 加藤木秀章，島村佳伸，東郷敬一郎，藤井朋之，竹村兼一，一方向ジュート紡績糸強化生分解性

プラスチックの疲労特性に及ぼすマトリックスの影響，日本複合材料学会誌，Vol.39, No.1, pp.24-30、

2013 

他 5 件 

国際会議発表     

・ High Performance CNT Composites Using CNT Preform, Yoshinobu Shimamura, Mikihisa Ishihara, 

Keiichiro Tohgo, Tomoyuki Fujii and Yoku Inoue, ASC 27th Technical Conference & 15th US-Japan 

Conference on Composite Materials, (2012), 139.pdf(6p), Arlington, USA 

他 8 件 

国内学会発表  

・ 紡績糸で一方向強化した複合材料の力学解析, 島村佳伸，東郷敬一郎，藤井朋之，M&M2012, 

12-5, 2012, OS0122.pdf(3p), 松山 

他 15 件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

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． 
The 7th International Workshop on Green Composites の実行委員長を務めた． 

＜管理・運営＞ 

学際科目運営委員 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費（若手 B 代表者），ALCA（先端的低炭素化技術開発），宇宙工学委員会

戦略的開発研究費，奨学寄附金 
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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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 
e-mail address: tmkhaya@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（3名） 

学  部：4年（3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，2012 

 

【 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．さらに，実際の冷間鍛造に適用しその効果を評価した． 

 

塑性加工における材料挙動・損傷・破壊の解明 
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（２）熱可塑性炭素繊維強化樹脂プレス成形解析 

  CFRTP を用いて，低コスト・短時間プレス成形法の研究を行った．成形用素板の作成，深絞

り成形，成形の適否に関するパラメーター探索のためのプレス成形シミュレーションなどを行

い，CFRTP の深絞りに対する問題点を明らかにした．素板の温度が樹脂の融点の近くまで加

熱し，型を昇温させることで深絞りが成功することが明らかになった． 

（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．また，

はく離を評価する AE に，従来より提案しているフラクタル次元評価を用いてはく離の予測へ

の評価を行った． 

（４）通電加熱焼結法におけるジルコニア製薄肉缶の成形 

  歯科補てつ物への応用を目指し，ジルコニア製の薄肉缶の直接通電加熱焼結を行った．複雑形

状ゆえの焼結中の割れの原因を熱弾性有限要素法にて明らかにし，新たな改善策を提案した．

また，通電加熱焼結中の温度および圧力分布を熱-電気-力学有限要素解析により明らかにし，

高密度，高寸法精度の焼結体の成形に成功した． 

（５）鋼材の初期残留応力を考慮したプレス成形解析 

  プレス成形用板材は，矯正やスキンパス圧延，さらにはコイル状に巻かれたのち出荷される．

そのような過程で材料に導入される残留応力がプレス成形における寸法精度に与える影響を

実験およびシミュレーションで明らかにした． 

（６）環境対応型鍛造用潤滑剤の性能評価 

  従来冷間鍛造で用いられてきた化成被膜処理に変わり近年需要が増加している浸漬-乾燥型の

潤滑剤について，実際の鍛造により近い試験法によりその性能を評価し，従来の化成被膜潤滑

剤と比較した．素材表面の前処理により，より高い潤滑性能を得ることを明らかにした． 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

・Yoshihiro Sagisaka, Tamotsu Nakamura, Kunio Hayakawa, Itaru Ishibashi: Evaluation of environmentally 

friendly lubricant for aluminum cold forging using friction test based on spline extrusion, Journal of 

Manufacturing Processes,15 (2013), pp.96-101. 

国際会議発表 

・ K. Hayakawa, H. Mori, K. Koyabu, T. Nakamura, S. Tanaka: Analysis of Effect of Substrate Material on 
Interfacial Stress State in Scratch Test, Proceedings of Metal Forming 2012 (2012), pp. 1027-1030. 

・ "Y. Kubota, T. Nakamura, K. Hayakawa, S. Tanaka: Non-Steady Electro-Thermo-Mechanical Coupled 
Analysis of Complex Shaped Part of Porous Material by SPS Process, Proceedings of Metal Forming 
2012 (2012), pp.1347-1350. 

 

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 8 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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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 
e-mail address: tkfukib@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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） 

修士課程：1年（2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 1  ○  

航空推進工学特論  修士 1 ○  

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 1 ○  複数担当（28人） 

設計製図 学部 3 年 6  ○ 複数担当（4人） 

ラボワーク 学部 3 年 1  ○ 複数担当（7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・エンジンの製造のた

めの萌芽的なアイデアへ挑戦する。 

 

 ＜実績＞ 

  1) 自由回転軸を持つ翼型を用いた円柱の抵抗低減 

    ケーブルなどの円柱状の物体の空気抵抗を低減するため，円柱の周囲に自由に回転する翼型

を配置する方法を提案した。数値解析により，74%の抵抗低減が可能であることを明らかに

した。 

  2) 熱交換器への着霜抑制に関する研究 

    熱交換器の性能を悪化させる着霜の問題について，霜層成長に及ぼす諸因子の影響を調べる

研究を実施した。加えて着霜を抑制する手法として冷却面に溝加工を施す手法について，そ

の有効性を確認する実験を行った。 

 

将来型航空機に関する研究 
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  3) 超音速実験機の要素開発研究 

   JAXA と共同で近年中に飛行実験を実施する予定である超音速実験機について、姿勢制御用

ジェットおよびエンジンに関する研究を行った。 

 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表 

1) Nobuyuki Tsuboi, Katsuyoshi Fukiba, Toru Shimada: Three-dimensional Numerical Simulation on 
Unsteady Compressible Flow Using Preconditioning Method in Hybrid Rocket Engine: Effects of 
Preconditioning Schemes, The 9th International Conference on Flow Dynamics, September 19-21, 
2012, Sendai Japan. 

国内学会発表 

1) 山田 悠太，吹場 活佳，園部 誕紀，大久保 英敏：冷却面の溝加工による極超音速機用熱

交換器の着霜低減，平成 24 年度宇宙輸送シンポジウム，相模原，2013 年 1 月 

2) 齊藤翔造，吹場活佳，丸祐介，室伏洋希：微小重力実験機の姿勢制御ジェットと超音速流の

干渉に関する風洞実験，平成 24 年度宇宙航行の力学シンポジウム，相模原，2012 年 12 月 

3) 坪井伸幸, 吹場活佳, 嶋田徹：前処理法を用いたハイブリッドロケット内部の 3 次元非定常圧

縮性流れの数値解析：前処理法の効果，第 56 回宇宙科学技術連合講演会，大分，2012 年

11 月 

4) 山田 悠太，吹場 活佳，園部 誕紀，大久保 英敏：強制対流下の冷却平面上に成長する霜

層への表面性状の影響，2012 年度日本冷凍空調学会年次大会，札幌，2012 年 9 月 

解説・特集 

1) 吹場活佳：極超音速ターボエンジン用極低温熱交換器，冷凍，Vol. 88, No. 1023, 2013, pp. 26-29. 

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

出張授業 清水西高校 2012.7  
夏季オープンキャンパスにて研究室見学を実施 2012.8 
秋季オープンキャンパスにて工学部全体説明を実施 2012.11 
高校生の大学見学時の対応 浜松学院高校他数件 
高校生のための機械工学セミナー 2013.3 

 
＜管理・運営＞ 

工学部 広報企画室委員，浜松キャンパス 交通対策委員，機械工学科 広報 WG，3 年生担当，

将来構想委員 
 

 ＜特筆事項＞ 

 共同研究 1 件（JAXA） 
 
【 今後の展開 】 

 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・除霜の研究を推進する。また，飛行実証実験に向けた超音速実験機の要素研究を実施する。 
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専任・准教授  益子 岳史 （MASHIKO Takashi）   

機械工学科  

専門分野： 非線型現象，熱流体，交通流 
e-mail address: ttmasik@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~ttmasik/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：益子 岳史 

修士課程：2年（1名），1年（1名） 

学  部：4年（6名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  授業においては，基礎をきちんと理解した上で工学を学ぶことが重要であると考え，扱う題材に

関連する物理的概念や数学的手法等を極力丁寧に説明するよう心がけている．また，研究室におい

ては，自分で考える姿勢を身に付けること，地道な努力の大切さとその成果としての達成感を実感

してもらうこと，論理的な思考力と表現力を養うことを目標として 4 年生および大学院生の指導を

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 

機械工学実験I 学部3年 4 ○   

応用英語C 学部3年 1 ○  複数担当（4人） 

機械工学実験II 学部3年 4  ○  

熱工学特論 修士1-2年 1  ○  

 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

  自動車や歩行者など自己駆動体が示す様々な集団現象について，現象のメカニズムの解明と工学

への応用展開を目標に，モデリングと数値シミュレーションを中心とした研究を実施している．ま

た，主に熱流体現象に関して，学内外との共同研究を含め，応用化・実用化を視野に入れた研究を

実施している． 

 

＜実績＞  

  自己駆動体の集団現象についての数値シミュレーションを実施し，知見を得てきた．特に，各個

体が変形性を持つ場合には特異な現象が発生することを見出した．流体に関する研究については，

水蒸気と水の混合噴流が噴射対象物に与える物理作用を実験的に調べた結果をまとめた．また，乱

流中の粒子衝突に関する数値的研究を実施した他，蒸気泡の急凝縮過程の解明，自己組織化による

ハニカム状多孔質膜の生成過程の解明のテーマについて，学内外の共同研究者と定期的に議論しな

がら研究を進めた． 

 

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) 馬場謙二郎，横嶋哲，益子岳史，宮原高志，「乱流中のプランクトン間の遭遇率と摂食率」，『土

木学会論文集 B1（水工学）』69 巻 4 号，I_817-I_822（2013 年 2 月）． 

(2) T. Mashiko, T. Sanada, I. Nishiyama, and H. Horibe, “A Parametric Study on the Physical Action of 

Steam-Water Mixture Jet: Removal of Photoresist Film from Silicon Wafer Surfaces”, Japanese Journal of 

Applied Physics 51, 067101 (May, 2012). 

(3) M. Watanabe, T. Sanada, T. Mashiko, and A. Hayashida, “Order Estimation of Physical Processes in 

Dynamics of Steam-Water Mixed Spray Cleaning Technique”, Solid State Phenomena 187, 141-144 (May, 

2012). 

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

adhesion force of resist to wafer by using SAICAS: Characteristics of lift-off of resist by steam-water 

mixed spray”, Solid State Phenomena 187, 85-88 (May, 2012). 

 

国際会議発表 

(1) S. Yokojima, T. Mashiko, K. Baba, and T. Miyahara, “On the collision of small particles in isotropic 

turbulence”, 65th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, (Nov,2012), San Diego, USA. 

 

国内学会発表 

(1) 益子岳史，「変形可能な自己駆動体の集団現象」，日本物理学会 第 68 回年次大会，広島大学，

2013 年 3 月． 

 他 2 件 

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

・第 48 回日本伝熱シンポジウム，OS オーガナイザー 
・高校生のための機械工学体験セミナー「身近な熱力学 ―水飲み鳥の不思議―」担当 

＜管理・運営＞ 

・工学振興基金事業部会委員 
・機械工学科カリキュラム検討委員会委員 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 
・スズキ，科学技術研究助成，「ヘビ型ロボット群システムの提案および実現化検討」（代表）． 
他 2 件（いずれも代表） 
・共同研究 1 件（分担） 

 

【 今後の展開 】  

 自己駆動体の集団現象の解明とその応用展開を進めていく．特に，個体の変形性を導入した系につ

いての研究を遂行する．その他の研究テーマについても，学内外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くとともに，新たな研究も立ち上げていきたい．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，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・准教授  矢代 茂樹 （YASHIRO Shigeki） 

機械工学科  

専門分野： 複合材料工学，材料力学，計算力学 
e-mail address: tsyashi@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://ssy.eng.shizuoka.ac.jp/yashiro/ 

 

【 研究室構成 】 

教    員：矢代 茂樹 

修士課程：2年（2名），1年（1名） 

学  部：4年（3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指導し，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 

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先進複合材料（CFRP など）について，成形から使用

後までのあらゆる現象を実験・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) カーボンナノチューブ強化プラスチックの界面特性を評価し，複合材の機械的特性を改善する． 

 (2) 繊維強化プラスチックの成形過程における微視的構造の形成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． 

 (3) 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図る． 

 (4) 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． 

 (5) 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． 

先進複合材料のライフサイクルメカニクス 
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機械工学科 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

(1) Tomonaga Okabe, Hiroaki Matsutani, Takashi Honda, Shigeki Yashiro. Numerical simulation of resin 

flow using the moving particle semi-implicit method. Composites Part A, Vol. 43(10), 1765-1774 (2012). 

(2) Shigeki Yashiro, Hideaki Sasaki, Yoshihisa Sakaida. Particle simulation for predicting fiber motion 

in injection molding of short-fiber-reinforced composites. Composites Part A, Vol. 43(10), 

1754-1764 (2012). 

(3) Shigeki Yashiro, Keiji Ogi, Masashi Oshita. High-velocity impact damage behavior of plain-woven 

SiC/SiC composites after thermal loading. Composites Part B, Vol. 43(3), 1353-1362 (2012). 

他 2 件 

国内学会発表 

(1) 小野竜士, 矢代茂樹, 坂井田喜久, 吉田始. せん断切断における CFRP 積層板の損傷プロセ

スの評価. 日本機械学会 M&M2012 材料力学カンファレンス, 松山, 2012 年 9 月. 

(2) 坂井田喜久, 矢代茂樹, 吉田始. 弾塑性有限要素法による浸炭焼入鋼の残留応力解析. 日本

機械学会 M&M2012 材料力学カンファレンス, 松山, 2012 年 9 月. 

(3) 坂井田喜久, 山下翔平, 矢代茂樹, 菖蒲敬久. 浸炭焼入したクロムモリブデン鋼の残留応力と

硬化層の評価. 日本材料学会第 46 回 X 線材料強度に関するシンポジウム, 京都, 2012 年 7 月. 

(4) 吉本壮志, 矢代茂樹, 坂井田喜久, 井上翼. ラマン分光法を用いたカーボンナノチューブ紡

績糸複合材の応力測定. 日本材料学会第 46 回 X 線材料強度に関するシンポジウム, 京都, 

2012 年 7 月. 

他 5 件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

東京大学大学院新領域創成科学研究科 革新複合材学術研究センター(TJCC) 客員連携研究員 
日本複合材料学会 2012 年度理事，2012 年度評議員 
日本複合材料学会東海北陸支部 支部監事 
日本材料学会 The 7th International Workshop on Green Composites (IWGC-7) 実行委員会委員 

＜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（指導学生）：日本機械学会，若手優秀講演フェロー賞（小野竜士），2012 年 9 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） 

JST 先端的低炭素化技術開発（ALCA）共同研究者， 
スズキ財団平成 23 年度科学技術研究助成（代表），経産省サポイン（研究員 2 件） 

その他：米国・カリフォルニア工科大学 客員研究員 2012 年 9 月～（2013 年 7 月） 

 

【 今後の展開 】 

 引き続き成形・加工解析を構築し，技術者のノウハウで行われている製造プロセスの改善を提案し

たい．また，これまでの研究成果を発展させて，航空機の運用中の重大事故であるバードストライク

問題に取り組む．これらの成果を展開し，先進複合材料のライフサイクルを粒子シミュレーションで

予測することを大きな目標とする． 
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機械工学科 

 

 

  

専任・助教  清水 昌幸 （SHIMIZU Masayuki）   

機械工学科  

専門分野： ロボット工学、制御工学  
e-mail address: tmsimiz@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（1名）、1年（1名） 

学  部：4年（5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、制御工学、電磁気学等で学習した基礎理論が現実の機械システム

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。また、

実際の機械システムを扱う際に直面する実践的な課題を学生に与え、基礎理論の応用力ならびに問

題解決能力を養うことも目標としている。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

機械工学実験Ⅰ  学部3年 4 ○  複数担当 

機械工学実験Ⅱ  学部3年 4  ○ 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。具体的

には、原子力プラント内に代表される極限条件下における維持・補修作業をロボットに行わせるこ

とで、人間の作業負荷を軽減させることを目標としている。現在のところ、不確定性のある高度な

作業の実現に向けて、再利用性の高い実環境作業技能の獲得方法および作業技能実現のためのロボ

ット制御法に関する研究開発を行っている。また、未整備環境下での作業の実現を目的として、ヒ

ューマノイドロボットの二足歩行技術の研究も行っている。 

 

＜実績＞ 

（１）再利用性の高い作業技能の獲得法 

  従来手法よりも再利用性の高い作業技能の獲得法を開発した。 

（２）非線形インピーダンス制御法 

 動作範囲を容易に調整可能なインピーダンス制御法を開発した。 

（３）ヒューマノイドロボットの二足歩行技術 

 従来の二足歩行法の問題点を解決可能な二足歩行法を開発した。 

（４）RT ミドルウェアを用いた実時間制御の実現 

  RT ミドルウェア上で実時間性能を向上させるためのデータ通信機構を開発した。 

 

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＞ 

国際会議発表 

・ M. Shimizu, “Nonlinear Impedance Control to Maintain Robot Position within Specified Ranges,” 
SICE Annual Conference, Akita, Japan, Aug., 2012. 

・ M. Shimizu and H. Onda, “A Measure to Select Orientation Parameters for Spatial Impedance Control,” 
IEEE/SICE International Symposium on System Integration, Fukuoka, Japan, Dec., 2012.  

国内学会発表  
・ 清水，遠藤，音田，尹，鳥居，“RT ミドルウェアを用いたマルチレートコントロールシステム

の開発”，ロボティクス・メカトロニクス講演会 2012，浜松，2012 年 5 月． 
・ 清水，石綿，尹，加賀美，“AMP 対応 ART-Linux と RT ミドルウェアを用いたロボット制御系

の構築と実時間性能の検討”，ロボティクス・メカトロニクス講演会 2012，浜松，2012 年 5 月． 
・ 清水，石綿，尹，加賀美，“AMP 版 ART-Linux の共有メモリを用いた RT コンポーネント間の

データ通信の実現”，第 13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，福岡，

2012 年 12 月． 
・ 清水，遠藤，音田，尹，鳥居，“作業スキル獲得におけるインピーダンスパラメータおよび平

衡点の同定”，計測自動制御学会中部支部静岡地区計測制御研究委員会，浜松，2012 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＞ 

・テクノフェスタ実行委員会 

＜特筆事項＞ 

受賞 

・日本機械学会奨励賞（研究），日本機械学会，2012 年 4 月． 

・SICE Annual Conference International Award Finalist，SICE，2012 年 8 月． 

外部資金獲得 

・共同研究 3 件 

 

【 今後の展開 】  

 ロボットの実環境作業技能の獲得に関する研究を継続する。特に、作業技能の高度化および汎用化

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

居住環境や未整備環境での作業実現を目指し、ヒューマノイドロボットの二足歩行法およびマニピュ

レータ制御法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公開

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  寺林 賢司 （TERABAYASHI Kenji） 

機械工学科 

専門分野： 知能機械学・機械システム，計測工学，知能情報学 
e-mail address: tkterab@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage:  http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tkterab/ 

 

【 研究室構成 】 
教    員：寺林 賢司 

博士課程：2年（1名） 

修士課程：2年（3名），1年（3名） 

学  部：4年（5名） 

連携教員：大岩 孝彰 教授，朝間 淳一 准教授 
 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 論理的に物事を考え，自らの考えを人に説明・説得できるように，トレーニングの場を設け教え

ている．また，専門外の事についても議論ができるように，様々なことに触れる機会を増やし，デ

ィスカッションがしやすいように促すよう取り組んでいる． 
 

＜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 

 機械工学実験Ⅰ  学部3年 2 ○   複数担当（8名） 

 
＜業績・成果＞ 

指導学生の受賞・表彰 

・小里 武史（修士 1 年），卒業研究コンテスト優秀発表，日本機械学会，2012.9.10 
・舩戸 慶彦（修士 1 年），卒業研究コンテスト優秀発表，日本機械学会，2012.9.10 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

 新たな精密機械システムの実現に必要となる精密計測について研究する．ここでは，計測精度に

加えて計測の範囲を広範囲化する事に取り組む． 

  

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

(1) Kenji Terabayashi, Toru Morita, Hiroya Okamoto, and Kazunori Umeda, “3D Measurement Using a 
Fish-Eye Camera Based on EPI Analysis,” Journal of Robotics and Mechatronics, Vol. 24, No. 4, pp. 
677-685, 2012.8. 

(2) 猪股亮, 寺林賢司, 梅田和昇, ギーゴダン, “SIFT と距離濃淡画像を用いた柔軟な誤対応除

去による幾何モデルとカラー画像の高精度なレジストレーション”, 電子情報通信学会論文

誌 D, Vol. J95-D, No. 8, pp. 1585-1597, 2012.8. 
(3) 有江誠, モロアレサンドロ, 寺林賢司, 梅田和昇, “HOG 特徴量と差分ステレオによる複数

識別器を用いた人物検出”, 精密工学会誌, Vol.78, No. 6, pp.494-499, 2012.6. 
(4) 木村加奈子，多田充徳，寺林賢司，梅田和昇, 形状特徴の重ね合わせによる個体別手指モデ

ルの生成, 日本機械学会論文集 C 編，Vol.78, No.788, pp.1202-1210, 2012.4. 
(5) Kiyoshi Takita, Takeshi Nagayasu, Hidetsugu Asano, Kenji Terabayashi, Kazunori Umeda, “Mouth 

Movement Recognition Using Template Matching and its Implementation in an Intelligent Room,” 
Journal of Robotics and Mechatronics, Vol. 24, No. 2, pp. 311-319, 2012.4. 

知的計測システム 
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国際会議発表 

(1) Hashim Syamsul, Takaaki Oiwa Takaaki, Toshiharu Tanaka, Kenji Terabayashi and Junichi Asama, 
“Friction Control Based on Ultrasonic Oscillation for Rolling-Element Linear Guideway - 
Improvement of Position Tracking Accuracy in Sinusoidal Motion -,” The 5th International 
Conference on Positioning Technology 2012 (ICPT2012), Taiwan, 2012.11. 

(2) Kazuya Iwasaki, Kenji Terabayashi, Kazunori Umeda, “Construction of a Compact Range Image 
Sensor Using Multi-Slit Laser Projector Suitable for a Robot Hand,” 2012 IEEE/RSJ International 
Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS2012), Portugal, 2012.10. 

(3) Kenji Terabayashi, Toru Morita, Hiroya Okamoto, Takaaki Oiwa, Kazunori Umeda, “EPI Analysis of 
Fish-Eye Images,” The 12th International Conference on Intelligent Autonomous Systems, Korea, 
2012.6. 

(4) Kenji Terabayashi, Hidetsugu Asano, Takeshi Nagayasu, Tatsuya Orimo, Mutsumi Ohta, Takaaki 
Oiwa, Kazunori Umeda, “Detection of Small-Waving Hand by Distributed Camera System,” The 9th 
International Conference on Network Sensing Systems (INSS2012), Belgium, 2012.6. 

他 5 件 
 

国内学会発表 

(1) 永易武, 浅野秀胤, 寺林賢司, 梅田和昇, “操作者に固定された相対座標における指振りを用

いた簡便な家電操作システムの構築”, 第 18 回画像センシングシンポジウム (SSII2012), 横
浜, 2012.6. 

他 14 件 
解説・特集 

(1) 梅田和昇, 寺林賢司, “アクティブステレオ法による距離画像センサー”, 光学, Vol. 41, No. 
5, pp.275-280, 2012.5. 

(2) 浅野秀胤, 永易武, 織茂達也, 寺林賢司, 太田睦, 梅田和昇, “色のクラスタリングを用いた

指差し方向認識”, PIONEER R&D, Vol. 21, No. 1, pp.23-29, 2012.5. 
 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

• 精密工学会 第 12 回アフィリエイト研究会 企画運営委員 
• 動的画像処理実利用化ワークショップ 2013（DIA2013） 実行委員（幹事） 
• ビジョン技術の実利用ワークショップ 2012（ViEW2012） 実行委員 
• 精密工学会 校閲委員会 協力委員 
• ロボティクス・メカトロニクス講演会 2012（Robomec2012） 実行委員 
• 第 30 回日本ロボット学会学術講演会（RSJ2012） プログラム委員 
• 電気学会 マッシブ・ビジョン応用技術調査専門委員会委員 
• 電気学会 論文委員会（C2 グループ：情報処理・システム）委員 
• 画像センシング技術研究会第 18 回画像センシングシンポジウム（SSII2012） 査読委員 

＜管理・運営＞ 

• 浜松キャンパス交通対策委員会委員 

• 機械工学科美化委員 

＜特筆事項＞ 

受賞・表彰 

(1) The Ninth International Conference on Networked Sensing Systems (INSS2012) Best Paper Award, 
IEEE, 2012.6. 

 

【 今後の展開 】  
 精密計測の応用として，パラレルメカニズム機構の高精度なキャリブレーションを行い，精密な

位置決め機構の実現を目指して行く． 
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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 
e-mail address: ttfujii@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（5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，II 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．実験では，本年度よりプレゼンテーションを導入し，パワ

ーポイント等を使用した発表資料の作り方，口頭発表・質疑応答に関する指導を行い，プレゼン

テーション・コミュニケーション能力の向上を図っている．また，実験レポートの作成に関して

も，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．

また，アンケートを実施することで，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（9人） 

機械工学実験II 学部3年 4  ○ 複数担当（9人） 

 

【 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，有限要

素法や分子動力学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）応力腐食割れによるき裂進展評価における非線形破壊力学の適用性に関する研究 

応力腐食き裂の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 J 積分による SCC 進展挙動評価を行い，き裂先端の応力拡大係数変化率が大きい場

合には，J 積分を用いても，統一的な評価ができないことを示した． 

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）応力腐食割れによるき裂発生挙動のその場観察による評価 

応力腐食割れは，平滑表面に複数のき裂が分布して発生する．従来より，SCC き裂発生

挙動は確率論的に評価が行われているが，高精度な SCC 寿命の予測には，不十分である．

本年は，腐食環境下において試験中にき裂発生のその場観察をできるシステムを開発し，実

験を行った．SCC き裂は粒界に発生し，合体を繰り返すことで進展することがわかった．  

（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) 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，ペーパー系摩擦材のせ

ん断－圧縮強度と疲労特性，日本機械学会論文集 A 編，Vol.79，No.797(2013)，pp. 1-12 
2) 加藤木秀章，島村佳伸，東郷敬一郎，藤井朋之，竹村兼一，一方向ジュート紡績糸強化生分

解性プラスチックの疲労特性に及ぼすマトリックスの影響，日本複合材料学会誌，Vol.39，
No.1(2013)，pp.24-30 
（計 5 件） 

国際会議発表 

1) Tomoyuki Fujii, Keiichiro Tohgo, Yasuhiro Noda and Yoshinobu Shimamura, Influence of Foil 
Thickness on Tensile Property of Pure Copper Foil, Proceedings of the Asia Pacific Conference on 
Fracture and Strength - Mechanics and Materials 2012 (APCFS-MM 2012), Busan, 2012, pp. 84-85
（計 15 件） 

2) Tomoyuki Fujii, Keiichiro Tohgo, Yoshinobu Shimamura, Investigation of Strength and Damage 
Behavior of Paper-Based Friction Materials under Compressive Loading, Proceedings of The 7th 
International Symposium on Advanced Mechatronics Engineering (7th ISAME), 2012, p. 
56-60,Changwon 

国内学会発表 

1) 日本機械学会 M&M2012 材料力学カンファレンス 7 件 

2) 第 57 回日本学術会議材料工学連合会講演論文集 2 件 

（計 20 件） 
 

【 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 II） 
・The 7th workshop on green composites (IWGC-7)，Local Committee 
・日本材料学会主催「第 32 回疲労講座「はじめての金属疲労」」講師 

＜管理・運営＞ 

・工学振興基金事業部会 

・機械工学科 機械工学実験 WG 長(実験にプレゼンテーションを導入し，運営を主導) 

＜特筆事項＞ 

・外部資金獲得：科研費(新規：基盤研究 B(分担)，継続：若手研究 B(代表)，基盤研究 B(分担))，
研究助成金 2 件 

 

【 今後の展開 】  

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

応力腐食割れに関して，微視的観点より研究を実施する予定である。 
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専任・助教  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 
e-mail address: tmmatui@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tmmatui/index.htm 
 

【 研究室構成 】  

教    員：松井 信    

修士課程：1年（6名）、2年（8名） 

学  部：4年（11 名） 

連携教員：山極 芳樹 教授 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

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

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

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

よう考慮している。 

 

＜授業担当科目および取り組み＞      

 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

機械工学実験I 学部3年 4 ○  複数担当（12名） 

機械工学実験II 学部3年 4  ○ 複数担当（12名） 

 

【 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 以上の極超音速二酸化炭

素気流を生成し、発光分光法，レーザー吸収分光法により気流特性を評価した。 

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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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) Kuwahara, A., Matsui, M., and Yamagiwa, Y., “Development of vacuum ultraviolet absorption 

spectroscopy system for wide measurement range of number density using a dual-tube inductively 

coupled plasma light source,” Review of Scientific Instruments, Vol.83, 2012, 123105. 

2) Matsui, M., Tanaka, K., Nomura, S., Komurasaki, K., Yamagiwa, Y., and Arakawa, Y., “Generation 

and Diagnostics of Atmospheric Pressure CO2 Plasma by Laser Driven Plasma Wind Tunnel,” 

Journal of Applied Physics, 112, 2012, 033301. （他 6 件） 

国際会議発表     

1) Matsui, M., Kuwahara, A., and Yamagiwa, Y., “Combined VUV Absorption and Laser Absorption 

Spectroscopy for Atomic Oxygen Detection,” 28th AIAA Aerodynamic Measurement Technology, 

Ground Testing, and Flight Testing Conference, New Orleans, 2012.（他 12 件） 

国内学会発表  

1) 松井信，米田進吾，福路直大，野村哲史，小紫公也，山極芳樹，荒川義博，“分光法による高

エンタルピー二酸化炭素気流診断,” 第 44 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 2012, 富山国際会議場, 2012.（他 32 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（2 年目）を務めた。 

＜特筆事項＞ 

受賞・表彰： 1) 福路直大, 米田進吾, 松井信, 中野正勝, 山極芳樹, 小紫公也, 荒川義博, 後藤

 哲也, 白形弘文, “レーザープラズマを用いたアルミナ還元の実験的検討, 
 “CW レーザープラズマを用いた酸化アルミニウム還元法の予備実験,”IEEE 
 Young Research Workshop in Shizuoka, Best Poster Award Third Prize, 2012. 

 2) 桑原彬, 松井信, 山極芳樹, “共鳴線による吸収飽和を用いた原子数密度測定

 の検討,” 第 56 回宇宙科学技術連合講演会, 学生セッション最優秀賞, 別府国

 際コンベンションセンター, 2012. 
 3) Fukuji, N., Tanaka, K., Yoneda, S., Matsui, M., Nakano, M., Kobayashi, A., 

 Yamagiwa, Y., Komurasaki, K., and Arakawa, Y., “Concept of Renewable Energy 
 Cycle System Using Aluminum, ”  5th  International Workshop on Hybrid 
 Functionally Materials, Best Poster Award Third Prize, Taipei, 2012. 

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) 「レーザープラズマ風洞を用いた水素還元によるアルミ精製の実証的研究」 
  平成 24 年度アルミニウム研究助成，（一社）日本アルミニウム協会，500 千円 
 3) 「宇宙往還機用熱防護システムの触媒性評価システムに関する研究」 

  平成 24 年度，公益財団法人日本板硝子材料工学助成会，1,100 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  
e-mail address: tmhyosh@ ipc.shizuoka.ac.jp 

 

【 研究室構成 】  

教    員：吉田 始     

修士課程：2年（5名）、1年（2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では座学で学んだことを実際に確認するため、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応用され、歯車などに使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．またプレゼンテーションでは、発表や質疑応答の仕方に付いて聴取者に

よりアピールや理解して頂けるよう指導している． 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

機械工学実験Ⅱ  学部3年 2  ○ 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

産業界の生産現場に近い、動力伝達用歯車の塑性変形を利用した成形の研究をしている．これら

歯車類の成形は現在もそのほとんどが、ホブ盤などの切削除去加工により成形されている．優位に

立っていると考えられる自動車産業も、グローバル化により優位が失われつつありコスト削減の強

い要求がある．現在研究している成形方法が実用化されれば若干ではあるが寄与することが出来る

と考えている． 

研究成果である歯車の押出し成形で生産を実現するために，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．  

  

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等  

1) 吉田始、沢木洋三、坂井田喜久、中村保、早川邦夫、矢代茂樹．2012 “異種層状円筒試料の

押出しによる歯車の成形” 塑性と加工 53/621,929-933． 
2) 吉田始、沢木洋三、坂井田喜久、中村保、早川邦夫、鈴木正．2013 “二段充てん法による内

はすば歯車の成形” 塑性と加工 54/624,62-66． 

歯付き部品の押出し成形 
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3) 吉田始、坂井田喜久、沢木洋三、中村保、早川邦夫、磯谷章．2013 “スプライン穴付き歯車

の押出し成形” 塑性と加工 54/624,67-71． 
             

国内学会発表  

・ 吉田始、坂井田喜久、矢代茂樹、友田和一、岡本哲幸、「段付き中空軸へのはすば歯車の押出

し成形」, 日本機械学会関東支部講演会、山梨大学、2012.10.27、など計 9 件 
 

特許出願・取得 

・ 特許取得 2 件 沢木洋三、吉田始、歯車成形用金型および同歯車成形用金型を備えた押出し

成形装置 (取得、国内)、5023334、平成 24 年 6 月 
・ 沢木洋三、吉田始、歯車成形用金型および同歯車成形用金型を備えた押出し成形装置 (取得、

国内)、5070516、平成 24 年 8 月 
  

 

【 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，それらを時間を掛け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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電気電子工学科の教育研究活動状況 
 

【 教育活動 】 
3 コース制による教育プログラム（情報・通信コース，デバイス・光コース，エネルギー・制

御コース）を提供し，６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」「生涯学習能力の育成」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専門についての授業を受けている．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，留年する学生多くなっ

ているため，入学直後の新入生セミナーやガイダンスでの導入教育を強化し，1 年次からきめ細

かく指導する様々な方策を検討・実施している． 

 加えて，今年度は他大学や企業から 3 名の評価委員を招いて，当学科の教育プログラムについ

ての詳細な外部評価を実施した．同プログラムについても PDCA（plan-do-check-act） cycle を

実行し，更なる教育の質改善にも努めている．外部評価委員によりご指摘頂いた改善点を次年度

以降の学科改組に伴う新学科教育プログラムの設置にも反映させる予定である． 

 

【 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，研究レベルも年々上がっている．また，ミッション再定義でもエ

ビデンスとしてのインパクトファクター（IF）業績一覧の提出が求められたことからも，得られ

た成果を IF の高い論文誌へ積極的に投稿するよう各個人努めている．各教員の代表的な研究成果

は以下のとおりである． 

偏光干渉非線形レーザ顕微鏡の開発およびそれら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に取り組んでいる．今年度，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次元分光可能なレーザ顕

微鏡を開発した．それにより DDS（Drug Delivery System）技術で注目されている DDS用ナノ
微粒子の多波長分光･3次元計測についての成果を挙げた．また，それら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した． 

 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た．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た．雷のエネルギーに
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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 ．今年度はスローアン

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

の推定精度を明らかにした． 

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っている．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．今年度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の開発を行った．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．
また，産業用ロボットの音による故障診断についての研究も行った．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． 
 ナノ構造を導入した高機能高温超伝導薄膜材料の開発を行った．BaZrO3 および La2Zr2O7ナノ
アイランドを形成した装飾基板を用いることにより超伝導薄膜の磁場中臨界電流特性の向上に成
功した（第 25 回国際超電導シンポジウム発表）．化学溶液塗布法を用いた低コスト超伝導薄膜作
製プロセスの開発についての研究も行った．TFA添加により YBCOの結晶成長が促進され，磁場
中臨界電流特性が向上した． 
 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，安全安心社会構築の為，環境・医療分野への応用を目指している．CrSi2ナノ
ワイヤバンドル，Mg2Si/MgOナノコンポジットバンドル，MoSi2ナノシートバンドル等を作製し，
それらの構造及び成長メカニズムを明らかにした． CuO/Cu2O ナノワイヤアレイ，TiO2ナノワ
イヤアレイを作製し，その微細構造及び成長メカニズムを明らかにした．銀ナノデンドライト，
ナノフラクタル，ナノ粒子構造を作製し，その微細構造及び成長メカニズムを明らかにした． 
 非線形制御理論と非線形サンプル値系の制御理論研究，および 非線形サンプル値制御理論の船
舶制御への応用 (サンプル値追従制御系設計，フォーメーション制御系設計)についての研究を行
っている．今年度は非線形サンプル値制御理論を用いて，GPSにより観測可能な位置情報のみを
用いる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．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． 
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．今年度は単一チャンネル位相シフト FBG による超高感度センシングデバ
イスへの応用を提案し，その方案の有用性を確認した．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開発した．CO2レーザによるナノファイバ製作法を開発した． 
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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  
e-mail address: temisai@ ipc.shizuoka.ac.jp 
 
 

【 研究室構成 】  

教    員：以西 雅章    

修士課程：2年（1名）、1年（2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。 

 

酸化物薄膜の作製と素子応用 
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＜実績＞  

（1）リチウム二次電池用正極材料の作製と評価 

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

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

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

蒸着速度が増加することが分かった。電池特性の評価の結果、実効容量の半分程度の充放

電特性が得られた。 

（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。助触媒として

銅、鉄を担持する方法として、TiO2ターゲット粉末中にドープする方法と、TiO2薄膜表面

に担持させる方法がある。今年度は、前者の方法を採用し光触媒特性を評価した。その結

果、鉄と銅を TiO2ターゲット粉末中にドープするより、TiO2 薄膜表面に担持させる方が、

光触媒特性が優れる事が分かった。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) Investigation of deposition condition of LiMn2O4 films prepared by RF sputtering  

M. Isai and M. Nakamura 

Trans.Mater.Res.Soc. Jpn. Vol.37, No.1 ,pp. 99-101(2012). 

2) Preparation and Evaluation of Ga2O3 oxygen sensors 

M. Isai, T. Yamamoto, S. Kayano, H. Ikeda, and Y. Suzuki,  

Trans.Mater.Res.Soc. Jpn. Vol.37, No.3 ,pp. 455-458(2012). 

国内学会発表  

・ Ga2O3 酸素センサの作製と評価 以西雅章、山本貴弘、鳥井琢磨  
信学技報 ED2012-25,pp.39-42(2012).   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 月から活動した。 

＜特筆事項＞ 

複数の研究組織と共同研究を開始した。 

 

【 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、他大学及び本学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  
e-mail address: tdaishi@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（2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。また、本年度から電子回路 Iの講

義を分担し、差動増幅回路、発振回路の授業を行った。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 2×2 ○  60時間 複数担当(2人)、2クラス 

電子回路I  学部2年 2×2  ○ 60時間 複数担当(3人)、2クラス 

応用英語C  学部3年 1×3 ○  複数担当（7人）3クラス 

半導体光物性   大学院1,2年 1  ○ 複数担当（3人） 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

   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進める。 

 

＜実績＞  
(1) 熱電特性の理論的な検討を進め、IV-VI 族ナローギャップ半導体のゼーベック効果、ペルチェ

効果、トムソン効果、ホール効果、ネルンスト効果の理論について、論文としてまとめた。 
(2) JST A-step による PbSrS 系光励起型中赤外線面発光レーザのチューナブル動作に向けた研究

を開始した。 
 

半導体・量子構造の物性とデバイス応用 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等  

(1) Electronic transport for thermoelectric applications on IV-VI semiconductors, Akihiro 
Ishida, Yutaro Sugiyama, Hirokazu Tatsuoka, Tomoki Ariga, Mikio Koyano, and Sadao 
Takaoka, Materials Transactions “Special Issue on Thermoelectric Conversion Materials 
VII” Vol. 53, No. 7, pp.1226-1233 (2012).              

 

【 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 PbSrS 系レーザのシングルモード・チューナブル動作の実証 

・ IV-VI 族半導体高効率熱電変換材料の開発を進める。 
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専任・教授  犬塚 博 （INUZUKA Hiroshi）   

電気電子工学科  

専門分野： 計測工学、ディジタル信号処理  
e-mail address: tehinuz@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://teils.eng.shizuoka.ac.jp 

 

【 研究室構成 】  

教    員：犬塚 博 

技術部長：水野保則    

修士課程：2年（3名）、1年（2名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 全ての授業において、最初の 10～15 分間で前の時間に行った内容に関する小テスト形式の演習を

行い、必ず次の時間までに採点し返却することで、受講学生に日頃から自分の理解の度合いを把握さ

せると共に毎回復習を行う習慣をつけさせている。また、可能な限り授業に実物を持って行き、学生

に触れさせることで学生の実際の物に関する感覚を養っている。 

＜授業担当科目および取り組み＞        

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気電子計測  学部2年 4 ○  複数担当（2人） 

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

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。 

ディジタル計測器の開発 
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電気電子工学科 

（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。それ

らの技術を民間企業で応用する話も進展している。それらの成果をイノベーションジャパン

2012（大学見本市）、INTERMEASURE2012、オプトロニクスフェア 2012 等の展示会にて発表

すると共にいくつかの企業との共同研究を開始した。 

（４）超並列計算機による大規模計算機シミュレーションの実現 

   実際のプラズマシミュレーションを、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：「農産物の硬さのハンディ型非接触非破壊測定器｣  

農業電化,Vol.65,No.3, pp.8-11 ,(2012). 
国内学会発表 

・柳田大志，水野保則，犬塚博，田内正治：「無線機テスタ用低消費電力リアルタイムディジタル 

復調器」平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会（豊橋技術科学大学、豊橋）2012.9.25 
・犬塚博、大串和弘，秋山宗之，水野保則：「非接触非破壊で食品の硬さを測定する計測器」  
イノベーションジャパン大学見本市 2012（東京国際フォーラム、東京）2012.9.27. 

・犬塚博、大串和弘，秋山宗之，水野保則：「非接触非破壊での硬さ測定器」INTERMEASURE2012
（東京ビッグサイト、東京）2012.10.10 

・犬塚博、大串和弘，秋山宗之，水野保則：「非接触非破壊硬さ計測器」オプトロニクスフェア 2012 
（アクトシティ浜松、浜松）2012.10.24 

・有馬義人，渡邊康晴，木村啓作，犬塚博，斎藤久男：「生体表面の硬さの客観化と硬結」日本柔道

整復接骨医学会（福岡国際会議場、福岡）2012.11.24 
・水野保則，斧谷 毅，犬塚博：「重力多体問題専用計算機を用いた微粒子および周辺粒子の運動 
シミュレーション」（クローバープラザ、春日）2012.11.28 

・斧谷 毅，水野保則，犬塚 博：「GPU によるプラズマシミュレーションにおける演算精度の影響」 
（クローバープラザ、春日）2012.11.28 

他 電気学会 2 件、照明学会 5 件、その他 1 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 10 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(6 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＞ 

外部資金獲得： ・京都発革新的医療技術研究開発助成金 

「生体用非接触硬度計の開発」 分担者 

・共同研究 （株）資生堂 

「非接触非破壊硬さ測定器の実用化に関する研究」 代表者 

・共同研究 ヤマハ発動機（株） 

「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。 
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専任・教授  江上 力 （EGAMI Chikara）   

電気電子工学科  

専門分野： 光工学  
e-mail address: tdcegam@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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I 大学院1,2年 1  ○ 複数担当（2人） 

 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

・偏光干渉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。DDS（Drug Delivery System）技術で注目

されている DDS 用ナノ微粒子の多波長分光･3 次元計測に取り組む。 
 

・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。 

 

 

微小光学技術の記録・計測システムへの応用 
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＜実績＞  

(1) 非線形レーザ顕微鏡の作製と評価 

     直径 200 nm の DDS ナノ微粒子の 3 次元断層映像に成功した．また，生体細胞として緑茶に

含まれる葉緑体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。 

(2) 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。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                     

1)  “Shift-multiplexed microhologram fabrication with photoisomeric chromophores” Y. Shiga and C. 

Egami, Appl. Opt. Vol. 51  pp. 2847-2855 (2012). 

2) “Submicron Channel Fabrication in Photoresist Film Using Continuous Wave Laser” M. Tomiyasua & C. 

Egamia, Mol. Cryst. and Liq. Cryst. Vol. 568 Issue 1, pp. 66-69 (2012). 

3) “Multi-Layered Optical Storage Media Using Arranged Nano Particles” T. Okawa & C. Egamia, Mol. 

Cryst. and Liq. Cryst. Vol. 568 Issue 1, pp. 70-73 (2012). 

 

国際会議発表     

1) Cross Section Measurement of Nanoparticle with Polarization-interferometric Confocal Microscope 

(Chikara Egami) AIP 2012, Sidney, Monday 10 December (2012). 

 

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（AIP2012）に参加し国際交流に務めた。 
＜管理・運営＞ 

学科長 

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  
e-mail address: teyema@ ipc.shizuoka.ac.jp 
  

 

【 研究室構成 】  

教    員：江間 義則  

修士課程：2年（1名）、１年（2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＞ 
  ・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） 工学部ＦＤ委員長を務めた。 
（３） 学科内では、ＥＤ棟薬品管理室の管理者を務めた。 
（４） H24 年度の学科就職担当と全学ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄ委員会委員を務めた。 

 

【 今後の展開 】  

 今後も、わかりやすい授業、オリジナルの研究を目指して行きたい。 
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兼担・教授  小楠 和彦 （OGUSU Kazuhiko）   

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 

e-mail address: tekogus@ ipc.shizuoka.ac.jp 

 

【 研究室構成 】  

教   員：小楠 和彦 

修士課程：2年（1名） 

学  部：1年（1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  ○ 複数担当（2人） 

電磁波工学  学部3年 2 ○   

先端光技術特論ＩＩ  大学院1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、全光学スイッチが実現でき、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) K. Ogusu, “All-optical switching in nonlinear multimode interference couplers,” Jpn. J. Appl. Phys., 

Vol. 51, No. 8, pp. 082503-1 - 082503-5, 2012. 

(2) L. Xian, P. Wang, K. Ogusu, and H. Li, “Cladding mode coupling in a wide-band fiber Bragg grating 

and its application to a power-interrogated temperature sensor,” IEEE Photon. Technol. Lett., Vol. 25, No. 

3, pp. 231-233, 2013. 

(3) K. Ogusu and H. Li, “Normal-mode analysis of switching dynamics in nonlinear directional couplers, ” 

IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology. (accepted) 
 

【 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と考えてきたが、２４年度末で定年を迎えてしまった。 
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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  
e-mail address: terkita@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（5名）、1年（2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、エンジニアにとって、また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 

BaZrO3 および La2Zr2O7 ナノアイランドを形成した装飾基板を用いることにより超伝導薄膜の

磁場中臨界電流特性の向上に成功した（第 25 回国際超電導シンポジウム発表）。 

（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 

TFA 添加により YBCO の結晶成長が促進され、磁場中臨界電流特性が向上した（学術論文 1）。 

 

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 ○  ＊市民開放授業 

超伝導工学 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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（３）新規人工ピニングセンター材料の探索 

新規ピニング材料として TiO2 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 3） 

（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、BaZrO3 および La2Zr2O7薄膜材料の低温結晶化に成功した（学術論文 2）。 

 

＜学術論文・著書等＞               

(1) Effects of TFA Addition on the Growth of Sintered YBa2Cu3Oy Superconductors, R. Kita, K. Kuroda, T. 

Kato, O. Miura, K. Yamada, K. Kaneko, Physics Procedia27(2012)124-127. 

(2) 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, Physics Procedia27(2012)224-227. 

(3) Flux pinning properties of REBa2Cu3Oy films fabricated by a metal-organic deposition using 

metal-napthenates and 2-ethylhexanates, T. Matsumoto, O. Miura, M. Ito. R. Kita, Physics Procedia36

（2012）649-654. 

国際会議発表     

(1) Influences of crystallization conditions on the growth of GdBa2Cu3Oy films fabricated by fluorine-free 

MOD method, K. Ymamada, K. Kaneko, Y. Tachibanaki, R. Teranishi, M. Ito, O. Miura, R. Kita, 25ｓｔ

International Symposium on Superconductivity, (2012,12.4, Tokyo) 

(2) Surface decoration with BaZrO3 and La2Zr2O7 nanoislands for enhancing pinning properties in GdBCO 

films by metal-organic deposition, R. Kita, K. Kuroda, O. Miura, K. Yamada, K. Kaneko, 25ｓｔ

International Symposium on Superconductivity, (2012,12.4, Tokyo) 

(3) Critical current densities of TiO2 doped GdBa2Cu3Oy superconductors, Y. Otsu, O. Miura, R. Kita, 25ｓ

ｔInternational Symposium on Superconductivity, (2012,12.4, Tokyo) 

 

国内学会発表  
・応用物理学会、日本金属学会、日本顕微鏡学会など 5 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  
e-mail address: tykuwab@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://kuwalab.eng.shizuoka.ac.jp/ 
    

 

【 研究室構成 】  

教    員：桑原 義彦 

博士課程： 

修士課程：2年（4名）、1年（3名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

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

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電磁波工学  学部3年 2 ○  

通信工学  学部3年 2  ○ 

デジタル通信理論   大学院1,2年 1 ○   

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

  我々はアンテナ・電波伝搬とデジタル信号処理技術を融合させ、電磁波応用の新しい展開，特にワ

イヤレス送電，ITS，医用工学への展開を目的として研究を行っている．当面の研究目標を以下に列

記する． 

（１）走行中の自動車の非接触送電 

（２）マイクロ波マンモグラフィ 

（３）雑音源の可視化 

（４）高機能アンテナの開発 

   透明 MIMO アンテナ，ミリ波誘電体レンズアンテナ 
 

＜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すると，送受アンテナ間の

位置ずれに強く，自動車を動かせるような大電力を効率よく送電できることを理論的に示した． 

（２）マイクロ波マンモグラフィの開発 

マイクロ波マンモグラフィを開発し，臨床試験を行った。X 線マンモグラフィで撮像が困難な

DCIS や直径 1cm の初期がんを検出することができた。撮像領域の 3 次元電気定数分布を描く電

波トモグラフィのアルゴリズムを構築した。 

 

電波工学 
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（３）不要放射源の可視化 

SAGE 法，コンフォーカルアレー，逆問題を用い，金属板上のハーネスからの不要放射の可視化

を行い，UHF-LF の広い帯域で 10cm の誤差で波源の特定を特定できることを実験的に確認した。 

（４）透明 MIMO アンテナ 

将来の移動通信(4G)に適用する革新的なマルチバンドの MIMO アンテナを提案した。特徴は透明

導電性シートでアンテナを作成しディスプレイに貼り付けて使用できるので，ボディを金属で作

った携帯機器に適用できること．開口共用技術を使って，開口の大きさが従来技術の 1/6 程度に

縮小できることである。 

（５）誘電体レンズを用いたミリ波衝突防止レーダアンテナの開発 

多目的遺伝的アルゴリズムを用い多焦点の誘電体レンズを設計し，実験により設計の有効性を確

認した。 

 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表     

・4 件 

国内学会発表  

・6 件 

招待講演 

･1 件 

 

【 今後の展開 】  

（１）走行中の自動車の非接触送電 

セニアカーへのワイヤレス送電システムを構築し送電実験を行う。 

(２) マイクロ波マンモグラフィ 

病変の特定が可能なトモグラフィを用いた診断装置を開発する。 

(３) 雑音源イメージング 

HEV，EV の車内に放射される不要電磁波の発生源を特定する可視化システムを構築する。 

（４）ミリ波衝突防止レーダの開発 

マルチビームレンズアンテナを用いた広い視野を持つ高感度・高精度衝突防止レーダを開発する。 

（５）透明 MIMO アンテナ 

透明導電性シートで作成した MIMO アンテナを試作し，モックアップのディスプレイに貼り付

けて性能評価を行う。 
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専任・教授  坂田 肇 （SAKATA Hajime）   
電気電子工学科  
専門分野：光波電子工学  
e-mail address: thsakat@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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） 

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光機能デバイスは，情報通信，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． 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “Wavelength control of Tm-doped fiber laser using nonidentical mechanical long-period fiber gratings,” 

M. Ichikawa, S. Araki, and H. Sakata, Laser Physics Letters, Vol. 10, No. 2, 025101 (2013). 

2) “Loss tunable long-period fiber gratings controlled by electromagnet,” H. Sakata, T. Numano, and M. 

Tomiki, IEEE Photonics Technology Letters, Vol. 24, No. 19, pp. 1680-1682 (2012). 

3) “Magnetic-force-induced long-period fiber gratings,” H. Sakata and K. Yamahata, Optics Letters, Vol. 

37, No. 7, pp. 1250-1252 (2012). 

ファイバレーザシステム・光機能素子の研究 
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国際会議発表 

1) “All-fiber tunable Q-switched Tm fiber lasers for greenhouse gas sensing,” H. Sakata, S. Araki, T. 

Numano, and M. Tomiki, Optical Instrumentation for Energy & Environmental Applications (E2), 

Eindhoven, Netherlands, 2012 年 11 月. 計 2 件 

国内学会発表 

1)  応用物理学会学術講演会 4 件 

2)  日本光学会 Optics & Photonics Japan 1 件 

3)  電子情報通信学会総合大会 1 件 

4)  電子情報通信学会 光ファイバ応用技術研究会 2 件 

5)  電子情報通信学会 ポリマー光回路研究会 1 件 

6)  電気関係学会東海支部連合大会 2 件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

IEEE Nagoya Chapter 理事（Student Activities Chair） 
出張授業による教育支援 

・藤枝明誠高校ならびに掛川東高校にて講義を行った． 

＜管理・運営＞ 

電気電子工学科カリキュラム委員，発明審査委員、就職担当（2012.12～2014.03） 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得 
 研究助成金：電気通信普及財団研究調査助成（代表者），「光ファイバ通信システム用磁力誘起グ

レーティング型ファイバフィルタに関する研究」  
 科研費（基盤研究 C 代表者），「可動マイクロベンドによる 2μm 帯チューナブル Q スイッチファイバ

レーザの研究」 
 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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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  
e-mail address: tettake@ ipc.shizuoka.ac.jp 
  

 

【 研究室構成 】  

教    員：竹前 忠  

修士課程：2年（１名）、１年（１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  ○  

 
【 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 
６） 竹島大貴、澤谷安奈、竹前忠、小杉幸夫、工藤篤、小嶋一幸“三相渦電流を用いた生体の異方性

観察” 日本生体医工学会、名古屋、2012 年 10 月 
７） 河合慎太郎、竹前忠、小杉幸夫、工藤篤、小嶋一幸“2 つの周波数成分を用いた生体インピーダン

ス計測”日本生体医工学会、名古屋、2012 年 10 月 
８） 高橋克直、竹前忠、小杉幸夫、本郷実“レーザ光を用いた測定対象のエッジ自動検出による磁気併

用 EIT”日本生体医工学会、名古屋、2012 年 10 月 
 

【 今後の展開 】  

 電気インピーダンス CT, 非観血的脳循環動体計測、呼吸モニタリング、介護支援機器の開発研究

を継続し、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  
e-mail address: tehtats@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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 年（1名），2年（1名） 

修士課程：2年（2名），1年（2名） 

学  部：4年（2名），研究生（１名） 

 

【 教育 】 

＜目標＞ 

  電気回路Ⅱではきっちりと基礎を理解できる着実な授業を，また固体物理 II，光半導体工学では

物性分野の基礎となる新しい概念をより理解しやすく工夫するとともに，社会の動向，トピックス

にも興味を持つよう，さらに卒業研究，大学院での専門教育への期待がわくように授業内容を考慮

している． 

 

＜授業担当科目および取り組み＞      

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

電気回路Ⅱ  学部1年 2  ○ 複数担当（2人） 

固体物理II  学部3年 1 ○   

光半導体工学   学部3年 1  ○  

半導体光物性 大学院修士課程1,2年 1  ○ 複数担当（3人） 

物質と光の科学と

工学応用 
大学院博士課程1,2,3年 1  ○ 複数担当（4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，安全安心社会構築の為，環境・医療分野への応用を目指している． 

＜実績＞  

（１）シリサイドバルクの作製及びシリサイドナノ構造材料の作製と形状制御 

CrSi2ナノワイヤバンドル，Mg2Si/MgO ナノコンポジットバンドル，MoSi2ナノシートバンド

ル等を作製し，それらの構造及び成長メカニズムを明らかにした．  

（２）酸化物ナノワイヤーアレイの作製と形状制御 

CuO/Cu2O ナノワイヤアレイ，TiO2 ナノワイヤアレイを作製し，その微細構造及び成長メカ

ニズムを明らかにした． 

（３）銀ナノ構造の作製と形状制御 

銀ナノデンドライト，ナノフラクタル，ナノ粒子構造を作製し，その微細構造及び成長メカ

ニズムを明らかにした． 

 シリサイド半導体・ナノ構造の作製と応用 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                          
1) Syntheses and Structural Characterizations of CrSi2 Nanostructures using Si Substrates under CrCl2 

Vapor, W. Li, E. Meng, T. Matsushita, S. Oda, D. Ishikawa, K. Nakane, J. Hu, S. Guan, A. Ishida and H. 
Tatsuoka, J.Cryst.Growth, 365,11–18(2013).  

2) Syntheses of a Variety of Silicide Nanowire and Nanosheet Bundles, H. Tatsuoka, W. Li, E. Meng, 
and D. Ishikawa, ECS Transactions, Volume 50, "Low-Dimensional Nanoscale Electronic and Photonic 
Devices 5", 50, 3-10(2012). 

3) Synthesis of Mg2Si/MgO Nanofibers Using SiO2 Nanofibers in Mg Vapor, W. Li, Q. Yang, H. 
Tatsuoka, e-J. Surf. Sci. Nanotech., 10, 297-300(2012)  

4) Growth of Cu-oxide nanowires on Cu substrates by thermal annealing, S.M. Cai, T. Matsushita, H. 
Fujii, K. Shirai, T. Nonomura and H. Tatsuoka, C.-W. Hsu, Y.-J. Wu and L.-J. Chou, e-J. Surf. Sci. 
Nanotech., 10, 175-179(2012)   

   など計 5 件 

国際会議発表     

・ Simple Syntheses of Morphologically Controlled Nano-structural Bundles and Arrays, H. Tatsuoka, W. 
Li, E. Meng, D. Ishikawa, K. Nakane, S. Oda, T. Matsushita (Invited), International Conference on 
Nanoscience and Nanotechnology (ICONN 2013), Tamilnadu, India, March 18-20, 2013. 

・ Syntheses of a Variety of Silicide Nanowire and Nanosheet Bundles, H. Tatsuoka, W. Li, E. Meng, and 
D. Ishikawa (Invited), 222nd ECS Meeting, Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid-state 
Science PRiME, Honolulu, Hawaii, October 7-12, 2012.  

・ Simple Fabrication and Structural Modification of Silicide, Oxide and Metallic Nanostructures by 
Thermal Treatment, Hirokazu Tatsuoka, W. Li, E. Meng, D. Ishikawa, K. Nakane, S. Oda, T. Matsushita 
(Invited), Collaborative Conference on Crystal Growth (3CG), Florida, USA, December 11-14, 2012. 
など計 8 件 

国内学会発表  

・ 立岡浩一，李文，孟二超，石川大輔，中根海斗，小田晋吾，松下智治, 金属珪化物及び酸化物

ナノ構造束の作製と組織制御, 第 56 回日本学術会議材料工学連合講演会，京都テルサ 2012 年

10 月 30 日． 
など計 4 件 

 
【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

中国鄭州大学との学術交流更新（2012 年 12 月 28 日より 5 年間）．NASA ジョンソンスペースセ

ンター(4 月 25〜30 日)及びカリフォルニア工科大学訪問(4 月 30 日~5 月 7 日)．カリフォルニア

工科大学 Jeffery Snyder 博士招聘(9 月 29 日~10 月 1 日).  SSSV プログラム國立清華大學，國立台

灣大學より何准教授と学生 5 名を招聘，シンポジウムと共同実験を実施(2013 年 1 月 31 日~2 月

8 日)．第 15 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），学生同好会（Open Science Laboratory）発足（顧問），複数大

学にて理科教室の実施．静岡大附属中学校より教諭 1 名生徒 11 名（6 月 24 日），5 名（8 月 6 日）

の研究室訪問受入．外国人留学生 3 名． 
＜管理・運営＞ 

評価実施委員会副委員長 
＜特筆事項＞ 

科研費（基盤研究（C）），共同研究 1 件， 
 

【 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  
e-mail address: tdtnaka@ ipc.shizuoka.ac.jp 
  
 

【 研究室構成 】  

教    員：中井 孝芳 

博士課程：3年（1名）、1年（1名）    

修士課程：2年（2名）、1年（1名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜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 2 ○  

電子計算機工学 学部3年 1  ○ 

芸術論  工学部、情報学部2年 1 ○  

 

＜業績・成果＞ 

教科書  

・Let's Enjoy Computing[2013] （2013） 
 

【 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。減圧過

程で発生する血液中の気泡の検出など。 

 

＜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表せた。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を比較・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した。 

(5)減圧過程で発生する血液中の気泡の検出 

新しいディジタル信号処理により気泡検出するアルゴリズムの開発を開始した。 

 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表 

1) 日本音響学会 2012 年秋季研究発表会 3 件 

2) 日本音響学会 2013 年春季研究発表会 2 件 

 

 

【 今後の展開 】  

 五つの事柄について、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： プラズマ科学、プラズマ応用  
e-mail address: tmnagat@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（4名）、2年（2名）、1年（3名） 

修士課程：2年（1名）、1年（2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＞ 

指導学生の受賞・表彰 

・Raman Bekarevich（自然科学系教育部 3 年）：IUMRS-ICME2012 (2012 国際 MRS 連合電子材料国際
会議)  Award for Encouragement of Research in Materials Science（2012.9.23-28） 

・Mihai Alexandru Ciolan（自然科学系教育部 1 年）：プラズマ・核融合学会第 29 回年会、若手年会発表賞 
(2012.11.27-30） 

・三井 登志樹（電気電子工学専攻 1 年）：平成 24 年度電気関係学会東海支部連合大会、電気学会優秀
論文発表賞 B 賞 (2012.9.24-25) 

・望月 遥平（電気電子工学専攻 1 年）：平成 23 年度第 6 回プラズマエレクトロニクス・インキュベーション
ホール、優秀ポスター賞 (2012.9.19-21) 

【 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基礎と応用 
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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) Masaaki Nagatsu, Ying Zhao, Ryota Mizutani, Yuya Fujioka and Akihisa Ogino, "Sterilization Method 
for Medical Container Using Microwave-Excited Volume-Wave Plasma", Plasma Process. Polym. Vol. 9, 
Issue 6, June 2012, pp.590-596. 

2) Hisashi Nakahiro, Peng Zhao, Akihisa Ogino, Wei Zheng, Yuedong Meng, and Masaaki Nagatsu, 
"Effects of Hydrogen Reduction on the Characteristics of Cu Thin Films Deposited by an RF-Driven 
Ar/H2 Atmospheric Pressure Plasma Jet", Appl. Phys. Express 5 (2012) 056201  

3) Chengxu Zhang, Jue Hu, Xiangke Wang, Xiaodong Zhang, Hirotaka Toyoda, Masaaki Nagatsu, Yuedong 
Meng, "High performance of carbon nanowall supported Pt catalyst for methanol electro-oxidation", 
Carbon, Vol. 50, Issue 10 (2012) pp. 3731-3738.  他 10 編 (査読付論文) 

国際会議発表     

・M. Nagatsu, R.V. Bekarevich, A. Balmakov, I. Motrescu, A. Ogino, A. Murakawa, M. Ogata and E. Y. Park，
2012 MRS Spring Meeting, San Francisco, USA (2012.4.9-4.13). 他 27 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 46 件 

招待講演   
・M. Nagatsu, M. Ogata, T. E. Saraswati, K. Kawamura, A. Ogino, and T. Usui, 4th International Conference 

on Plasma Medicine(ICPM-4), Orleans, France , June 17-21,2012 他3件 

特許査定・特許出願 

・永津 雅章, 「プラズマ発生装置」（特願2008-060473）、特許第5076148号 (2012.9.7).  
・永津雅章, 他3名, 「アルミ･樹脂接合体の製造方法及びアルミ･樹脂接合体」,特願2013-006118 

(2013.1.17). 

【 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 5 名，ベラルーシ 2 名，インド 1 名，ルーマニア 2 名） 
・浜松電子工学奨励会評議員、静岡大学インターアカデミア実行委員長     

＜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，第 30 回プラズマプロセシング研究会現地実行委員長  

＜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”  

受賞： 
・M. Nagatsu, I. Motrescu, Advanced Plasma Application Award 受賞、第 11 回 APCPST／第 25 回 SPSM

合同会議 (2012.10.5 ） 

【 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 
e-mail address: ttnogut@ ipc.shizuoka.ac.jp 
  
 

【 研究室構成 】 

教    員：野口 敏彦（季彦） 

博士課程：3年（1名）、1年（1名） 

修士課程：2年（5名） 

修士課程：1年（3名） 

学  部：4年（4名） 

研究生 ：1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行う。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ものとし、記憶に頼ることのない実力を身に

つけさせる。 

 

＜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 

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、MOSFET の高速スイッチング技術の確立などを目標とする。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、実験装置を開発し運転特性を検証した。このほか、インダ

クタモジュール構造に基づく新トポロジーも創出し、シミュレーションによりマルチレベル出力が

得られることを確認した。 

（２） MOSFET の高速スイッチング技術 

スイッチングアシスト回路を新たに考案し、それを用いて電力変換器の MOSFET を高速にスイ

ッチングする技術開発に取り組んだ。チョッパだけでなく、電力双方向チョッパやインバータにも

応用展開し、スイッチングだけでなく効率特性も改善できることを実験的に示した。 

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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（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 kW の超高速スロットレスモータの設計を全面的に見直

し、更なる高効率化と高パワー密度化を検討した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1) 野口季彦，水野知博「負荷短絡補助回路を用いた MOSFET の高速スイッチング法 ―高周波

ハーフブリッジインバータへの適用と運転特性―」電気学会論文誌 D（産業応用部門誌），vol. 
132，no. 11，pp. 1080-1081（2012） 

2) 小原正樹，野口季彦「内部永久磁石同期モータの停止時磁極位置推定法」電気学会論文誌 D（産

業応用部門誌），vol. 132，no. 11，pp. 1082-1083（2012） 
3) 野口季彦，久保田洋平「進み電流補償による簡易形インダイレクトマトリックスコンバータの

運転特性改善法」電気学会論文誌 D（産業応用部門誌），vol. 133，no. 1，pp. 20-28（2012） 
4) 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センサレス制御にお

ける磁極位置推定特性の改善」電気学会論文誌 D（産業応用部門誌），vol. 133，no. 2，pp. 222-230
（2012） 

国際会議発表 

1) Toshihiko Noguchi and Tomohiro Mizuno, “High-Speed Switching Operation of MOSFETs Using 
Auxiliary Circuit Shorting Load,” International Conference on Renewable Energy Research and 
Applications (ICRERA2012), CD-ROM (11-14 Nov.. 2012, Nagasaki, Japan).  

国内学会発表 

電気学会 計 9 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 6 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、副主査 
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 
IEEE（米国電気電子学会） Nagoya Section 理事 
日本学術振興会委員 

＜管理・運営＞ 

電気電子工学科副学科長 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：    文部科学省 科学研究費補助金 基盤研究（B）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 7 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を身近に感じられるよう講義を行う。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  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  
e-mail address: tetmats@ ipc.shizuoka.ac.jp 
 
 

【 研究室構成 】  

教    員：松本 隆宇 

修士課程：2年（3名）、1年（1名） 

学  部：4年（1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） 

 

【 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」を実施 

（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）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 

（４）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 

（５）自然状況におけるがいし汚損を模擬する、風送汚損装置を構築 

高電圧・系統絶縁工学 
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＜業績・成果＞ 

国内学会発表  
・松本隆宇、西村誠介、松岡良輔、「磁器がいしとポリマーがいしの汚損現象・放電現象」、H25
電気学会全国大会論文集、Vol. 1、シンポジウム S1-4、2013.3 名古屋 

・西村誠介、松本隆宇、「ポリマーがいし材料表面における放電発生と劣化現象」H25 電気学会全

国大会論文集、Vol. 1、シンポジウム S1-5、2013.3 名古屋 
・本間宏也、松本隆宇、「総合討論：ポリマーがいし材料の課題と将来展望」、H25 電気学会全国大

会論文集、Vol. 1、シンポジウム S1-7、2013.3 名古屋 
・高塚俊介、松本隆宇、「不溶性物質を用いた汚損面の SiR 試料撥水性転移（2）」、H25 電気学会全

国大会論文集、Vol. 7-105、2013.3 名古屋 
・中濱正浩、松本隆宇、「火花放電による SiR 試料のエロージョン劣化(3)」、H25 電気学会全国大

会論文集、Vol. 7-106、2013.3 名古屋 
・河合亮介、松本隆宇、河上 徹、「風送汚損装置を用いた急速汚損」、H25 電気学会全国大会論文

集、Vol. 7-107、2013.3 名古屋 
 ほか 4 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） 

    留学生活動拠点構築：インドネシア（7 月） 
    出張授業：西遠女子学園（7 月） 

＜管理・運営＞ 

工学部 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 
秋季入学留学生特別プログラム（NIFEE）に係る事業の計画・実施：海外広報活動（インドネシ

ア、ベトナム、タイ）、および、国際交流センターと協力して静岡大学インドネシア同窓会の立ち

上げ（7 月）。奨学金の獲得活動（国内）。海外現地入試：インドネシア、ベトナム（3 月）のネッ

ト中継による面接システムの構築。秋季卒業者対象の大学院入試の策定・提案。 

【 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、学習支援、就職支援に関する制度整備を行なって行く。 
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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  
e-mail address: tekmich@ ipc.shizuoka.ac.jp 
  

 

【 研究室構成 】  

教    員：道下 幸志    

修士課程：2年（3名）、1年（2名） 

学  部：4年（4名） 

連携教員：松本 隆宇 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（3人） 

 

  ＜業績・成果＞ 

・ 指導学生の受賞・表彰 
酒井良太（M2）、電気学会優秀論文発表賞、電気学会，平成 25 年 1 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 。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の推定精度を明らかにした。 

雷に伴う環境電磁工学 
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(2)  JLDN の推定精度について検討し，0.5-1.1km という結果を得た。 
(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) 「最近の落雷に関連する研究」、道下幸志、中部電力技術開発ニュース No.146、pp. 3-4、 

2012-10  

2) 「最近の落雷位置標定システムに関連する雷観測の最新動向」、道下幸志、OHM、pp. 47-50

（2012,6） 

3) ”Flashover Rate of 6.6 kV Distribution Line Due to Direct Negative Lightning Return Strokes”, K. 

Michishita and Y. Hongo, IEEE Trans. on Power Delivery, 27, 4, 2203-2210 (2012. 10) 

4) 「負極性直撃雷による高圧配電線スパークオーバ率－電磁界観測により得られた波高値を用い

た解析－」、道下幸志、酒井良太、中田英宏、電気学会論文誌Ｂ, 133, 11, 922-927 (2012.11) 

5) 「SPD、避雷器の現状」、道下幸志、電気設備学会誌、vol.32, pp. 901-904（2012.12） 

 

国際学会発表  

・ICLP など、計 4 件 

 

国内学会発表  

・電気学会など、計 11 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 電磁界計測による雷放電特性調査専門委員会 委員長 
3) 電気学会 高電圧技術委員会 委員 
4) 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 
5) 電気設備学会 雷保護規格分野の JIS 原案作成調査委員会 委員 
6) IEC SC4 国内委員会 委員 
7) 電力中央研究所雷リスク委員会 委員 
8) 中部電力 電力施設専門部会 社外委員 
9) 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 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費（基盤研究（C） 代表者）、 

       奨学寄附金（パワーアカデミー特別推進研究 代表者）、 

       奨学寄附金（東電記念財団 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 
e-mail address: tyinoue@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://cnt.eng.shizuoka.ac.jp/ 
 

【 研究室構成 】  

教    員：井上 翼 

修士課程：2年（3名）、1年（4名） 

学  部：4年（4名） 

連携教員：中野貴之助教 

 

【 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） 

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独自技術で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紡績糸、高度配向ナノチューブシートの作製と応用展開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紡績糸、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紡績糸、シートを作製した。 

超紡績性カーボンナノチューブによる革新的高強度・高電気導電性・

高熱伝導性材料材料の開発 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

(1) “Study of Growth Enhancement of Multiwalled Carbon Nanotubes by Chlorine-Assisted Chemical 
Vapor Deposition”, Crina Ghemes, Adrian Ghemes, Morihiro Okada, Hidenori Mimura, Takayuki 
Nakano, and Yoku Inoue, Jpn. J. Appl. Phys. accepted. 

(2) “Effect of carbon nanotube length on thermal, electrical and mechanical properties of 
CNT/bismaleimide composites”, Xin Wang, Qian Jiang, Weizong Xu, Wei Cai, Yoku Inoue, Yuntian 
Zhu, Carbon 53, 145 (2013). 

(3) “Fabrication and mechanical properties of carbon nanotube yarns spun from ultra-long multi-walled 
carbon nanotube arrays”, Adrian Ghemes, Yoshitaka Minami, Junichi Muramatsu, Morihiro Okada, 
Hidenori Mimura and Yoku Inoue, Carbon 50, 4579 (2012) 

(4) “Poly(vinyl alcohol) reinforced with large-diameter carbon nanotubes via spray winding”, Wei Liu, 
Haibo Zhao, Yoku Inoue, Xin Wang, Philip D. Bradford, Hyungsup Kim, Yiping Qiu and Yuntian Zhu, 
Composites A 43 587-592 (2012). 

国際会議発表 

“Chlorine Effect on Growth of Long Multiwalled Carbon Nanotube Arrays” , Crina Ghemes, Adrian 

Ghemes, Hidenori Mimura, Takayuki Nakano and Yoku Inoue, 2012 MRS Fall Meeting (Nov/2012), 

Boston, USA. 他 7 件 

国内学会発表 

“ドライスピニング法で紡績したMWCNT紡績糸の電気伝導特性”, 萩坂文登 榎本将規，中野貴之, 

三村秀典，井上翼, 第 73 回応用物理学会学術講演会, （2012/9/11）, 松山市 他 11 件 

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

(1) 米国、独大学との共同研究 3 件 
(2) カーボンナノチューブ事業体組織化 

＜管理・運営＞ 
FD 委員 

＜特筆事項＞ 

・カーボンナノチューブ事業化報道、日経産業新聞、日刊工業新聞 平成 25 年 1 月 31 日 
・ナノテク 2013 展示会に出展し、ナノテク大賞材料・素材部門賞受賞 
・外部資金獲得： 

(1) 科学研究費補助金 基盤研究(B)、”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”、研究代表者 
(2) JST 先端的低炭素化技術開発(ALCA) 、”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”、研究代表者 
(3) JST 大学特許価値向上支援 採択、“軽量低抵抗 CNT ファイバーの応用技術開発”、平成 24

年度、研究代表者 
(4) 財団からの研究助成 2 件 

・企業共同研究 3 件 
・特許出願 2 件 
 

【 今後の展開 】  

 カーボンナノチューブは優れた材料であるが実用化例は少ないので、私たちのグループから実用

的なナノチューブ応用技術を創出したい。CNT 糸、シートといった高度配列ナノチューブ構造体な

らではの応用方法を提案していく。 
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専任・准教授  大内 浩司 （OHUCHI Kouji）   

電気電子工学科  

専門分野： 情報通信工学 通信方式 
e-mail address: dkoouti@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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） 

 

 

【 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の研究 

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やパケットの衝突を考慮に入れたスループット

特性の解析を進めた。 

（２）光無線通信の研究 

可視光や赤外線を想定した光無線通信において、偏光を利用した符号分割多重伝送方式の理論

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

した情報配信方法を検討した。 

 

情報通信工学，通信方式 
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（３） マルチパルス位置変調／コードシフトキーイングの研究 

UWB (Ultra Wide-band) 環境において、マルチパルス位置変調とコードシフトキーイングを組

み合わせた変調方式 (MPPM/CSK 方式) について検討を行った。特に、UWB 環境の伝送路特

性を考慮して、MPPM/CSK 方式のための同期方式の考案、性能解析を行った。 

 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表 

・ T.MOCHIZUKI, K.OHUCHI, “Performance Analysis of Multi-pulse PPM/CSK on Ultra Wideband 
Impulse Radio”, 2012 International Symposium on Information Theory and its Applications 
(ISITA2012), pp. 362-366, 2012-10. 

・ C.MUKAI, K.OHUCHI, “BER Performance of Multiplexed CSK using Linear/Circular Polarization 
in Optical Wireless Communications”, 2012 International Symposium on Information Theory and its 
Applications (ISITA2012), pp. 576-580, 2012-10. 

国内学会発表 

・ 向井、大内、“CSK 方式を用いた偏光多重光無線通信における送受信機間の回転角の補正”、電

子情報通信学会信学技報, vol. 112, no. 147, WBS2012-17, pp. 41-46, 2012 年 7 月. 
・ 荒井、大内、西原、“PC-OFDMにおけるPAPR低減効果”、電子情報通信学会信学技報, vol. 112, 

no. 147, WBS2012-22, pp. 71-71, 2012 年 7 月. 
・ 太田、大内, “アダマール符号の並列組合せによる定振幅マルチコード伝送方式の拡張法”, 電

子情報通信学会信学技報, vol. 112, no. 317, WBS2012-44, pp. 51-56, 2012 年 11 月. 
・ 中、大内、“ノード飛び越しするマルチホップ通信のシミュレーションによるスループット解析”、電子

情報通信学会信学技報, vol. 112, no. 317, WBS2012-44, pp. 45-50, 2012 年 11 月. 
・ 太田、大内、“並列組合せを用いた定振幅マルチコード伝送方式の復調法に関する一検討”、電

子情報通信学会総合大会予稿集 A-5-4, 2013 年 3 月. 
・ 増田、大内、“空間変調を用いる光無線マルチパルス位置変調方式の提案”、電子情報通信学会

総合大会予稿集 A-5-3, 2013 年 3 月. 
 

【 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 

 

＜管理・運営＞ 

工学部学生支援入試戦略企画室委員 
工学部学生委員会委員、静岡大学生協理事 
支線管理委員 
工学部長選挙管理委員会委員 
准教授選考委員会委員（2 件） 

 

【 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  
e-mail address: tegooha@ ipc.shizuoka.ac.jp 

 

【 研究室構成 】  

教    員：大橋 剛介    

博士課程：1年（1名） 

修士課程：2年（2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 2     ○ 2クラス担当 

画像工学  学部4年 1   ○   

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（2名） 

 

＜業績・成果＞ 

 指導学生の受賞： 
・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 2012「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 2012「細胞内ロジスティ 

     クス大賞」受賞 
【 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. 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 

4. 広色域ディスプレイに関する研究 

5. 多元色ディスプレイに関する研究 

＜実績＞  

1. 画像特徴量を拡張し画像内容検索精度を向上させた。（学術論文） 

2. 再生する細胞領域の検出と追跡を実現した。（受賞） 

3. 車載カメラによる夜間走行画像から自動的かつ高精度な車両検出を可能にした。（産学連携） 

4. 広色域ディスプレイにおける輝度と彩度の関係を明らかにした。（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。(産学連携) 

＜業績・成果＞ 

学術論文 

1. Y.Kumagai, G.Ohashi, "Query-by-Sketch Image Retrieval Using Edge Relation Histogram", IEICE 
Transactions on Information and Systems，Vol.E96-D，No.2, pp.340-348(2013.2) 

画像工学 
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2. S.Mori, G.Ohashi, Y.Shimodaira, "Robustness of Image Quality Factors for Environment 
Illumination", IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer 
Sciences，Vol.E95-A，No.12, pp.2498-2451(2012.12) 

国際会議発表 

1. N.Kurita，G.Ohashi，"Particle Detection and Clustering in Fluorescence Images of Autophagosomes", 
International Workshop on Advanced Image Technology 2013, No.P4-29, pp.1148-1151, Nagoya, 
Japan(2013.1) 

2. R.Ogura, G.Ohashi,"Vehicles Detection Based on Extremas in Nighttime Driving Scene", The 1st 
IEEE Global Conference on Consumer Electronics 2012, pp.690-693, Chiba, Japan(2012.10) 

国内学会発表  

1. 大橋剛介，小倉亮太，"CenSurE を用いた夜間走行画像からの車両検出'', 電気学会 電子・情

報・システム部門大会, TC18-7, pp.687-688, 弘前(2012.9.7)  
2. 天野雄介，大橋剛介，下平美文，"ノイズ特性の空間不均一性を考慮したノイズレベル推定

法", 映像情報メディア学会技術報告（情報ディスプレイ），Vol.36, No.40, IDY2012-42, 
pp.21-24, 東京(2012.10.17) 

3. 栗田直人，熊谷佳紀，大橋剛介，"オートファゴソーム蛍光画像における輝度極値に基づい

た粒子の検出とクラスタリング '', 第 18 回画像センシングシンポジウム , No.IS4-05, 
pp.IS4-05-1--IS4-05-4, 横浜(2012.6.8)  

4. 久野雄貴，大橋剛介，加藤誠，"病理検査における画像特徴量を用いた検体照合'', 第 17 回知

能メカトロニクスワークショップ, No.V4-3, pp.pp.V4-3, 広島(2012.8.31) 
他 4 件 

招待講演  

1. 栗田直人，熊谷佳紀，大橋剛介，"近似 LoG フィルタを用いた粒子検出と粒子と核との位置

関係を考慮したクラスタリング'', 画像処理と生物学の分野融合を目指したワークショップ

2012，仙台，pp.8-9, (2012.6.13) 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

高校出張講義 1 件（磐田南高等学校）、 
＜管理・運営＞ 

学長選挙学長適任候補者意向投票管理委員会、教務委員（1 年目）、防災安全委員会（2 年目）、学

科内外部評価実施委員会（2 年目）の委員を務めた。 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：共同研究（代表 2 件、分担 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 2012「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 2012「細胞内ロジスティク 
ス大賞」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 
ビジョン技術の実利用ワークショップ ViEW2012 実行委員・幹事補佐 
動的画像処理実利用化ワークショップ DIA2013 実行委員（静大浜松キャンパス開催）・幹事 

【 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。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）、画像検索、画像品質評価に関する研究に注力する。 
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専任・准教授  片山 仁志 （KATAYAMA Hitoshi）   

電気電子工学科  

専門分野： 制御工学  
e-mail address: thkatay@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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＞ 

(1) 非線形制御理論と非線形サンプル値系の制御理論研究 

(2) 非線形サンプル値制御理論の船舶制御への応用 (サンプル値追従制御系設計、フォーメーショ

ン制御系設計。特に、船舶モデルの特徴を利用した状態推定器とそれに基づく出力フィードバッ

ク制御器の開発) 

 

＜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、GPS により観測可能な位置情報のみを用いる船舶のサン

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。 

 

 

 

 

 

 

非線形サンプル値制御理論と船舶制御への応用
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＜業績・成果＞                          

国際会議発表     

・ K. Hirota, H. Nakamura, H. Katayama, Nonlinear control of magnetic levitation system with 

finite-time P-PI control, 20th IEEE Medierranean Conference on Control and Automation, 

CD-ROM, Barcelona, Spain, 2012. 平成 24 年 7 月 

他 1 件 

国内学会発表  

・計測自動制御学会 計 3 件 
 

【 その他の事項 】 
 

＜管理・運営＞ 

工学部入試委員会委員 

 

【 今後の展開 】  

受動性などの入出力信号の性質の観点からの非線形サンプル値制御理論の拡張を目指すと共に、

構築した理論を船舶制御に適用し、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 
e-mail address: tetkawa@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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。太陽光発電を用いた電力自給，大規模洋上風力発電の水素に

よるエネルギー輸送，地域熱供給への未利用エネルギー導入効果などを明らかにすることを目

指して，研究を行っている。 

  

 

分散電源の小規模電力系統への影響 
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＜実績＞  

（１）太陽光発電を用いた電力自給システム 

 

一般家庭に太陽光発電と蓄電池を導入し，必要な電力を自給できるシステムの可能性を

評価した。太陽電池も蓄電池も直流であるため，直流屋内配電を仮定する。日射の条件

がよければ，一般的な家庭用の 2倍程度の太陽電池と電気自動車 2台分程度の蓄電池で，

ほぼ電力自給が可能であることが明らかとなった。また，縮小規模実験により，このよ

うなシステムが構成でき，予定どおり作動することを確認した。 

（２）大規模洋上風力発電のエネルギー輸送 

離島を中心に 50万 kW規模の洋上風力発電を設置した場合のエネルギー輸送について検

討した。直流電力ケーブルによる方法，圧縮/液化水素による方法を比較した。水素の比

較では，おおむね 1000km を超えると液化水素が優位となる。電力ケーブルによる方法

は低損失であるが，ケーブルの敷設可能性やコストに未知な部分が多い。本土に輸送し

た水素を移動用燃料に使用すると仮定すると，現状のガソリンよりも高効率が期待でき，

コストも現状の水素価格と似たような値であった。 

（３）地域熱供給への未利用エネルギーの適用 

河川・海水・地下水や工場排熱のような「未利用エネルギー」を，地域熱供給に適用し

た場合の効果を評価した。ヒートポンプ・冷凍機の冷凍サイクル理論計算により，一般

的な空気熱源に対して，特に下水熱源や海水熱源の効果が大きいことを示した。また，

木質バイオマスや工場排熱の利用に関しても，その可能性が示唆された。 

 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表 

・ 遠藤和也，河本映，「太陽電池および蓄電池を用いた屋内直流配電における電力自給の

可能性」，平成 24 年電気学会電力・エネルギー部門大会，北海道大学，2012.9 

・ 菊池亮太，河本映，「洋上風力発電に対応した水素エネルギーシステムにおける輸送方

法の検討」，平成 24 年度電気関係学会東海支部連合大会，豊橋技術科学大学，2012.9 

・ 稲垣光浩，河本映，「地域熱供給システムへの海水熱源導入効果」，平成 24 年度電気関

係学会東海支部連合大会，豊橋技術科学大学，2012.9 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

学生委員会委員 
 

【 今後の展開 】  

 教育面では，再来年から新たに担当科目となる「応用電気回路」の内容検討を開始する。学生

の理解度向上，及び不合格者の減少を目指して授業を組み立てるように努めていきたい。 

 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

の各分野について学術的な立場からの研究を続けるとともに，将来のあるべき姿を見据えて，新

たな研究分野の発掘を心がけたい。 
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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  
e-mail address: tjsekik@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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。特に、数百ボルト程度の直流回路内で発生するアーク

放電と、電気接点の接触抵抗に関する研究に重点を置いている。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1. Hitoshi ONO, Junya SEKIKAWA, and Takayoshi KUBONO, “Arc Duration of Break Arcs Magnetically 

Blown-Out in a DC 450 V Resistive Circuit,” IEICE Trans. Electron., Vol. E95-C, No. 9, pp. 1515-1521 

(2012) 

 

電気接点の接触現象とアーク放電 
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2. Tomoaki SASAKI, Junya SEKIKAWA, and Takayoshi KUBONO, “Position and Shape of Break Arcs 

Driven by Transverse Magnetic Field,” IEICE Trans. Electron., Vol. E95-C, No. 9, pp. 1527-1530 (2012) 

3. Naoya TAKESHITA, Junya SEKIKAWA, and Takayoshi KUBONO, “Effects of Shapes of Contact 

Surfaces on Break Arcs Occurring between Electrical Contacts in Which a Magnet is Embedded,” IEICE 

Trans. Electron., Vol. E95-C, No. 9, pp. 1522-1526 (2012) 

国際会議発表     

・Junya Sekikawa、High-Speed Spectroscopic Imaging of Contact Surfaces Eroded by Break Arcs、The 58th 

IEEE Holm Conference on Electrical Contacts、Portland, OR, USA、2012 年 9 月 

国内学会発表 

・電子情報通信学会 IS-EMD2012 (12th International Session in Electro-Mechanical Devices) 6 件 

・電子情報通信学会 機構デバイス研究会 1 件 

・電気学会 放電・開閉保護・高電圧合同研究会 1 件 

・2012 年電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ大会 5 件 

・2013 年電子情報通信学会総合大会 6 件 

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

・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 

・鉄道総合技術研究所 リサーチアドバイザ 

＜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 

・情報ネットワーク支線管理者 

＜特筆事項＞ 

・外部資金：平成 24 年度科研費（基盤研究（C），代表者）、共同研究（5 件） 

 

【 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 
e-mail address: teytaka@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（3名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  物事を一から論理的に考えるように、授業や卒業研究で指導している。講義では演習を多く行い、

何を学べばいいかを明示している。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。 
 

＜授業担当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  ○  

 

＜業績・成果＞ 

（１）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発生の様子を詳細に調べている。GaP 結晶はデバイスグレードになった。 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

   エネルギー変換効率が 5-10%の太陽電池を従来の 10 分の 1 以下のコストで作製することを目標

とする。 

 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

・高木達也、宮原亮、高野泰、MOVPE 法により作製した Si 基板上 GaP の界面形状、電子情報

通信学会研究会、まちなかキャンパス長岡、2012.10 

・藤田、井上翼、高野泰、角谷正友、福家俊郎、中野貴之、MOVPE 法を用いた GaN 両極性面

同時成長に関する研究、第 31 回電子材料シンポジウム、琵琶湖ラフォーレ、2012.7 

・高木達也、宮原亮、堀江陽介、高野泰、MOVPE 法による Si 基板上 GaP と Si 表面処理の関係、

電子情報通信学会研究会、山形大学、2012.8 

溶液成長法による太陽電池作製に関する研究 
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・高木達也、華俊辰、宮原亮、高野泰、MOVPE 法による Si 基板上 GaP の成長速度依存性、電

子情報通信学会研究会、豊橋技術科学大学、2012.5 計 6 件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

電子情報通信学会電子部品・材料研究会専門委員会副委員長 
2012 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 2013  年総合大会及びソサイェティ大会一般セッション電子部品材料座長 

  電子情報通信学会論文誌 C、LSI と高密度実装から見た異種機能集積技術への期待と課題招待論

文特集編集委員会委員 

 

＜管理・運営＞ 

 工学部教務委員会委員 

 

【 今後の展開 】  

  真空装置を用いずに 5-10%の変換効率の太陽電池を作製する技術を探求する。コストを低減する

方法を確立する。 
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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 
e-mail address: tmniway@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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。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 

工学基礎実習  学部1年 2 ○   

創造教育実習  学部1年 2  ○  

数値シミュレーション  学部2年 1 ○   

過渡現象論  学部3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. Shun Takagi, Ryotaro Kime, Masatsugu Niwayama, Norio Murase and Toshihito Katsumura: "Muscle 
Oxygen Saturation Heterogeneity Among Leg Muscles During Ramp Exercise," Advances in 
Experimental Medicine and Biology, Vol. 765, pp. 273-278 (2013) 

2. N. Stuban and M. Niwayama: "Optimal filter bandwidth for pulse oximetry," Rev. Sci. Instrum., 83, 
104708 (2012) 

3. M. Niwayama, H. Suzuki, T. Yamashita, and Y. Yasuda:"Error factors in oxygenation measurement using 
continuous wave and spatially resolved near infrared spectroscopy," The Journal of Japanese College of 
Angiology, Vol. 52, pp. 211-215 (2012) 

 

光を用いた非侵襲生体計測 
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4. 市村志朗, 勝村俊仁, 森口哲史, 山田雄太, 中川直樹, 庭山雅嗣, 山本克之, 浜岡隆文,"自転

車運動時の大腿部の筋酸素消費量と筋酸素含有量の部位差," 脈管学, Vol. 52, pp. 115-122 (2012) 

 国際会議発表 

1. D. Wakabayashi, K. Wakamori, and M. Niwayama, "Theoretical and experimental study for determination 
of characteristics of bone tissue using diffuse reflectance," IEEE EMBS International Conference 2012, 
San Diego (Sep. 2012) 

2. T. Iwano, N. Stubán, T. Yamakawa, and M. Niwayama, "Measurement sensitivity of deep artery on 
transabdominal fetal pulse oximetry," IEEE EMBS International Conference 2012, San Diego (Sep. 2012) 

3. M. Kimura, T. Aoki, M. Niwayama, and T. Yamakawa, "Design and Electrochemical Characterization of 
Polyimide Based Subdural Grid Electrodes for Minimally-Invasive Implantation," IEEE EMBS 
International Conference 2012, San Diego (Sep. 2012) 

4. D. Wakabayashi, K. Wakamori, T. Yamakawa, and M. Niwayama, “Determination of characteristics of 
bone tissue using spatially-resolved near infrared spectroscopy,” IEEE Student Branch Young Researchers 
workshop 2012, Hamamatsu (Nov. 2012) 

5. Y. Kobayashi and M. Niwayama, "Measurement of optical properties of deep muscle tissueusing spatially 
resolved NIRS", IEEE Student Branch Young Researchers workshop 2012, Hamamatsu (Nov. 2012) 

6. A. Suma and M. Niwayama, "Advanced lifelog acquisition using near infrared spectroscopy and 
electromyography", IEEE Student Branch Young Researchers workshop 2012, Hamamatsu (Nov. 2012) 

7. T. Iwano, N. Stubán, T. Yamakawa, and M. Niwayama, "Phantom experiments and simulation for 
transabdominal fetal pulse oximetry," IEEE Student Branch Young Researchers workshop 2012, 
Hamamatsu (Nov. 2012) 

8. N. Stuban and M. Niwayama, "Wireless pulse oximeter for fetal application," ITC-CSCC 2012 conference, 
Sapporo (Jul. 2012) 

 

 

【 その他の事項 】 

＜新聞発表＞ 

 ・日刊工業新聞（全国版）2012 年 5 月 29 日、p. 7 

 ・日本経済新聞（神奈川版）2012 年 7 月 20 日、p.35 

＜社会連携・国際交流＞ 

・高大連携実習講師 1 件 2012.8 
・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） 

 

＜管理・運営＞ 

 入試委員、工学部 Web ワーキンググループ、ヒトを対象とした研究倫理委員会委員 
 
＜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 2 件、特別研究員奨励費 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、

骨組織性状計測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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電気電子工学科 

 

 

  

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  
e-mail address: tethash@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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 ○  受講対象約75名 

画像情報処理   大学院1,2年 1 ○  複数担当（3人） 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

画像を用いた 3 次元計測に関する研究を行っている。特に，受動的ステレオ計測において，従来技

術より一桁以上高精度に計測可能な独自技術を開発した。また，この技術を様々な分野へ応用するこ

とに取り組む。 

 

＜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。 

 

高精度 3 次元画像計測技術の開発と応用 
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電気電子工学科 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

複数の技術相談に対応した。一部企業とは現在も相談を継続中である。 
画像計測に関して，地元大手企業との共同研究を推進中である。 
今年度から静岡大学防災総合センターの併任になり，「ふじのくに防災学講座」を担当した。 
他大学での特別講義を 2 件（情報技術，パワーエレクトロニクス応用）行った。 

 
＜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 

 

＜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。 

 日本，特に静岡県が直面する地震防災に関する研究も鋭意行っていく計画である。 

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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電気電子工学科 

 

 

  

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  
e-mail address: teymats@ ipc.shizuoka.ac.jp 
  
 

【 研究室構成 】   

教    員：松島 由太郎    

学  部：4年（3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、高出力 PM 形バーニアモータの 

設計 

 

＜実績＞ 

(1) 表面 PM 形バーニアモータの高出力化 

 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表  

(1) Comparison of Three Magnet Array-typa Rotors in Surface Permanent Magnet-type Vernier Motor, 

(Yasuhiro Kataoka,Masakazu Takayama,Yoshitarou Matsushima and Yoshihisa Anazawa), 

ICEMS2012, J-12-11-005, 2012.10, Sapporo, Japan. 

(2) Design of Surface Permanent Magnet-type Vernier Motor, (Hironori Kakihata, Yasuhiro Kataoka, 

Masakazu Takayama, Yoshitarou Matsushima and Yoshihisa Anazawa), ICEMS2012, J-12-11-006, 

2012.10, Sapporo, Japan. 

 

 

電気電子工学，低速大トルク電動機の開発 
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電気電子工学科 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

電気電子工学科：予算委員，FD 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）の設計法確立。 
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電気電子工学科 

 

 

  

専任・准教授  李 洪譜 （HONGPU Li）   

電気電子工学科 （兼担：創造科学技術大学院） 

専門分野： 光ファイバデバイス，非線形光学，光情報処理 
e-mail address: dhli@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~dhli/index.html 

 

【 研究室構成 】  

教    員：李 洪譜    

博士課程：2年（1名） 

修士課程：1年（3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） 

 

 
【 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） 単一チャンネル位相シフト FBG による超高感度センシングデバイスへの応用を提案し、その方案の

有用性を確認した。 

（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開発した。 

（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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電気電子工学科 

＜業績・成果＞ 

 

学術論文・著書等         
1. “Calibration of a phase-shift formed in a linearly chirped fiber Bragg grating and its thermal 

effect,” L. Xian and H. Li*, IEEE/OSA J. Lightwave Technol., Vol. 31, No. 4, pp. 1185-1190 
(2013).  

2. “Cladding mode coupling in a wide-band fiber Bragg grating and its application to a 
power-interrogated temperature sensor,” L. X, P. Wang, K. Ogusu, and H. Li*, IEEE Photon. 
Technol. Lett., Vol. 25, No. 3, pp. 231-233 (2013).  

3. “Single-longitudinal-mode Brillouin fiber laser,” X. Chen, L. Xian, K. Ogusu, and H. Li*, 
Applied Physics B-Lasers and Optics, Vol. 107, No. 3, pp. 791-794 (2012). 

国際会議発表 

1.  “Calibration of a phase-shift formed in a linearly chirped fiber Bragg grating and its 

application to environmental parameters sensor,” H. Li, Photonics Global Conference 2012, 

Singapore, Paper Oral3-2D-1 (Invited report). 

2.  “High channel-count comb-filter based on sampled fiber Bragg grating,” H. Li, International 

Conference on Information Science, Signal Processing and their Applications (ISSPA2012), 

Montreal (Canada), pp. 1440-1443 (Invited report). 

国内学会発表  

・電子情報通信学会など、計 4 件 

招待講演  

1.  “High channel-count comb-filter based on sampled fiber Bragg grating,” H. Li, International 

Conference on Information Science, Signal Processing and their Applications (ISSPA2012), 

Montreal (Canada), pp. 1440-1443 (Invited report). 

2.  “Calibration of a phase-shift formed in a linearly chirped fiber Bragg grating and its 

application to environmental parameters sensor,” H. Li, Photonics Global Conference 2012, 

Singapore, Paper Oral3-2D-1 (Invited report).  

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・国際交流 1 件 （工学部 SS/SV プログラム） 

 

＜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） 

・ 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（分担者） 

 
【 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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電気電子工学科 

 

  

専任・准教授  渡邊 実 （WATANABE Minoru）  

電気電子工学科  

専門分野：光情報処理、集積回路工学、宇宙デバイス   
e-mail address: tmwatan@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~f0230096/index.html 
 

【 研究室構成 】  

教    員：渡邊 実    

修士課程：2年（2名）、1年（3名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜授業担当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  4 件 

1. 「学長賞」，森脇烈，余座貴志，上窪勇貴，鳥飼勇希，谷川彰，窪田 貴之，伊藤宏幸，白

橋侑弥，静岡大学，2013 年 3 月． 

2. 「デザインコンペティション世界第一位」，R. Moriwaki, T. Yoza, Y. Kamikubo, Y. Torigai, A. 
Tanikawa, T. Kubota, H. Ito, Y. Shirahashi, M. Watanabe, ICFPT Design Competition, IEEE 
International Conference on Field-Programmable Technology, Dec. 2012. 

3. 「学生研究奨励賞」, 社団法人電子情報通信学会東海支部, 山地勇一郎, 2012 年 6 月． 
4. 「デザインコンペティション世界第一位」，"International Workshop on Highly Efficient 

Accelerators and Reconfigurable Technologies, Retsu Moriwaki, Takashi Yoza, Takahiro Watanabe, 
Yuki Kamikubo, Yuki Torigai, Yuya Shirahashi, Hiroyuki Ito, Takayuki Kubota, Akira Tanikawa, 
Yuichiro Yamaji, Yuji Aoyama, Masato Seo, and Minoru Watanabe, June, 2012. 

 
【 研究 】 

＜課題＞ 

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 

 

 

光再構成デバイス, リコンフィギャラブルデバイス 

130



電気電子工学科 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等   

[1] M. Watanabe, "High-Performance Computing Based on High-Speed Dynamic Reconfiguration,"     

High-Performance Computing Using FPGAs, Chapter 20, Springer, 2013. 

[2] A. Ogiwara, M. Watanabe, R. Moriwaki, "Formation of temperature dependable holographic memory 

using holographic polymerdispersed liquid crystal," Optics letters, Vol. 38, No. 6, March, 2013. 

[3] R. Moriwaki, M. Watanabe, "Optical configuration acceleration on a new optically reconfigurable gate 

array VLSI using a negative logic implementation," Applied Optics, Vol. 52, No. 7, March, 2013. 

[4] A. Ogiwara, M. Watanabe, "Optical reconfiguration by anisotropic diffraction in holographic 

polymer-dispersed liquid crystal memory," Applied Optics, Vol. 51, Iss. 21, pp. 5168–5177, July, 2012. 

[5] 渡邊実，「第 4 章 高速な木探索回路を実現する」，ディジタル・デザイン・テクノロジ No.15，

CQ 出版社，pp. 65-76, 10 月，2012． 

    国際会議論文発表     

[1] Y. Yamaji, M. Watanabe, "A 256-configuration-context MEMS optically reconfigurable gate array," 

International Conference on Solid State Devices and Materials, pp. 232-233, Sep., 2012. 

[2] Y. Kamikubo, M. Watanabe, S. Kawahito, "Gray-level image recognition on a dynamically reconfigurable 

vision architecture," IEEE SOC Conference, pp. 61-65, Sep., 2012. 

[3] T. Yoza, M. Watanabe, "A 16-configuration-context robust optically reconfigurable gate array with a 

reconfiguration speed adjustment function," International Conference on Field Programmable Logic and 

Applications, pp. 361 – 366, Aug., 2012. 

[4] T. Watanabe, M. Watanabe, "Inversion/Non-Inversion Reconfiguration Scheme for a 0.18 Um CMOS 

Process Optically Reconfigurable Gate Array VLSI," IEEE International Midwest Symposium on Circuits 

and Systems, pp. 117-120, Aug., 2012. 

[5] T. Watanabe, M. Watanabe, "0.18 um CMOS process high-sensitive differential optically reconfigurable 

gate array VLSI," IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI, pp. 308-313, Aug., 2012. 

[6] Y. Ueno, M. Watanabe, "A 4-configuration Context Fiber-linked Optically Reconfigurable Gate Array,"    

OptoElectronics and Communications Conference, pp. 592-593, July, 2012. 

[7] T. Yoza and M. Watanabe, "A 16-configuration-context dynamic optically reconfigurable gate array with a 

dependable laser array," NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems, pp. 92-98, June, 

2012. 

    他 9 件 

国内学会発表:18 件  

【 その他の事項 】 

 ＜外部資金獲得＞ 

[1] 「3 次元光電子機械プログラマブルデバイスの開発と動的回路実装技術の確立」，渡邊（研究代表者），科学

研究費・基盤研究(B)． 
[2] 「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． 
[3] 「ディペンダブル光 FPGA の研究開発」，渡邊（研究代表者），総務省・戦略的情報通信研究開発推進制度

(SCOPE) 【ICT イノベーション創出型研究開発】 
[4] 「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耐環境性を明らかにしていく． 
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電気電子工学科 

 

 

  

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  
e-mail address: tetwada@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（2名） 

学  部：4年（5名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

･論理回路Ⅰや確率統計という一年生科目を担当。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 プログラム生の第四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＞ 

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、プロトコルを検討する。さらに、流星バースト通信の基礎データを得るために、

データ伝送実験を実施する。 

･可視光通信は、LED などの光源を利用した通信技術で、高速性や高セキュリティといった特徴を

もち、また、免許無く利用できることから広い応用が考えられる。イメージセンサを受光素子と

して利用する並列伝送型可視光通信方式ではデジカメを受信機として利用できるため、汎用性が

高い。本研究では並列伝送型可視光通信システムのプロトタイプを製作し、基礎検討を行う。 

 

 

無線ネットワークにおける伝送信頼性の向上 

132



電気電子工学科 

･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、伝送性能改善を目指す。 

･既存の船舶衝突防止警報システムに替わる、安価で利用しやすいワイヤレスセンサネットワーク

端末を利用した船舶衝突防止警報システムの開発を行う。本システムは、船の接近を受信信号電

力強度 RSSI を測定によって検知し船舶間の距離を推定する。提案手法の有効性をシミュレーショ

ンなどで確認する。 

＜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、提案した流星バースト通信用同期方

式が有効に動作することを確認した。 

（２）可視光通信システムの送受信システムの構築 

画像位置検出に M 系列を利用、画像変換方式に透視変換を利用、また誤り訂正符号として

LDPC 符号を用いたときの通信性能を測定し、遠距離での特性改善を確認した。 

（３）無線マルチホップ伝送の理論解析。 

中継方式を通信路環境に合わせ変化させる適応中継方式を提案した。誤り訂正符号を効果的

に利用することで、適応中継方式において伝送性能の改善が図れることを確認した。 

（４）船舶衝突防止警報システムのための基礎研究として、水上での電波伝搬特性を測定した。さら

にその結果を利用した RSSI-距離推定アルゴリズムを提案し、有効性を確認した。 

＜業績・成果＞ 

原著論文    

・K.Mukumoto, S.Nagata, T.Wada, K. Ishibashi, T. Wada, “Proposal of Go-Back-i-symbol ARQ Scheme 
and its Performance Evaluation in Meteor Burst Communications,” IEEE Trans. Communications, 
Vol.60, No.8,pp.2336 - 2343 

国際会議   

・ J. Amano, T. Wada, K. Mukumoto，” An Evaluation of a Parallel Transmission Visible Light 
Communication System employing an LDPC code” 2012 International Symposium on Information 
Theory and its Applications (ISITA2012), 2012.10 計 3 件 

国内会議   

・ 岡村, 椋本, 和田,” WSN 端末を用いた船舶衝突警報システムの提案,” 電子情報通信学会ユ

ビキタスセンサーネットワーク研究会, USN2012-49, pp.119-124 計 4 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、査読委員 

･工学部 NIFEE プロジェクトの参画 
･工学部留学生活動支援  

＜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「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」の実施全

般を担当。  
＜特筆事項＞ 

 外部資金獲得：共同研究 1 件 
 

【 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  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 
e-mail address: tttakah@ ipc.shizuoka.ac.jp 
 

 

【 研究室構成 】 

教    員：高橋 崇宏 

修士課程：2年（1名）、1年（2名） 

学  部：4年（6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、生物の様々な仕組みや機構をもとに考案された最適化アルゴリズムであ

る Bio-inspired 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と高い計

算速度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）Bio-inspired アルゴリズムを用いた CVD プロセスシミュレータの開発 

ハチの採餌行動からアイディアを得た ABC (Artificial Bee Colony)や進化戦略 ES (Evolution 

Strategy)などの最適化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。従来から採用している実数値遺伝

的アルゴリズムとともに併用することで高速な計算速度と高い計算精度を実現することができ

た。 

 

 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表 

1) 高橋崇宏、長谷部恭弘、稲垣妙香、成合真吾、江間義則「実数値遺伝的アルゴリズムを用い

た CVD 装置における成膜速度分布の計算方法(2)」第 35 回情報化学討論会、広島大学 2012.10 
2) 高橋崇宏、河合晃平、中井寛之、金原宏樹、江間義則「REX+JGG を用いた CVD プロセス

の反応機構自動解析システムの開発」第 35 回情報化学討論会、広島大学 2012.10 
3) 高橋崇宏、河村健、長谷部恭弘、稲垣妙香、高橋和也、江間義則「GA を用いた CVD の成

膜速度分布に関する計算アルゴリズムの開発と評価」化学工学会第 44 回秋季大会、東北大

学 2012.9 
4) 高橋崇宏、河合晃平、中井寛之、金原宏樹、江間義則「REX+JGG を用いた反応機構自動解

析システムの評価と改善」化学工学会第 44 回秋季大会、東北大学 2012.9 
 

【 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 24 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) 城北地区交通対策委員会委員 
2) 電気電子工学科外部評価実施委員会委員 
3) 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))、A-STEP(フィージビリティスタディ・ステージ 探索

タイプ) 
 

【 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  
e-mail address: tmtomik@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（3名） 

学  部：4年（6名） 

連携教員：坂田 肇 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１」 

 

【 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) 自己形成技術による合分波器の形成 

  自己形成技術によりリボンファイバから合分波器として働く構造の形成に成功した。 

 

光導波型素子の作製と応用 
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2) 合分波器への回折格子付与 

  1)の合分波器に回折格子を付与することで波長選択フィルタの形成に成功した。 

3) 偏光依存性の測定 

  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＞ 

国際学会発表 

・ T. Yamashita, A. Kawasaki, O. Watanabe, M. Kagami, M. Tomiki and H. Sakata, “Light-Induced 
Self-Written Polymeric Waveguides for Low-Cost Integration of Single-Mode Devices”, 2012 IEEE 
Optical Interconnects Conference, TuP25, Santa Fe, NM, USA, 2012.5.22. 

・ Hajime Sakata, Shungo Araki, Tomoyoshi Numano, and Masahiro Tomiki, “All-fiber Tunable 
Q-switched Tm Fiber Lasers for Greenhouse Gas Sensing”, Optical Instrumentation for Energy and 
Environmental Applications, ET4D, Eindhoven, Netherlands, 2012.11.11. 

国内学会発表 

・ 冨木政宏, 東健太, 坂田肇, “ファイバ端面からのフレネル反射を用いた屈折率変化測定”, 第 73
回応用物理学会学術講演会, 12p-C5-9, 2012.9.12(松山大学). 

・ 寺田悠真, 冨木政宏, 坂田肇, “自己形成導波路作製技術による合分波器の作製”, 第 73 回応

用物理学会学術講演会, 13p-C5-13, 2012.9.13(松山大学). 
・ 荒木隼悟, 金原健太, 冨木政宏, 坂田肇, “偏平化ファイバ導入によるＴｍ添加ファイバレーザ

のピエゾ Q スイッチング”, 第 73 回応用物理学会学術講演会,13p-C6-8, 2012.9.13(松山大学). 
 
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 23 回研究会 テーマ「フォトニクスポリマーによる先進情報通信技術」 
 2012 年 7 月 12 日 宇都宮大学陽東キャンパス 実行委員、幹事 

  第 24 回研究会 テーマ「光インターコネクションに関連する次世代高速インターフェース」 
 2012 年 11 月 21 日 機械振興会館 実行委員、幹事 

 第 25 回研究会 テーマ「有機材料を用いた最近のトピックス」 
 2013 年 3 月 8 日 機械振興会館 実行委員、幹事 

 日本光学会中部地区講演会 テーマ「光センサの最新技術」 
   2012 年 12 月 17 日 静岡大学浜松キャンパス佐鳴会館 幹事 
 
 

【 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 
e-mail address: ttnakan@ ipc.shizuoka.ac.jp 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：中野 貴之   

修士課程：2年（3名）、1年（7名） 

学  部：4年（6名） 

連携教員：井上 翼 准教授 

 

【 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。 

 また、反応工学を基礎とした展開からカーボンナノチューブ（CNT）の新規合成方法について

も検討を行っており、新しい塩化物供給法による CNT の合成技術の確立を目指して研究を行って

いる。 

 

＜実績＞  

（１）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

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。 

 

 

 

Ⅲ族窒化物半導体結晶成長と応用 
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（２）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。 

（３）新規 CNT 合成技術の開発 

 塩化物触媒の新規供給方法について検討を行い、量産プロセスを目指した制御性の高い塩化物

CVD 法の開発を行い新しい CNT 成長機構の指針を示した。 

   

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

[1]  Crina Ghemes, Adrian Ghemes, Morihiro Okada, Hidenori Mimura, Takayuki Nakano, and Yoku Inoue; 

“Study of Growth Enhancement of Multiwalled Carbon Nanotubes by Chlorine-Assisted Chemical Vapor 

Deposition”, Jpn. J. Appl. Phys. 52 (2013) 035202 

[2]  Yasuyuki Fukushima, Takayuki Nakano, Yoshiaki Nakano, and Yukihiro Shimogaki; “Control of In 

Surface Segregation and Inter-Diffusion in GaAs on InGaP Grown by Metal–Organic Vapor Phase 

Epitaxy”, Japanese Journal of Applied Physics 51 (2012) 055601 

 

国際会議発表 

[1]  Katsuhiro Atsumi, Hisashi Kaneko, Takahiro Nishioka, Yoku Inoue, Hidenori Mimura, Toru Aoki, and 

Takayuki Nakano, “Investigation of radiation detection which used BGaN”, International Workshop on 

Nitride Semiconductors 2012 (IWN2012), MoP-GR-28 , Sapporo Convention Center, Sapporo, Japan, 

October 14-19, 2012 

[2]  Yohei Fujita, Yasusi Takano, Yoku Inoue, Masatomo Sumiya, Shunro Fuke, and Takayuki Nakano, 

“Research of double polarities selective area growth of GaN by using MOVPE”, International Workshop 

on Nitride Semiconductors 2012 (IWN2012), MoP-GR-69 , Sapporo Convention Center, Sapporo, Japan, 

October 14-19, 2012  
他 3 件 

国内学会発表  

合計 9 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(A) 「Ⅲ族窒化物半導体を用いた中性子検出半導体の開発」（代表）  
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) 
JST 知財活用促進ハイウェイ 「軽量低抵抗 CNT ファイバーの応用技術開発」(分担) 
静岡大学教育研究プロジェクト経費（若手研究者支援経費）（代表） 
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 の研究も進めていく予定である。他大学や他の研究機関との連携を取

り共同研究などを活発に行い研究の発展を目指していく予定である。 
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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）  
e-mail address: thhatan@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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）、2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 ○ ○ 補助要員 

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 

・ 複数の GPS 受信機間で情報を共有することによる自位置推定性能の向上 

 

＜業績・成果＞ 

 

国際会議発表 
・ Yusuke YOSHIDA, Hiroyuki HATANO, and Kazuya SUGIYAMA, "An Evaluation of Error 

Reduction by Indirect Path in Forward-Looking Radar Network Systems," International Conference 
on Intelligent Transportation Systems Telecommunication (ITST) 2012, pages 300-305, November 
2012.（Best Paper Award 受賞） 

国内学会発表（他 1 件） 

 江川賢, 羽多野裕之, "複数受信機を用いた交差点における死角からの接近車両の検知手法," 
電子情報通信学会総合大会, number A-17-22, 2013 年 3 月. 

 平尾駿, 羽多野裕之, 木谷友哉, "2 台の近接した GPS 受信機における受信衛星の相関性の評

価," 電子情報通信学会総合大会, number A-17-16, 2013 年 3 月. 

 木谷友哉, 羽多野裕之, "GPS 測位における近隣の端末との協調による測位精度向上手法," 情
報処理学会研究報告高度交通システム（ITS） , volume 2013-ITS-52, number 3, pages 1-7, 2013
年 3 月. 

 吉田友祐, 羽多野裕之, 杉山和哉, "周辺構造物からの反射波を利用した推定誤差低減手法の

特性評価," 電子情報通信学会技術研究報告(ITS), volume 112, number 318, pages 11-16, 2012 年

11 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）専門委員会幹事補佐 
ITS Japan ITS シンポジウム 2012 プログラム委員 

＜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，学科ウェブサイト管理者 

＜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 

・ 静岡大学電子工学研究所共同研究プロジェクト，“車車間通信を用いた各車両の位置推定精度の

向上と交差点死角映像可視化に関する研究”，研究分担者 

 

【 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と GPS による絶対位置推定技術は相互

に補完し合え，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  
e-mail address: tehmats@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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I 学部2年 1.5  ○ 

電気電子工学実験Ⅱ 学部3年 3 ○ ○ 

 

＜業績・成果＞ 

指導学生の受賞・表彰 

・小笠原 亮（修士 2 年） 平成 24 年度電気関係学会東海支部連合大会 電気学会優秀論文発表賞

B 賞 2012.9.25 

 

【 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電・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。 

再生可能エネルギーによる省エネ・創エネ 
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（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を導入

し、フィールド試験を開始した。 

（３）大学の省エネ・省コスト化 

環境負荷モニタの動作確認を行いつつ、空調制御量の調整を行った。 

 

＜業績・成果＞ 

論文 

1) 小笠原亮，松尾廣伸：「晴天指数の累乗項を用いた IEA 直散分離モデルの改良」, 電気学会

論文誌 B, Vol. 133 No.3, pp. (2013) 

国内学会発表  

1) 松尾廣伸，大井智晴：「電主熱従型ハイブリッドソーラーコレクタの試作と冬季における性

能評価」，日本太陽エネルギ－学会・日本風力エネルギ－学会・Korean Solar Energy Society 
合同研究発表会，pp.241-244(2012.11) 

2) 松尾廣伸，藤田隆寛，梅林孝之，市川浩透：「常時省エネ・非常時準自立型住宅のための蓄

電システム開発」，同上，pp.249-252(2012.11) 
3) 小笠原亮，松尾廣伸：「晴天指数の累乗項を用いた IEA 直散分離モデルの改良」，電気関係

学会東海支部連合大会，F4-4, (2012.9) 
4) 小木曽遼，松尾廣伸，小鍋彰久：「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

夏期における熱の両面利用」，同上，F5-4, (2012.9) 
5) 源城かほり，谷口正樹，松尾廣伸，松本博：「浜松エコハウスの温熱環境とエネルギー消費

量に関する研究 その 1 対象建物と測定の概要」日本建築学会大会，41287（2012.9） 
6) 谷口正樹，源城かほり，松尾廣伸，松本博：「浜松エコハウスの温熱環境とエネルギー消費

量に関する研究 その 2 温熱環境と消費電力量の長期実測結果」日本建築学会大会，41287
（2012.9） 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・ 浜松市環境審議会委員，各種委員 
・ はままつ環境・エネルギー産業創成検討会議委員 
・ 特定非営利活動法人太陽光発電所ネットワーク 静岡県世話人会顧問 
・ 社団法人浜松建設業協会主催、浜松市エコハウス推進協議会後援「本当の太陽光発電セミナー」

企画立案 2012.7 

・ 静岡農業ビジネス企業人材育成講座・講師 2012.12 

・ 高大連携実験講座(2012.8.8)，静岡新聞法人向けセミナー(2012.9.20)，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・空調負荷出力制御 
 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等： 蓄電システム：静岡新聞（2012.8.30） 

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，これまでの実証実験の結果を整理し、シミュレー

ションによりシステム運転方法と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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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 
e-mail address: ttyamak@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~ttyamak/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：山川 俊貴    

 

【 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）フレキシブル回路技術を用いた頭蓋内埋め込み型複合機能デバイスの開発 

 Flexible Printed Circuit(FPC)技術の医療応用に関する研究を行った。具体的には、形状記憶合金ガ

イド細線により低侵襲な手術で頭蓋内に留置可能な次世代硬膜下電極の開発、基板内部に微小冷却

水路を有する埋め込み型大脳局所冷却デバイスの開発、微小測温素子を内蔵し脳表の温度分布を計

測可能な埋め込み型グリッド温度計測デバイスの開発、近赤外帯域の発光・受光素子を内蔵し皮質

脳波と脳表の血中酸素飽和度および血液量を同時計測する機能をもった埋め込み型 ECoG-fNIRS

複合計測プローブの開発を行った。これらの試作デバイスについて、理論解析、ファントム実験、

動物実験を通じて機能検証を実施し、頭蓋内への慢性留置に適した生態適合性をもち、かつ所望の

機能が得られていることを明らかにした。 

 

（２）心電・心音信号の複合同時計測による心疾患自動検出システムの開発 

 心電と心音を高い同期精度で同時計測し、心電 R 波をもとに心音をフィルタリングすることに

よって、その周波数成分や疾患に起因する心雑音を自動解析し、心疾患を自動検出する計測デバイ

スおよび信号処理プログラムの開発を行った。心疾患モデル心音データの利用により、極めて高い

精度で心疾患の自動検出が可能であることを確認した。 

低侵襲・非侵襲な生体信号計測システムの開発
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

 Yeting He, Masami Fujii, Takao Inoue, Sadahiro Nomura, Yuichi Maruta, Fumiaki Oka, Satoshi Shirao, 
Yuji Owada, Hiroyuki Kida, Ichiro Kunitsugu, Toshitaka Yamakawa, Tatsuji Tokiwa, Takeshi Yamakawa, 
Michiyasu Suzuki, “Neuroprotective Effects of Focal Brain Cooling on Photochemically-Induced 
Cerebral Infarction in Rats: Analysis from a Neurophysiological Perspective,” Brain Research, Vol. 1497, 
pp. 53-60, 2013 年 2 月 

 Toshitaka Yamakawa, Genki Matsumoto, Toru Aoki, “A Low-Cost Long-Life R-R Interval Telemeter with 
Automatic Gain Control for Various ECG Amplitudes,” Journal of Advanced Research in Physics, Vol. 3, 
No. 1, 4 pages(available on-line), 2012 年 4 月 
 

国際会議発表 

 Tetsuya Iwano, Norbert Stuban, Toshitaka Yamakawa, Masatsugu Niwayama, “Measurement Sensitivity 
of Deep Artery on Transabdominal Fetal Pulse Oximetry”, 34th Annual International IEEE EMBS 
Conference, 1 page (abstract), San Diego(米国), 2012 年 8 月 

 Daisuke Wakabayashi, Kazuki Wakamori, Toshitaka Yamakawa, Masatsugu Niwayama, “Theoretical and 
Experimental Study for Determination of Characteristics of Bone Tissue Using Diffuse Reflectance,” 34th 
Annual International IEEE EMBS Conference, 1 page (abstract), San Diego(米国), 2012 年 8 月 

 Manato Kimura, Toru Aoki, Masatsugu Niwayama, Toshitaka Yamakawa, “Design and Electrochemical 
Characterization of Polyimide Based Subdural Grid Electrodes for Minimally-Invasive Implantation,” 
34th Annual International IEEE EMBS Conference, 1 page (abstract), San Diego(米国), 2012 年 8 月 
 

招待講演 

 Toshitaka Yamakawa, Toru Aoki, Takao Inoue, Masami Fujii, Michiyasu Suzuki, Takeshi Yamakawa, “A 
Minimally Invasive Brain-Machine Interface Employing Flexible Electronics,” The 14th Takayanagi 
Kenjiro Memorial Symposium – Toward Advanced Imagince Science Creation, pp.S4-3-1~5, 浜松市, 
2012 年 11 月 

 Toshitaka Yamakawa, Toru Aoki, Takao Inoue, Masami Fujii, Michiyasu Suzuki, Takeshi Yamakawa, 
“Flexible Electronics for Diagnostics and Treatment of Intractable Epilepsy,” 13th International Young 
Scientists Conference Optics and High Technology Material Science - SPO 2012, Kyiv(ウクライナ), 2012
年 10 月 

 Toshitaka Yamakawa, Takeshi Yamakawa, Takao Inoue, Tatsuji Tokiwa, Shuji Aou, Toru Aoki, Yuichi 
Maruta, Masami Fujii, Michiyasu Suzuki, "Development of a Focal Brain Cooling Device for the 
Treatment of Intractable Epilepsy," International Conference on Advanced Materials, Science and 
Engineering 2012, Colombo(スリランカ), 2012 年 7 月 
 

 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

 IEEE 静岡大学 Student Branch カウンセラー 
 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 
平成 24 年度 JST A-STEP シーズ顕在化 研究代表者(平成 24 年 12 月まで) 
平成 24 年度 科研費若手研究(若手 B) 研究代表者 
平成 24 年度 JST A-STEP 探索タイプ 研究分担者(平成 25 年 12 月まで) 
平成 24 年度 JST A-STEP シーズ顕在化 研究代表者(平成 25 年 12 月まで) 
 
 

【 今後の展開 】  

 現在の研究を継続し、学会発表、論文投稿を通じて積極的に成果を公表する。また競争的外部資金

獲得にも積極的に挑戦する。 
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物質工学科の教育研究活動状況 
 
物質工学科は、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年度から学科全体会議という形で開催された。平成２

４年度は、平成２５年度の工学部･工学研究科の改組に向けて新学科の骨組みを作るという大きな課題

があり、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、改組後の新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、コースごとに異なるものの、教員の研究分野は両コースで重なるところも多く、学生が

コース選択に迷うという問題点があった。しかし、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、「材料エネルギー化学コース」が他学科の「電子物理デバイスコース」と融合し

電子物質科学科として新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。物質工学科が改組して新学科化学バイオ工学

科となり、「環境応用化学コース」、「バイオ応用工学コース」の 2 つのコースから構成される
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。 
人事については、平成２４年１０月に教授１名、１１月に准教授１名が着任した。改組の方

向性が明らかになったため、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２名（農学部からの採用、学科内の昇任、2 名とも平成２５年４月から
「バイオ応用工学コース」所属予定）、テニュアトラック助教 1名（「バイオ応用工学コース」
所属予定）の選考を行った。また、准教授１名（「バイオ応用工学」所属予定）の選考委員会

を立ち上げた。 
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、３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昨年度

受審し、認定されている。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。 
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３）就職について 
本年度の就職内定率は材料科学コース：95％、化学システム工学コース：95％、大学院修士
課程：98％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 

平成２５年度発足の新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、新学科の紹介を積

極的に行った。また、学科独自に近隣の高校に訪問し、新化学バイオ工学科の特徴的な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、学科全体会議で

決定し、報告した。 
 

（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。 

特筆すべき研究活動として、リチウム二次電池をはじめとした蓄電池に関する研究を、NEDO、

JST-CREST で遂行中である。亜臨界・超臨界流体を用いるプラスチックのリサイクルに関する

研究に関して、NEDO や JST、科研費等の大型外部資金を用いた研究を遂行している。近未来の

水素エネルギーの利用と展開に関する新しい触媒技術の開発と、新機能性触媒材料の開発と触

媒反応システムの開発について研究を、文部科学省の科学研究費補助金（特定領域研究、基盤

研究 B、挑戦的萌芽）の支援を受けて実施している。また、バイオマス利用のプロジェクトと

して文科省の国家課題対応型研究開発推進事業－原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ－

の再委託を受け、放射性物質汚染バイオマスのバイオ技術よる減容化研究を推進している。 

以上の研究活動を今後も継続し、我が国と東海地域の産業の活性化に寄与する。 

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 
e-mail address: tcmkimu@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~kimuralab 

 

【 研究室構成 】  

教    員：木村 元彦    

修士課程：2年（3名）、1年（2名） 

学  部：4年（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。細胞培養に係る再生医療工学関連技術や、治療機器、診断機器

に応用される医療関連技術を開発する。 

 

＜実績＞ 

（１）QCM 法を用いた唾液アミラーゼ活性測定法の開発 

キトサンを塗布した QCM センサ表面上にデンプンを静電作用によって固定したものをセン

サとし、アミラーゼ活性を計測する方法を開発した。 

医用化学工学 
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（２）外科用接着剤の開発 

ポリカルボン酸と金属イオンとの架橋反応を用いた外科用接着剤の接着力増大法および接着

時間遅延法の可能性を見出した。 

（３）過冷却による移植臓器保存法の開発 

   移植臓器保存に応用される過冷却現象に関して、安定に過冷却現象を発生させる条件を見出し

た。 

 

 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

・ QCM センサを用いた唾液アミラーゼ活性の測定方法の開発,生体医工学会 生体医工学シン

ポジウム 2012(2012) 
その他 1 件 

 
  

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

全学評価会議委員 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：受託研究 3 件 
サイエンスショー出演 2 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。

また、地域理科教育の振興にも尽力したい。 
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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、生物プロセス工学 
e-mail address: tkkimba@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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：2年（3名） 

修士課程：1年（4名） 

学  部：4年（5名） 

連携教員：新谷 政己 准教授 

 

【 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。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。研究

指導では、卒業後にも役立つように、積極的に国際・国内学会で発表をするようにしている。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

  授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

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） 

 

＜業績・成果＞ 

指導学生の受賞・表彰 

   ・Sanchez Zoe（博士 3 年）第 15 回国際バイオテクノロジーシンポジウム（韓国大邱市）で President Poster 

Award を受賞、2012.9 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

（１）メタン発酵におけるアンモニア阻害とその緩和法に関して連続発酵システムで解析する。 

（２）複合微生物を用いた効率的な PCB 汚染物・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プラスミドオーグメンテーション法を開発する。 

（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。 

 

環境微生物学、生物プロセス工学 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               
1) Sanchez, Z., Tani, A., Suzuki, N., Kariyama, R., Kumon, H., and Kimbara, K.: Assessment of Change in 

Biofilm Architecture by Nutrient Concentration Using a Multichannel Microdevice Flow System, J. Biosci. 
Bioeng., 115, 326-331 (2013). 

2) Sanchez, Z., Tani, A., and Kimbara, K.: Extensive reduction of Cell Viability and Enhanced Matrix 
Production in Pseudomonas aeruginosa PAO1 Flow Biofilms Treated with D-amino Acid Mixture, Appl. 
Environ. Microbiol., 79, 1396-1399 (2013). 

3) Tani, A., Sahin, N., Matsuyama, Y., Enomoto, T., Nishimura, N., Yokota, A. and Kimbara K.: 
High-throughput identification and screening of novel Methylobacterium species using whole-cell 
MALDI-TOF/MS analysis. PLoS ONE, 7(7): e40784(2012). 

 

 国際学会発表 

・第 15 回国際バイオテクノロジーシンポジウム、韓国大邱市 1 件（2012.9） 

国内学会発表  

・ 環境バイオテクノロジー学会 1 件（2012.6） 
・ バイオフィルムと複合系研究会 1 件（2012.10） 
・ 日本生物工学会 1 件（2012.10） 
・ 日本ゲノム微生物学会 1 件（2013.3） 
・ 日本農芸化学会 2 件（2013.3） 

招待講演 

・ 金原和秀ら「バイオオーグメンテーションによる油類汚染土壌浄化の実際と展望」日本微生物

生態学会第 28 回大会シンポジウム（2012.9） 
・ 金原和秀「マルチチャンネルデバイスを用いたバイオフィルム形成と崩壊の観察」静岡大学工

学部プロジェクト第 11 回 CREST 研究会（2012.10） 
・ 金原和秀「微生物は有害物質を分解したり放射性物質汚染バイオマスを減容化できる」静岡ラ

イフサイエンスシンポジウム（2013.3） 
・ 金原和秀ら「放射性物質で汚染された植物バイオマスの減容化総合処理システムの開発」日本

農芸化学会 2013 年度大会シンポジウム（2013.3） 
 

【 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、ベトナムでの中間合同発表会を開催（9 月 23 日
～9 月 26 日）、またベトナム科学技術アカデミー副所長とフエ大学准教授を受け入れた。 
名古屋大学大学院の非常勤講師として、講義を行った。 
静岡大学生物産業創出推進拠点幹事として第 30 回研究会「食品の機能性と健康」を主催（9 月 14 日、
アクトシティ浜松）。 
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＞ 

物質工学科長、遺伝子組み換え実験安全委員会委員（副安全主任者）、工学研究科組織整備検討ワーキ

ンググループ委員 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：JST「原子力基礎基盤研究イニシアティブ」、科研費（基盤研究（C）代表者）、共

同研究 4 件 
    

【 今後の展開 】  

 新たな手法でメタン発酵を効率化し、放射性セシウムで汚染したバイオマスの減容化に挑戦する。

複合菌の土壌中での分解を効率化する手法を開発し、モデル汚染土壌を用いて分解効率化を検証する。

また、プラスミドオーグメンテーションを達成するため、環境中での分解プラスミドの運命を探る。

バイオフィルム形成の定量化を行い、形成と薬剤による崩壊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）  
e-mail address: takubon@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~takubon/ 

 

【 研究室構成 】  
教    員：久保野 敦史    

博士課程：2年（1名） 

修士課程：2年（4名）、1年（4名） 

学  部：4年（4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） 

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 ○   

材料科学実験Ⅲ  学部3年 1 ○  複数担当（3人） 

機能性有機材料  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

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。  

有機低分子・高分子凝集体の構造と物性 
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＜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。また SEM 画像の解析から、分子の表面拡散距離

に関する考察も行った。 

（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への架橋構造の導入 

三官能性モノマーを用いることでポリ尿素蒸着重合薄膜に架橋構造を導入したところ、耐

溶剤性ならびに塩水に対する防食性能が向上した。 

＜業績・成果＞ 
学術論文・著書等               
1) 久保野敦史, 有機・高分子薄膜の高次構造制御, 信学技報, Vol. 112, No. 57, pp. 1-6 (2012). 

国際会議発表     

1) K. Ueda, M. Ikebe and A. Kubono, Unusual Hydrogen Bonding Behavior in Polyamide Thin Films 
Prepared by Vapor Deposition Polymerization, 9th SPSJ International Polymer Conference, Kobe, 
Japan, Dec. 2012． 

2) Y. Makino, T. Nakagaki and A. Kubono, Phase Tarnsition-induced Changes in the Viscosity of the 
Interfacial Layers between Liquid Crystals and Polymer Sublayers, 7th International Conference on 
Molecular Electronics and Bioelectronics (M&BE7), Fukuoka, Japan, March 2013. 

3) T. Hibino, K. Oka, K. Sasaki, Y. Yoshida and A. Kubono, Formation of Higher Order Structures in 
Binary Organic Thin Films Prepared by a Solution-cast Technique, 7th International Conference on 
Molecular Electronics and Bioelectronics (M&BE7), Fukuoka, Japan, March 2013. 

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) 静岡県立清水東高等学校において出張講義を行った。 
2) 静岡県立科学技術高校の JST サイエンスパートナーシッププログラムにより、液晶ならびに

有機 EL に関する科学実験実習を行った 
3) 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。 
4) 応用物理学会・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の副校長として、

企画運営を行った。 
5) International Display Workshops の運営委員として、企画運営を行った。 

＜管理・運営＞ 
・学部入試委員会委員長として、改組に伴う入試改革を行うとともに円滑な実施に努めた。 
・全学入試会議委員として、入試の円滑な実施に努めた。 

＜特記事項＞ 
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  
e-mail address: tkkobay@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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：2年(1 名)、3年(1 名) 

修士課程：2年（4名）、1年（3名） 

学  部：4年（5名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  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 ○   

材料物理化学 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) Preparation of p-type ZnO films by alternate deposition of ZnO and Mg3N2 films, K. 

Kobayashi, T. Koyama, X. Zhang, Y. Kohono, Y. Tomita, Y. Maeda, and S. Matsushima, 
Procedia Engineering, 36 (2012) 427-433. 

2) First-principles study on electronic structure and optical properties of Ca4Bi6O13 
crystal、Hiroyuki Nakamura, Yuki Obukuro, Kenji Obata, Shigenori Matsushima, 
Masao Arai, Kenkichiro Kobayashi, J. Phys. Chem. Solids, 74 (2013) 25-29.  

3) p-type ZnO films prepared by alternate deposition of ZnO and Mg3N2 films, K. 
Kobayashi, T. Koyama, X. Zhang, Y. Kohono, Y. Tomita, Y. Maeda, and S. Matsushima, 
J. Phys. Chem. Solids, 74 (2013) 80-85. 

4) Preparation and characterization of CaO-Bi2O3 complex oxide, Int. J. Nanotechnology, 
10 (2013) 100-106. 

国際会議発表 

１）Electron Emission from h-BN Films Codoped with Mg and O Atoms, S. Ohtani, T. Yano, S. Kondo, Y. 
Kohno, Y. Tomita, Y. Maeda, and K. Kobayashi, IUMRS-ICA 2012, August 26-31, 2012, Busan, Korea. 

他 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 

 

 ＜特筆事項＞ 

   受賞・表彰 

    ・岡崎清賞、 フルラス・岡崎記念会 2013.1 

 

【 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  
e-mail address: tsakonn@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~konnolab/index.html 

 

【 研究室構成 】  

教    員：昆野 昭則    

博士課程：2年（1名） 

修士課程：2年（2名）、1年（7名） 

学  部：4年（9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 1 ○   

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。本研究では 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。従来法では、アセトニトリル(AcN)にCuIを溶解させてTiO2細孔内部へと浸透させながら、

蒸発乾固させて CuI 層を形成する。AcN の代わりに、より高沸点のバレロニトリル(VaN)を用い

ることにより TiO2細孔内部への充填の改善を図った。その結果、VaN 溶液では AcN 溶液と比較

して、開放電圧 VOCと曲線因子 FF の向上が見られ、反対に短絡電流 JSCが減少した。この結果

色素増感型太陽電池の高性能化 
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は、予想とは逆の傾向であった。このことから VaN の効果は、充填率が向上したのではなく、

TiO2/dye/CuI の界面における接触状態が変化したことが示唆される。これについてインピーダ

ンス測定を行い、TiO2/dye/CuI 間の抵抗 R や電荷再結合の指標となる時定数の大きさを比較す

ると電圧が最も高い VaN/AcN 溶液で最大となり、電圧が最も低い AcN 溶液で最小となること

がわかった。界面抵抗が増大し、結果として電荷再結合が抑制されたと考えられる。 

（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）。

さらに、複数の色素を組み合わせて光吸収を広帯域化することを目的として、混合色素増感系で

は、次の 4 通りの方法で色素吸着多孔質酸化亜鉛電極を作製した。1)従来法で作製した酸化亜

鉛電極を二種類の色素溶液に順次浸漬させて色素吸着をする。2)従来法で作製した酸化亜鉛電極

を二種類の色素の混合溶液に浸漬させて色素吸着する。3)二種類の色素を個別に吸着させた先染

め酸化亜鉛粉末を混合してペーストを作製し、塗布する方法（単層）。4)二種類の色素を個別に

吸着させた先染め酸化亜鉛ペーストを順次塗布する方法（二層化）。D149 に対して短波長側に

極大吸収波長を持つ D131 色素と組みあわせることにより、Jsc が向上し、いずれの場合も変換

効率が向上した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) E. V. A. Premalal, Nilupulee Dematage, S. Kaneko, A. Konno, Development of Quality FTO Films by 

Spray Pyrolysis for Dye-Sensitized Solar Cell, (2012), Electrochemistry, 80(9), 624-628. 

2) E. V. A. Premalal, N. Dematage, S. Kaneko, A. Konno, Preparation of high quality spray-deposited 

fluorine-doped tin oxide thin films using dilute di(n-butyl)tin(IV) diacetate precursor solutions, (2012), 

Thin Solid Films, 520, 6813-6817. 

  他 5 件 

国際会議発表     

・Akinori Konno, E. V. A. Premalal, and N. Dematage, "Conductivity enhanced CuSCN for improved 
performance in dye-sensitized solid-state solar cells" PRiME 2012 Joint International Meeting, # 2863, 9, 
October (2012 Hawaii, USA) 
他 3 件 

国内学会発表  

・電気化学会、中部化学関係学協会支部連合秋季大会など 5 件 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

出張講義 
岐阜県武義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。（2012 年 5 月 31 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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物質工学科 

 

 

  

兼担・教授  佐古 猛 （SAKO Takeshi）   

物質工学科 （専任：創造科学技術大学院）  

専門分野： 超臨界流体工学、化学工学  
e-mail address: ttsako@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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：2年（1名） 

修士課程：2年（5名）、1年（5名） 学  部：4年（6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バイオ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 
   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

水加水分解＋酵素糖化＋発酵により高収率でバイオエタノールを生産する技術を開発した。 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

地球環境科学・環境技術  学部1年 2  ○ 複数担当（2人） 

分離工学  学部2年 1  ○ 複数担当（2人） 

反応工学  学部3年 1 ○  複数担当（2人） 

化学工学基礎 学部1年 1 ○  複数担当（10人） 

化学物質と人間  学部3年 1  ○ 複数担当（8人） 

超臨界流体を用いる環境保全技術の研究開発 
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物質工学科 

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．超臨界二酸化炭素を用いるナノ粒子の金属薄膜コーティング技術の開発 
   超臨界二酸化炭素中に溶解した金属錯体を水素化分解し、ナノ粒子表面に析出・コーティング

する技術を開発した。またコーティング薄膜の膜厚を推定する方法を開発した。 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1) ”Use of single-screw extruder for continuous silane cross-linked polyethylene recycling process using 
supercritical alcohol”, Toshiharu Goto，Shingo Ashihara，Manabu Kato, Idzumi Okajima，Takeshi Sako, 
Industrial & Engineering Chemistry Research，vol.51, pp.6967-6971 (2012). 

2) “亜臨界水を用いる食品およびプラスチック廃棄物からの高発熱量の複合燃料の生成”、岡島いづみ、

河瀬信彦、清水達祥、田村克浩、管野尚子、川尻聡、佐古猛、日本エネルギー学会誌、vol.91(10)、
pp.998-1006 (2012) 

3) “CFRP/CFRTP の加工技術と性能評価”、サイエンス＆テクノロジー、第 7 章、第 1 節 CFRP の亜臨

界・超臨界流体法によるリサイクル技術（岡島いづみ、佐古猛）、pp.213-223 (2012) 
他 3 件 
国際会議発表 

・Idzumi Okajima, Takeshi Sako, Yuji Takamoto, “Solubilization and methane fermentation of spent grain using 
water in high temperature and pressure region”, Inter-Academia 2012, Budapest, Hungary (2012) 他 2 件 

国内学会発表 

・上床一真、岡島いづみ、佐古猛、“超臨界二酸化炭素中の金属錯体の溶解度測定およびナノ粒子コ

ーティングへの応用”、分離技術会年会 2012、関西大学 （2012.6） 他 13 件 

招待講演  

・佐古猛、“環境およびエネルギー問題に挑戦する超臨界・亜臨界水技術”、東海工業化学教育研究

会、浜松（2012.6） 他 1 件 
解説・特集等 

・佐古猛、岡島いづみ、“超臨界流体の溶解力と抽出技術への応用”、オレオサイエンス、vol.12、No.6、

pp.19-26 （2012） 他 2 件 
特許取得 

･Takeshi Sako, Idzumi Okajima, Hajime Hori, Masahito Furuki, Ryousuke Shimobayashi, “Soapstock 
treatment apparatus, soapstock treatment method, and method for manufacturing fertilizer derived from 
soapstock”, 米国特許 8246712 号（2012） 他特許取得 2 件 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

国際会議（Inter-Academia 2012）に参加・発表 
第 12 回グローバル・サステイナブル・テクノロジー研究会を開催（2013 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:「CFRP リサイクル技術の開発」読売新聞（2012.5.30）、他 4 紙、 
CFRP リサイクル技術のテレビ報道 1 件（NHK 総合テレビ 2012.5.28） 
東日本大震災のがれきの水熱燃料化技術のテレビ報道 2 件（テレビ東京、テレビ静岡） 

・受賞･表彰: 静岡県紙パルプ技術協会 技術賞、“亜臨界水を用いる塩分を含んだがれきの燃料転

換技術”、佐古猛、岡島いづみ、藤森祐耶、清水達祥 （2012.6） 
・外部資金獲得:科研費 1 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。 

159



物質工学科 

 

 

  

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）  
e-mail address: tchsuzu@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tnsakam/ 
 

【 研究室構成 】  

教    員：鈴木 久男 

修士課程：2年（9名）、1年（8名） 

学  部：4年 (9 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（5 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) 新井 貴司（鈴木・脇谷研究室）, 日本セラミックス協会関東支部第 28 回研究発表会, 優

秀発表賞, 平成 24 年 8 月 9 日-10 日, 浜松 
2) 小金 達也（鈴木・脇谷研究室）, 日本セラミックス協会関東支部第 28 回研究発表会, 優

秀発表賞, 平成 24 年 8 月 9 日-10 日, 浜松 
【 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）法やスパッタリング法により、薄膜やナノ粒子のナノ構造

や応力状態を制御し、新規物性や優れ部性を発現できるナノマテリアルや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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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等  

(1) “Preparation of the BaTiO3-SiO2 hybrid particles for the catalyst of methane steam-reforming 
process”, Tomoya Ohno, Kazunori Numakura, Hisao Suzuki, Takeshi Matsuda, MATERIALS 
CHEMISTRY AND PHYSICS, 134 (2012) 514-517 

(2) “Low temperature processing of alkoxide derived PMN thin films”, T. Ohno, Y. Gotoh, N. 
Sakamoto, N. Wakiya, T. Kiguchi, T. Matsuda and H, Suzuki, Mater. Sci. Eng., 30, 12002 
(2012) 

(3) “TEM Microstructure Analysis for Compressively Stressed Pb(ZrTi)O3 Thin Film by CSD 
Derived LaNiO3 Bottom Electrodes”, K. Ozawa, M. Ishizuka, N. Sakamoto T. Ohno, T. 
Kiguchi, T. Matsuda T. Konno, N. Wakiya and H. Suzuki, Functional Mater. Lett, 5, 
1260016-1-4 (2012) 

(4) “Preparation of barium titanate hollow particle by two-step chemical solution deposition”, 
Tomoya OHNO, Tomoyuki SUGIURA, Shinji WATANABE, Hisao SUZUKI, Takeshi 
MATSUDA, JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, 121 (2013) 80-83 

(5) “Effect of facing annealing on crystallization and decomposition of Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 thin films 
prepared by CSD technique using MOD”, Takanori KIGUCHI, Yoshihiro MISAKA, Masahiko 
NISHIJIMA, Naonori SAKAMOTO, Naoki WAKIYA, Hisao SUZUKI, Toyohiko KONNO, 
JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, 121 (2013) 242-245 
他 8 件   

 

国際会議発表     

" Electrical Properties of Compressively Stressed Ferroelectric Thin Films on Si wafer ", H. 

Suzuki, T. Ohno, N. Sakmoto, T. Matsuda and N. Wakiya, The 29th International Korea-Japan 

Seminar on Ceramics,   他 7 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 25 回秋季シンポジウム・セッションチェアー，2012 年 9 月 19 日

（水）～21 日（金），名古屋大学 
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 18 日（月），京都・ハートピア京都 
4) 日韓国際セラミックスセミナー・組織委員会委員，2012 年 11 月 21 日（水）～11 月 24 日（金），

韓国，大邱 
5) 5th International Symposium on Functional Materials 2012, International Advisory Member, 

December 17th -21st, Perth, Australia,  
＜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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専任・教授  須田 聖一 （SUDA Seiichi）   

物質工学科  

専門分野： 固体電気化学、固体無機化学、エネルギー変換材料 
e-mail address: tssuda@ ipc.shizuoka.ac.jp 

 

 

【 研究室構成 】 

教    員：須田 聖一    

学  部： 3 年（仮配属）（1名） 

連携教員： 嵯峨根史洋 助教 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  授業においては，｢ものづくり｣における課題の解決やその解決に向けた研究の提案できる能力を

身につけるための生きた材料化学及びその周辺学問が習得できるように工夫する。また，卒業研究

等では，研究課題に対する多面性を体得できるように学会を含めた対外的な学術交流を積極的にお

こなう。 
 
【 研究 】 

＜目標＞ 

 エネルギー，環境分野における科学技術貢献を目指して，酸化還元が機能性を発現する無機固体材

料の界面設計および構築に関する基礎及び応用を研究する。  

  

＜業績・成果＞ 

 

学術論文・著書等               

1)  T. Honma, K. Kawahara, S. Suda, K. Kinoshita, “Development of SrZrO3/ZrO2 Nano-composite Abrasive 
for Glass Polishing,” J. Ceram. Soc. Japan, 120, 294-299 (2012) 

2）須田聖一 （分筆）“これからの蓄・省エネルギー材料の開発における機能性付与技術”，技術情
報協会編，技術情報協会 (2012). 

 

国際会議発表     

1) K. Kawahara, S. Suda, M. Suzuki, M. Kawano, H. Yoshida, T. Inagaki, “Effect of SrFeO3 reactive layer on 
Ni-SDC/LSGM/SSC single cell performance”, IUMRS International Conference on Electronic Materials 
2012 (2012). 

2) T. Honma, K. Kawahara, S. Suda, M. Takata, “Glass Polishing Property of SrZrO3/ZrO2 Nano-composite 
Abrasive”, Materials Science & Technology 2012 Conference & Exhibition (2012). 

 

国内学会発表  

1) 本間隆行，川原浩一，須田聖一，｢ナノ複合砥粒の一次粒子径とガラス研磨特性との関係｣，2012
年度精密工学会秋季大会学術講演会 2012.09   他 3 件 

 

固体酸化物形燃料電池、超精密研磨材料 
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招待講演 

1） 須田聖一，｢ナノ分散化によるセリアフリー砥粒の材料設計｣，砥粒加工学会第 42 回研究会，

2012.04 
2） 須田聖一，｢ナノ材料設計による新規砥粒開発｣，第 102 回ニューガラスセミナー，2012.09 
3） 須田聖一，｢ナノ界面制御によるセリウム代替ガラス研磨材の開発｣，neoceramics 2013，2013.02  

他 1 件 
 

解説・特集 

1) 須田聖一，” ガラス研磨用代替砥粒の開発”, 機械技術 2012 年 5 月号, 42-45 (2012) 他 3 件 

 

特許出願 

1) 須田聖一，ウィフファンパウロ，小浦正義，橋本充也，固体酸化物形燃料電池及びその製造方法，

特願 2013-22716，出願日：2013 年 02 月 07 日，他 2 件 

特許取得 

1) 須田聖一，情野香，固体酸化物形燃料電池及びその製造方法，特許 5060069 号，登録日：2012
年 08 月 10 日 

2) 須田聖一，情野香，川原浩一，大川元，シール材及びそのシール材を用いた固体酸化物形燃料電

池，特許 5105780 号，登録日：2012 年 10 月 12 日 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・ NEDO 技術委員 
・ 一般財団法人ファインセラミックスセンター 客員主管研究員 
・ FCO Power 株式会社 Chief Scientist 
 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等：CBC テレビ｢イッポウ｣ 2012 年 08 月 28 日 ｢人工サンゴ｣ 

 

外部資金：科研費（基盤研究（C）｢酸化セリウム多結晶体の個々の粒界性格と粒界物性との相関｣

代表者），共同研究 2 件 
 
 

【 今後の展開 】  
 無機固体材料の界面設計の分野で，およそ 15 年後に上市するために｢いま｣必要な研究を学生と共

に進める。それによって日本の科学技術の国際競争力アップおよび人材育成に貢献する。 
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専任・教授  須藤 雅夫 （SUDOH Masao）   

物質工学科                             

専門分野： エネルギー化学工学、電気化学システム  
e-mail address: tcmsudo@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://133.70.153.244/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：須藤 雅夫  

秘  書：伊藤 雅美  

修士課程：2年（8名,うち名古屋大学にて研究指導 3名)、1年（5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 DMFC
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

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。 

エネルギー化学工学、電気化学システム 
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５．アルコール検知燃料電池センサーの開発 

  呼気中の微量エタノール検知のための小型高速燃料電池型センサーの開発と応答電流解析を実

施する。特に電解質膜、電極触媒に注目し、応答電流との関係を議論する。 

 

＜業績・成果＞ 

教科書: 須藤雅夫 編著「基礎 化学工学」239 頁 （共立出版）(2012.12.25) 

便覧: 須藤雅夫 分担 8.4.3.膜素材の構造と性質 「第６版 電気化学便覧」(丸善) (2013.1.15) 

展望: 須藤雅夫 電気化学の醍醐味、電気化学および工業物理化学, 80, 125 (2012) 

巻頭言: 須藤雅夫 燃料電池の分離と透過、分離技術、42, 353 (2012) 

学術論文 

1) Development of a measurement system of laser efficiency in the crystalline polymer welding process, 

R. Okuizumi, S. Hirota, M. Sudoh and Y. Okano, J. Advanced Reasearch in Phisics, 3(1), 011212 (1-6) 

(2012) 

2) Transport Properties of Plasma Polymerized Anion Exchange Membrane for Direct Methanol Alkaline 

Fuel Cells, T. Kurozumi, Y. Okajima, H. Nagai and M. Sudoh, ECS Transactions, 50(2), pp.2109-2118 

(2012)  

3) Effect of dissolution on H2O2 formation by using RRDE method, K. Ono, N. Takeuchi, K. Sekizawa, T. 

Yoshida and M. Sudoh, ECS Transactions, 50, In print 

4) Design of rechargeable air diffusion cathode of metal air battery in alkaline solution, Y. Takashita, S. 

Fujimoto and M. Sudoh, ECS Transactions, 50, In print 

 

国際会議発表 4件  

国内学会発表 化学工学会、電気化学会他 18件 

 

【 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 名誉会長 

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 

5. 静岡県資源環境技術研究会 技術顧問 

  平成24年度JSPSサマープログラム（Brian P.Setzler, Georgia Inst. Technology） 

  

 ＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：奨学寄付金 1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。現象の数式化による理解を進め、

性能に影響する要因を明らかにする。燃料電池では、水分輸送に注力し研究を展開し、新規な電解質

膜の開発を目指す。 
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専任・教授  田坂 茂（TASAKA Shigeru） 

物質工学科 

専門分野： 高分子材料物性  
e-mail address: tcstasa@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（2名） 

修士課程： 2 年（4名）、1年（5名） 

学  部： 4 年（5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 

高分子物性 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 

  

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) Changes in the melting temperature and crystal structure of poly(vinylidene fluoride) by knotting, 
Yasuhiro Matsuda, Yuya Ota and Shigeru Tasaka, Journal of Applied Polymer Science,: 17 SEP 2012 | 
DOI: 10.1002/app.38493(2012) 

高分子材料の表面・界面でのナノ構造発現 
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2）Interfacial Structure of Composites of Poly(m-Xylylen Adipamide)and Silica Nano-Particles、Osamu 
ACHIWA, Yoshitaka KYOGOKU, Yasuhiro MATSUDA, Shigeru TASAKA, Japanese Journal of 
Applied Physics, 51, 100204(2012) 

 

3)  Gelation of Poly(L-Lactic Acid) Induced by Complex Crystallization with Solvents  
Authors: Matsuda, Yasuhiro; Fukatsu, Akinobu; Tasaka, Shigeru Chem.Lett.,41,1420-1421(2012). 

 

4) Formation of a metastable phase of bisphenol-A polycarbonate induced by mechanical stress Matsuda, Y. 
Hanamura, R. Takemura, Y. Sugita, A. Tasaka, S. J. Appl. Polym. Sci. ,126,  E116–E122, (2012). 

 

国内学会発表 

1） ポリ塩化ビニルの表面界面での分子運動と結晶化、平野浩一、田坂茂 松田靖弘、 高分子学会年

次大会 パシフィコ横浜 5 月 31 日 
2） CO2 レーザー処理によるフッ素系高分子の表面構造変化、増井亮太、 松田靖弘、田坂茂 高分

子学会年次大会 パシフィコ横浜 5 月 31 日 
3） ポリカーボネート類のフィラー界面における熱的性質 麻生雅志、松田靖弘、田坂茂 高分子学会年

次大会 パシフィコ横浜 5 月 30 日 
4） 貧溶媒中のポリスチレン鎖の構造、塩川康徳、松田靖弘、田坂茂 高分子学会年次大会 パシフィコ

横浜 5 月 31 日 
5） ポリ乳酸/NN ジメチルホルムアミドゲルの構造、深津彰伸、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 6 日 

6） ナイロン 39 の電解による配向とイオン化、廣澤秀和、阿知波收 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 7 日 
7） Structure of polymer complex of poly(methacrylic acid) and poly(2-ethyl-2-oxazoline) in aqueous 

solution and precipitate,Yasunori Shiokawa, Yasuhiro Matsuda, Moriya Kikuchi, Shigeru Tasaka,and 
Atsushi Takahara  IPC2012（神戸） 12月5日 

8） 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 
9) ポリ乳酸の電界配向結晶化における膜厚依存性 杉田篤史、山口龍之介、久保野敦史 田坂茂、 

高分子討論会 名古屋工業大学 9 月 19 日   
10） ポリアクリレート/微粒子界面の構造と熱的性質 松下稔、青葉匡彦、松田靖弘、田坂茂、 高分子討論会 

名古屋工業大学 9 月 20 日 
11) ポリエステルの非晶構造の変化と結晶化挙動、池ノ谷剛人 松田靖弘、田坂茂 高分子討論会 名

古屋工業大学 9 月 20 日 
12) サーモトロピックポリエステル/ナノ粒子コンポジットの界面における構造と熱的性質、久野雅明、深津

博樹、松田靖弘、田坂茂、高分子討論会 名古屋工業大学 9 月 21 日 
13） 溶媒との複合体形成によるポリ乳酸のゲル化、松田靖弘、深津彰伸、田坂茂、高分子討論会 名古

屋工業大学 9 月 21 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（安全衛生管理室員） 
 

【 今後の展開 】 

  高分子表面界面現象の解明 

  （透明・耐衝撃材料の開発、環境に応じた接着・粘着材料の開発） 
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専任・教授  福原 長寿 （FUKUHARA Choji）   

物質工学科  

専門分野： 触媒工学、反応工学、触媒化学 
e-mail address: tcfukuh@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/chemsys/fukuharalab.html 
  

【 研究室構成 】 

教    員：福原 長寿  

修士課程：2年（4名）、1年（3名） 

学  部：4年（5名） 

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）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 

  温暖化ガスである CO2 を高速で高効率にメタンに変換する高機能性触媒を創製し、そのメタン

化特性を評価した。かなりの高速変換を有する触媒であることを明らかにした。 

環境協奏(harmony)型化学･触媒のデザイン 
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（３）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、コンパクトな二元機能化（改質と CO

除去の組み合わせ）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。 

（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）構造体化したペロブスカイト型触媒による化学機能性発現の低温化 

  酸化物系ペロブスカイト触媒の機能性発現の低温化実現を目指し、LaCoO3 系触媒のプレート化

の検討と貴金属成分の担持法の評価を行なった。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

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, 16, 62-74 (2012). 

2) C. Fukuhara, T. Yamada, H. Ohkura, R. Watanabe, “Adsorption state of carbon monoxide on a 

structured copper-based catalyst prepared by electroless plating for low-temperature water-gas shift 

reaction”, Chemistry Letters, 41, 900-901(2012). 

3) C. Fukuhara, Y. Makiyama, K. Yamamoto, R. Watanabe, “A combination of electroless plating and 

sol-gel methods as a novel technique for preparing a honeycomb-type structured catalyst”, Chemistry 

Letters, in print (2013). 

国際会議発表  他 2 件   

1) C. Fukuhara, T. Suzuki, K. Sugimoto, Y. Makiyama, R. Watanabe, “A novel hydrogen production 

system in which compactly combined reforming and CO removing catalysts”, The 15th International 

Congress on Catalysis, July, 2012, Munich, Germany. 

2) C. Fukuhara, Y. Makiyama, T. Hata. R. Watanabe, “A structured methane-reforming system combined 

with catalytic combustion as a novel type reformer”, 7th International Conference on Environmental 

Catalysis, September, 2012, Lyon, France. 

国内学会発表 他 13 件 

1) 蒔山、山本、渡部、福原、“メタン改質プロセス強化(PI)技術としてのヒートコンバインド型

反応システム”、石油学会第 42 回石油・石油化学討論会、秋田キャッスルホテル、2012.10. 

2) 渡部、兵藤、杉本、加藤、福原、“メタン分解による H2製造と C 捕集のためのハニカム型 Ni

系構造体触媒”、触媒学会第 110 回触媒討論会、九州大学、2012.9. 
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、2012.6. 

2) 福原、“触媒反応工学”、新化学技術推進協会、東京都千代田区、2012.10. 

 ＜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) 

   学生の表彰：化学工学会第 44 回秋季大会 反応工学部会優秀発表賞（大学院 2 年 蒔山雄大） 
 

【 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  
e-mail address: tymaeda@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tykouno/maeda/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：前田 康久    

博士課程：3年（2名）、 2 年（1名） 

修士課程：2年（4名）、 1 年（2名） 

学  部：4年（5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。講義の前半と後半で、ま

とめのプリントを配布し、難解な理論へのアプローチが容易に行えるように配慮した。 
 

＜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 

物理化学Ⅰ  学部2年 1 ○  

物理化学Ⅱ  学部2年 1  ○  

光機能化学   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エネルギー変換・環境浄化への

応用に関する研究およびダイヤモンド電極による溶液処理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ナノポーラス二酸化チタン

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、水の浄化処理システムを開発する。また、

酸化鉄電極を用いて可視光による溶液中の化学物質の光酸化プロセスを明らかにするとともに、酸

化銅など p-型半導体電極による人工光合成型の光還元プロセスを検討する。さらに、ダイヤモン

ド電極を用いた溶液中の難分解性有機物の酸化分解処理特性を明らかにする。 

＜実績＞  

（１）二酸化チタン光電極およびダイヤモンド電極による水溶液中の有機物の酸化過程 

  二酸化チタン光電極を用いて、水溶液中の有機物（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、明らかにした。各種有機酸に対して、二酸化チタン電極による

機能材料の光電気化学と応用 
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光酸化プロセスおよびダイヤモンド電極によるアノード酸化プロセスを比較し、両プロセスの相

違を明らかにした。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有機物の光酸化特性の相関を検討した。 

（２）パルス電解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調製法として、パルス電解析出に基づく方

法を検討した。電位パルス電解析出により作製した酸化鉄膜は、有機酸を含有した水溶液中にお

いて 400～450nm の可視光領域で 10 %を超える高い光電流量子効率を示した。 

（３）酸化亜鉛/二酸化チタン膜の調製と光電気化学特性 

  電流パルス電解析出法により、二酸化チタン（アナターゼ）を取り込んだ酸化亜鉛膜の調製を検

討した。二酸化チタンを取り込むことにより、光電流量子効率はほぼ 2 倍に増加し、亜鉛の光溶

解が抑制されることがわかった。二酸化チタン共存の効果を考察した。 

（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（p-ニトロフェノール、4-クロロフェノール）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。ダイヤモンド電極を用いることにより、溶液中の芳香族化

合物が迅速に酸化分解されることがわかった。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                         

・“p-type ZnO films prepared by alternate deposition of ZnO and Mg3N2 films”  K. Kobayashi, T. 

Koyama, X. Zhang, Y. Kohno, Y. Tomita, Y. Maeda and S. Matsushima, JOURNAL OF PHYSICS 

AND CHEMISTRY OF SOLIDS, Vol.74, pp.80-85 (2013) 他 1 件 

国際会議発表  

・“Photooxidation Treatment of Organic Materials on Titanium Dioxide Photoelectrode in Aqueous 
Solution Containing Sodium Chloride”  D. Kodama, Y. Kohno and Y. Maeda, PRiME 2012 

国内学会発表 

・“二酸化チタン光電極およびダイヤモンド電極による水溶液中の有機物の酸化処理”  小玉大雄，

河野芳海，前田康久，第 36 回電解技術討論会―ソーダ工業技術討論）をまとめ、― 他 7 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、支部行事（役員会、総会、支部主催の研究会、工場見学会の開催、

第 43 回中化連秋季大会（20 との対応および 1 月、名古屋工業大学）での ECS 若手研究者賞の審

査等）を企画し取りまとめた。 
第 23 回東海地区光電気化学研究会の世話人として、2012 年 8 月に浜松キャンパスで当研究会を

開催した。 

＜管理・運営＞ 

 物質工学科材料科学コースの就職担当として、企業との対応および学生の就職活動を支援した。 

＜特筆事項＞ 

外部資金：科学研究費補助金基盤Ｃ「光機能材料の調製と光電極系による溶液処理・計測への応

用」採択 
特許第 5093801 号「酸化チタン膜成形部材の製造方法、光触媒、光電極、および水処理装置」取得 
 

【 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  
e-mail address: tchyoda@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tchyoda 

 

【 研究室構成 】  

教    員：依田 秀実 

博士課程：2年（2名） 

修士課程：2年（6名）、1年（8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 

   学術論文 
1) “A New Approach toward Total Synthesis of (+)-Batzellaside B”  

Jolanta Wierzejska, Shin-ichi Motogoe, Yuto Makino, Tetsuya Sengoku, Masaki Takahashi and 
Hidemi Yoda, Beilstein Journal of Organic Chemistry 2012, 8, 1831-1838.   

2) “First Total Synthesis of Epicoccarine A via O- to C-Acyl Rearrangement Strategy”  
Yasuaki Ujihara, Ken Nakayama, Tetsuya Sengoku, Masaki Takahashi, and Hidemi Yoda, Organic 
Letters 2012, 14, 5142-5145. 

 

有機化学，生命機能物質合成 
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3) “First Total Synthesis and Absolute Stereochemical Assignment of Vittarilide-A, an Antioxidant 
Extractive Component Isolated from Vittaria Anguste-elongata Hayata”  
Masaki Takahashi, Yusuke Murata, Yuki Hakamata, Kohei Suzuki, Tetsuya Sengoku and Hidemi 
Yoda, Tetrahedron, 2012, 68, 7997-8002. 

4) “A Synthetic Approach to Diverse 3-Acyltetramic Acids via O- to C-Acyl Rearrangement and 
Application to the Total Synthesis of Penicillenol Series.”  
Tetsuya Sengoku, Yuta Nagae, Yasuaki Ujihara, Masaki Takahashi, and Hidemi Yoda, The Journal 
of Organic Chemistry, 2012, 77, 4391-4401. 

国際会議発表 
1) “Synthetic Studies on (+)-Batzellaside B, a New Class of Piperidine Alkaloids” 

Jolanta Wierzejska, Tetsuya Sengoku, Masaki Takahashi, Hidemi Yoda, 13th Tetrahedron 
Symposium, NH Grand Krasnapolsky Hotel, Amsterdam, The Netherlands, 2 pages, June 26-27, 
2012. 

      2) “First Total Synthesis of Antibacterial Epicoccarine A via O- to C-acyl Rearrangement” 
Yasuaki. Ujihara, Ken Nakayama, Tetsuya Sengoku, Masaki Takahashi, Hidemi Yoda, 13th 
Tetrahedron Symposium, NH Grand Krasnapolsky Hotel, Amsterdam, The Netherlands, 2 pages, 
June 26-27, 2012. 

国内学会発表  
1) L-ピログルタミン酸を利用した(+)-Batzellaside B の立体選択的合成 

Jolanta Wierzejska，鈴木千尋，仙石哲也，高橋雅樹，依田秀実，日本化学会第 93 春季年会，
2012, 3, 25. 立命館大学びわこ・くさつキャンパス（滋賀県草津市）計 5 件 

2) 高純度キラリティーを実現したテトラミン酸系抗生物質 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，第 43 回中部化学関係学協会支部
連合秋季大会，2012,11.11. 名古屋工業大学（名古屋市）計 4 件 

3)  キラルプ－ル方を利用した新規なポリヒドロキシ γ-ラクトン誘導体の全合成 
 仙石哲也，村田優介，高橋雅樹，依田秀実，第 42 回複素環化学討論会，2012, 10. 12.  
 京都テルサ（京都市）計 2 件 
4)  パーフルオロ炭素を置換したルテニウム錯体の合成と自己組織化特性の検討 

 高橋雅樹，山田紗希，仙石哲也，依田秀実，2012 年光化学討論会，2012, 9. 13. 東京工業
大学大岡山キャンパス（東京都目黒区） 

5)  有機色素を組み合わせたナノスケール分子システムの構築と光捕集機能 
 高橋雅樹，仙石哲也，依田秀実，第 23 回東海地区光電気化学研究会，2012. 8. 1. 静岡大学
浜松キャンパス（浜松市） 

 
【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 
   1) 留学生（ポーランド）および社会人を創造科学技術大学院に受入れ中 
     2)  企業技術アドバイザー 
    3)  有機合成化学協会 創立 70 周年記念シンポジウム 組織委員会委員 
 
＜特筆事項＞ 
指導学生の受賞：43 回中部化学関係学協会支部連合秋季大会 有機化学一般発表 優秀賞受賞 
外部資金獲得：科研費（基盤研究 C 代表者） 
学長裁量経費：教育研究プロジェクト推進経費「最先端研究推進経費」 

 
【 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 
e-mail address: tnwakiy@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（9名）、1年（10 名） 

学  部：4年（9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） 

無機材料Ⅱ  学部3年 1  ○ 単独担当 

電子材料特論 修士1-2年 1  ○ 複数担当（2人） 

 
【 研究 】 

＜目標＞ 

 気相法を中心としたプロセッシングに重心を置き、結晶構造や機能を変調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。特に、薄膜における相分離やこれを利用した強誘電性

や焦電性の発現、2 次元周期構造を有するセラミックス薄膜の作製と新しいセンサーの開発、生体親

和性の高いハイブリッドナノ微粒子の合成および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) “Effect of facing annealing on crystallization and decomposition of Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 thin films prepared 

by CSD technique using MOD solution”, T. Kiguchi, Y. Misaka, M. Nishijima, N. Sakamoto, N. Wakiya, H. 

Suzuki and T. Konno, J. Ceram. Soc. Jpn., 121 (2013) [2] 236-241. 

(2) “Magnetic field effects during deposition on crystal structure and magnetic properties of BaFe12O19 thin 

films prepared using PLD in the magnetic field (Dynamic aurora PLD)”, D. Suzuki, N. Sakamoto, K. 

Shinozaki, H. Suzuki and N. Wakiya, J. Ceram. Soc. Jpn, 121 (2013) [1] 45-48. 

構造･機能変調型新規ナノセラミックスの創成 
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(3) “Magnetic and photocatalytic properties of n- and p-type ZnFe2O4 particles synthesized using ultrasonic 

spray pyrolysis”, T. Nunome, H. Irie, N. Sakamoto, O. Sakurai, K. Shinozaki, H. Suzuki, N. Wakiya, J. Ceram. 

Soc. Jpn, 121 (2013) [1] 26-30. 

他 9 件 

 

国際会議発表     

1) “Magneto-optical effect of rare earth doped zinc ferrite thin films prepared using PLD”, N. Wakiya, T. Misu, 

N. Adachi, N. Sakamoto, K. Shinozaki and H. Suzuki, ICM2012 (2012) (Pusan, Korea). 

2) “Magneto-electric properties of self-assembled La1-xSrxMnO3  superlattice thin lms prepared by pulse laser 

deposition”, D. Suzuki, N. Sakamoto, K. Shinozaki, H. Suzuki, N. Wakiya, ICAUMS2012 (2012) (Nara, 

Japan) 

3) “Investigation of Spin Seebeck effect in epitaxial（Mn, Zn）Fe2O4  thin film”, S. Yamamoto, N. Sakamoto, 

D. Fu, K. Shinozaki, H. Suziki, N. Wakiya, ICAUMS2012 (2012) (Nara, Japan) 

他 10 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 グリーンプロセッシングセッションオーガナイザー

（代表） 
・ 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＞ 

･工学部 FD 委員会副委員長 
･工学部施設利用 WG 委員 
＜特筆事項＞ 

外部資金：基盤研究(B)（代表）、挑戦的萌芽研究（代表）、 
日本板硝子材料工学助成会助成金（代表）、三菱マテリアル（株）との共同研究、 
パナソニック（株）先端研との共同研究 

特許：国内出願 3 件、海外出願 6 件、国内公開 1 件、海外公開 4 件 
 

【 今後の展開 】  
 今後も結晶構造と機能を重畳させた新しいナノセラミックスを気相法で作製していく予定である。

特に、薄膜における相分離の科学と技術を構築することを通して、新しい機能性材料とエネルギー関

連材料の開発につなげていく予定である。企業と実施している共同研究については、薄膜作製技術の

さらなる向上と実用化に向けて発展させていく予定である。 
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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  
e-mail address: tcmokuy@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.h4.dion.ne.jp/~okuya/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：奥谷 昌之    

修士課程：2年（4名）、1年（3名） 

学  部：4年（5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 

物質合成工学 I 学部3年 1 ○  複数担当（2人） 

物質工学実験 II 学部3年 2 ○  複数担当 

Ｘ線回折・結晶科学 学部2年 1  ○  

応用無機材料 学部3年 1  ○ 複数担当（5人） 

化学物質と人間 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2年 1  ○ 複数担当（3人） 

物質工学実験 III 学部3年 2  ○ 複数担当 

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。 

 

光機能性薄膜の形成と応用 
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(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。  

(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) スプレー熱分解（SPD）法による透明導電膜の作製と色素増感太陽電池への応用, 奥谷昌之, 表

面技術, Vol.63, pp.349-352 (2012). 

国際会議発表 

1) IUMRS-ICEM 2012, Yokohama  4 件 

2) PRiME 2012, Honolulu  4 件 
 

国内学会発表  

1) 第 28 回日本セラミックス協会関東支部研究発表会 6 件 
2) 第 23 回東海地区光電気化学研究会 1 件 
3) 第 73 回応用物理学会学術講演会 4 件 
4) 第 6 回日本電磁波エネルギー応用学会シンポジウム 1 件 
5) 日本セラミックス協会 2013 年年会 1 件 
6) 第 60 回応用物理学会春季学術講演会 2 件 
7) 電気化学会第 80 回大会 2 件 
       
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

1) 第 28 回日本セラミックス協会関東支部研究発表会 現地実行委員 

＜特筆事項＞ 

1) 平成 24 年度科学研究費基盤研究 C（代表）1 件、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 
e-mail address: tcykong@ ipc.shizuoka.ac.jp 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：孔 昌一  

修士課程：1年（2名） 

学  部：4年（5名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  専門科目では、有機化学Ⅰ、基礎有機材料、分離工学などを担当し、これらの科目の目標は高校

教育から大学教育への滑らかな導入を目指している。化学工学基礎演習などの共通科目では、社会

の動向にも興味を持たせるよう工夫し、以後の専門教育への期待がわくように、授業構成を考慮し

ている。また、社会に出た時の準備として、演習時間にはプレゼンテーションも取り入れている。 
  大学院では、化工物性特論の講義をおこなっている。 
 
＜授業担当科目および取り組み＞        

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

研究室体験実習 学部1年 1 ○   

新入生セミナー 学部1年 1 ○   

基礎有機材料 学部2年 2 ○   

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＞ 

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、これまでグラフェンの主な作製法は機械的剥離法、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

拡散機構の解明と環境負荷低減技術への応用 
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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、低温かつ環境に優しい新規グ

ラフェン創製法の開発に関する研究を取り組んでいる。 

＜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、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 

    本研究では超臨界クロマトグラフィーにより超臨界 CO2中の溶解度測定法を開発した。 

（３） 超臨界 CO2に対するフェニルブタゾンの拡散係数 

    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 中のフェニルブタゾンの拡散係

数を 308.15 K - 313.15 K、8.5 MPa - 40 MPa の条件下において高精度の測定ができた。 

（４） トナー粒子の微細発泡技術の開発 

  トナー粒子の微細発泡技術を用い、トナーの発泡セル径が 10 μm 以下かつそのセルが比較

的均一な発泡を大量生産した。そして、その実用性について検討している最中です。 

（５） 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 ℃）で各種グラフェンの作製を検討している。     
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “Applications of the Chromatographic Impulse Response Method in Supercritical Fluid 
Chromatography”, C. Y. Kong, T. Funazukuri, S. Kagei, G. Wang, F. Lu, T. Sako, J. Chromatogr. A, 
1250, 141-156, 2012.   

2)  “Polymer/Carbon Nanocomposites for Enhanced Thermal Transport Properties – Carbon Nanotubes 
versus Graphene Sheets as Nanoscale Fillers”, W.-L. Song, W. Wang, L. M. Veca, C. Y. Kong, M.-S. 
Cao, P. Wang, M. J. Meziani, H. Qian, G. E. LeCroy, L. Cao, Y.-P. Sun, J. Mater. Chem., 22, 
17133-17139, 2012. 

3)  “Polymeric Nanocomposites with Graphene Sheets - Materials and Device for Superior Thermal 
Transport Properties”, W.-L. Song, L. M. Veca, C. Y. Kong, S. Ghose, J. W. Connell, P. Wang, L. Cao, 
Y. Lin, M. J. Meziani, H. Qian, G. E. LeCroy, Y.-P. Sun, Polymer, 53, 3910-3916, 2012. 

4)  “Hexagonal Boron Nitride Nanomaterials: Advances Towards Bioapplications”, F. Lu, F. Wang, L. 
Cao, C. Y. Kong, X. Huang, Nanosci. Nanotechnol. Lett., 4, 949-961, 2012. 

5)  “Linear and Nonlinear Optical Properties of Modified Graphene-based Materials”, L. Cao, S. Sahu, P. 
Anilkumar, C. Y. Kong, Y. -P. Sun, MRS Bulletin, 37, 1283-1289, 2012. 

国際会議発表 

1)  The 10th International Symposium on Supercritical Fluids (ISSF 2012), San Francisco. CA, USA, 
May 13-16, 2012. 1 件 

2) The 6th International Symposium of Molecular Thermodynamics and Molecular Simulation 
(MTMS212), Hiroshima, Japan, Sep. 25-28, 2012. 2 件 

国内学会発表  

1)  分離技術会年会 2 件、 2)  化学工学会横浜大会 1 件、 3) 第 53 回高圧討論会 1 件 
【 その他の事項 】 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：基盤研究（B）代表 1 件、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、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  新谷 政己 （SHINTANI Masaki）   

物質工学科  

専門分野： 環境微生物学、微生物遺伝学 
e-mail address: tmshint@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://researchmap.jp/shintani-masaki/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：新谷 政己 

博士課程：3年（1名） 

修士課程：2年（3名），1年（4名） 

学  部：4年（5名） 

連携教員： 金原 和秀 教授 

 

【 教育 】 

＜目標＞ 

 研究に対する好奇心をもてるような基礎的知識と，目的の達成に向けた論理的思考・技術を養うた

めの講義を行うとともに，問題や困難を乗り越えるための方策を，自ら立てられるような助言・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 

化学工学特論  学部3年 1  ○ 複数担当 

環境・生物工学特論  大学院1・2年 1  ○ 複数担当 

 
【 研究 】 

＜目標＞ 

廃水からの汚染除去・生ごみの堆肥化・廃棄物利用としてのメタン発酵など，我々の生活に密着した

様々な場面で複数種の微生物が複合的に機能する複合微生物集団が活躍している．こうした機能を担

う微生物の多くは人為的な培養が難しく，その機能解析は困難である．プラスミドをはじめとする可

動性遺伝因子は，このように培養の難しい微生物に，外部からアプローチするための有用なツールと

なりうる．そこで既知・新規の可動性遺伝因子が，複合微生物集団内でどのような微生物間を行き来

するのかを明らかにするとともに，現状では難しいとされる，複合環境微生物集団の機能解析・増強

を目指す． 

  

＜業績・成果＞ 

(1) 3 種のプラスミドの宿主域の解析 

実際の土壌微生物の集団内で，どのような細菌がプラスミドを受け取れるのか（＝宿主となり

うるのか）を調べるために，既存の 3 種類のプラスミド pBP136，pCAR1，NAH7 を準備し，GFP

を指標に宿主細菌をフローサイトメトリーで分取し，一細胞より全ゲノムを増幅し，遺伝子レ

ベルで解析を行った．その結果，各プラスミドとも既知の宿主の幅（＝宿主域）よりも広い範

囲の細菌に接合伝達しうることが示された． 

 

可動性遺伝因子の複合微生物集団内での挙動解析 
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(2) ダイオキシン分解プラスミド pCAR1 の接合伝達性の解析 

pCAR1 は宿主細菌にダイオキシンを分解する能力を付与する分解プラスミドである．本プラス

ミドの全塩基配列は既に明らかになっており，異種細菌間を接合伝達によって移動可能である

が，その接合伝達に必要な遺伝子群の全貌は明らかになっていない．これまで機能未知とされ

ていた，pCAR1 上の 2 つの遺伝子産物が接合伝達に寄与することを明らかにした． 

(3) ポリ塩化ビフェニル（PCB）分解菌 Comamonas testosteroni TK102 株のゲノム解析 

Comamonas testosteroni TK102 株は土壌より単離された PCB 分解菌である．本菌株の全ゲノム配

列を次世代シークエンサーによって解読し，現在までに 46 のコンティグからなるドラフトシー

クエンスを得た．解読された塩基配列情報を基に，本菌株の推定 PCB 分解経路が明らかになる

とともに，その一部が可動性遺伝因子上に存在することが示唆された． 

 

学術論文・著書等               

1) Miyakoshi M, Shintani M, Inoue K, Terabayashi T, Sai F, Ohkuma M, Nojiri H, Nagata Y, Tsuda M. 2012. 
“ParI, an orphan ParA family protein from Pseudomonas putida KT2440-specific genomic island, 
interferes with the partition system of IncP-7 plasmids.” Environ. Microbiol. 14:2946–2959. 

2) Shintani M, Nojiri H. 2013, Mobile genetic elements (MGEs) carrying catabolic genes. In “Management 
of Microbial Resources in the Environment” (eds. A. Malik, E. Grohmann, and M. Alves), Springer, in 
press. 

3) 新谷政己，李美英，松井一泰，大熊盛也，岡田憲典，野尻秀昭．2012,「異なる栄養条件下におけ

るプラスミドの接合伝達頻度の比較解析」，環境バイオテクノロジー学会誌，12, 163–167. 
 

 

【 その他の事項 】 

＜国際交流＞ 

・ ベトナムとの二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． 
 

＜特筆事項＞ 

外部資金：科学研究費助成事業 学術研究助成基金助成金 （若手研究（B））を得た． 
 
 

【 今後の展開 】  
 引き続き既存の可動性遺伝因子のモデル環境中における挙動解析を行うとともに，新たな可動性遺

伝因子を獲得する．特に，培養できない細菌を含むメタン発酵槽やモデル河川水等，複合微生物集団

を対象に，各可動性遺伝因子がそれらの微生物内外に移動可能かどうか検証し，未培養・難培養微生

物の機能解析・増強のための新たなツールの開発を目指す．並行して，積極的に研究費の獲得および

学術論文の発表を進める． 
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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、オプトロニクス 
e-mail address: tasugit@ ipc.shizuoka.ac.jp 
 

【 研究室構成 】  

教    員：杉田 篤史    

修士課程：2年（2名）、1年（3名） 

学  部：4年（5名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 大学の講義、実験および演習で学んだ学習内容が将来地域産業をリードする技術者として活躍

する上で生かされることを念頭に、体系的な学習ができるよう講義計画を設定した。高校卒業か

ら技術者として自立するまでに必要な知識・技量をシームレスに教育するように心掛けた。大学

1 年次では高校で学んだ学習内容の積み重ねの上に工学基礎の徹底理解に力点を置くとともに、

キャリア形成教育も行った。大学 2・3 年次は実験・演習を含めた専門基礎教育を実施する。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を提供した。 

 

＜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 

材料加工工学  学部2年 1  ○  

材料科学演習ＩＩＩ  学部3年 1 ○  複数担当2名 

量子物性工学  学部3年 1 ○   

機能性材料特論  大学院1,2年 1 ○  

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

非線形光学は現代のオプトロニクスを支える最も重要な基盤要素技術の 1 つである。従来のフォ

トニクスでは操作可能な空間スケールは回折限界による制約のためせいぜいサブミクロンメート

ル程度であった。近年、この限界を打ち破るブレークスルーであるナノフォトニクスに大きな注目

が集められている。研究ではこのナノフォトニクスのための非線形光学材料の開発を行うともに、

その非線形光学応答現象を評価した。ポリマーをベースとした材料開発を進め、フェムト秒レーザ

ーを光源とした超高速分光技術により開発された材料の基本性能について評価した。蓄積された計

測技術のバイオ計測技術への応用展開についても検討した。機械工学科川田教授の進める電子線励

起型光学顕微鏡の開発プロジェクトに加わり、薄膜蛍光体の開発を行った。 

 

＜実績＞  

（１）非線形光学ポリマー材料の開発 

 非線形光学ポリマーは通常ホストゲスト型と呼ばれる複合構造体より構成される。本年度は光と

の相互作用を担うゲスト色素材料の開発について重点的に行った。近紫外から可視光領域に共鳴周

波数を持つ色素材料を系統的に開発することに成功した。 

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 

 ナノフォトニクスのための光源である表面プラズモンによる非線形光学現象について検討した。

本年度は金属ナノ微粒子表面に発生する局在型表面プラズモン増強光電場の非線形光学相互作用に

ついて調査を進めた。FDTD 法による金属ナノ構造体の設計、電子線リソグラフィーによるナノ加

工技術を用いた金属ナノ微粒子の製作、第二高調波光による非線形光学応答特性の調査を実施した。 

（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 

 電子ビーム蒸着法により電子線のエネルギーを光エネルギーへ変換するための Y2O3:Eu 薄膜材料

を開発した。高い蛍光量子収率を得るための薄膜作成条件についてアニーリング温度および時間の

面から検討した。製作した蛍光体薄膜を用いた電子線励起型光学顕微鏡観測を実施したところ、空

間分解能 100nm での顕微鏡観測することに成功した。 

 

＜業績・成果＞ 
学術論文・著書等               

1)  “Adsorption dynamics of the N719 dye on nanoporous titanium oxides studied by Resonance Raman 

Scattering and Fourier Transform Infrared spectroscopy”, Kaname Suto, Akinori Konnno, Yoshimasa 

Kawata, Shigeru Tasaka and Atsushi Sugita, Chemical Physics Letters, Vol. 536, pp42-45 (2012). 

2) “Generation of Hermite-Gaussian modes and vortex arrays based on 2D gain-distribution controlled 

microchip laser”, Weipeng Kong, Atsushi Sugita, and Takunori Taira, , Optics Letters Vol. 37 (13), 

pp.2661-2663 (2012). 

3) “Pump-seed synchronization for MHz repetition rate, high-power optical parametric chirped pulse 

amplification”, Hanieh Fattahi, Catherine Yuriko Teisset, Oleg Pronin, Atsushi Sugita, Roswitha Graf, 

Vladimir Pervak, Xun Gu, Thomas Metzger, Zsuzsanna Major, Ferenc Krausz, and Alexander Apolonski, 

Optics Express Vol. 20 (9), pp. 9833–9840 (2012). 他 2 件 

国際会議発表 

・ Atsushi Sugita, Yasuaki Tamaki, Nobuyuki Mase, Wataru Inami, Yoshimasa Kawata, and Shigeru 

Tasaka “PMMA copolymerized with polyacrylonitrile as novel host material for host-guest type 

second-order NLO polymers”, CF3A.5, Conference on Lasers and Electro-Optics 2012, 6-11 May 2012, 

San Jose McEnery Convention Center in San Jose, California, U.S.A. 

・ Atsushi Sugita, Yasuaki Tamaki, Nobuyuki Mase, Yoshimasa Kawata, and Shigeru Tasaka” Poly 

(cyanophenylene sulfide) as new host materials of second order nonlinear optical polymers”, Organic 

Photonic Materials and Devices XIV, 26-26 January, San Fracisco, California, U.S.A. 他 3 件 

国内学会発表 

1) 第 6 回分子科学討論会 4 件 

2) 第 61 回高分子学会年次大会 1 件 

3) 第 61 回高分子学討論会 1 件 
 

【 今後の展開 】  

 引き続き、ナノフォトニクスのための非線形光学デバイスの開発を実施する。本年度は基本原理

である周波数変換動作について確認することに成功したことから、次年度は非線形光学動作の空間

分解測定を実施する。また、金属ナノ構造体の設計を工夫することによりメタマテリアルへの展開

も検討する。電子線励起型顕微鏡開発プロジェクトでは従来の赤色のみならず、青色、緑色の発光

を示す蛍光体材料の開発に取り組む。 
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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 
e-mail address: tmtakah@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tchyoda/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：高橋 雅樹 

博士課程：3年（1名）、2年（1名） 

修士課程：2年（6名）、1年（8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、物質合成工学Ⅱおよび生体有機化学については、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 ○  

物質合成工学Ⅱ 学部3年 2  ○ 後期15回分の7回を担当 

生体有機化学 学部3年 2  ○ 後期15回分の3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）有機分子触媒反応を利用した新規軸不斉配位子の開発 

  テトラミン酸類を基質とした有機分子触媒反応を応用し、新規軸不斉配位子を開発した。 

次世代光デバイス創製のためのナノ分子システ

ムの設計と構築，新しい光機能性材料の開発 
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（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 

  色素増感太陽電池および低出力アップコンバージョンに応用可能な新規増感色素を合成した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) “A synthetic approach to diverse 3-acyltetramic acids via O- to C-acyl rearrangement and application to 

the total synthesis of penicillenol series” T. Sengoku, Y. Nagae, Y. Ujihara, M. Takahashi, H. Yoda, J. Org. 

Chem. Vol. 77, pp. 4391-4401 (2012). 

2) “First total synthesis and absolute stereochemical assignment of vittarilide-A, and antioxidant extractive 

component isolated from Vittaria anguste-elongata Hayata” M. Takahashi, Y. Murata, Y. Hakamata, K. 

Suzuki, T. Sengoku, H. Yoda, Tetrahedron Vol. 68, pp. 7997-8002 (2012). 

3) “First total synthesis of Epiccocarine A via O- to C-acyl rearrangement strategy” Y. Ujihara, K. 

Nakayama, T. Sengoku, M. Takahashi, H. Yoda, Org. Lett. Vol. 14, pp. 5142-5145 (2012). 

4) “A new approach toward total synthesis of (+)-batzellaside B” J. Wierzejska, S. Motogoe, Y. Makino, T. 

Sengoku, M. Takahashi, H. Yoda, Beilstein J. Org. Chem. Vol. 8, pp. 1831-1838 (2012). 

国際会議発表 

・ Jolanta Wierzejska, Tetsuya Sengoku, Masaki Takahashi and Hidemi Yoda “Synthetic studies on 
(+)-batzellaside B, a new class of piperidine alkaloids” 13th Tetrahedron Symposium, Amsterdam, 
Netherlands, Jun. 2012.  他 1 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  "L-ピログルタミン酸を用いた 
(+)-batzellaside B の新規効率的合成法の開発” 日本化学会第 92 春季年会、横浜、2012 年 3 月 

他 11 件 
 

【 その他の事項 】 

  ＜管理・運営＞ 

  ・学生委員会、工学振興基金事業部会委員会、静岡大学工学研究科長選挙管理委員会 

 

【 今後の展開 】  

 生理活性天然物の合成研究と軸不斉配位子の開発、マルチクロモフォアデンドリマーの合成研究を

継続する。増感色素の合成については、さらなる進展が得られるよう積極的に研究を行いたい。 
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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  
e-mail address: tktaked@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~takedalab/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：武田 和宏    

修士課程：2年（3名）、1年（0名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  基礎教育、専門教育において個別に学んできた要素技術をインテグレーションさせ、プロセスシ

ステムとして全体を考えるチカラが養えるように心がけている。また、基本となる理論を習得した

上で IT 技術を駆使して問題を解決する能力の開発にも努めている。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

プロセス制御  学部3年 1 ○  

プロセスシステム工学  学部3年 1  ○ 

化学工程設計  学部4年 1 ○  

新入生セミナー  学部1年 1 ○  複数担当 

研究体験実習  学部1年 1 ○  複数担当 

化学工学特論   学部3年 1  ○ 複数担当 

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 

 

＜業績・成果＞      

・著書 

須藤雅夫・立元雄二・木村元彦・前澤昭礼・福原長寿・武田和宏「基礎 化学工学」共立出版、2012 他 1 件 

 

【 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。  

プロセスシステム工学 
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＜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。 

（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) “Analysis of Root Causes for Chemical Accidents basis on Business Process Model for Plant 

Maintenance”, T. Fuchino, K. Takeda, T. Kitajima, Y. Shimada, Chemical Engineering Transactions, 

Vol.31, 2012 他 4 件 

国際会議発表     

1) T. Hamaguchi, K. Takeda, M. Noda, N. Kimura; "A Method of Designing Plant Alarm Systems with 

Hierarchical Cause-Effect Model", 11th International Symposium on Process Systems Engineering, 

Jul. 2012 他 3 件 

国内学会発表  

1) 安全工学シンポジウム 2 件 

2) 化学工学会第 44 回秋季大会 3 件 

3) 日本機械学会 2012 年度年次大会 1 件 

 
解説・特集 

1) 武田和宏「化学プラントの変更管理における課題と取り組み」検査技術、Vol.18、No.1、2013 

その他 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） 
e-mail address: tytatum@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（1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  ○ 2クラス 

機械的単位操作  学部3年 2  ○  

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回分担当) 

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回分担当） 

 

＜業績・成果＞ 

  教科書 

須藤雅夫編著「基礎化学工学」，共立出版，（担当分：第 2 章～第 5 章），(2012.12) 

 

【 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。数値解析による乾燥特性評価も行う。 

 固液流動層を用いた密度差分離による固体材料の分離特性を明らかにする。特に実際の場合を想定

して，シート片材料の分離特性を明らかにする。 

 微粒子混合物から目的の微粒子を分離回収する方法として，重液分離＋遠心分離を行い，高濃度か

つ高回収率で目的粉体を回収する。 

 

環境分離工学への流動層技術の応用 
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＜実績＞ 

（１） 減圧流動層乾燥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た。 

特に，吸湿性粒子を使用したときの乾燥特性を確認した。 

（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。 

  さらに，乾燥速度向上のため，原料内部に低沸点有機溶媒を注入しその効果を明らかにした。 

（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，球形材料とシート片材料が混合した場

合でも撹拌により密度差分離が可能であることを明らかにした。 

 

＜業績・成果＞ 
学術論文・著書等 

1. 立元雄治，中村正秋編著「分離技術シリーズ 27，実用乾燥技術集覧」，分離技術会，p1-10, 

53-54, 98-105, 180-188, 266-272 (2013.1) 

2. Tatemoto, Y., T. Michikoshi, T. Higashino, S. Maeda, S. Maeda and Y. Bando; “Behavior of Pieces 

of Plastic Sheet in Solid-Liquid Fluidized Bed with Stirring,” Chemical Engineering & Technology, 

35(10), 1872-1878 (2012) 

3. Tatemoto, Y. and T. Sawada; “Numerical Analysis of Drying Characteristics of Wet Material 

Immersed in Fluidized Bed of Inert Particles,” Drying Technology, 30(9), 979-988 (2012) 

 
国際会議発表 

・ Tatemoto, Y., T. Michikoshi, R. Mizukoshi and E. Ishikawa; “Drying Characteristics of Agricultural 

Products Immersed in Fluidized Bed of Inert Particles under Reduced Pressure,” The 18th International 

Drying Symposium (IDS2012), Xiamen, China, 2012 (Nov. 11-15) 
 
国内学会発表 

・ 梅田誠司，澤田毅，立元雄治「流動層内に挿入した湿り材料の乾燥特性の粒子挙動を考慮した数値

解析」，第 18 回流動化・粒子プロセッシングシンポジウム，大阪，2012 年 11 月 8－9 日 

他 7 件 

 
招待講演  2 件 

 

【 その他の事項 】 
 ＜特筆事項＞ 

・ 共同研究 2 件，奨学寄附金 1 件 
・ 平成 24 年度財団法人天野工業技術研究所助成金「減圧媒体粒子流動層による微粒子懸濁物質の

低温度・高速度乾燥法」 

 
【 今後の展開 】 
 乾燥操作の低エネルギー化，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，微粒子同士の密度差分離について検討

を進める。 
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物質工学科 

 

 

  

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  
e-mail address: tcytana@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.eng.shizuoka.ac.jp/closeup/tanaka.html 
 
 

【 研究室構成 】  

教    員：田中 康隆   

修士課程：2年（1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＞ 

研究目標は「さらに小さくて軽い蓄電池の創製」。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二次電池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, “Electrochemical Stability of a Carbonate Ester Electrolyte Containing Alkoxyboroxine,” 

95th Canadian Chemisty Conference and Exhibition in Calgary (5/29 Tues.), 1261 Mt-5 (2012). 

 

 

リチウムイオン二次電池の有機電解質合成 
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物質工学科 

2) Y. Tanaka, K. Yamashita, S. Onoda, Y. Iriyama, T. Fujinami “Electrochemical Stability of an 

Electrolyte of LiPF6 in Carbonate Ester Containing Containg Trialkoxyboroxine with LiNi0.5Mn1.5O4 

Cathode,” 222the Electrochemical Society Meeting in Honolulu (10/10 Wednes.), ABS1232 (2012). 

国内学会発表  

1) 田中康隆，堀田和隆，山下晃一郎，早川智子，小野田識十，入山恭寿，藤波達雄，“ホウ素

化合物を含む新規電解質の電気化学的性質,” 第 53 回電池討論会（東京，11/14(水)），1H20 

(2012). 

2) 田中康隆，田島徹也，小森田祥平，“リチウムイオン電池支持塩としてのリチウム塩の新規

合成法,” 電気化学会第 80 回大会（仙台，3/30(土)），2H04 (2012). 

特許出願・取得 

        田中康隆ら，“リチウム二次電池用電解液及びリチウム二次電池”, 特願 2011-071248， 

        出願日：平成 24 年 3 月 28 日． 

論文・著書 

    1)  Y. Tanaka, “Electrolyte Solvent Compounds containing Boron Atoms,” Electrolytes for Lithium and 

Lithium-ion Batteries, Springer, United State (2013). 

    2)  田中康隆，“混合ホウ酸エステル電解液の電気化学的性質と難燃性,” 技術情報協会，Material 

Stage 1 月号，34-35 (2013).  
 
【 その他の事項 】 

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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物質工学科 

 

 

  

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  
e-mail address: tmtoda@ ipc.shizuoka.ac.jp 
 

 

【 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) 

地球環境科学•環境技術 学部1年 2  ○ 2クラス複数担当(8回)  

ヒューマン•エコロジー 学部2年（学際科目静岡） 1  ○ 複数担当(3回)、コーディネータ 

ヒューマン•エコロジー 学部2年（学際科目） 1  ○ 複数担当(3回) 

天然資源工学特論  大学院1，2年 1  ○ 複数担当（8回） 

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＞  

「混合包接結晶を利用したトポケミカル重合」 おそらく現象を実現したと思われる。 

「ヤマトシジミの食性解明」簡便なアミノ酸安定同位体分析法を開発しつつある。 

「佐鳴湖浄化方法の探求」飛躍的効果の上がる工学的手法はどうやらなさそうで、環境中のいろいろな

作用の方が大きな浄化効果を持っていることが再確認できた。下水道の整備接続により急速に水質

（COD-Mn）が改善されてきたが、水環境の維持のためには、今後、地下水の涵養と生態系の修復が必

要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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物質工学科 

＜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、2012. 

国内学会発表  

「栄養段階決定のための微量アミノ酸分画法」、○小野田貴光、戸田三津夫、、日本陸水学会、

(2012.9 名古屋大)ほか7件。 

 

【 その他の事項 】 

＜管理・運営＞ 

城北地区交通対策委員会委員長、図書館委員会委員（工学部委員）、工学部教務委員会委員、 

企画実施委員会委員、全学情報系科目部委員（工学部物質工学科代表）、 

 

＜特筆事項＞ 

・ 日本化学会東海支部化学教育協議会委員 

・ 佐鳴湖シジミプロジェクト協議会委員 

・ 静岡県内水面漁場管理委員会委員 

・ 「佐鳴湖の汚れを調べよう」「佐鳴湖流域を安定同位体メガネでのぞく」、浜名湖五感教室 浜

名湖クルーズにて講演 2012.8.23、浜名湖ガーデンパーク.  

・ 日本陸水学会第 77 回大会を協力運営 2012.9.14-17、名古屋大学. 

・ 「天竜川河川環境講演会」にてパネルディスカッションコーディネーター、2012.10.14、ホテ

ルコンコルド浜松. 

・ 「佐鳴湖の汚れを調べよう」浜松市立佐鳴台中学校にて講義 2012.11.22  

・ 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 2012.12.22 総 34 教室. 

・ 佐鳴湖交流会 企画運営、2012.3.3 佐鳴会館. 

 

【 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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物質工学科 

 

 

  

専任・准教授  冨田 靖正 （TOMITA Yasumasa）   

物質工学科  

専門分野： 固体イオニクス材料、二次電池 
e-mail address: tytomit@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tytomit/index.html 
 

【 研究室構成 】  

教    員：冨田 靖正 

博士課程：2年（1名）    

修士課程：2年（1名）、1年（2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 

物質合成工学II  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） 

 

【 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

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。 

 

無機固体材料・二次電池への応用 
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物質工学科 

＜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 

遷移金属フッ化物に導電性カーボンを複合化させることにより、4V 級の正極活物質となるこ

とを見出した。また、他の化合物と複合化することで、高容量を示すことを見出した。 

(2) 全固体二次電池に向けた負極作製条件の検討 

負極活物質であるチタン酸リチウムを微粒子化およびアニールすることで、容量および出力

特性に優れた負極シートを作製した。 

(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、導電性を評価した。チタン酸系の酸

化物イオン伝導体を用いて、全固体二次電池を作製し、動作することを確認した。 

(4) LiMSiO4系正極活物質の合成と評価 

M=Fe, Mn 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、カーボン添加により特性を向上させた。 

 

＜業績・成果＞ 
学術論文・著書等               

1)  “Preparation of p-type ZnO Films by Alternate Deposition of ZnO and Mg3N2 Films”, Kenkichiro 
Kobayashi, Takayuki Koyama, Xinyo Zhang, Yoshiumi Kohono, Yasumasa Tomita, Yasuhisa Maeda, 
and Shigenori Matsushima, Procedia Engineering, 36, 427 - 433 ( 2012 ) 

2) “p-type ZnO films prepared by alternate deposition of ZnO and Mg3N2 films”, Kenkichiro Kobayashi, 
Takayuki Koyama, Xinyo Zhang, Yoshiumi Kohono, Yasumasa Tomita, Yasuhisa Maeda, and Shigenori 
Matsushima, J. Phys. Chem. Solids, 74(1), 80-85 (2013)  

解説・特集 
1) “フッ化鉄正極活物質の表面酸化による安定化と出力特性の向上”, 冨田 靖正, ケミカルエン

ジニアリング, 57(8), 621-625 (2012) 

国内学会発表  

・第 52 回電池討論会 1 件 
・第 32 回エレクトロセラミックス研究討論会 2 件 
・第 43 回中化連秋季大会 1 件 
・日本化学会第 93 春季年会 1 件   

 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

高校出張授業 2 件 

県立浜松南高校実験実習講座 

インターンシップ受入(3 名) 
＜管理・運営＞ 

防災・安全委員、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 3 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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物質工学科 
 

 

 

  

専任・准教授  二又 裕之 （FUTAMATA Hiroyuki） 

物質工学科  

専門分野： 環境微生物生態工学  
e-mail address: thfutam@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://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（3名）、1年（1名） 

学  部：4年（4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、全体を考える力が養えるように心がけている。その一環として、

国際および国内学会での発表や論文執筆を積極的に取り組むようにしている。 
 

＜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 

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 I  学部2年 1  ○ 単独担当 

化学工学特論  学部3年 1  ○ 複数担当 

物質工学実験 I  学部2年 1  ○ 複数担当 

環境・生物工学特論  大学院1,2年 1  ○ 複数担当 

 

＜業績・成果＞ 

指導学生の受賞・表彰 
・鈴木渓（修士 2 年）The 17th Shizuoka Forum on Health and Longevity. Poster Presentation Award 

【 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）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 

  効率的な脱塩素化を図るには、Dehalococcoides のみを解析するだけではなく、種間水素伝達系

に関わる微生物群を捉える必要がある。各種水素生産微生物の分離に成功し、また、メタン生成

アーキアの特異的モニタリングに非常な PCR 条件（プライマー配列および温度条件）を決定した。 

環境微生物生態工学 
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（２）異属微生物間の相互作用解析 

  Pseudomonas sp.C8 株の培養上清中に他菌株の増殖を抑制したが、完全には阻害せずある期間を

過ぎると他菌株は増殖を再開することが示された。一方で、土壌微生物中には、本物質に対して

感受性株と日感受性株が存在することが示唆された。 

 

（３）微生物と無機物との相互作用による新規有用物質の生産 

  微生物燃料電池から得た培養物と培地成分とが反応し得られた無機物質の解析を実施した。蓄電

能力があること、鉄や硫黄以外にも各種培地成分が混在していることが明らかになった。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1. Futamata, H. O. Bretschger, Andrea C. M. Cheung, J Kan, R. Owen, and K. H. Nealson. 2013. 
Adaptation of soil microbes during establishment of microbial fuel cell consortia with lactate. J. 
Bioscience Bioengineering 115(1): 58-63.  その他 2 件 

 

国際学会発表等 

・Rubaba Owen, Yutaka Kato, Kei Suzuki, Hiroki Mochihara, Nozomi Yoshida and Hiroyuki Futamata. 

“Electrochemical Properties and Dynamics of Microbial Community Structure of Lactate-fed Microbial 

Fuel Cells under Different External Resistances” 14th International Symposium on Microbail Ecology   

20 to 24 August, 2012. Copenhargen, Denmark (ISME).  その他 9 件 
国内学会発表 
・鈴木 渓、餅原弘樹、吉田望、加藤豊、Rnbaba Owen、二又裕之、「微生物燃料電池由来のバイオミ

ネラリゼイション関連微生物と新規化合物の解析」  2012 年日本生物工学会 兵庫県神戸市（神戸

アイランド） 2012.10.24 その他 9 件 
招待講演 
・二又裕之“Consideration about dynamic equilibrium mechanism in microbial ecosystem”日本微生

物生態学会 大会シンポジウム Genetic Potential and Expression in Microbial Communities. 豊

橋技術科学大学（愛知県豊橋市）2012 年 9 月 その他 3 件 

特許出願・取得 
・特許出願 1 件 二又裕之、鈴木渓（特願 2012-197971「蓄放電可能な物質並びにこれを用いた二次

電池及び微生物二次電池」）平成 24 年 9 月 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

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。 

浜松市開発審査会委員を務めた。 

静岡県御殿場南高校への出張授業 2012. 7。 

高大連携実験実習講座、浜松南高校の生徒を受け入れ、2012. 8。 

＜特記事項＞ 

外部資金獲得：科研費（基盤研究(B) 代表者、挑戦的萌芽 代表者）、二国間交流事業共同研究

（代表）、JST（先端的低炭素化技術開発事業）（分担）、共同研究 1 件 
 
【 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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専任・准教授  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 
e-mail address: tcamaez@ ipc.shizuoka.ac.jp 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：前澤 昭礼    

修士課程：1年（1名） 

学  部：4年（2名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

立派な技術者･研究者として活躍できるように、学生の自主性、積極性、論理性、問題解決能力

およびプレゼンテーション能力を向上するような教育を目指している。そのため、演習問題（レポ

ート形式を含む）などを行う。また、専門関連分野や専門外の分野の知識なども修得できるように

工夫を心がけている。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

研究体験実習  学部1年 1 ○   

化学工学基礎演習  学部1年 2  ○ 複数担当（2人） 

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  ○ 

化学工学実験I  学部2年 1  ○ 複数担当（4人） 

化学工学実験II  学部3年 2 ○  複数担当（9人） 

化学工学実験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） 

 

＜業績・成果＞ 

教科書               

・「基礎 化学工学」 第 9 章～第 11 章、共著者 5 名、共立出版、東京、2012.12.25 

 

 

新しい廃水処理プロセスの開発 
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【 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、有機物質に関してはオゾンや超音波、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。また、低濃度の無機イオンの除去に対しては吸

着分法による検討を行う。 

 

＜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）水溶液中の低濃度金属イオンの吸着分離 

低金属イオンのセピオライトへの吸着挙動について検討した。 

 
 

【 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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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 
e-mail address: tnmase@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tnmase/ 
 

 

【 研究室構成 】 

教    員：間瀬 暢之 

修士課程：2年（4名）、1年（3名） 

学  部：4年（4名） 

 

【 教育 】 

＜目標＞ 

平成 7 年に施行された「科学技術基本法」において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、第 4 期「科学技術基本計画」（平成 23 年度～）では、「科学技術イノベ

ーション」すなわち「科学的な発見や発明等による新たな知識を基にした知的・文化的価値の創造

と、それらの知識を発展させて経済的、社会的・公共的価値の創造に結びつける革新」に焦点が向

けられております。工学部物質工学科に所属している私の使命は、物質を自由に扱い・創り出すこ

とにより新たな発見、そして知識を蓄積し、最終的に実生活に結びつけることができる人材を輩出

すること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 ○   

物質工学実験II 学部3年 4 ○  複数担当 

生物化学 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) 

 

【 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 

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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(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) "Aerobic copper/TEMPO-catalyzed oxidation of primary alcohols to aldehydes using microbubble 

strategy to increase gas concentration in liquid phase reactions" 
Mase, N.; Mizumori, T.; Tatemoto, Y., Chemical Communications 2011, 47 (7), 2086-2088. 

 
(2) “In Comprehensive Chirality, Volume 6: Synthetic Methods V - Organocatalysis, 6.4 C-C Bond 

Formation: Aldol Reaction with Proline Derivatives” 
Mase, N. , Elsevier: Amsterdam, 2012, pp 97-124. 

 
(3) “In Science of Synthesis Reference Library; Water in Organic Synthesis; 3.4 Conjugate Addition 

Reactions” 
Mase, N., Thieme, 2012, pp 155-210. 

 
(4) “In Science of Synthesis Reference Library; Asymmetric Organocatalysis 1: Lewis Base and Acid 

Catalysts; 1.1.4 Enamine Catalysis of Michael Reactions” 
Mase, N., Thieme, 2012, pp 135-216. 

 

国際・国内学会発表 

・日本化学会など 計 22 件 (国際会議 1 件、招待・依頼講演 3 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）、新学術領域（代表）、基盤 B（分担） 
共同研究 (代表 6 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 
e-mail address: tcsmats@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~matsudalab/index.html 
  

【 研究室構成 】  

教    員：松田 智    

修士課程：2年（3名）、1年（3名） 

学  部：4年（4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、

２年生対象の必修科目「技術数学」と、本年度から新たに「FE 演習」の授業を開講した。この授

業は、国際水準の工学教育の具体的な実践例である。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。企業との共

同研究を開始し、実用機の開発に着手した。装置内で用いる資材の改善にも取り組んだ。 

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。 

化学環境工学—廃棄物処理とリサイクル 

202



物質工学科 

3）水質汚濁湖沼の原因解明と浄化対策の提案：中国の汚濁湖沼に対するケーススタディを行った。

また、鉄含有資材の水質浄化効果の検証とメカニズム解明を試みた。 

4）森林バイオマスの利用拡大方策の検討：静岡県内バイオマス資源の現実的な利用可能量の推算を

試みた。 

5）廃プラ処理・リサイクルの効用評価のための新しい評価指標・手法の探索：従来行われてきた

LCA 評価では、主に投入エネルギー量や CO2排出量の大小などが評価指標になっていたが、実

際に採用されている処理・リサイクル方式の比率は、それらの評価結果と一致しないことが多い。

より実用的な評価指標・手法の開発が必要と考え、新しい概念である「社会エネルギー消費量」

の適用を試みた。 

＜実績＞  

1）生ゴミ処理技術関連：企業との共同研究で、船舶搭載可能な静置型生ゴミ処理装置の実用機を開

発するプロジェクトを開始した。今年度は、基礎的な技術データの取得に努めた。その結果、多

段型の処理装置とする場合の、１ユニットのサイズ・形状・有機物負荷などを決定できた。今後

は、機械的な攪拌方式を決定して、実用機の基本設計に進みたい。また、装置内で用いる菌床資

材の改良に取り組み、複数の物性が異なる資材を組み合わせて用いることにより、処理性能が大

幅に改善できることを見いだした。 

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。しかし、単品では十分な効果が得られず、複数物質による相乗効果によ

り高い活性化効果が得られることが明らかになった。 

3）水質汚濁湖沼の原因解明と浄化対策の提案：中国のある湖沼を例としたケーススタディを行い、

その湖沼の汚濁原因が主に人口増による生活排水の増加であること、高い N・P 濃度に比して

COD 値が低いなどの特異性があることを見いだし、また汚濁物質の物質収支に基づくモデルシ

ミュレーションにより、水質基準達成のための必要施設数を推定した。 

4）森林バイオマスの検討：静岡県内の森林資源を対象に、有効利用量拡大の方策を検討した。 

5）廃プラ処理・リサイクルの新しい効用評価手法：「社会エネルギー消費量」概念について検討し、

いくつかの廃プラ処理に対して適用を試みた。経済性を考慮する手法開発も検討した。 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

  1) S. Matsuda et. al.：Development of Effective and Economical Garbage Treating System、J. Advanced Res.  

    in Physics、Vol. 3, No. 1, pp. 011208 (2012. 12) 

  2) S. Matsuda：Possibility of Power Supply without Nuclear Power in Japan、J. of Environmental  

    Information Science、Vol. 41, No. 5, pp. 1-6 (2013.3) 
国際会議発表     

1) S. Matsuda et. al.：“Analysis of Electricity Cost and Power Supplying Capability in Japan", The 11th  

   Inter-Academia, 26-30 Aug. 2012, Budapest, Hungary 
国内学会発表  

・化学工学会(秋季大会・年会)、環境技術学会年次大会など、計 6 件 

解説・特集 

・「温暖化をめぐる最近の状況〜温暖化対策は、本当にこれで良いのか？」浜松市地球温暖化防

止活動推進員 第 2 回レベルアップ講座(2013.2.23)、浜松市 

【 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。 

＜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  
e-mail address: tiokaji@ ipc.shizuoka.ac.jp 

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：2年（1名） 

修士課程：2年（5名）、1年（5名） 

学  部：4年（6名） 

連携教員：佐古 猛 教授 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  化学システム演習では、移動現象論及び反応工学に関する演習を様々な例題を通して行うことで、

その理解を深め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  学部3年 1 ○  複数担当（2人） 

応用英語C  学部3年 1 ○  複数担当（4人） 

物質工学実験Ⅰ  学部2年 2  ○ 複数担当（4人） 

物質工学実験Ⅲ  学部3年 2  ○ 複数担当（8人） 

 

＜業績・実績＞ 

指導学生の受賞・表彰 
・孕石翔吾（修士 1 年） 第 1 回高分子学会グリーンケミストリー研究会シンポジウムポスター賞 

2012.8.23 

・野村昌平（修士 1 年） 平成 24 年度化学工学会横浜大会 学生賞特別賞 2012.8.30. 

 

【 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。 

 

超臨界流体を利用した有機系廃棄物の処理・資源化 

204



物質工学科 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

1) 岡島いづみ、河瀬信彦、清水達祥、田村克浩、菅野尚子、川尻聡、佐古猛、「亜臨界水を用いる食品

およびプラスチック廃棄物からの高発熱量の複合燃料の生成」、日本エネルギー学会誌、91(10)、
pp.998-1006 (2012) 

2) 「CFRP/CFRTP の加工技術と性能評価―量産を実現する最新技術―」、サイエンス＆テクノロジー、

第 7 章 第 1 節 CFRP の亜臨界・超臨界流体法によるリサイクル技術（岡島いづみ、佐古猛）、

pp.213-223(2012) 
3) 「海微細藻類によるエネルギー生産と事業展望」、シーエムシー出版、亜臨界水による海藻の燃料化

技術（岡島いづみ, 佐古猛, 七條保治, 岡崎奈津子）、pp. 181-192 (2012)  
4) 「亜臨界水反応による廃棄物処理と資源・エネルギー化 普及版」（吉田弘之 監修）、シーエムシー

出版、第 6 章第 2 節 モルトフィード（ビール粕）によるメタン発酵（高本雄治，三谷優，岡島いづみ，

佐古猛），pp.188-194(2012) 
 
国際会議発表 

1) Idzumi Okajima, Takeshi Sako, Yuji Takamoto, “Solubilization and Methane Fermentation of Spent 
Grain Using Water in High Temperature and Pressure Region”, 11th International Conference on Global 
Research and Education in Engineers for Better Life (Inter-Academia 2012), Budapest, Hungary (2012) 
等、計 3 件 

 

国内学会発表  
1) 岡島いづみ、孕石翔吾、島村佳伸、粟屋太一 、佐古猛、“亜臨界・超臨界流体を用いる CFRP のリサ

イクル技術の開発”、化学工学会第 78 年会、大阪大学(2012) 
2) 野村昌平、山内康史、岡島いづみ、佐古猛、“亜臨界水による減圧蒸留残渣の軽質化”、化学工学会

横浜大会、横浜国立大学(2012) 
3) 孕石翔吾、岡島いづみ、佐古猛、“亜臨界・超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”、第 1 回高分子学会グリーンケミストリー研究会シンポジウム、日本大学理工学部(2012)  
等、計 14 件 

 

解説・特集 

1) 岡島いづみ、佐古猛、“亜臨界流体法による CFRP のリサイクル技術を開発”、セラミックス、Vol.47、

No.10、p.806（2012）  
2) 岡島いづみ、“反応・物質変換（年鑑 9 章超臨界流体）”、化学工学、Vol.76、No.10、pp.616-617(2012) 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

グローバル・サステイナブル・テクノロジー研究会を開催（2013 年 3 月） 
＜管理・運営＞ 

ハラスメント相談員（3 年目） 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等： “炭素繊維シートを再生”、中日新聞（2012.5.29） 他 新聞 4 件、テレビ 1 件 
外部資金獲得：平成 24 年度科学研究費補助金、若手(B)“亜臨界・超臨界流体によるアラミド繊維強化

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 7 件）、受託研究（代表 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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物質工学科 

 

 

  

専任・助教  河野 芳海 （KOHNO Yoshiumi）   

物質工学科  

専門分野： 光機能化学、無機多孔質体  
e-mail address: tykouno@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（4名）、1年（2名） 

学  部：4年（5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，遅刻や無断欠席への対処等，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II 学部2年 1  ◯ 複数担当（3人） 

材料科学演習IV 学部3年 1  ○ 複数担当（2人） 

材料科学実験I 学部2年 1  ○ 複数担当 

材料科学実験II 学部3年 1 ○  複数担当 

材料科学実験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）メソポーラスシリカ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をいくつか選定し，界面活性剤で修飾して疎水性を強めたメソポーラス

シリカの細孔内に吸着させ，可視光照射に対する耐久性の向上が可能となる色素を選別した。

特に，βカロテンに対する耐久性向上効果が大きいことが分かった。 

 

光機能性材料の開発 
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（２）無機材料との複合化によるβカロテンの安定化 

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                           

3 件 

国際会議発表 

1) “Photooxidation Treatment of Organic Materials on Titanium Dioxide Photoelectrode in Aqueous 

Solution Containing Sodium Chloride”. D. Kodama, Y. Kohno, Y. Maeda, 2012 Pacific RIM Meeting 

on Electrochemical and Solid-State Science, Honolulu, Hawaii, 2012.10.11 

 

国内学会発表 

・ 2012 年光化学討論会など、計 13 件 
 

解説・特集                           

1) "Stabilization of flavylium dye by incorporation into Fe-containing mesoporous silicate". Yoshiumi 

Kohno, Masanori Senga, Masashi Shibata, Keiko Yoda, Ryoka Matsushima, Yasumasa Tomita, Yasuhisa 

Maeda and Kenkichiro Kobayashi, Microporous Mesoporous Mater., 141, 77-80 (2011).  

 
【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費（若手 B 代表者） 

 

【 今後の展開 】  

 有機色素（特に天然色素）と無機多孔質体とのハイブリッド材料の開発を継続する。層状化合物の

層間内空間や，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。また，得られた複合体の活

用例として，高分子材料との混和による着色の可能性を検討する。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 
e-mail address: tnsakam@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（9名）、1年（10 名） 

学  部：4年（9名） 

連携教員：鈴木 久男 教授、脇谷 尚樹 教授 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  専門的大学教育習得のために必要な基礎的学力の向上を目指している。演習や実験といった直接

対話する機会を通じ、物理的、化学的な現象の本質に対する理解を促すように工夫している。また、

目まぐるしく変化する社会に対応できる柔軟な発想を持った人材を育てるため、自ら考え、行動す

る力を養うことを目標としている。 

 

＜授業担当科目および取り組み＞      

 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

材料科学実験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) 

材料科学実験II 学部3年 2 ○  複数担当(13人) 

材料科学実験III 学部3年 2  ○ 複数担当(13人) 

材料科学演習III 学部3年 2 ○  複数担当(3人) 

応用無機材料 学部３年 2  ○ 複数担当(4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. “Low temperature processing of alkoxide-derived PMN thin films”, Tomoya Ohno, Yasunori Gotoh, 

Naonori Sakamoto, Naoki Wakiya, Takanori Kiguchi, Takeshi Matsuda and Hisao Suzuki, Materials 
Science and Engineering 30 (2012) 012002 

ナノマテリアル（薄膜及びナノ粒子）の合成と解析 
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2. “TEM MICROSTRUCTURE ANALYSIS FOR COMPRESSIVELY STRESSED Pb(Zr,Ti)O3 THIN 
FILMS BY CSD-DERIVED LaNiO3 BOTTOM ELECTRODES”, KOTARO OZAWA, MASAAKI 
ISHIZUKA, NAONORI SAKAMOTO, TOMOYA OHNO, TAKANORI KIGUCHI, TAKESHI 
MATSUDA, TOYOHIKO KONNO, NAOKI WAKIYA and HISAO SUZUKI, Functional Materials 
Letters 5[2] (2012) 1260016 

3. “BaTiO3 THIN FILM BY CSD FROM MOLECULAR-DESIGNED PRECURSOR SOLUTION”, 
MASAOMI NAGASAKA, DAI IWASAKI, NAONORI SAKAMOTO, NAOKI WAKIYA and HISAO 
SUZUKI, Functional Materials Letters 5[2] (2012) 1260007 

4. “Strain-induced electrical properties of lead zirconate titanate thin films on a Si wafer with controlled 
oxide electrode structure”, Tomoya Ohno, Masaaki Ishiduka, Takashi Arai, Hiroaki Yanagida, Takeshi 
Mastuda, Naonori Sakamoto, Naoki Wakiya, and Hisao Suzuki, Japanese Journal of Applied Physics 51 
(2012) 09LA13 
 

国際会議発表 

1)  “TEM microstructure analysis for compressively stressed PZT thin firms by CSD derived LNO 
bottom electrodes”, Naonori Sakamoto, Kotaro Ozawa, Masaaki Ishizuka, Tomoya Ohno, Takanori 
Kiguchi, Takeshi Matsuda, Toyohiko Konno, Naoki Wakiya and Hisao Suzuki, ISAF-ECAPD-PFM, 
Aveiro, Portugal (2012) 

他 6 件 
 

国内学会発表 

 

 1) 「ペロブスカイト型強誘電体薄膜のストレスエンジニアリングと TEM による応力状態の解

析」坂元尚紀・村越康平・小澤貢太郎・大野智也・木口賢紀・松田剛・今野豊彦・脇谷尚樹・

鈴木久男、日本セラミックス協会第 32 回電子材料討論会、東京工業大学(2012) 

    2) 「酸化物電極薄膜により応力印加された Pb(Zr,Ti)O3 薄膜の TEM による微構造解析」坂元尚紀・

村越康平・小澤貢太郎・大野智也・木口賢紀・松田剛・今野豊彦・脇谷尚樹・鈴木久男、日

本顕微鏡学会第 67 回学術講演会、福岡国際会議場(2012) 

3) 「大気圧ハライド CVD 法による AlInN の作製」廣瀬将成・坂元尚紀・脇谷尚樹・鈴木久男、

日本セラミックス協会 2012 年秋季シンポジウム、名古屋大学(2012) 

他 14 件 (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) 

 

【 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（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 2 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 
e-mail address: tfsagan@ ipc.shizuoka.ac.jp 

 

 

【 研究室構成 】  

教    員：嵯峨根 史洋 

修士課程：1年（2名） 

学  部：4年（4名） 

連携教員： 昆野昭則 教授、須田聖一 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＞ 

受賞 

電気化学会東海支部若手研究者特別賞 

第 22 回日本 MRS 学術シンポジウム奨励賞  
 

学術論文 

1) F.Sagane, T.Abe, Z.Ogumi, “Electrochemical analysis of lithium-ion transfer reaction through the 
interface between ceramic electrolyte and ionic liquids“, J.Electrochem.Soc., 159 (2012) A1766-A1769 

国際会議発表 

・ F.Sagane, K.Miyazaki, T.Fukutsuka, T.Abe, “Kinetic behavior of anion intercalation reaction into 
graphite”, Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid-State Science, (2012), Hawaii 

 
・ F.Sagane, K.Miyazaki, T.Fukutsuka, T.Abe, “Kinetic behavior of anion intercalation reaction into 

graphite cathode”, 16th International Meeting on Lithium Batteries, (2012), Korea ほか 2 件 

 

革新型蓄電池の開発 
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物質工学科 

国内学会発表 

1) 嵯峨根史洋、山室恒一、宮崎晃平、福塚友和、安部武志 「イオン液体中における黒鉛電極へのカチ

オン・アニオン移動」 第 39 回炭素材料学会年会（長野）ほか 11 件 

 
【 その他の事項 】 

＜特筆事項＞ 

 外部資金獲得：  

・ フジクラ財団（代表者） 
 
【 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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物質工学科 

 

 

  

専任・助教  仙石 哲也 （SENGOKU Tetsuya）   

物質工学科 

専門分野： 天然物化学、有機合成化学 
e-mail address: ttsengo@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tchyoda/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：仙石 哲也 

博士課程：3年（1名）、2年（1名） 

修士課程：2年（6名）、1年（8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＞ 

  材料化学演習、物質工学実験ともに、有機化学の講義内容の理解度を深めるための演習・実験を

実施している。材料化学演習 I～III においては、有機化学 I～III 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うことで、基礎学力を引き上げることを目標としている。物質工学実験 I
～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

点を習得させることを目標としている。生体有機化学においては、有機分子と生体の関わりをミク

ロな視点から考えるための基礎知識を習得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 

材料科学演習I 学部2年 1 ○  複数担当（3人）、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（3人）、15回分の5回を担当

材料化学演習III 学部3年 1 ○  複数担当（3人）、15回分の5回を担当

材料科学実験I 学部2年 1.5  ○ 複数担当、15回分の8回を担当 

材料科学実験II 学部3年 2 ○  複数担当、30回分の7回を担当 

材料科学実験III 学部3年 2  ○ 複数担当、30回分の7回を担当 

生体有機化学 学部3年 1  ○ 複数担当（5人）、15回分の3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。 

生命現象に関わる天然有機化合物の合成研究 
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物質工学科 

＜実績＞  

（１）有用生理活性天然物の合成研究 

強力な抗菌作用をもつ抗生物質のほか、抗酸化、抗がん、抗真菌薬剤の候補分子として期待され

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類の新規合成法を開発した。 

（３）マルチクロモフォアデンドリマーの開発 

  カスケード光捕集機能を示す新規光機能性材料を開発した。 

（４）新規増感色素の合成 

  色素増感太陽電池に利用可能な新規増感色素の合成を行った。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                           

1) “A new approach toward total synthesis of (+)-batzellaside B”, Jolanta Wierzejska, Shin-ichi Motogoe, 

Yuto Makino, Tetsuya Sengoku, Masaki Takahashi, Hidemi Yoda, Beilstein Journal of Organic Chemistry, 

Vol.8, pp.1831–1838 (2012). 

2) “First total synthesis of epicoccarine A via O– to C–acyl rearrangement strategy”, Yasuaki Ujihara, Ken 

Nakayama, Tetsuya Sengoku, Masaki Takahashi, Hidemi Yoda, Organic Letters, Vol.14, pp.5142–5145 

(2012) 

3) “First total synthesis and absolute stereochemical assignment of vittarilide–A, an antioxidant extractive 

component isolated from Vittaria anguste–elongata Hayata”, Masaki Takahashi, Yusuke Murata, Yuki 

Hakamata, Kohei Suzuki, Tetsuya Sengoku, Hidemi Yoda, Tetrahedron, Vol.68, pp.7997–8002 (2012) 

4) “A synthetic approach to diverse 3–acyltetramic acids via O– to C–acyl rearrangement and application to 

the total synthesis of penicillenol series”, Tetsuya Sengoku, Yuta Nagae, Yasuaki Ujihara, Masaki 

Takahashi, Hidemi Yoda, The Journal of Organic Chemistry, Vol.77, pp.4391–4401 (2012).  他 1 件 
 
国際会議発表     

・ Jolanta Wierzejska, Tetsuya Sengoku, Masaki Takahashi, Hidemi Yoda, “Synthetic studies on 

(+)-batzellaside B, a new class of piperidine alkaloids”, 13th Tetrahedron Symposium, NH Grand 

Krasnapolsky Hotel, Amsterdam, The Netherlands, 2 pages, June 26-27, 2012. 他 1 件 

 

国内学会発表  

・仙石哲也、中山健、氏原保明、長江雄太、高橋雅樹、依田秀実 
“O→C-アシル転位反応を鍵反応とする抗菌性テトラミン酸 Epicoccarine A の全合成” 
第 42 回複素環化学討論会、京都テルサ、2012 年 10 月 他 12 件 

 

【 その他の事項 】 
＜特筆事項＞ 

外部資金：浜松科学技術研究振興会科学技術試験研究助成 

浜松キャンパス衛生管理者 

 

【 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高効率的な薬剤分子供給法の開発

などに力を入れたい。 
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物質工学科 

 

 

    専任・助教  松田 靖弘 （MATSUDA Yasuhiro）   
物質工学科  

専門分野： 高分子物理化学、高分子溶液学  
e-mail address: tymatud@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tymatud/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：松田 靖弘 

博士課程：3年（2名）、2年（2名）、1年（1名） 

修士課程：2年（4名）、1年（6名） 

学  部：4年（5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 

材料科学演習Ⅰ  学部2年 1  ○ 複数担当（3人） 

材料科学実験Ⅱ  学部3年 4 ○  複数担当 

材料科学実験Ⅲ  学部3年 4  ○ 複数担当 

材料科学演習Ⅳ  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た。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学術雑誌で発表した。 

（２）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 acid)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、日本科学協会から笹川科学研究助成を、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た。また、研究成果を学術雑誌 (Polymer

誌) に投稿し、掲載決定された。 

高分子溶液と界面物性 
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物質工学科 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                        

1 “Formation of a Metastable Phase of Bisphenol-A Polycarbonate Induced by Mechanical Stress” Y. 
Matsuda, R. Hanamura, Y. Takemura, A. Sugita, S. Tasaka, J. Appl. Polym. Sci. 126, (2012) E116. 

2 “Interfacial Structure of Composites of Poly(m-Xylylen Adipamide) and Silica Nano-Particles” O. 
Achiwa, Y. Kyogoku, Y. Matsuda, S. Tasaka, Jpn. J. Appl. Phys. 51, (2012), 100204. 

3 “Gelation of Poly(L-Lactic Acid) Induced by Complex Crystallization with Solvents” Y. Matsuda, A. 
Fukatsu, S. Tasaka Chem. Lett. 41, (2012), 1420. 他 1 件 

 

国際会議発表 

・Y. Matsuda “Characterization of Polymer and Polymer Aggregates in Solutions by Danamic and Static 
Light Scattering” Soft-interfaces Mini-symposium 2013 -Physical Chemistry and Characterization of 
Soft-interfaces- 2013 年 3 月、福岡市 (招待講演) 
・Y. Matsuda, S. Tasaka “Structure and Mobility of Polycarbonate at Metastable Phase Induced by 
Mechanical Stress” The 9th SPSJ International Polymer Conference 2012 年 12 月、神戸市 (口頭発表) 
他 1 件 

国内学会発表  

・松田靖弘 「極性高分子の異種材料界面での構造と分子運動」 高分子表面研究会 2012 年 10
月、東京都新宿区 (招待講演) 
・松田靖弘 「溶様々な界面における極性高分子の構造と分子運動」 高分子講演会〔東海〕「新

しい手法で見る高分子の世界」 2012 年 6 月、浜松市 (招待講演) 
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 24 件 
 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流事業＞ 

・日本レオロジー学会中部支部、繊維学会東海支部の幹事として、各学会支部の運営を行った。 
・情報機構主催講演会 (「高分子溶液の構造解析・溶解性評価と応用技術」2012 年 8 月、東京都

大田区、「樹脂/金属等接着の分子運動と各種特性の相関」2012 年 11 月、東京都品川区) にて主

に産業界向けに高分子科学・工学に関する講演を行った。 
＜管理・運営＞ 

・浜松キャンパス薬品管理システム運用委員会 
・物質工学科広報委員会 

＜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 
・外部資金獲得：笹川科学助成 (日本科学協会) 「高生体親和性高分子が形成する集合体の希薄

溶液から凝集個体までの構造変化」代表者 
・学外共同研究：平成 24 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 
 

【 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、バイオ高分子の物性評価等を始めとして新しい

研究テーマにも果敢に挑戦していきたい。 
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物質工学科 

 

 

  

助教  渡部 綾 （WATANABE Ryo） 

物質工学科 

専門分野：触媒化学・反応工学 
e-mail address: trwatan@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（3名）、2年（3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 コースの修論中間発表会にて福原・渡部研究室の学生が 1, 2, 4 位であった。 
・ 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, 2, 3 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, 3, 4 位であった。 
・ 化学工学会第 44 回秋季大会で福原研究室蒔山雄大が反応工学部会優秀発表賞に選ばれた。 

発表題目「ヒートコンバインド型触媒反応システムによるメタン改質器の PI 技術」(学) 蒔山雄大・(学) 
畑大貴・(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。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著者 他 7 編（学術論文）＋1編（著者） 
[1] C. Fukuhara, T. Yamada, H. Ohkura, Ryo Watanabe, Chem. Lett., 41 (2012) 900–901. 

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

216



物質工学科 

[2] C. Fukuhara, Y. Makiyama, K. Yamamoto, R. Watanabe, “A combination of electroless plating and sol-gel 
method as a novel technique for preparing a honey-comb –type structured catalyst” Chem. Lett., (2013) in 
press. 
[3] K. Yamamuro, S. Tamura, R. Watanabe, Y. Sekine, “Hydrogen production by water gas shift reaction over 
Pd–K impregnated Co oxide catalyst”, Catal. Lett., (2013) in press. 
 

国際学会発表  
15th International Congress on Catalysis @Germany July 1 – 6, 2012 
[1] C. Fukuhara, T. Suzuki, K. Sugimoto, Y. Makiyama, R. Watanabe, “A Novel Hydrogen Production 
System in which Compactly Combined Reforming and CO Removing Catalysts” 
[2] R. Watanabe, C. Fukuhara, Y. Hondo, Y. Sekine, M. Matsukata, E. Kikuchi, “Development of novel 
perovskite-type oxide catalysts for dehydrogenation of propane with steam” 

7th International Conference on Environmental Catalysis, @France, September 2 – 6, 2012 
[3] C. Fukuhara, Y. Makiyama, T. Hata, R. Watanabe, “A structured methane-reforming system combined 
with catalytic combustion as a novel type reformer” 

 

国内学会発表 
・石油学会第61回研究発表会プログラム 
・B10「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の選択脱水素」渡部綾,福原長寿他 
・B12「ペロブスカイト型酸化物を触媒とするエチルベンゼン脱水素の酸素共存効果」渡部綾, 
 菊地英一, 関根 泰他 
・化学工学会第44回秋季大会 2012年9月19日～21日東北大学（川内北キャンパス） 
・H216「メタルハニカム型Ni系構造体触媒によるメタンの直接分解反応」渡部綾, 福原長寿他 
・XC1P01「ヒートコンバインド型触媒反応システムによるメタン改質器のPI技術」渡部綾,福原長寿他 
・第110回触媒討論会2012年9月24日～26日 九州大学（伊都キャンパス） 
・3E17「Pd 担持系ペロブスカイト型酸化物触媒によるプロパンの選択脱水素反応」渡部綾,福原長寿他 
・3E18「メタン分解による メタン分解による メタン分解による H2製造とC捕集のためハニカム型Ni系 
構造体触媒」渡部綾,福原長寿他 

・1F15「アルカリ金属を担持した酸化鉄系触媒での水性ガスシフト反応における反応機構の検討」

渡部綾, 菊地英一, 関根 泰他 
・1E25「水蒸気と酸素の共存下でのペロブスカイト型酸化物を用いたエチルベンゼン脱水素」渡部綾, 

菊地英一, 関根 泰他 
・第42回石油・石油化学討論会 秋田大会 秋田キャッスルホテル2012年10月11～12日 
・1A09「鉄系水性ガスシフト反応用触媒におけるアルカリ金属の担持効果の検討」渡部綾,菊地英一,関根 泰他 
・1A11「メタルフィン上に調製したハニカム型Ni系構造体触媒のメタンドライリフォーミング特性」渡部綾, 福
原長寿他 

・1A12「メタン改質プロセス強化（PI）技術としてのヒートコンバインド型反応システム」渡部綾, 福原長寿他 
他7件 
 

【 その他の事項 】 

＜特記事項＞ 
・JST A-STEP フィージビリティスタディステージ探索タイプに応募し採択。 
・化学工学会反応工学部会若手幹事(2012~) 

・石油学会若手幹事(2012~) 

 

【 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 4 報以上の論文投稿

及び採択を目標とする。さらに国内学会では毎年発表を行ない、国際学会では毎年 2 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年度入学生より、人工科学を基軸とした科学技術を修得し、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た教育を行っている。このため
に、コンピュータを積極的に活用した授業を実践している。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により、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とし、

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年度以降の入学生に対して、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
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やシミュレーション手法の開発、さらには、これらを用いた具体的（特に、生物・生態系）
現象の解析や評価を行っている。さらに、学術的成果を社会へ還元していくために、環境
ボランティア獲得支援システムの開発およびリスクシナリオ発見支援システムについての
共同研究の推進を行っている。 
＜実績＞ 
 今年度までに、様々な複雑系の研究、最適化問題の研究、ゲーム理論と生物進化の研究、
動物行動や人間の経済活動の長期的最適化の理論、国際経済の長期的安定性に関する研究、
HIVと人間の免疫システムとの闘いの数理モデリング、微生物の共生と種の多様性の解明、
熱帯雨林や温帯林の生態系における種の多様性を保障する構造の解明、災害によるネット
ワークの分断化に対する頑健性の検証、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、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、長期的存続の最適化理論の確立を目指した存続システム学という新しい枠組みの
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、音声インタフェース、コンピュータネットワ
ークのほか、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、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、下水管モニタリングのためのセンサネットワーク制御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ほか、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、ヒューマンマシン・インタ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
めの習熟支援システムの開発，複合材料などの損傷位置評定などを目指す。 
＜実績＞ 
 上記研究目標に対し、半導体レーザの安定化技術、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無給電ワイヤレスセンサシステム開発、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 
e-mail address: takaida@ ipc.shizuoka.ac.jp 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：相田 一夫     

学  部：4年（4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“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 

光電機械要素 学部2年 2 ○  再履修学生に対するレポートによる指導 

応用英語C 学部3年 2 ○  複数担当（6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。 

 

＜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の新構成について研究を行った。光ファイバ伝

送路にパルス光を入射すると、ファイバ出力端からは、パルス光とともに、パルス光から時
間遅れで到達する多重散乱光とが出力される。新測定法では、これらの出力光を時間領域で
分離できるスイッチ機能を有し、微弱な散乱光も検出できる高感度な受光回路を新に設計し
用いている。 
本測定法により、伝送特性が既知のファイバ伝送路（分散シフトファイバ 25km）の評価

を行った。その結果、理論計算による散乱光電力の時間分布と測定結果はほぼ一致し、有効
性を検証することができた。なお、本テーマは卒業研究としても取上げ、その一部を担当し
てもらった。 

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 評価法の研究 

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。 

被試験ファイバを丸めてループ状の試料を構成し、複数回に亘りループ形状を変えて、そのつ

ど波長損失特性を測定する。損失変動の統計分布から、被試験ファイバのコヒーレントマルチパス

干渉量を評価する方法を提案し、国際会議 CLEO: 2012 で発表を行った。 

 

 

 

＜業績・成果＞ 

国際学会発表 

1）Kazuo Aida, ChengLiang Zhu, and Toshihiko Sugie, “Statistical Estimation of Multi-path Interference 

in Short Bend-Insensitive Fiber from Spectral Insertion Loss Measurement using ASE Test Signal”, 

2012 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO: 2012), San Jose, CA, USA, 6-11 May, 2012, 

(Optical Society of America) 

 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・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「テラヘルツ技術--計測と分析への新たな展開は--」

の企画、平成 24 年 8 月 29 日 

・計測自動制御学会中部支部講演会「産業のグローバル化の時代に求められる経営哲学と人材」

の企画、平成 24 年 12 月 12 日 

 
＜管理・運営＞ 

・電気電子工学科教授選考委員会委員 

 

【 今後の展開 】  

本年度検討の中継伝送系の MPI 測定法ならびに、低曲げ損失ファイバの特性評価法は、従来方

法よりもより簡単な手法でファイバ伝送路の特性評価が出来るので応用が期待される。3 月末に定

年を迎えるので、応用展開を含め学外の研究協力者に引き継ぐ。 
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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：電子情報工学、システム工学  
e-mail address: hideasai@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://tzasai7.sys.eng.shizuoka.ac.jp/asailab/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：浅井 秀樹 

研 究 員：井上 雄太（静岡大学学術研究員）、關根 惟敏（日本学術振興会特別研究員） 

博士課程：2年（1名） 

修士課程：2年（5名）、1年（4名）   学  部：4年（3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I  学部2年 1  ○ 

論理回路II  学部3年 1  ○ 

応用英語C  学部3年 0.4 ○  複数担当 

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論  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)高崎貴大（M1）IEEE CAS Society Japan Chapter Best Student Award, 2013.03. 

 

【 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、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 年度から 2012 年度まで、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。

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。 
 

次世代パワー／シグナル・インテグリティ技術 
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（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) Hiroki Kurobe, Tadatoshi Sekine, and Hideki Asai, "Alternating Direction Explicit-Latency Insertion 

Method (ADE-LIM) for the Fast Transient Simulation of Transmission Lines," IEEE Trans. Compon., 

Packag., Manuf. Technol., vol. 2, no. 5, pp. 783-792, May 2012. 

2) Hiroki Kurobe, Tadatoshi Sekine, and Hideki Asai, "Locally Implicit LIM for the Simulation of PDN 

Modeled by Triangular Meshes," IEEE Microw. Wireless Compon. Lett., vol. 22, no. 6, pp. 291-293, Jun. 

2012. 

3) M. Unno, S. Aono, and H. Asai, ” GPU-Based Massively Parallel 3-D HIE-FDTD Method for 

High-Speed Electromagnetic Field Simulation”, IEEE Trans. Electromagn. Compat, vol.54, no.4, 

pp.912-921, Aug. 2012. 

国際会議発表 
1) Tadatoshi Sekine, Hideki Asai, and John S. Lee, “Unified Circuit Modeling Technique for the Simulation 

of Electrostatic Discharge (ESD) Injected by an ESD Generator”, IEEE EMC Symposium 2012, 
Pittsburgh, PA, Aug. 2012. 

2) Tsuyoshi Takada, Tadatoshi Sekine, and Hideki Asai, “Circuit/Electromagnetic Hybrid Simulation of 
Electrostatic Discharge in Contact Discharge Mode”, EMC Europe 2012, Rome, Italy, Sep. 2012. 

3) Shingo Okada, Hiroki Kurobe, Tadatoshi Sekine, and Hideki Asai, “ Fast Transient Analysis of Power 
Distribution Network Modeled by Unstructured Meshes by Using Locally Implicit Latency Insertion 
Method”, IEEE EDAPS 2012, Taipei, Taiwan, Dec. 2012. 

（など 計 13 件） 

国内学会発表  

・高崎貴大, 關根惟敏, 浅井秀樹, “節点ブロック緩和法を用いた多導体伝送線路の高速シミュ

レーション”, 電子情報通信学会,回路とシステム研究会,京都, 2012 年 7 月. 

・井上雄太, 關根惟敏, 浅井秀樹, “次世代回路設計技術に向けた高速 SI/PI/EMI シミュレータの

開発”, エレクトロニクス実装学会,修善寺ワークショップ,修善寺, 2012 年 11 月. 

（など計 15 件） 

招待講演 

・浅井秀樹, “PI/SI/EMI シミュレーション技術の基礎”, 電子情報通信学会 EMCJ 主催, EMC 基礎ワー

クショップ, 東京, 2012 年 6 月. 
・Hideki Asai, “Fundamentals of Circuit Simulation Techniques”, SSSS2012, Ho Chi Minh, Aug.2012. 

・Hideki Asai, “Advanced PI/SI/EMI Simulation Techniques Based on Leapfrog Scheme”, EMC 

Europe2012, Rome, Italy, Sept.2012. 

（など 計 5 件） 
【その他の事項】 

＜社会貢献・国際交流＞ 

・EDAPS2012, ASP-DAC2013, APEMC2013, AP-RASC2013, EMC Tokyo2014 等, 国際会議の技術プ

ログラム委員,  また, EDAPS2013 委員長を担当． 
・SSSV 企画において NTU（中華民国）へ学生を引率し, ワークショップを開催(2013.01)． 

＜管理・運営＞ 
2012 年度 システム工学科広報協力委員 

＜特筆事項＞ 
受賞：JPCA ショー，アカデミックプラザ賞 
外部資金獲得：科研費（基盤研究(B)）（代表 1 件）、共同研究 （代表 2 件）、奨学寄付金（2 件） 
平成 23-24 年度静岡大学卓越研究者称号拝受 

【 今後の展開 】  
今後、世界最高性能のSI/PI/EMI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 
e-mail address: ueta@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 
  

 

【 研究室構成 】  

教  員：上田 芳伸    

修士課程：2年（6名）、1年（3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（4人） 

海外在住のﾍﾞﾝﾁｬｰキャピタル含む 

経営のためのインテリジェンスづくり  大学院1,2年 2  ○ 複数担当（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」を現在実践しています。 

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） （公財）浜松地域イノベーション推進機構主催技術経営講座（MOT）にて、「マーケテ

ィング」を講義、実務者の賛同を得た。（2012/11/06、2012/11/08） 

（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 

見方について啓蒙した。（2012/11/30,12/01,12/14,12/15） 

（３） 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（2012/07/18） 

（４） 遠隔講義システム（VSS）を活用することで、専攻講義集録 148 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。 

（５） Skype を利用した双方向対話システムにて、遠隔地在住の院生のコミュニケーションの 

試行を行っている。(2012/04～現在に至る) 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表  

・齊藤章，上田芳伸，林正浩，温泉熱の効率的な有効利用の研究,日本エネルギー学会大会， 

新宿パークタワー3 階パークタ ワーホール,2012.8.6  

・齋藤章，上田芳伸，林正浩，自然エネルギーを用いた温泉熱発電の事業化試算，日本地熱学会 

平成 24 年湯沢大会，湯沢 文化会館，2012.10.24  計 2 件 

講演及び活動等 

・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） 
 （港区の高齢者向けの老後を楽しく生きる活動） 

・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 
 （小 4～中 1 までの子供と親とセットで、一緒にものを作る活動） 

・経済産業省採択事業「ものづくり指導者養成プログラム」実施 2012/11/05～2013/02/15 
   （定年退職したものづくり技術者を次世代人材育成の指導者に養成する活動） 

【 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 
  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  
e-mail address: ebisawa@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 
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．今年度、線形

回路 I に関して、板書からプロジェクタ使用に変更し、黒板を写すよりも講義中に講義を集中して

聴けるよう試みた。 
 
＜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 

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3年 1 ○  複数担当（5人） 

視覚システム計測   大学院1,2年 1  ○  

 
【 研究 】 
＜目標＞ 

 福祉医療、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）瞳孔間 3 次元距離を拘束条件とした瞳孔検出の眼鏡反射による検出率低下の改善とデジタル

サイネージ等の広告の注目度の計測のための、複数の対象者の瞳孔ペアーの検出。 

（２）自閉症乳幼児診断支援装置の一形態の考案と実装。 

（３）高速度カメラを利用した高照度下で極端に小さな瞳孔を検出するための注視点検出の試み。 

＜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の検討を行ない、従来よりも、眼鏡反射を瞳孔として誤検出する確率を

低下させた。また、1.5～3m 程度の距離において 3 名までの瞳孔対の同時計測を可能にした。 

（２）スクリーニングの高速化のために、母親のカラー画像中の瞳孔位置を検出し同画像を乳幼児に

呈示しながら、乳幼児が画像中の眼を見ているか他を見る傾向にあるかを定量化する装置を提

案し、実装した。 

ビデオカメラによる瞳孔検出技術とその応用 
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（３）直射日光が顔面に照射される高照度下での注視点検出を実現した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                          

1) 袴田 勇人, 海老澤 嘉伸, 福元 清剛，“注視点検出と瞳孔マウスの組合せによるPC入力法” ，

映像情報メディア学会誌，Vol.66，No.12，pp.J510-J516(2012)  
2) 福元 清剛, 海老澤 嘉伸，“ビデオ式注視点検出システムにおける瞳孔間距離一定を仮定した

瞳孔検出のロバスト性向上—眼鏡反射問題への対処法—”，映像情報メディア学会誌，Vol.66，
No.12，pp.J504-J509 (2012) 

3) 富田浩行, 久保田整, 海老澤嘉伸、“瞳孔検出システムを用いた覚醒度低下検知技術の開発” ，

自動車技術会論文集，Vol.43, No.3, pp.757-762 (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，2012.12， 2 件 

2) ROBOMEC'12 in HAMAMATSU, ロボティクス・メカトロニクス講演会'12，2012.5,  1 件 

3) 動的画像処理実利用化ワークショップ DIA2013, 2013.3,  2 件  
 

解説 

1) 海老澤嘉伸, 車載用高精度視線検出を目指して～頭部移動を許容する遠隔注視点検出装置～, 

O plus E「特集 車載カメラとセンシング技術の進化」, Vol.34, No.6, pp. 512-523 (2012) 

2) 海老澤嘉伸, 近赤外光源と高速度カメラを用いた瞳孔及び角膜反射検出, 画像ラボ, Vol.23, 

No.9, pp.29-34 (2012) 

 
特許出願・取得 
1) 海老澤嘉伸, 瞳孔検出方法、角膜反射検出方法、顔姿勢検出方法及び瞳孔追尾方法 (出願，国

内) 特願 2012-120312, 2012.5.25 
2) 海老澤嘉伸, 注視点検出方法及び注視点検出装置 (出願, 米国) 13/814,800,  2013. 2.7 
3) 海老澤嘉伸, 注視点検出方法及び注視点検出装置 (出願, 欧州) 11816424.3,  2013.2 
4) 海老澤嘉伸, Pupil Detection Device and Pupil Detection Method (取得, 米国) US 8,358,337 B2, 

2013.01.22 
5) 海老澤嘉伸, Autism Diagnosis Support Apparatus (取得, 米国) 8,371,693 B2, 2013.2.12 
6) 海老澤嘉伸, 視点検出装置(取得, 国内), 5167545, 2013.01.11 

7) 海老澤嘉伸 , カーソル移動制御方法及びカーソル移動制御装置 (取得 , 国内 ), 5004099, 
2012.06.01 

8) 海老澤嘉伸, 瞳孔検出方法(取得, 国内), 51455555, 2012.12.07 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学部学生委員会委員，工学部広報協力委員, 全学社会連携機構会議委員 

＜特筆事項＞ 

新聞：静岡新聞 2012 年 5 月 15 日夕刊「視線の動き捉え自閉症早期発見」 
外部資金獲得：科学研究費（基盤研究Ｃ,代表者） 共同研究：1 件 
動的画像処理 

 

【 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  
e-mail address: tajohts@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http:// www.sys.eng.shizuoka.ac.jp/~ohtsubo1/ 
 

【 研究室構成 】  

教    員： 大坪順次 

修士課程：2年（2名）、1年（1名） 

学  部：4年（5名） 

連携教員：生源寺 類 助教 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 2006 年のゆとり世代の大学入学以来、学生の学力低下が止まらない。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として、従来の構造のレーザに加え、研究が始まったばかりの量子カスケ

ード半導体レーザに注目し、そのダイナミクスを重点的に調べた。また、多数のレーザを結合するク

ラスターレーザのダイナミクスについて、ニューロンモデルのダイナミクスとの比較検討を行った。 

 

＜実績＞  

（１）双方向結合半導体レーザや多数のリングレーザにおけるカオス発生、カオス同期のダイナミク

スについて調べ、これらのシステムとニューロンモデルとの類似性について論じた。また、カ

オス的レーザを実装するカオスニューラルネットワークによる想起演算などの演算方法につ

いて検討した。 

非線形フォトニクス、情報フォトニクス 
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（２）ブロードエリア半導体レーザの光注入や戻り光ダイナミクスについて調べ、このレーザを使っ

た高速パルス発振などの現象を発見した。また、ブロードエリア半導体レーザ特有のピコ秒時

間スケールをもつカオスフィラメンテイションについて、二つのレーザ間でカオス同期を実現

できることを始めて示した。 

（３）半導体レーザを用いたカオス同期では、自然放出光雑音が無視出来ない。このため、双方向結

合レーザでは一般に遅延時間零でのカオス同期が不可能であるが、第三のカオス的レーザを導

入し、双方向結合レーザに光注入することによって零遅延同期が実現出来ることを示した。こ

の結果は、双方向カオス通信などにおいて有用である。 

（４）量子カスケード半導体レーザのダイナミクスを表すレート方程式を導入し、量子カスケードレ

ーザにおける光注入同期特性などを調べ、バンド間遷移半導体レーザにおける特性との違いに

ついて明らかにした。 
 
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

    ・ Semiconductor Lasers: Stability, Instability and Chaos, 3rd Edition (Junji Ohtsubo)  

      (Springer-Verlarg, Berlin, 2012) total 570 pages. 

    ・Optical Security Device Providing Fingerprint and Designed Pattern Indicator using Fingerprint 

     Texture in Liquid Crystal (Keizo Nakayama and Junji Ohtsubo) 

      Opt. Eng. Vol.51, No.4, 040506-1-3 (2012). 

    ・ Dynamics and Pulse-Package Oscillations in Broad-Area Semiconductor Lasers with Short  

      Optical Feedback (Akira Takeda, Rui Shogenji, and Junji Ohtsubo) 

      Appl. Phys. Lett. Vol.101, 231105-1-3 (2012). 

国際会議発表     

    ・Random Fingerprint Texture serving as Optical Identifier and Scattering Medium  

      (Keizo Nakayama and Junji Ohtsubo)24th International Liquid Crystal Conference, ILCC 2012 

      (Mainz, Germany) 2012.8. 

国内学会発表  

・応用物理学会他 計 13 件 

招待講演 

・Semiconductor Laser Chaos and Dynamics of Broad-Area Semiconductor Laser 

      (Junji Ohtsubo) International Conference on Delayed Complex Systems 

      DCS12 (Mallorca, Spain, 2012.6). 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

   次世代ものづくり人材育成センター長 

＜特筆事項＞ 

 1) 外部資金獲得：科研費基盤(C)  
    2) Grant Reviewer; Research Foundation – Flanders (FWO), Belgium 

    他、書面審査委員、評価委員等 8 件 
 

【 今後の展開 】  

 本年は、これまでの成果を踏まえ、Springer より半導体レーザカオスについての書籍、第三版が出

版できた。この分野は依然として発展しており、しかもそろそろレーザカオスの具体的応用が見えて

きた。これまでの基礎的なレーザカオスの解明にとどまらず、今後これらの応用についての研究が重

要な課題となっている。 
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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  
e-mail address: j-kondoh@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.sys.eng.shizuoka.ac.jp/~j-kondoh 

 

【 研究室構成 】  

教    員：近藤 淳 

博士課程：1年（1名） 

修士課程：2年（5名）、1年（5名） 

学  部：4年（5名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  電磁気学応用では，誘電体，磁性体など媒質中の電磁界の振る舞いについて学ぶ．このため，前

期の理系基礎科目で修得している真空中の電磁界に関する復習を行い，その知識に基づいて媒質中

の電磁界を理解する． 
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 

システム工学実験  学部2年 2 ○  複数担当（4名） 

電磁気学応用  学部2年 1  ○ 

波動エレクトロニクス   大学院1,2年 1 ○   

 
【 研究 】 

＜目標＞ 

  近藤研究室では「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，連続的に流れている試料濃度を測定するため

の手法を確立し，実験によりその有効性を確かめた．また，センサ感度の周波数依存性に

ついて検討し，高周波センサほど燃料電池内の電極反応で発生するギ酸の影響を受けにく

くなることを明らかにした．これらと平行して温度を考慮した理論解析も行い，実験結果

とよく一致することを示した． 
(2) 高感度弾性表面波バイオセンサを実現するため，センサ表面に装荷膜として金を設け，その

膜厚を変化させた．その結果，金膜が厚くなるほど高感度検出が可能であることを明らか

にした， この結果は，数値解析によって得られた結果と一致した． 

表面波を用いたセンサ・アクチュエータの開発 
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(3) 弾性表面波による液滴搬送メカニズムに関する検討では，高速度カメラを用いることにより，

前進角と後退角が搬送によりどのように変わるか調べた．また，微粒子を用いた可視化実

験により，液滴搬送時には，液滴前方で微粒子の濃縮が行えることを明らかにした． 
(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，イン

ピーダンス変化型センサを弾性表面波素子に接続し，ワイヤレスで湿度などの情報を得ら

れることを明らかにした．また，温度と物理量の同時測定法について検討し，特許出願を

行った． 
(5) 局在表面プラズモンに関する研究では 2 通りの手法で金微粒子の作成を行った．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．金コロイド溶液を用いる手法

では，金微粒子膜作成方の改善を行い，均一な膜作成に成功した．また，密度制御により

センサとしての特性改善が行えることを明らかにした．金薄膜のアニーリングによる金微

粒子作成では，電気炉を用いて 800 度で熱処理を行った．その結果，高温になるほど粒子

径の小さい金微粒子を作成できることが分かった． 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書 
(1) S. Endo, J. Kondoh. K. Sato, N. Sawada, “Methanol Sensor Using Shear Horizontal Surface Acoustic 

Wave Device for Direct Methanol Fuel Cell,” Jpn. J. Appl. Phys., 51, 07GC19, 2012. 
(2) K. Kano, T. Kogai, N. Yoshimura, H. Yatsuda, J. Kondoh, S. Shiokawa, “Measurement Characteristics 

of Flo-Type Shear-Horizontal Surface Acoustic Wave Sensor for Direct Methanol Fuel Cells,” Jpn. J. 
Appl. Phys., 51, 07GGC20, 2012. 

(3) 近藤，“弾性表面波センサの基礎と応用，”電子情報通信学会基礎・境界ソサイエティ Fundamentals 
Review, 6, pp.166-174, 2012. 

国際会議発表     

IEEE International Ultrasonic Symposium，IEEE Sensors Conference, 2012 International Symposium 
on Acoustic Wave Devices for Future Mobile Communication Systems などで発表した． 

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 
＜管理・運営＞ 

  男女共同参画委員会工学部委員，工学部振興基金副委員長，教育企画室，教務委員． 
＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費基盤-C，共同研究 2 件，寄付金 4 件． 
 

【 今後の展開 】  
 教育においては，今年度の反省を踏まえ，改善に努めたい． 
 研究では，以下のことを実施する． 
 燃料電池用センサ：高周波 SAW センサを DMFC に装着して濃度測定． 
 高感度バイオセンサ：今年度に見いだした最適構造センサの作成とそれを用いた測定． 
 無給電ワイヤレス SAW センサ：最適周波数探索と実用化に向けた応答評価法の改善． 
 液滴搬送メカニズム解明：実験による解明および有限要素法や数値解析法を用い液滴内の音

響流のシミュレーション． 
 金微粒子を用いた局在表面プラズモンセンサをデジタル式マイクロ流体システムに組み込

んだ計測． 
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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 
e-mail address: suenaga@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 
  

 

【 研究室構成 】  

教    員：末長 修 

修士課程：2年（2名）、1年（1名） 

学  部：4年（4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，理解が深まるようにしている． 
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 ○  旧カリキュラム 

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） 旧カリキュラム 

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＞ 
 
国内学会発表 

・末長 修，中野目 葵：手動制御系における人間操作者の再訓練のための力覚教示の有用性，

日本人間工学会第 53 回大会，九州大学，2012 年 6 月 

・高木裕康，末長 修：手動制御系における視覚情報提示による学習支援，平成 24 年度計測自

動制御学会中部支部静岡地区計測制御研究発表会，静岡大学，2012 年 12 月 

人間の手動制御特性の解析とその応用 
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・永井 馨，末長 修：オートバイ用エアバック開発のための走行データ分析，平成 24 年度計

測自動制御学会中部支部静岡地区計測制御研究発表会，静岡大学，2012 年 12 月 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

平成 24 年度計測自動制御学会中部支部静岡地区計測制御研究会の主催 
 

＜管理・運営＞ 

専攻長・学科長 

 

【 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． 

 教育に関しては，学生に「考える力」が身に付くような講義ができるように努力したい． 
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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  
e-mail address: sekitani@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://daisam.sys.eng.shizuoka.ac.jp 

 

【 研究室構成 】  

教    員：関谷 和之    

修士課程：2年（4名）、1年（0名） 

学  部：4年（6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） 

データ構造とアルゴリズム 学部2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 集中   

新入生セミナー 学部１年 1 ○  複数担当（学科教員全員） 

システム最適設計 学部3年 1  ○ 

アルゴリズム論  大学院1, 2年 1 ○  

 
指導学生の受賞・表彰 

・松野修治 （修士 2 年） 2012 年度日本 OR 学会研究部会「評価の OR」学生発表会 学生奨励賞  

2013.2.2. 

 

【 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

数理計画モデリングと最適化アルゴリズム 
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に柔軟性を与えることを意味する．そして、モデル化された最適化問題を厳密に解くアルゴリズム

を開発することで、計算出力の信頼性を与える．特に、厳密解法の出力はアルゴリズム調整パラメ

ータに依存しない長所を有す．さらに、そのアルゴリズムは個々の計算システムで共通に利用でき

るという汎用性がある．   

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                         

(1) Fukuyama, H and  Sekitani, K, An efficiency measure satisfying the Dmitruk-Koshevoy criteria on 

DEA technologies, JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS, 38, p.131-143(2012,10) 

(2) Fukuyama, H and  Sekitani, K, Decomposing the efficient frontier of the DEA production possibility 

set into a smallest number of convex polyhedrons by mixed integer programming, EUROPEAN 

JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH,221,p.165-174 (2012,8) 

(3) 安藤和敏、伊藤公人、甲斐充彦、前田恭伸、関谷和之, 最短距離 DEA によるプログラムコンテスト

「敢闘賞」の決定, オペレーションズ・リサーチ, 57 (6)  p.315-321(2012,6) 

国際会議発表 

・Hirofumi Fukuyama, Kazuyuki Sekitani and  William L. Weber, Measuring Japanese Bank Performance: 
A Dynamic Network DEA Approach, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), in 
Bangkok, Thailand.  Asia-Pacific Productivity Conference (APPC 2012),  July 27, 2012 

・ Hirofumi Fukuyama, Kazuyuki Sekitani and  Jianming Shi, LEAST DISTANCE EFFICIENCY 
MEASURES SATISFYING STRONG MONOTONICITY ON THE EFFICIENT FRONTIER,  Natal, 
Brazil, 10th International Conference on Data Envelopment Analysis, AUGUST 28, 2012 

国内学会発表  

・SEKITANI Kazuyuki、SASAYAMA Kenji、Linking conditions of Network DEA, 日本オペレーション

ズリサーチ学会 2012 年秋季研究発表会、ウイン愛知、2012 年 9 月 12 日 
・関谷 和之、最短距離 DEA の発展と諸問題、日本オペレーションズリサーチ学会研究部会「評

価の OR」第 51 回、政策研究大学院大学、2012 年 12 月 8 日  
 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

出張授業等の教育支援： 
高大連携 SPP「最適化入門：浜松の最適区割りと音楽に関する最適化」 

     2012 年 5 月 13 日、26 日、6 月 11 日, 6 月 29 日,7 月 13 日,7 月 25 日,8 月 10 日 
8 月 17 日, 8 月 28 日, 9 月 18 日, 9 月 28 日, 10 月 7 日 2013 年 2 月 2 日 

日本オペレーションズリサーチ学会 2012 年秋季研究発表会実行委員 
日本オペレーションズリサーチ学会表彰委員 
日本オペレーションズリサーチ学会常設研究部会「評価の OR」主査 
 

＜管理・運営＞ 

工学部教務委員会委員長 2012 年 4 月-2013 年 3 月 
全学教務委員会副委員長 2012 年 4 月-2013 年 3 月 
障がい学生支援委員   2012 年 4 月-2013 年 3 月 
 

【 今後の展開 】  

 経営科学，経済学，意思決定科学における最適化モデル分析の研究を継続し，さらに最適化モデル

分析を情報科学，機械工学へ応用する学際領域的なテーマにも積極的に挑戦したい． 
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兼担・教授  泰中 啓一 （TAINAKA 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、複雑系科学、環境生態学  
e-mail address: tainaka@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 

homepage: // http://www.sys.eng.shizuoka.ac.jp/~tainaka/index.html 

 

【 研究室構成 】  

教    員：泰中 啓一 

博士課程：3年（2名） 

修士課程：2年（4名）、1年（1名） 

学  部：4年（9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：学生と共に、絶滅危惧種の水生植物（ハタベカンガレイ）、ヒメホタルの観察を行った。 

 

＜業績・成果＞ 

教科書               

・丑丸 敬史, 泰中 啓一（185-246 ページ）．「酵母 ― 生命研究のスーパースター」  

静岡学術出版．2013 年 3 月. 

 
【 研究 】 

＜成果と目標＞ 

  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。 

生物進化とゲーム理論における最適化の研究 
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昨年度出版された論文は、Proc. Natl. Acad. Sci. USA (PNAS)などインパクトファクターが高い雑誌

があった。また日本動物行動学会誌（Journal of Ethology）において、特筆すべき論文が多く出版され

た。そのうち２つの論文は、招待論文（Invited Article）で、学会のホームページでプレスリリースさ

れた：和文 http://www.ethology.jp/pressrelease.html、英文 http://www.ethology.jp/pressrelease-e.html 

今後もインパクトファクターが高い雑誌に出版させていきたい。 

 

＜業績・成果＞ 
学術論文             

1. Jin Yoshimura, Hiromu Ito, Donald G. Miller III, Kei-ichi Tainaka. Dynamic decision-making in uncertain 

environments I. The principle of dynamic utility. Journal of Ethology, (Invited Article), DOI 

10.1007/s10164-013-0362-4.  

2. Jin Yoshimura, Hiromu Ito, Donald G. Miller III, Kei-ichi Tainaka. Dynamic decision-making in uncertain 

environments II. Allais paradox in human behavior. Journal of Ethology, (Invited Article), DOI 

10.1007/s10164-013-0359-z.  

3. T. Togashi, J. L. Bartelt, J. Yoshimura, K. Tainaka, and P. A. Cox. 2012. Evolutionary trajectories explain  

the diversified evolution of isogamy and anisogamy in marine green algae.  

Proc. Natl. Acad. Sci. USA (PNAS), Vol. 109 no. 34, pp. 13692- 13697.  

4. Hideo Takatsu, Mihoko Minami, Kei-ichi Tainaka, Jin Yoshimura. 2012. Spontaneous flash  

communication of females in an Asian firefly. Journal of Ethology, 30: 355-360. 

5. Hiromu Ito, Takashi Uehara, Satoru Morita, Kei-ichi Tainaka, Jin Yoshimura, 2012. Slightly male-biased  

sex ratios for the avoidance of extinction. Evolutionary Ecology Research 13: 759-764. 

6. Ito H, Uehara T, Morita S, Tainaka K, Yoshimura J (2013) Foraging behavior in stochastic environments.  

Journal of Ethology, 31:23–28.  

 

国内学会発表  

日本数理生物学会、情報処理学会など、計 5 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） 平成 12 年度～14 年度． 
 

【 今後の展開 】  
生物進化とゲーム理論における最適化の研究を継続する。モデリングと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研究を行っていく。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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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 
e-mail address: tateoka@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.second-sun.org/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：舘岡 康雄    

博士課程：1年（3名） 修士課程：1年（4名）、2年（4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。これにより、知識だけでなく、見識、胆識が養われていく。 
＜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 

経営論  大学院博士課程1-3年 1  ○

キャリアデザイン論  大学院博士課程1-3年 2  ○

経営戦略論  大学院修士課程1,2年 2 ○  

テクノロジー・マーケティング論  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 ○   

 
【 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（持続可能性）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） 『世界を変える SHIEN 学;力を引き出し合う働きかた』フィルムアート社、pp.1-223, 2012． 
2） 「拡大成長型企業から持続可能型企業へ；“温故知新”～次世代に生き残る企業～」『第 23 

期エグゼクティブフォーラム研究報告・提言書』、Vol.23、pp.2-31、2012.  
3） 「利他性と間主観性と SHIEN（支援）；部門間の壁を越えるには」『第 23 期エグゼクティブフ

ォーラム研究報告・提言書』、Vol.23、pp.34-65、2012 など計 4 件。  

技術経営と SHIEN（支援）学 
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国内学会発表 
1）「関係性のマネジメントの時代へ」、日本経営診断学会第 45 回全国大会、2012 年 9 月 29 日、

北海道大学など計 4 件。 
招待講演 

1） 「新しいマネジメントの水平Ⅲ；日本人の本当のあり方と未来…」財務省、財務省研修セン

ター（2012.2.5）． 

2） 「パラダイムシフトと 21 世紀の利他性」社会技術開発センター、コクヨエコライブオフィス

（2012.2.16）． 

3） 「21 世紀のマネジメントの方向性；支援から SHIEN へ“世界を変える SHIEN 学」日中環境

経済センター、あざれあ（2013.2.23）など計 22 件。 

解説・特集 

1） 「変わるリーダーシップ、「させる」から「してもらう」へ」、『コトノバ』、Vol.01,pp.2-7、山

城経営研究所(2012.10)．  

2） 「二律背反を捌く知恵は日本的思考の中にある」、『コトノバ』、Vol.02,pp.1-7、山城経営研究

所(2012.10)など計 5 件。 

 

【 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)のマネジメント部門、専門審査委員。 
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 による研修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（2012年度）。SHIENをベースに 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 の融合した研修に取組む。 
6） 70・80 代、50・60 代、30・40 代を結ぶ経営の深さに関する勉強会を立ち上げ 2 回実施した。 
7） SHIEN 学に関する学会規模の研究発表大会を東京海洋大学白鷹館にて開催した。 
8） 人事院、財務省、榛原地区教頭会、コクヨ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 3 回(2012.7.7･8,9.22,2013.1.26)、プロパラミーティング 6 回

(2012.6.30,8.12,10.8,2013.1.3･4,1.14,3.9)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「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講座が紹介された。(2012.5.29,8.7)。 

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の推進。

「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」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 3 件 
 

【 今後の展開 】  

 SHIEN（支援）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サイエンスの確立に取り組む。 
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専任・教授  宮原 高志 （MIYAHARA Takashi）   

システム工学科  

専門分野： 環境工学  
e-mail address: miyahara@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 

 

 

【 研究室構成 】  

教    員：宮原 高志  

修士課程：2年（2名）、1年（4名） 

学  部：4年（6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Ｉ  学部3年 1 ○ ○ 複数担当（7人） 

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、有機性廃棄物におけるバイオガス生成方法に関する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＞ 

学術論文・著書等 

1) 馬場謙二郎, 横嶋哲, 益子岳史, 宮原高志, 2013, 乱流中のプランクトン間の遭遇率と摂食率, 

土木学会論文集 B1, 69, pp. I_817-I_822 . 

 

水循環の環境マネジメント 
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国際会議発表 

1) Satoshi Yokojima, Takashi Mashiko, Kenjiro Baba, Takashi Miyahara, On the collision of small particles 

in isotropic turbulence, 65th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, San Diego (USA), 

(2012.11). 

2)Takehiko Sato, Takashi Miyahara and Tatsuyuki Nakatani, Development of Observation Method for 

Plasma-Generated Bubbles, Proceedings of the 12th International Symposium on Advanced Fluid 

Information and Transdisciplinary Fluid Integration (AFI/TFI2012), pp.76-77, Sendai (Japan), (2012.9). 

国内学会発表  

1) 馬場謙二郎，宮原高志，下水処理場における温室効果ガス排出特性, 第 22 回環境工学総合シ

ンポジウム講演論文集, pp.227-228, (2012.7). 

2) 馬場謙二郎, 横嶋哲, 益子岳史, 宮原 高志, プランクトンの摂餌効率に対する乱流場の影響, 

第 26 回数値流体力学シンポジウム, (2012.12). 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

1) 日本機械学会、環境工学部門シンポジウム実行委員会委員 

2) 日本機械学会、環境工学部門第 3 技術委員会委員 

3) 日本水環境学会、嫌気性微生物処理研究委員会委員 

4) 廃棄物資源循環学会、バイオマス部会委員 

5) 浜松市、上下水道事業経営問題検討委員会専門委員 

6) 国土交通省中部地方整備局、中部地方下水道中期ビジョン検討委員会アドバイザー 

7) 静岡県理工系教育機関連携推進協議会、理事 

8) 東三河・浜松地区高大連携協議会、委員 

9) 建設工学研究振興会、非常勤研究員 

 
＜管理・運営＞ 

学部長補佐室広報企画室長 
高大連携ＷＧ委員長 
ハラスメント防止対策委員会委員長 
キャンパスミュージアム運営委員会委員 
発明審査委員 
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 
 

＜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)、生体界面プラズマ流の極限時空間制御による標的遺伝子群発現誘導機構 
 

【 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研究を行う。また、システムとしての最適化と共にその

要素技術の研究にも力を入れ、災害時医療に関する他分野との学際領域の研究も継続して行う。 
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兼担・教授  吉村 仁 （YOSHIMURA Jin） 

システム工学科  （専任： 創造科学技術大学院） 

専門分野： 数理生物学、進化生物学、生態学  
e-mail address: jin@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 
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 柿嶋 聡 

博士課程：1年（1名） 

修士課程：2年（3名）、1年（2名） 

学  部：4年（8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  ○             

最適化理論  修士1-2年 1  ○  

 

＜業績・成果＞ 

著書・教科書               

・吉村仁, 「なぜ男は女より多く産まれるのか‐絶滅回避の進化論」ちくまプリマー新書、筑摩

書房,東京．2012.4.10.  ISBN978-4-480-68879-8  C0245  ¥780+Tax 

・吉村仁, コラム執筆：石川統ほか編集「生態学入門第 2 版」,東京化学同人、東京. 2012.4.4.  

ISBN978-4807907830 ¥2800+Tax その他 4 件 
 

【 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. H.Ito, T.Uehara, S.Morita, Kei-ichi Tainaka &J.Yoshimura#. 2011. Slightly male-biased sex ratios for the 

avoidance of extinction. Evolutionary Ecology Research 13: 759-764. 2012.7.4 

2. H. Takatsu, M. Minami, K-i. Tainaka and J. Yoshimura#. Spontaneous flash communication of females in 

an Asian firefly. Journal of Ethology 30(3): 355-360. DOI 10.1007/s10164-012-0332-2. 2012.8 

進化生態学の理論とモデル 
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3. Tatsuya Togashi#, John L. Bartelt, Jin Yoshimura, Kei-ichi Tainaka and Paul Alan Cox. 2012. 

Evolutionary trajectories explain the diversified evolution of isogamy and anisogamy in marine green algae. 

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109 (no.34): 13692-13697,. published online: August 21, 2012.  

4. Hiromu Ito, Takashi Uehara, Satoru Morita, Kei-ichi Tainaka and Jin Yoshimura#. 2013. Foraging 

behavior in stochastic environments. Journal of Ethology, 31: 23-28, (Online: 31 August 2012) 

5. Watanabe, K., Nishide, Y., Roff, D.A., Yoshimura, J. & Iwabuchi, K.Environmental and genetic controls 

of soldier caste in a parasitic social wasp. Sci. Rep. 2,729;.(Published 12 October 2012) 

6．Satoru Morita and Jin Yoshimura 2012. Analytical solution of metapopulation dynamics in a stochastic 

environment. Phys. Rev. E 86(4): 045102(4 pages). Published 11 October 2012. 

7．Jin Yoshimura, Hiromu Ito, Donald G. Miller III, Kei-ichi Tainaka Dynamic decision-making in uncertain 

environments I. The principle of dynamic utility. Journal of Ethology . Published online:26 January 2013 

8. Jin Yoshimura, Hiromu Ito, Donald G. Miller III, Kei-ichi Tainaka 2013. Dynamic decision-making in 

uncertain environments II. Allais paradox in human behavior.Journal of Ethology Published online:2.2.2013 

国際学会発表 

・海外講演：Hiromu Ito, Takashi Uehara, Satoru Morita, Kei-ichi Tainaka and Jin Yoshimura. Slightly 

male-biased sex ratios for the avoidance of extinction,2012.5.22-25, 2012 1st China-Japan-Korea 

Colloquium of Mathematical Biolog,Busan,Korea,Pusan National University 

国内学会発表 

・柿嶋 聡、守田 智、吉村 仁、邑田 仁、周期的一斉開花植物における非対称種間交雑モデル、日

本進化学会第 14 回東京大会、首都大学東京南大沢キャンパス、2012.8.21-22 その他 2 件 

招待講演 

・招待講演： Conference In Honour of Dr. Colin Clark: Developments and Challenges in Fisheries 

Economics, Capitalism, and Investment Economics (May 15 and 16, 2012)演題：Conflicts between 

Resource Economics, Capitalism, and Investment Economics 

 
【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

  フィリピンより創造大学院（環境リーダープログラム）に留学生を受け入れた。 

  高大連携授業を担当した。（浜松南、磐田北、磐田南、浜松工、海の星） 

  第 60 回日本生態学会において実行委員を担当した。 

＜管理・運営＞ 

  創造科学技術研究部環境サイエンス部門長 

  環境サイエンス・エネルギーシステム副専攻長（専攻長代理） 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等：  

・テレビ出演：フジテレビ番組名：ホンマでっか！？TV、2012 年 8 月 29 日（水）21：00-21：54 他 2 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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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 
e-mail address: tyasahi@ ipc.shizuoka.ac.jp 

 

 

【 研究室構成 】  

教    員：朝日 弓未 

修士課程：1年（1名）、2年（1名） 

 

【 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、さらに社会にどのように活かしてい

けるのかを考えるよう問題意識を設定していく。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） 

＜業績・成果＞ 

指導学生の受賞・表彰 

・植田 雄介（修士 1 年） 2012 年度 S-PLUS 学生研究奨励賞で「原発を対象とした Twitter 利用者の

関心度移行の推定と検証」を発表し佳作を授与 2012.11.22. 

 

【 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」について継続し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. 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, 10-17. 

2. S. Sato and Y. Asahi (2013). A Daily-level Purchasing Model at an E-commerce Site, International Journal 

of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol.2, No6. December 2012, 831~839.   

3. 佐藤翔太, 朝日弓未 (2012). 消費者向け電子商取引サイトにおける顧客の来店有無を考慮した購

買モデル オペレーションズ・リサーチ, Vol.58, No.2, 80-86. 

マーケティングと消費者行動研究  
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4.  久松俊道, 外川隆司, 朝日弓未, 生田目崇 (2012). ECサイトにおける購買予兆発見モデルの提案 

オペレーションズ・リサーチ, Vol.58, No.2, 93-100.    

 

国際会議発表 

1) Y. Asahi, Y. Ishida, T. Namatame and T. Togawa. A brand evaluation based on DEA concept using 
FSP data. DEA Symposium 2012, Japan. (2012 年 2 月) 

2) Y. Asahi. An Analysis on consumers’ character each contact toward media, The 12th Annual Hawaii 
International Conference on Business, U.S.A. (2012 年 5 月) 

3) Y. Asahi. Price acceptability and decision-making process model after the earthquake disaster, The 
2012 International Conference on OR, Germany (Hanover). (2012 年 8 月) 

4) S. Sato and Y. Asahi. Analysis Using the Daily-level Purchasing Model Focusing on Product Pages  
at an E-commerce Site. The International eConference on Information Technology and 
Communication (ITC2012), Malaysia. (2012 年 10 月) 

5) S. Sato and Y. Asahi. The Model of Purchasing and Visiting Behavior of Customers in an 
E-commerce Site for Consumers. 2012 3rd International Conference on E-business,Management 
and Economics (ICEME 2012), Hong Kong. (2012 年 10 月) 

   

国内学会発表 

1) 福井浩高、朝日弓未、山口俊和. ゴルフ用品のインターネット販売におけるハンディキャップ別顧

客の購買行動分析 日本行動計量学会第 40 回発表会, 新潟県立大学. (2012 年 9 月) 

2) 植田雄介、朝日弓未. 微分方程式モデルからみる 利用者行動 ～Twitter 利用者の“原発”に対

する関心度より～ 2012 年度日本オペレーションズ・リサーチ学会 2012 年秋季研究発表会, 愛知

県名古屋市ウインクあいち. (2012 年 9 月) 

3) 植田雄介、朝日弓未. Twitter を用いた利用者行動モデルの評価 2012 年度 統計関連学会連合

大会, 北海道大学. (2012 年 9 月) 

4) 植田雄介、朝日弓未. Twitter の商用利用に対する定量的分析と一考察 2012 年度日本オペレー

ションズ・リサーチ学会 2013 年春季研究発表会, 東京大学. (2013 年 3 月)  他 8 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。 

2013 年度米国で開催される HCI International 国際会議でのセッション委員の一人として学会の運営に

携わる。 

＜管理・運営＞ 

  ORME 部会幹事 

＜特筆事項＞ 

 受賞・表彰：平成24年度日本OR学会、DB学会のデータ解析コンペティションで敢闘賞授与、2012年2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． 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，システムロケ

ーションとは，消費者行動研究について継続して進めていく． 
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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  
e-mail address: ando@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 
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）、2年（1名） 

学  部：4年（6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) 

数理計画 学部2年 1 ○   

離散最適化  学部2年 1  ○  

グラフとネットワーク  学部3年 1  ○  

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. しかしながら, 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筆者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.  

 

組合せ最適化の理論とその応用 
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＜実績＞ 

最小費用全域木ゲームの Shapley 値の近似アルゴリズムとしてサンプリング（モンテカルロ法）

によるものが古くから知られていたが, 要求される近似精度を達成するためのサンプル数の見積

もりについては未解決のままであった. 筆者たちの研究グループは, 与えられた任意のε> 0 に対

して∞-ノルムに関する絶対誤差がε未満であるような Shapley 値の近似値を 3/4 以上の確率で出

力する乱択アルゴリズムとしてサンプリング・アルゴリズムを定式化した. また, この近似アルゴ

リズムの実際的な振る舞いを検証するために数値実験を行った結果, 高精度の近似解を得るため

には非常に大きな計算時間を要することが明らかになった.  

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

1. K. Ando: Computation of the Shapley value of minimum cost spanning tree games: #P-hardness and 
polynomial cases. Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics 29(3) (2012) 385-400. 

国際会議発表 

1. K. Ando: Computation of the Shapley Value of Minimum Cost Spanning Tree Games: #P-Hardness 

and Polynomial Cases. The 21st International Symposium on Mathematical Programming, Berlin, 

August 2012. 

国内学会発表 

1. 安藤和敏, 山田悠一郎: 非凸エネルギー関数最小化に対するプライマル・アルゴリズムの適

用. 日本オペレーションズ・リサーチ学会2013年春季研究発表会,東京大学, 2013年3月.  

2. 安藤和敏, 徳武忠俊: 最小費用全域木ゲームの Shapley 値に対するサンプリングによる近似

アルゴリズム. 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2013 年春季研究発表会, 東京大学, 

2013 年 3 月.  

解説・特集 

1. 安藤和敏、伊藤公人、甲斐充彦、前田恭伸、関谷和之: 最短距離 DEA によるプログラムコン

テスト「敢闘賞」の決定. オペレーションズ・リサーチ 57(6) (2012) 315―321. 
 

【 その他の事項 】 

＜管理・運営＞ 

NIFEE 委員会委員、外部評価担当委員（学科内委員） 
 

＜特筆事項＞ 

新聞・テレビ報道等：中日新聞 2013 年 2 月 13 日朝刊 

   「浜松市の遠州灘沿岸部 学芸高生徒が津波対策検証」他 2 件 

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, 高精度の解を得るためには非常に大きな計算時間が

要求されるため実用上の問題がある. この問題を解決するために, 与えられた近似精度を達成す

るために必要なサンプル数の見積もりをより厳密に行う必要がある. また, サンプリング・アルゴ

リズムの実際的な振る舞いを検証するための数値実験も予備的なものしか行っていないため, 今

後はより詳細な実験を行う.   

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: ishihara@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 
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（5名） 

学  部：4年（6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（18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) 石川晃平(B4): DICOMO2012 優秀プレゼンテーション賞，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 (2012-7). 
(2) 金原辰典，石原進: 情報処理学会モバイルコンピューティングとユビキタス通信研究会 第 60 回研

究発表会優秀論文，情報処理学会モバイルコンピューティングユビキタス通信研究会（2012-9） 

【 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、モバイルマルチメディア通信，モバイル

アプリケーションに関連した研究を行っている。 
 
＜実績＞  

（１）車々間情報配信技術 

モバイルネットワーク 
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車々間通信を用いた安全運転システムにおける周辺車両の位置情報の配信において，送信時

の電波出力を短い周期で変化させることで，所領密度が高い条件であっても，衝突リスクの高

い近接車両への位置情報通知頻度を十分に保ったまま，距離が遠い車両に対しても十分な量の

情報土を可能とする手法を考案し，シミュレーションによりその効果を確認した． 
また，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，ならびにそれを利用した「リ

アルタイム画像カーナビ」の実現に向けた取り組みを進めている．車両密度と，車両が生成し

た位置依存情報に対する需要に応じて，情報配信範囲を適切に制御するためのアルゴリズムの

検討，その評価のためのシミュレーションツールの開発を進めたほか，リアルタイム画像カー

ナビのためのユーザインタフェースの開発を行った． 
（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，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，センサノードとアクセスポイントとの通信可能時間を考慮した通信スケジュールの検

討，データバックアップ方法の検討，理論的モデルの構築，実機テストベッド開発を行った．  
＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

・佐藤文明，斎藤 稔，石原 進、 渡辺 尚,ミュレーション, 共立出版, (2013/2) 

国際会議発表 

・ Susumu Ishihara and Daisuke Sato: "Active node selection in flowing wireless sensor networks," The 6th 
international conference on mobile computing and ubiquitous networking  (2012/5/23, Okinawa, Japan). 

他 1 件 

国内学会発表  

・ 情報処理学会、電子情報通信学会など計 16 件 

招待講演  

・ 石原進, "PC ベースソフトウェア無線プラットフォームとそれを用いた研究動向," 電子情報通

信学会ネットワークシステム研究会 (2012-9-20, 仙台).  

【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 2012, IEEE ICC 2012 等全 10 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

ループ主査 
＜管理・運営＞ 

・ 工学部広報室企画室委員，工学部評価実施委員，創造科学技術大学院広報担当委員 
＜特筆事項＞ 

受賞・表彰： 電子情報通信学会 通信ソサイエティ活動功労賞 (2012.9.12) 
DICOMO2012 ベストカンバーサント賞，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 (2012-7). 
外部資金獲得： 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  
e-mail address: kai@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.spa.sys.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：甲斐 充彦 

修士課程：2年（3名）、1年（5名） 

学  部：4年（7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 ○   

プログラミング基礎  学部1年 2  ○ 複数担当（5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＞ 

  話し言葉や遠隔音声など多様な発話・環境を対象とした音声認識・理解技術の開発を通して，音声

言語情報を含むマルチメディア情報の利活用のための様々な音声言語システムや，人に優しいヒュー

マン・マシンインタフェースを実現するための対話的ユーザインタフェースの研究開発を進める． 

＜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）パターン情報処理技術を応用して，運転行動信号処理による運転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, Atsuhiko Kai, Norihide Kitaoka and Seiichi Nakagawa , “Dereverberation 
Based on Spectral Subtraction by Multi-channel LMS Algorithm for Hands-free Speech Recognition,” 
Chapter 7 in “Modern Speech Recognition Approaches with Case Studies”, Dr. S Ramakrishnan (Ed.), 
ISBN: 978-953-51-0831-3, InTech (2012.11). 

音声言語情報処理とその応用システムの研究 
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 Longbiao Wang, Atsuhiko Kai, Junki Ema and Toshihiko Itoh, “Statistical Model-based Driving Situation 
Recognition,” Journal of the Computer Technology and Application, Vol. 3, No. 8, pp.544-549 (2012.8). 

 安藤和敏，伊藤公人，甲斐充彦，前田恭伸，関谷和之,“最短距離 DEA によるプログラムコンテ

スト「敢闘賞」の決定”, オペレーションズ・リサーチ, Vol.57, No.6, pp.315-321 (2012.6). 
 

国際会議発表 
 Kyohei Odani, Longbiao Wang, Atsuhiko Kai: “Speech Recognition by Denoising and Dereverberation 

Based on Spectral Subtraction in a Real Noisy Reverberant Environment,” Proc. of the 13th Annual 
Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH2012), 
pp.Tue.P5c.06(4 pages) (2012.9). 

 Zhaofeng Zhang, Longbiao Wang, Atsuhiko Kai: “Dereverberantion based on Generalized Spectral 
Subtraction for Distant-talking Speaker Recognition,” Proc. of APSIPA Annual Summit and Conference 
(2012.12). 

 Longbiao Wang, Zhaofeng Zhang, Atsuhiko Kai, Yoshiki Kishi: “Distant-talking speaker identification 
using a reverberation model with various artificial room impulse responses,” Proc. of APSIPA Annual 
Summit and Conference (2012.12). 

 Ikuya Hirano, Longbiao Wang, Atsuhiko Kai, Seiichi Nakagawa: “On the Use of Phase Information-based 
Joint Factor Analysis for Speaker Verification under Channel Mismatch Condition,” Proc. of APSIPA 
Annual Summit and Conference (2012.12). 

国内学会発表  
・ 小谷恭平, 王 龍標, 甲斐充彦:“SS 法に基づく雑音残響除去法の実環境下における評価”, 音声

研究会, pp.137-142 (2012.5). 
・ 平野郁也, 王 龍標, 甲斐充彦, 中川聖一: “MFCC と位相情報を用いた Joint Factor Analysis によ

るチャネルミスマッチ条件下での話者照合”, 日本音響学会講演論文集, 3-P-14 (2012.9) 
・ 倉島 諒, 兼子史聖, 王 龍標, 甲斐充彦: “音響情報と空間情報の利用による Speaker Diarization

の検討”, 日本音響学会講演論文集, 3-P-18 (2012.9.21) 
・ 進士智也,甲斐充彦,小暮 悟,王 龍標: “音声ツイートを想定した twitter クライアントの試作・評

価と発話特徴の利用に関する一考察”, 情報処理学会研究報告, Vol.2012-SLP-94, No.29 (2012.12). 
・ Zhaofeng Zhang, Kong Aik Lee, Longbiao Wang, Atsuhiko Kai, Bin Ma: “Single-sided Approach to 

Discriminative PLDA Training for Text-Independent Speaker Verification,” 日本音響学会講演論文集 
(2013.3). 他 2 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（2012 年 8 月 8,9 日，高校生向け） 
・ Nanyang Technological University(Singapore)等との研究室交流・発表会の実施（2012 年 11 月，工

学部プロジェクト「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」） 
＜管理・運営＞ 

・ 情報基盤センター運営委員（全学） 
・ 情報ネットワーク支援管理者，研究室見学協力委員（工学部） 
・ 理工系情報学科・専攻協議会連絡協力者 
・ 学科ネットワーク委員（学科サーバ管理，講義コンテンツ管理システム lecsys(LMS)の管理） 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得： 

・ 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，継続） 

・ 共同研究：1 件 
 

【 今後の展開 】  

 音声認識技術に関する研究を継続すると共に，話者認識や音声対話，遠隔発話の処理技術などを組

み合わせた実用システムの技術課題に取り組む．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 
e-mail address: sato@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 

 

【 研究室構成 】  

教    員：佐藤 一憲 

修士課程：2年（2名），1年（1名） 

学  部：4年（6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 ○   

シミュレーション技法I  学部2年 1 ○   

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＞ 

 著書 

(1) 佐藤一憲“空間構造をもつ集団の確率モデル”, in 関村利朗・山村則男 共編“理論生物学の基

礎”, pp.45-92, 海游舎, 2012 年 5 月. 

国際会議発表 

(1) Kazunori Sato, “Introduction” for the special session “Spatial models in biosystems”, 2012 

China-Japan-Korea International Conference on Mathematical Biology, Busan, Korea, 2012 年 5

月. 

国内学会発表 

(1) 佐藤一憲“離散空間上の個体ベース個体群動態”,日本生態学会, 静岡,2013 年 3 月.  
 

 

 

確率モデルの生態学への応用 
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【 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  

 e-mail address: tseno@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 

 

【 研究室構成 】  

教    員：瀬野 忠愛    

修士課程：2年（2名）、1年（4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．「数値計算法Ⅰ，Ⅱ」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  ○  

数値計算法 Ⅰ 学部2年 1 ○   

数値計算法Ⅱ 

（再履修 シミュレーション技法 Ⅱ） 

学部2年 1  ○  

再履修 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 ○   

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． 
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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

案する．  

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）「GPGPU による OpenLBMflow の並列計算」，○(学)横井 悟，伴 和樹，寺田 秀文，(正)瀬野 忠

愛，化学工学会 第 44 回秋季大会，仙台，9 月 19 日，2012 

2）「GPGPU と MPS 法による粘弾性流体の解析」，○(学)山本 浩司，伴 和樹，寺田 秀文，(正)瀬野 

忠愛，化学工学会 第 44 回秋季大会，仙台，9 月 19 日，2012 

 

【 その他の事項 】  

・科学技術高校(静岡)の進路ガイダンスに出席し，工学部紹介を行った．  2012.11.  

・静岡県危険物安全協会の講習会にて「物理・化学の基礎」について講習． 2012.04 ，2012.09 

 

 

＜管理・運営＞ 

(全学) 保健センター運営委員， 
(学部・学科) 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  
e-mail address: hayashi@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://skynet.sys.eng.shizuoka.ac.jp 

 

【 研究室構成 】  

教    員：林 康久    

学  部：4年（5名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  学部開講講義の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 ○   

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II  学部3年 4 ○ ○ 「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 II は、その取りまとめと 2 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、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）ハイブリッド TRP 法を用いたアルミニウム材の塑性変形の検出 

（２）CFRP の損傷診断における PZT 素子の有効性の検討 

（３）ANN を用いた CFRP 材の AE 信号源位置評価 

（４）デジタル・イメージング法による損傷位置評定 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

 インターンシップ委員 

 学科内入試委員 

 

【 今後の展開 】  

  弾性波動を用いた材料の非破壊評価への応用研究を継続する。また、新しい研究テーマにも挑戦

する。特に本年度得られた知見をもとにして実用化を図りたい。 
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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 
e-mail address: tymaeda1@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://kasumi.sys.eng.shizuoka.ac.jp/home/ 
 

【 研究室構成 】  

教    員：前田恭伸    

修士課程：1年（3名）、2年(2 名) 

学  部：4年（3名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 まず対象となる環境問題なり、リスク問題を理解する。そのうえで、データと論理に基づいて、

自分の頭で答えを出すということを目指す。 

 

＜授業担当科目および取り組み＞      

 

授業科目 学 年 コマ数 前期 後期 備 考 

新入生セミナー  学部1年 1 ○   

地震防災  学部3年 1 ○  複数担当（12人）   

リスク分析  学部3年 1 ○  

プログラミング応用  学部2年 1  ○ 

プログラミング応用  学部3年 1  ○ 複数担当（2人） 

データ分析及び演習 大学院1年 1 ○   

リスクマネジメント論Ⅰ  大学院1,2年 1 ○   

シミュレーション及び演習  大学院1,2年 1  ○  

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

リスクマネジメント、リスクコミュニケーション、環境マネジメントにおいて、現場における問

題解決を支援するような情報システムを提供する。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等     

1. 前田恭伸．リスクの情報システム．中谷内一也(編)，リスクの社会心理学．有斐閣，2012, 153-154. 

2. S. Ikeda and Y. Maeda (eds.) Emerging Issues Learned from the 3.11 Disaster as Multiple Events of 

Earthquake, Tsunami and Fukushima Nuclear Accident. Society for Risk Analysis, Japan, 2013. 

 

国際会議発表 

1. Y. Maeda, K. Seo and T. Motoyoshi, Delphi analysis of issues after the 2011 Great East Japan Earthquake: 

interim report 2, World Congress on Risk 2012, Sydney, Australia, 1 page on the Web site (2012) . 

環境リスク分析への情報システムの応用 
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2. Y. Maeda, K. Seo and T. Motoyoshi, Delphi survey of issues after the 2011 Great East Japan Earthquake: 

interim report 3, Society for Risk Analysis 2012 Annual meeting, San Francisco, USA, 1 page on the Web 

site (2012) . 

3. Yasunobu Maeda, Discovery tool for supporting for food safety risk scenarios, International Conference 

on “Risk, Food and Trade in East Asia,” Nagoya, 9 pages in the proceedings (2012). 

国内学会発表  

1. 森谷 忠，前田 恭伸，新たな事業展開のための意思決定支援ツールの構築に関する一考察，経営

情報学会 2012 年春季全国研究発表大会，東京，2012 年 5 月． 

2. 前田恭伸，瀬尾佳美，元吉忠寛，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２），日本リスク研究学会第 25 回年次大会，彦根，2012 年 11 月. 

 

招待講演  

1. 前田恭伸：看護業務のリスクマネジメント,中日合同看護業務研究フォーラム,浜松，2013年 3月． 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・浜松市景観審議会 委員 

・浜松市建築紛争調停委員会 委員 

・日本リスク研究学会 副会長・情報管理委員長・東日本大震災対応特別委員会担当 

・World Congress on Risk 2012, program committee 

＜管理・運営＞ 

・教務委員会委員 

・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。昨年度は 1 名、今年度は 2 名を指導し、来年度も更

に 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  
e-mail address: rinko@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 
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（9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 

新入生セミナー 学部1年 1 ○  

システム基礎数学 学部1年 1 ○  

モデリングII 学部2年 1  ○ 

システム工学実験 学部3,4年 1 ○  再履修クラス．複数担当（5人） 

線形数理モデル特論 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＞  

時間遅れをもつ単一個体群動態を表す微分方程式の大域的安定条件を証明した． 

Delayed Feedback 制御による安定化についての 2011 年度の成果を強制振動系に応用した． 

 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                          

1) G. Huang, Y. Takeuchi and R. Miyazaki, “Stability Conditions for a Class of Delay Differential 

Equations in Single Species Population Dynamics”, DCDS, Series B, Vol. 17, 2012, pp. 2451-2464． 

2) 宮崎倫子，内藤敏機，申正善， “遅延フィードバック制御法の数理解析”, システム制御学会

誌, Vol. 56, 2012, pp. 563-568. 

常微分方程式におけるタイムラグの影響 
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3) 宮崎倫子，内藤敏機，申正善， “Stabilization of unstable periodic orbits with complex characteristic 

multipliers”, 京都大学数理解析研究所講究録, No. 1786, 2012, pp. 16-20. 

他 1 件 

国内学会発表  

・宮崎倫子，鈴木拓巳, “強制外力項をもつ微分方程式に対する Delayed feedback 制御法について”, 
「微分方程式の定性的理論ワークショップ」, 島根大, 2012/3/5.                                      
他 2 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）代表者） 

・ 教員免許状更新講習会講師． 

 

 

【 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 
e-mail address: wang@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 
 

 

【 研究室構成 】  

教     員：王 龍標    

修士課程： 2 年（1名）、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 

プログラミング応用 学部3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，一般化SS (GSS) を用

いて後部残響を除去する改善法を提案した．さらに，残響除去手法と独立成分分析手法と併用し，定常雑

音・非定常雑音を含む雑音残響音声の音声認識へ拡張した。様々な人工環境と実環境における残響音声に

より提案手法を評価し，従来の残響除去法より大幅な改善ができた． 

音声信号処理 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等     

1) Seiichi Nakagawa, Longbiao Wang, and Shinji Ohtsuka, "Speaker identification and verification by combining 

MFCC and phase information", IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing, Vol. 20, No. 4, 

pp. 1085-1095, MAY 2012. 

2) Longbiao Wang, Kyohei Odani, Atsuhiko Kai, Norihide Kitaoka and Seiichi Nakagawa “Dereverberation Based on 

Spectral Subtraction by Multi-channel LMS Algorithm for Hands-free Speech Recognition”, Chapter in Modern 

Speech Recognition Approaches with Case Studies, S. Ramakrishnan (Eds.), IN-TECH, ISBN 979-953-307-790-0, pp. 

155-174, 2012. 

他 1 編 

国際会議発表    

1) Kyohei Odani, Longbiao Wang and Atsuhiko Kai, “Speech Recognition by Denoising and Dereverberation Based 

on Spectral Subtraction in a Real Noisy Reverberant Environment”, Proc. of Interspeech 2012, Sep. 2012. 

2) Longbiao Wang, Zhaofeng Zhang, Atsuhiko Kai and Yoshiki Kishi, "Distant-talking Speaker Identification 

Using a Reverberation Model With Various", Proc. of APSIPA ASC 2012, Dec. 2012. 

3) Zhaofeng Zhang, Longbiao Wang and Atsuhiko Kai, "Dereverberantion Based on Generalized Spectral 

Subtraction for Distant-talking", Proc. of APSIPA ASC 2012, Dec. 2012. 

他 1 件 

国内学会発表 7 件 

  

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

1) 国際交流に務めた。シンガポール科学技術研究庁インフォコム研究所を訪問し，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。大学院学生をシンガポールに数カ月滞在し，
話者認識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がシンガポール
の研究者の研究費から負担する。 

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＞ 
  学科ネットワーク委員 
  城北地区交通対策委員 

 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費（若手研究（Ｂ）代表者）（継続）、 
JST 研究成果展開事業 A-STEP（分担者）（継続）、 
Go English School との共同研究（分担）（新規） 
村田学術振興財団「研究者海外派遣援助」(代表)（新規）  

 

【 今後の展開 】  

会議室などの実環境下でより高精度な発話者推定および音声／話者認識に基づいて、効率的で自然

な音声対話戦略などの機能を備え，人にやさしいマシン対話インタフェースの実現を図る．将来，国

内外の大学と企業との共同研究のさらなる展開を目指す． 
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助教  生源寺 類 （SHOGENJI Rui） 

システム工学科 

専門分野： 光情報処理、画像処理  
e-mail address: shogenji@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.sys.eng.shizuoka.ac.jp/~shogenji/ 

 

【 研究室構成 】 

教    員：生源寺 類 

連携教員：大坪 順次 教授 

【 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II 学部3年 4 ○ ○ 複数担当（4人） 

プログラミング基礎 学部1年 2  ○ 複数担当（5人） 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

キャリアスクリーン画像は、周期的なパ

ターンの重ね合わせにより物理的、特に光

学的な復号が可能な潜像技術である。私の

提案するチェッカパターンキャリアスク

リーン画像では、ベースとなるキャリアス

クリーンとしてチェッカパターンを用い

ることで、デジタル画像との整合性を高め

従来の画像処理手法を適用可能にした手

法である。これにより様々な拡張手法が実

現可能となる。これまでに複数の秘密画像

の復号を可能にする多重化手法やステガ

ノグラフィ手法などを提案している。 

特徴的な復号手法として、コンパクトデ

ジタルカメラを利用した復号手法を提案

している。コンパクトデジタルカメラの液

晶モニタへの表示の際に行われるサンプ

リング処理を利用することで、対象の暗号画像にカメラを向け、撮影距離・デジタルカメラの傾斜角

度などを調整することで、液晶モニタ上に復号結果が表示される。一方、コンパクトデジタルカメラ

を利用した復号では、デジタルカメラの機種依存性があり、復号条件の違いや復号結果のコントラス

トの著しい低下が問題となっている。そのため、幅広い機種に対応した暗号化手法の開発が課題であ

る。さらに、提案手法の視覚的な復号処理を活かした、新しい応用技術の創出が課題である。 

光学的な復号が可能な潜像技術 

デジタルカメラを用いた復号 
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以上のような特徴を生かした応用システムとして、難視認性パターンの光学的投影による撮影防

止技術の構築を行っている。現在、液晶プロジェクタを用いた簡易評価システムを構築し、評価実験

を行っている。さらに、本システムへの適用を目指し、復号時の階調反転を部分的な抑止を実現する

ためのキャリアスクリーン画像生成手法の開発を行った。デジタルカメラを用いた復号では、復号時

の階調反転が顕著であるため非常に有効な手法である。 

 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表     

・Rui Shogenji and Junji Ohtsubo、Hiding Method for Checkered-Pattern Carrier-Screen Images by 
Embedding into Halftone Images、27th International Technical Conference on Circuits/Systems, 
Computers and Communications (ITC-CSCC2012)、Sapporo Japan、2012. 7 

 

国内学会発表  

・生源寺 類, 大坪 順次、光学的加算演算に基づく情報提示技術の検討、日本光学会年次学術講

演会 Optics & Photonics Japan 2012、タワーホール船堀、2012 年 10 月 
・生源寺 類, 大坪 順次、復号時の階調反転を考慮したキャリアスクリーン画像、DIA2013 動的

画像処理実利用化ワークショップ 2013、静岡大学浜松キャンパス、2013 年 3 月 

 

招待講演 

・Rui Shogenji and Junji Ohtsubo、Resolution Multiplexing Method for Checkered-Pattern Carrier-Screen 
Images、Second Japan-Korea Workshop on Digital Holography and Information Photonics (DHIP2012)、
Tokushima Japan、2012 年 11 月 

・生源寺類、スクリーン復号型画像 —物理的な復号が可能な潜像技術—、計測自動制御学会中

部支部静岡地区計測制御研究委員会、静岡大学浜松キャンパス、2012 年 12 月 
・生源寺類, 大坪順次、スクリーン復号型画像とその応用、レーザー学会学術講演会第 33 回年次

大会、姫路商工会議所、2013 年 1 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○○○・・・ 

    高校生のための機械工学体験セミナーを担当した。2013 年 3 月 

 

＜管理・運営＞ 

  次期情報基盤仕様策定作業部会 

  テクノフェスタ実行委員会 

  城北地区交通対策委員会委員 

 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科研費（若手研究（B）代表者） 

 

【 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、セキュリティ、教育、エンターテイ

メント分野への具体的な応用を目指す。また、光画像情報処理技術を利用した、新しい潜像技

術の開発に挑戦したい。 
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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 
e-mail address: fukumoto@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 

 

【 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（4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) “ビデオ式注視点検出システムにおける瞳孔間距離一定を仮定した瞳孔検出のロバスト性向上 

～眼鏡反射問題への対処法～” 福元清剛, 海老澤嘉伸，映像情報メディア学会誌，2012，66(12)，

J504-J509 

2) “注視点検出と瞳孔マウスの組合せによるPC入力法” 袴田勇人, 海老澤嘉伸，福元清剛，映像情

報メディア学会誌，2012，66(12)，J510-J515 

3) “日本人成人を対象とした仰臥位時における大腿前面筋厚の年齢別標準値の提案” 村木里志，福

元清剛，福田 修，障害者スポーツ科学，2012，10(1)，45-53 

 
国内学会発表 

1) DIA2013 
2) ViEW2012 
3) ロボティクス・メカトロニクス講演会 2012 
4) 日本人間工学会 第 53 回大会  計 9 件 
 
【 その他の事項】 

＜特筆事項＞  

外部資金獲得：3 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．そこで現在は，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行っている．併せて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している． 
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： 環境流体力学 

 e-mail address: yokojima@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 

 

【 研究室構成 】 

教  員：横嶋 哲 

修士課程：2年（1名、宮原教授と共同指導） 

連携教員：宮原 高志 教授、益子 岳史 准教授 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

 [i]コミュニケーション能力、および[ii]問題発見能力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

（旧カリ学生用補講） 
学部 2 年 2 ○  複数担当（5 人） 

工学基礎実習 学部 1 年 1 ○  創造教育支援部門運営委員 

創造教育実習 学部 1 年 2  ○ 創造教育支援部門運営委員 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

環境流体現象とそれに関連した多重スケール・多重物理現象を計算機上で再現することで、

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、知的制御を目指す。 

＜実績＞ 

（1） 水棲微生物の被食－捕食関係に乱流変動が及ぼす影響を数値実験により検討した。捕食

効率はある乱流変動レベルで最大化され、それ以上でもそれ以下でも捕食効率は低下す

ることが本数値実験でも再現された。その最適な乱流変動レベルは捕食者の摂餌能力や

自己泳動能力に依存することも示された。 

（2） 治水及び生態系保全の観点から望ましい河道内樹木群管理の在り方を検討するため、数

値実験と室内水理実験の両面から検討を行った。洪水氾濫リスク低減のためには樹木群

をできるだけ流速の遅い領域に配置し、かつ横断方向の運動量輸送を阻害することの有

効性を支持する結果を得た。 

 

環境流体現象の予測・モデリング及び制御 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

横嶋 哲, 河原 能久, 山本 拓也, 松原 功馬: “樹木群を有する直線開水路流れにおける大規

模水平渦の特性”, 土木学会論文集 B1（水工学）, Vol.69, No.4, pp.I_877-I_882, 2013.02. 

馬場 謙二郎, 横嶋 哲, 益子 岳史, 宮原 高志: “乱流中のプランクトン間の遭遇率と摂食

率”, 土木学会論文集 B1（水工学）, Vol.69, No.4, pp.I_817-I_822, 2013.02. 

国際会議発表 

Yokojima, S., Mashiko, T., Baba, K., Miyahara, T.: “On the collision of small particles in isotropic 

turbulence”, 65th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, San Diego, California, 

2012.11. 

国内学会発表 

横嶋 哲, 河原 能久: “植生キャノピー流れの LES”, 日本流体力学会年会 2012, 高知, 2012.9. 

横嶋 哲, 河原 能久: “植生帯を過ぎる流れの LES”, 第 26 回数値流体力学シンポジウム, 東

京, 2012.12. 

馬場 謙二郎, 横嶋 哲, 益子 岳史, 宮原 高志: “プランクトンの摂餌効率に対する乱流場の

影響”, 第 26 回数値流体力学シンポジウム, 東京, 2012.12. 

横嶋 哲, 益子 岳史, 馬場 謙二郎, 宮原 高志: “乱流中の水生微生物の挙動に関する数値実

験”, 京都大学数理解析研究所, 共同研究集会『多重物理・多重スケール乱流現象の数理』, 京

都, 2013.01. 

横嶋 哲, 河原 能久: “樹木群を有する開水路乱流の抵抗低減のための大規模渦構造の抑制

の試み”, 九州大学応用力学研究所, 共同利用研究集会『大規模構造の役割について』, 福岡, 

2013.02. 

 

【 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、創造教育支援部門運営委員、システム工学科 IT 系連絡係 

＜特記事項＞ 

受賞：平成 23 年度建設工学研究奨励賞 

外部資金 －新規：平成 24 年度村田基金研究助成金 

－継続：科研費（若手 B 代表；基盤 B 分担；基盤 C 分担）、工学部プロジェクト分担 

 

【 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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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  
e-mail address: terada@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 
  
 

【 研究室構成 】 

教    員：寺田 秀文 

修士課程：（連携教員研究室学生：1年（3名）、2年（2名）） 

学  部：（連携教員研究室学生：4年（6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動的再構成可能な計算機システムの試作を進める。 

（２） GPGPU（General-purpose computing on Graphics Processing Unit）による SPMD（Single Program, 

Multiple Data）型の並列処理に加え、FPGA（Filed-programmable Gate Array）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法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。特に粒子法の最大の短所である近傍粒子探索の実現手法を再検討する。 

（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。 

動的再構成可能システムによる並列処理 
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（２） 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の一部を FPGA プロト

タイプ上に作成した。 

 

  国内学会発表 

  ・横井悟、伴和樹、寺田秀文、瀬野忠愛「GPGPU による OpenLBMflow の並列計算」 

   化学工学会第 44 回秋季大会、東北大学 2012.9.19 

  ・山本浩司、伴和樹、寺田秀文、瀬野忠愛「GPGPU と MPS 法による粘弾性流体の解析」 

   化学工学会第 44 回秋季大会、東北大学 2012.9.19 

 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

 高大連携実験実習講座「話者認識技術の仕組み」を甲斐教員と王教員とともに行った。 

 ・浜松南高校（11 名）と磐田北高校（2 名） 2012.8.8 

・磐田南高校理数科（6 名）と浜松工業高校情報技術科（7 名） 2012.8.9 

 
 
 
【 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、 (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。さらに共同研究において、(2)GPGPU による粒子シミュレーションでは CPU

と（複数の）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。従来にはない並列処理システム（CPU + GPGPU + FPGA）によって、手軽なスーパコンピュータ

の構築が期待される。 
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共通講座の教育研究活動状況 
 

 画期的な新技術の開発や 21 世紀になっての文明の抱える諸問題への解決には、様々な分野にお

ける融合やこれまで想定されなかった方面への応用が必要となる。そのためには、幅広く、しっ

かりとした基礎知識を持つことが肝要であり、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が教育活動の科目の中心である。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。12 月には工学系数学統一試験の実施に参加

し、学生の学習意欲の向上をはかった。 

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

研究成果も国内外での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、科研費獲得額増加等の成果も期待される。 

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、
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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、平

成 25 年度からの学科改組に伴い、さらに多様な学生が入学してくることが予想される。これらに

対応するため、特別クラスの再編成や、一部の授業内容を学科ごとに組み替える等の対策を行っ

ていく必要がある。 

＜研究活動＞ 

目標：各教員の研究分野の専門性を活かしつつ、物理グループ内や工学部教員との共同研究によ

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学会講演・論文発表、科研費取得等の成

果を出している。 

今後の展望：学科改組により専攻所属となることから、より多くの卒業研究生や大学院生を受け

入れ、現在の研究活動を発展させたい。 

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。全学教育科目で

は「化学の世界」と「生活の科学」を担当し、そのほか「基礎無機化学」、「基礎有機化学」、「安

全工学」、大学院科目（２科目）を担当した。今年度は、ベテラン教員が退職した一方、新人教員

が加わり、メンバー全員が新しい気持ちでスタートした。「物理・化学実験」においては、すべて

の実験課題において事前に予習課題を提出させるようにした。「工学基礎化学」の講義に関しては、

非常勤講師の先生方との懇談会を開催した。いただいたご意見を来年度以降の教育に生かしてい

きたい。卒業研究生と修士課程の大学院生については、それぞれ 9名、11 名を研究指導した。 

今後の展望：来年度からは、改組に伴う入試科目の変更により、より幅広い学力の学生が入学し

てくるものと予想される。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していきたい。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）  
e-mail address: tshakiy@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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、平面や空間におけるベクトル，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、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

てふれつつ、主に変数分離法とフーリエ級数（概念と具体的計算）、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。 

大学院では、工学部の授業では学ぶ機会のなかったであろう微分幾何学的なことがらでしかも 

現代物理学などでは普通に用いられてきている多様体の概念やテンソル解析について、それらの初

歩に関するプリントを作成・配布して入門的講義を行い、大学院生の将来に役立つ数学の幅を広め

られるように心がけている。 

 

＜授業担当科目および取り組み＞      

 

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

線形代数学Ⅰおよび演習  学部1年 4 ○  

線形代数学Ⅱ  学部1年 2  ○ 

応用数学Ⅲ  学部2年 1  ○ 

応用数学Ⅳ  学部2年 1  ○ 

応用解析 大学院 1 ○  

 

「数学の広場」（共通棟 1 階）において、原則授業期間中、数学担当教員が交代で、各自、週に 1
回 2 時間、学生や院生からの数学に関する質問や相談等に応じている。質問事項は本学工学部の数

学の授業・演習に関するものだけでなく、数学以外の他の科目や学科・専攻での研究室のゼミなど

で生じる数学関連の問題、大学院入試（他大学院を含む）問題に関するもの等、極めて多岐にわた

っている。 
 

多様体上の解析への超準解析学の応用 
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【 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。筆者が得た、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ることで、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と応用について引き続き考察している。 
＜業績・成果＞ 

      （１）明山 浩：「多様体上の熱方程式と超準解析」，2012 年度 超準解析シンポジウム， 
東京医科大学，2012 年 12 月 6 日～8 日（講演日 12 月 8 日），（主催者：神田茂雄， 
村上雅彦） 

 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学部共通講座長，総務運営委員を務めた。 

 

 

【 今後の展開 】  

 超準解析学の多様体上の解析学への応用を考慮した研究を今後も継続するとともに、学際領域的

な分野へも関心を持って研究を進めていきたい。 
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専任・教授  植田 一正 （UEDA Kazumasa）   

共通講座 

専門分野： 構造有機化学、材料有機化学 
e-mail address: tkueda@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（2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、近赤外か

ら赤外領域の光を吸収可能な太陽電池用色素増感色素の開発を行う。 

 

＜実績＞  

（１）パターンドメディア作成技術のための、π共役拡張型鋳型となる有機分子の合成 

 鋳型分子としてπ共役拡張された扇型を有する分子の合成を試みた。 

（２）パターンドメディア作成技術のための、自己組織化能を有する有機分子の合成 

鋳型分子として硫黄－臭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。 

有機分子を用いた材料作成と素子応用 
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（３）近赤外から赤外領域の光を吸収できる太陽電池用増感色素の開発 

扇型を有する分子の骨格は 800 nm 近傍の光まで吸収することが可能である。骨格周辺の置換

基を工夫することにより、結晶状態で 1700 nm の光を吸収できる分子の合成に成功した 

   

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

 

国内学会発表  

1) 第 43 回 中部化学関係学協会支部連合秋季大会 （名古屋） 3 件 

 

 
【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

評価実施委員、システム工学科教授選考委員会 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：「平成 23 年度科学技術研究助成」（スズキ財団） 
 

 

【 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。太陽電池用増感色素の開発では、吸収波長領域の拡大に成功したので、次に、酸

化還元電位の調整による高効率光電変換の実現を目指す。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  
e-mail address: thumemo@ ipc.shizuoka.ac.jp 
homepage: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~thumemo/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：梅本 宏信    

修士課程：2年（2名） 

学  部：4年（3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」においては、化学グループの教員で執筆

した教科書「基礎から学ぶ大学の化学」（培風館）を用いて、化学の教育を通じて科学の基礎を理

解してもらえるような授業を心がけた。学部 2 年生向けの「物理・化学実験」においても、当グル

ープで執筆した教科書「工学基礎化学実験」（学術図書出版）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に努力した。また、外国人秋季入学生に対する NIFEE 教育で

は、化学用語に慣れていただけるように配慮した授業を心がけた。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 2 ○   

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（8人） 

基礎化学演習  学部1年（ＮＩＦＥＥ） 1  ○ 複数担当（3人） 

 

【 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行う。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。また、酸化亜鉛薄膜形成過程におけるラジカル機構の寄与について

も検討する。科学技術振興機構、戦略的創造研究推進事業からの助成により、加熱タングステン等

の金属触媒上でのホスフィンの分解過程を調べ、主要生成物を同定する。 

 

＜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のホスフィンの分解過程において、主要生成物がリン原子と水

素原子であることを突き止め、PH ラジカルや PH2 ラジカルは、気相中での二次過程で生成

していることを見出した。 
 

化学気相堆積過程の基礎的理解と応用 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等               

・ “Catalytic Decomposition of PH3 on Heated Tungsten Wire Surfaces” H. Umemoto, Y. Nishihara, T. 

Ishikawa, and S. Yamamoto, Jpn. J. Appl. Phys., 51, [8] 086501/1-086501/9 (2012).  

 

国際学会発表  

・7th international conference on hot-wire chemical vapor deposition (Osaka) 

H. Umemoto, “Wire-material dependence in the catalytic decomposition of PH3” 

 

国内学会発表  

・第 28 回化学反応討論会 1 件 

・第 9 回 Cat-CVD 研究会 2 件 

・2012 年度材料・デバイスサマーミーティング 1 件 

・秋季第 73 回応用物理学会学術講演会 2 件 

・春季第 60 回応用物理学関係連合講演会 1 件 

 

招待講演発表  

・7th international conference on hot-wire chemical vapor deposition (Osaka)  

H. Umemoto, “Gas-phase Diagnoses in Cat-CVD (HW-CVD) Processes” (Plenary Lecture) 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

7th international conference on hot-wire chemical vapor deposition, International advisory committee 
member 
 

＜管理・運営＞ 

自然科学科目部会委員 

テクノフェスタ委員会委員 

共通講座准教授選考委員会委員長 
 

＜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」 

基盤研究（Ｂ）（一般）「触媒反応生成高エネルギー水分子ビームを用いた高品位酸化亜鉛薄膜

成長技術の構築」 

・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始動させ、今年

度はそれなりの成果をあげた。今後は、半導体ドーピングガスであるジボラン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 
      e-mail address: tskkiku@ ipc.shizuoka.ac.jp 
       

 

【 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 

 

【 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存在し、さら

にその解は一意的であることを示した。 

 

 

 

偏微分方程式の解の構成法および解の性質の研究
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＜業績・成果＞ 

国際会議発表 

“An analysis in the space of BV functions for the equation of motion of a vibrating membrane with a 
‘viscosity’ term”, Koji Kikuchi, AIMS2012, Florida, USA, July 2012 

“An analysis in the space of BV functions for an evolution equation having a strong viscosity term”, Koji 
Kikuchi, Taiwan-Japan Joint Conference on PDE and Analysis, Taipei, Taiwan, Dec. 2012 

国内学会発表  

“Linear approximation of a system of quasilinear hyperbolic equations having linear growth energy 

functional”, Koji Kikuchi, Seminar on Partial Differential Equations in Osaka, 2012, 大阪大学，2012年8月 

“1階対称双曲系の散乱理論について”，菊地光嗣，スペクトル・散乱松山シンポジウム，愛媛大学， 

2013年1月 

“A Remark on a evolution equation having a strong viscosity term”, Koji Kikuchi, Functional Analysis and 

Applications - Evolution Equations and Control Theory -, 神戸大学，2013年2月 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学部等安全衛生委員会委員，浜松キャンパス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  
e-mail address: tsnnaka@ ipc.shizuoka.ac.jp 
 

 

【 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

法に学生が慣れるよう心がけて指導している．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、物理の修得に不可欠な問題演習を毎回行い，その

解説を出来るだけ丁寧に行うよう努めている． 
 

＜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，運動する電子から得られる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活発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，これが高分解能 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，その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，独自の新しい高分解能 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＞  

本研究室で開発した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の高分解能イメー

ジング実験を行った．物体からの回折波強度分布の測定範囲を，光軸に垂直な面上で CCD カメラ

を移動させて拡大することで，昨年よりもさらに高分解能な物体再生（2 点物体の分解能：約 5μm，

照明光波長の約 8 倍）を達成した。さらに，光軸方向に構造をもつ 3 次元物体を 1 枚の回折強度分

布から再生する実験を行い，理論的に予想された約 24μm の光軸方向分解能で物体再生が可能であ

ることを実証した。 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                         

・N. Nakajima, “Coherent diffractive imaging beyond the Fresnel approximation using a deterministic 

phase-retrieval method with an aperture-array filter,”Appl. Opt. 52, C1-C10 (2013).  

 

国内学会発表  

・中島伸治：“レンズレス回折イメージング：フレネル近似を超えた条件での物体再生”， 

第 73 回応用物理学会学術講演会，愛媛大学，2012 年 9 月 13 日． 
 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学部入試委員会副委員長 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：科学研究費補助金（基盤研究（C））「合成開口アレイフィルターを用いた光・X
線位相回復による像再生の研究」（代表） 

 

【 今後の展開 】  

 開発した方法による物体再生実験において，照明光をコヒーレントなレーザー光からハロゲンラン

プ及び干渉フィルターからなる部分的コヒーレント光源に変えた場合の影響を調べる予定である。こ

のような光源が利用できれば，より簡便に照明光波長を変化させて再生物体の分解能をさらに上げる

ことが可能である。 
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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  
e-mail address: tsnfuji@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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：1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Ｉ 学部１年 1 ○  1年生全学科担当・補習授業担当 

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 

基礎物理演習 学部1年 １  ○ 留学生対象 

物理・化学実験 学部2年 1 ○  物質工学科・機械工学科担当 

 

＜業績・成果＞ 

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). 
 

【 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。 

 

 

 

 

ナノ物質の原子構造・物性の第一原理計算 
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【 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 

 

＜業績・成果＞ 

国際会議発表 

・N.Fujima, M.Fukuhara, Local structures of Ni-Zr-Nb glassy alloys constructed from icosahedral 

Ni5Zr5Nb3 clusters, ISSPIC 16, July 10, 2012 Leuven 

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: 析出効果と磁性 2012 年日本金属学会春季大会 横浜市 2012.3.29 計 3 件 
 

招待講演 

・藤間信久、工学部 1 年生を対象とした基礎的設計教育-6 年間の実績と今後の展望- 日本機械学

会 2012 年年次大会ワークショップ 金沢市 2012.9.11  
・藤間信久、SAFnet テークオフシンポジウム記念講演・地域と連携して未来の人材を育てる「浜

松 RAIN 房」の挑戦、2012.12.15 福岡市 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・地域イノベーション戦略推進地域「浜松・東三河ライフフォトニクスイノベーション」長期的

教育システム研究チーム員 

・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(C) ジルコニウム系非晶質合金の局所構造の解明と電子・水素輸送物性の応用 

研究代表者  

・科研費基盤研究(B)(C) 研究分担者 2 件 

表彰： 

・平成 24 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞理解増進部門 

「ものづくり理科地域ネットワークによる科学技術の理解増進」 

 

【 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  
e-mail address: tsthosh@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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； 

科研費基盤研究 C，平成 24-26 年度、藤間代表(共同研究者)）。 

 

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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（２） Al 基時効硬化型析出合金の原子間相互作用と析出の微視的機構の解明（東工大大学院里グル

ープとの共同研究（金属開発センター(JRCM)「ナノメタル技術｣プロジェクトの１つ 

「ナノアルミ」（NEDO 委託研究（平成 14-17 年度）、国家プロジェクト））。 

（３） フルホイスラー合金 X2YZ（X=Fe,Co,Ni,Ru;Y=Cr,Mn;Z=Al,Si,Ge など）、遷移金属シリサイド

の電子構造・磁性に及す構造欠陥効果の第一原理計算（静岡大学工学部電気電子工学科・立

岡グループとの共同研究、科研費基盤研究 C（平成 20-22 年度＆平成 24-26 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、安里代表(共同研究者）)。 

 

＜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、PRICM8 に投稿中、他論文作成中）。 

（５） NiZrNb 系金属ガラスの局所原子構造安定化機構の解明（論文作成中）。 

 

＜業績・成果＞ 

国内学会発表：日本金属学会の発表、3 件。 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

工学部：評議員、学部長補佐、全学施設利用マネジメント委員会会員、全学評価会議委員、全学

教員個人評価・教員 DB ワーキング委員長、国際交流センター運営委員会委員、遺伝子実験施設

運営委員会委委員、工学部評価実施委員会委員、工学部海外研究室との国際交流支援委員会(SS・

SV)委員長、創造科学技術大学院男女共同参画メンターなど。 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：1. 科研費基盤研究 C、平成 24-26 年、代表、「GGA-FPKKR 法の第一原理計算による遷

移金属シリサイドの電子構造・磁性」；2. 科研費基盤研究C、平成 24-26 年、分担、「ジリコン系非晶質

合金の局所構造の解明と電子・水素輸送物性の応用」；3. 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」など。 
 

【 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 
e-mail address: ttakaho@ ipc.shizuoka.ac.jp 

 

 

 

【 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 II  学部 2 年 2 ○   

応用数学 IV   学部 2 年 2  ○ 

微分積分学 I  学部 1 年 1 ○  

微分積分学 II  学部 1 年 2  ○  

数理の構造   学部 3 年 1 ○   

応用偏微分方程式   大学院 1  ○  

 

＜業績・成果＞ 

 

【 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, Hiroaki Kikuchi, Hayato Nawa,  
  Scattering and blowup problems for a class of nonlinear Schrodinger equations 
  Differential and Integral Equations, 25 (2012): 1075-1118.  

 

国際会議発表 

1)  Takafumi Akahori,  Remarks on the energy-critical nonlinear Schrodinger equation,    
UVic one day Seminar on Dispersive PDEws,  University of Victoria,  March, 2013.  

      

 

非線形分散型方程式の解の挙動の研究
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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. 

2) Takafumi Akahori, Remarks on the energy-critical nonlinear Schrodinger equation,  
松山解析セミナー2013, 愛媛大学理学部,  2013 年 2 月. 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

FD 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 】 

 エネルギー臨界非線形シュレディンガー方程式の解の挙動に関する研究を行っていく.   
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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  
e-mail address: tsadati@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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 

微分積分学 I  学部1年 1 ○   

工学基礎実習  学部1年 1（コマ/人） ○  複数担当（10人） 

応用数学 I 学部2年 3 ○  

応用数学 II 学部2年 1 ○  

微分積分学 II  

および演習 

学部1年 2  ○ 

創造教育実習 学部1年 2（コマ/人）  ○  複数担当（10人） 

応用数学 III  学部2年 1  ○  

非線形数理学  大学院1,2年 1  ○  

 

・ 「数学の広場」を 30 時間担当 

 

【 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を行う．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る． 

  

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等 

・ S. Adachi and T. Watanabe, “Asymptotic properties of ground states of quasilinear Schrödinger 
equations with H^1-subcritical exponent”,  Advanced Nonlinear Studies. 12 (2012), 255-279.  

非線形微分方程式の変分的研究 
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国内学会発表  

・ 足達 慎二，柴田 将敬，渡辺 達也，Uniqueness and non-degeneracy of positive solutions for a class 
of quasilinear elliptic equations with general nonlinearities，日本数学会秋季総合分科会，2012.9.18 

・ 第 10 回浜松偏微分方程式研究集会，（主催者） 

   書評 

・ 足達 慎二，変分問題入門---非線形楕円型方程式とハミルトン系---（田中和永著），数学，

第 64 巻，第 2 号，105-109. 
 

【 その他の事項 】 
＜社会連携・国際交流＞ 

平成 24 年度教員免許状更新講習・講師 2012.8.6 
＜管理・運営＞ 

工学研究科委員会代議員，工学部教授会代議員 

  創造教育支援部門併任教員，創造教育支援部門運営委員会委員 

情報 NW 支線管理者 

＜特筆事項＞ 

外部資金獲得：平成 24 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，漸近挙動，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  
e-mail address: ttokabe@ ipc.shizuoka.ac.jp 
 
 

【 研究室構成 】  

教    員：岡部 拓也  

   

 

【 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に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） “Systematic variations in divergence angle” Takuya OKABE, J.theor.Bi313(2012)20-41  

  

 

【 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       
e-mail address: tsjono@ ipc.shizuoka.ac.jp 
 

【 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 ○  

線形代数学Ⅱ  学部1年 1×2  ○ 

微分積分学Ⅱおよび演習  学部1年 2×1  ○ 演習1コマを加えた週2コマのクラスを担当 

 

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。線形代数学では、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。線形代数学・微分積分学ともに半期 1 コマの演習の時間を設けて、

自ら手を動かして数多くの問題を解く習慣をつけさせる努力をしている。 
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 7
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 3 刷）（共著 2013.3.30 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」（2013.1.27（日）浜松キャンパス） 

＜管理・運営＞ 

発明審査委員 

【 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  
e-mail address: tskokad@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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ＩＩ 工学部1年 1  ○ 火曜日 

現代物理 工学部2年 1  ○ M科 

物理・化学実験 工学部2年 1 ○  M, ED, A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 つである．その磁気抵抗比は，通常，AMR(φ)=[ρ(φ) - ρ⊥]/ρ⊥として定義される．

ここで，ρ(φ)は電流と磁化の相対角度が φのときの抵抗率であり，ρ⊥=ρ(π/2)である． 
AMR(0)に関しては，これまでに多くの理論的研究が行われ，特に我々は，Fe，Co，Ni，Fe4N，ハ

ーフメタリック強磁性体の AMR(0)の符号と s-d 散乱過程の間の関係を理論的に明らかにした[1]．こ

の理論では，スピン偏極した伝導電子(s 電子と表記)と局在 d 電子から成る模型を用いた．ここで，

局在 d 軌道は，スピン軌道相互作用と交換分裂エネルギーHexを持つとした．ただし，結晶場効果は

考慮に入れなかった． 
一方，任意の φに対する AMR(φ)については，実験結果の報告は多いものの，その理論的解析はあ

まり進んでいないのが現状である．例えば，Fe4N などでは，AMR(φ)=C0 + C2cos(2φ) + C4cos(4φ)とし

て表されることが実験により確認されているが，C0，C2，C4 の全係数を伝導理論から導いた例は過

去にはない．なお，結晶場効果を無視した理論[1]では，AMR(φ)= AMR(0)[1+cos(2φ)]/2 となり，cos(4φ)
成分は得られないことが分かっている． 
そこで我々は，前述の模型[1]を立方対称結晶場または正方対称結晶場を考慮に入れた模型に拡張

し，この模型を用いて C0，C2，C4の解析的な表式を求めた．これらの表式は，スピン軌道結合係数，

結晶場分裂エネルギー，Hex，s-s 散乱および s-d 散乱による抵抗率によって表された． 

＜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． 

ナノ構造体の物性に関する理論的研究 
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1. Fe4N 

結晶場エネルギーの低温での減少を仮定することで，低温での|C2|，|C4|の増大(実験結果)を定性

的によく説明できた．なお，この結晶場エネルギーの温度依存性は Fe-N 間の電子分布の変化

をもとに説明され得る． 

2. ホイスラー合金 Co2MnSi(ハーフメタリック強磁性体) 

実験で観測された|C2|の小さな温度変化は，s-s 散乱による抵抗率の温度依存性(実験事実)のみ     

を取り入れることでよく説明された．Fe4N とは異なり，結晶場エネルギーは温度に依らないと

考えられる． 

さらに，以前開発した理論[1]を用いて，AMR(0)の実験値から状態密度のスピン分極率を評

価した．なお，この成果をまとめた論文(学術論文欄に記載)が 7 月に出版された． 
 
＜業績・成果＞ 

学術論文 

1)  Fujun Yang, Yuya Sakuraba, Satoshi Kokado, Yohei Kota, Akimasa Sakuma, and Koki Takanashi 

Phys. Rev. B 86 (2012) 020409-1 - 020409-4. 

“Anisotropic magnetoresistance in Co2(Fe, Mn)Si Heusler epitaxial films:  

A fingerprint of half-metallicity” 
国際会議発表 

1) Satoshi Kokado, Masakiyo Tsunoda, Kikuo Harigaya, and Akimasa Sakuma 

“Negative AMR: a necessary condition for half-metallicity” 

International Magnetics Conference, INTERMAG 2012, Vancouver, Canada, May 7 - May 11, 2012 

2) Satoshi Kokado, Masakiyo Tsunoda, Fujun Yang, Yuya Sakuraba, Koki Takanashi, Kikuo Harigaya, 

and Akimasa Sakuma 

“Theoretical Study of Anisotropic Magnetoresistance Effect:  

Magnetization Direction Dependence in Ferromagnet with Crystal Field of Cubic Symmetry”  

American Physical Society March Meeting 2013, Baltimore, Maryland, USA, Mar. 18 – Mar. 22, 2013  

国内学会発表 
古門聡士, 角田匡清, Fujun Yang, 桜庭裕弥, 高梨弘毅, 針谷喜久雄, 佐久間昭正   

“強磁性体の異方性磁気抵抗効果の理論的研究：立方対称結晶場での磁化方向依存性”  
日本物理学会 横浜国立大学 9 月 18 日－ 21 日 

招待講演 
古門聡士  

“異方性磁気抵抗効果の理論的研究”  
日本磁気学会 ナノマグネティクス専門研究会 中央大学駿河台記念館 11 月 30 日 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 企画室(学生支援・入試戦略室)，防災・安全委員会 

＜特筆事項＞ 外部資金獲得： 

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 】  

以前導出した結晶場中の単原子スピン系のスピン－原子振動相互作用の表式[2]に，分子の振動と

回転の効果も取り入れることで，包括的でより一般的なスピン－動力(振動・回転)間相互作用の理論

を構築する．  
参考文献 

[1] S. Kokado et al., J. Phys. Soc. Jpn. 81 (2012) 024705-1 - 024705-17. 

[2] 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  
e-mail address: tsyseki@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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Ⅰ  学部2年 2 ○  

応用数学Ⅱ  学部2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。 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

   無限のもつ対称性を理解する。 

 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

防災・安全委員会委員 
 

【 今後の展開 】  

 作用素環論の研究、数学の基礎教育を行う。 

 

 

 

 

 

 
作用素環論 
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専任・准教授  田村 了 （TAMURA Ryo） 
共通講座  

専門分野： 物性理論 
e-mail address: trtamur@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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 2 ○  M 科、ED 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 ○   

 

基礎物理演習    NIFEE1 年 1   ○ 複数担当（5 人） 

ナノチューブの電気伝導度などに関する理論計算 
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【 研究 】 
＜目標＞ 

カーボンナノチューブやそれに関連するナノメートル規模構造の電流電圧特性などの電子物性

について数値計算や理論的計算を行い、電子素子などへの応用につながる機能を探索する。  
 
 

＜実績＞  

（１）2 層ナノチューブで内側チューブを外側チューブから引き出した望遠鏡状の構造では、全電流 

を層間に強制的に流すことができるため、電気伝導度とグラファイト層間相互作用に密接な関 

係が現れる。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。   

 

 

＜業績・成果＞ 

  学術論文・著書 

  Ryo Tamura, Relation between dispersion lines and conductance of telescoped armchair     

double-wall nanotubes analyzed using perturbation formulas and first-principles  

    calculations, Phys. Rev. B, 86, 205416 (2012) 

国内学会発表  

   ・田村了, 単層アームチェアナノチューブ-グラフェンリボン接触系における層間電気伝導度（層 
   間透過率）と層間ハミルトニアンの関係,日本物理学会第 68 回年次大会，広島大学，March 2013 
 

【 その他の事項 】 
＜管理・運営＞ 

 学生委員、施設利用 WG 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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共通講座 

 

 

  

専任・准教授  中島 徹 （NAKAJIMA Toru） 

共通講座 

専門分野： 変分法・幾何解析  
e-mail address: ttnakaj@ ipc.shizuoka.ac.jp 

 

【 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Ⅴ  学部3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。 

 

【 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) 

変分法・幾何解析 
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共通講座 

【 今後の展開 】  

値域となる多様体が球面以外の対称性を持った多様体であるときの、調和写像の不連続点の解析

を行いたい。 
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共通講座 
 

 

 

  

専任・准教授  平川 和貴 （HIRAKAWA Kazutaka）   

共通講座(化学)  

専門分野： 光化学、物理化学、生物分子科学、ナノ材料科学  
e-mail address: tkhirak@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（4名）、1年（3名） 

学  部：4年（2名） 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  学部生対象の授業では、物理化学、無機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心がけている。今年度は、共通講座化学グループで執筆した教科書

改訂版を使用した。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、原子力と放射線の安全工学を中心に講義を行った。 
大学院の授業では、光物性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（13人） 

物理・化学実験  学部2年 4 ○  複数担当（10人） 

工学基礎化学Ⅰ  学部1年 1 ○   

基礎化学演習  学部1年（NIFEE） 1  ○ 複数担当（3人） 

基礎無機化学  学部1年 2  ○ 

物性工学特論   大学院1,2年 1  ○ 複数担当（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  

・基礎から学ぶ大学の化学（初版第 2 刷）、培風館、第 8～10 章, 85~119 頁、2012 年 4 月 

【 研究 】 

＜目標＞ 

主に、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、低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、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、活性酸素に依存していたが、酸素濃度が低い

がん細胞内でも治療効果を維持させるため、活性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、新規ポルフィリン系薬剤（光増感剤）の合成と機能評価を行った。また、貴

金属ナノ粒子の自発的複合化の反応機構や光毒性モデルに関する研究も行った。 

光化学の医学および生命科学への応用 
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＜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を水溶性ポルフィリン

に応用することに成功した。合成ポルフィリンによる活性制御には成功していたが、これまでは、

酸性条件に限られていた。今年度、pH に依存しない光増感剤を発表した。 

（2）電子移動機構を利用した光線力学的療法用光増感剤： 合成したポルフィリン P(V)錯体が電子

移動機構で生体分子を損傷することをこれまで明らかにしていたが、今年度、新規 P(V)ポルフィ

リンの開発に成功した。光増感剤の吸収波長と水溶性に改良が期待できる。 

（3）金属ナノ粒子の複合化機構： 自己組織化を利用した新規ナノ粒子調製法である物理混合法のメ

カニズムを反応速度論に基づいて、実験・理論両面から検討した。 

（4）タンパク質の光損傷モデルの開発： 光毒性反応として重要なタンパク質の光損傷反応の簡便な

モデルを水溶性タンパク質を用いて開発した。簡便な蛍光測定で、タンパク質損傷を評価でき、

新しい光増感剤の作用の研究にも利用可能である。 

＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等              

1) “Controlled generation of singlet oxygen by water-soluble meso-pyrenylporphyrin photosensitizer 
under interaction with DNA”, Chem. Commun. Vol. 48, pp. 4770-4772(2012).  

2) “Dynamics of singlet oxygen generation by DNA-binding photosensitizers”, J. Phys. Chem. B. Vol. 
116, pp. 3037-3044(2012). 

3) “Self-organization of silver-core bimetallic nanoparticles and their application for catalytic reaction”, 
K. Hirakawa, in “Smart Nanoparticles Technology” ed. by Abbass Hashim, InTech - Open Access 
Publisher, Rijeka, Croatia, ISBN: 978-953-51-0500-8, Chapter 4, pp. 67-92(2012). 

4) “Photobiological properties of folic acid and its application”, K. Hirakawa, in “Folic Acid: Properties, 
Medical Uses and Health Benefits” ed. by Mária Szabó and Eve Varga, Nova Science Publishers, 
New York, ISBN: 978-1-62100-867-5, Chapter 7, pp. 165-190(2012). 

他 5 編 

国際会議発表     

“Control of singlet oxygen generating activity of meso-pyrenylporphyrin through interaction with DNA” K. 

Hirakawa, M. Harada, S. Okazaki, Y. Nishimura, T. Arai, Y. Nosaka, 7th Asian Photochemistry Conference 

2012 (APC2012), 2012. 他 4 件  

国内学会発表  

（1）第 22 回日本光線力学学会学術講演会（1 件）、(2) 第 34 回日本光医学・光生物学会（1 件） 

（3）第 23 回東海地区光電気化学研究会（1 件）、（4）2012 年光化学討論会（3 件） 

（5）第 45 回酸化反応討論会（1 件）、（6）日本化学会第 93 春季年会（2 件） 

招待講演 

1) “DNA-damaging activity of cationic porphyrinoid photosensitizers and 5-ALA-derived protoporphyrin 

IX”, Seventh International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines (ICPP-7), 2012. 

2) “医学応用を指向した光増感反応の研究”, 第 17 回日本光生物学協会年会, 2012. 

【 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）、工学部プロジェクト（プロジェクトリーダー） 

【 今後の展開 】  

 光医学に関連した基礎研究を継続する。分光学的な研究に力を入れ、細胞レベルの研究も本格的に

行えるようにしたい。さらに、共同研究等を通じて、実用化を視野に入れた研究を推進したい。 
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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  
e-mail address: tsahosh@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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 2 ○  

微分積分学Ⅱおよび演習 学部1年 2  ○ 

応用数学Ⅴ 学部3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。 
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専任・准教授  宮林 恵子 （MIYABAYASHI Keiko）   

共通講座  

専門分野： 無機化学、金属微粒子、分析化学 
e-mail address: tkmiyab@ ipc.shizuoka.ac.jp 
 

 

【 研究室構成 】  

教    員：宮林 恵子    

学  部：4年（2名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  複雑化した実社会に存在する問題を自ら発見し解決できる人材の育成を目指し、大学での化学への考

え方やアプローチ方法に大きな変化を求められる学生に対して、自ら考えることで困難な課題も克服でき

る基礎学力および行動力を醸成するように心がけている。 
 

＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

物理化学実験  工学部2年 4 ○  複数担当（4人） 

工学基礎化学II  工学部1年 3  ○ 機械工学科、電気電子工学科、物質工学

科 

生活の科学  工学部・情報学部１~4年 1  ○  

反応化学特論  工学研究科修士1~2年 1  ○  

 
【 研究 】 

＜目標＞ 

 ナノスケールにおける無機表面の形成・構造・物性に着目しながら、無機ナノ結晶の新しい物性の探索

を目標としている。 

  

＜業績・成果＞ 

国際会議発表     

1) K. Miyabayashi, H. Nishihara,1 and M. Miyake, “Electrocatalyic Activity of Pt Nanoparticles Modified with 
Alkylamine Derivatives for Oxygen Reduction Reaction”, International Conference on Emerging Advanced 
Nanomaterials 2012, Brisbane, October, 2012 

 
2) K. Miyabayashi, Z. Shen, S. Hirai, and M. Miyake, “1 D Organization of Gold Nanoparticles by the Aid 

of Organic Protective Agents” The 6th International Conference on Gold Science Technology and its 
Applications, Tokyo, September, 2012. 

3) M. Miyake, Z. Shen, and K. Miyabayashi “Shape Transformation of Gold Nanoparticles under UV 
Irradiation by the Aid of Organic Protective Agent” The 6th International Conference on Gold Science 
Technology and its Applications, Tokyo, September, 2012. 

 

緻密に構造制御した金属微粒子の調製とその応用 
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国内学会発表  

1) 宮林恵子、亀井祐典、林直人、樋口弘行、三宅幹夫、「構造異性を有するジヘキシルビチオフェン誘

導体類で保護した金ナノ粒子の調製と光照射挙動」日本化学会第 93 春季年会、2013 年 3 月、滋賀 

2) 平崎貴大、宮林恵子、三宅幹夫、「クマリン誘導体保護金ナノ粒子の光照射による自己組織化挙

動」、日本化学会第 93 春季年会、2013 年 3 月、滋賀 
3) 西原弘樹、宮林恵子、三宅幹夫、「アミン誘導体で表面修飾した白金ナノ粒子の酸素還元電極触媒特

性」第 42 回石油・石油化学討論会、2012 年 11 月、秋田 

4) 槻川原遼、宮林恵子、三宅幹夫、「双晶面を有する Pt plate の調製と Ag との複合化」、石油学会関

西支部・日本エネルギー学会関西支部合同研究発表会、2012 年 12 月、大阪 

5) 宮林恵子、西原弘樹、三宅幹夫、「アルキルアミンおよびピレン誘導体で表面修飾した白金微粒子の酸

素還元反応触媒特性」、第 110 回触媒討論会、2012 年 9 月、福岡 

6) 平崎貴大、宮林恵子、三宅幹夫、「クマリン誘導体保護金ナノ粒子の合成と光照射挙動」、日本化

学会北陸支部研究発表会、2012 年 11 月、福井 

 

【 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マテリアルサイエンス研究科客員准教授 
＜管理・運営＞ 

浜松地区交通対策委員 

＜特筆事項＞ 

外部資金：科学研究費補助金若手B「チミン複合化微小金属ナノ粒子の光可逆的配向制御による強磁

性素子の開発」 

 
 

【 今後の展開 】  
 緻密に構造制御したナノ結晶のエネルギー分野への利用展開を計る。 
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専任・准教授 守田 智 （MORITA Satoru）   

共通講座 

専門分野： 非線形動力学，統計物理学  
e-mail address: morita@ sys.eng.shizuoka.ac.jp 
homepage:http://tamori0.sys.eng.shizuoka.ac.jp/ 

 

【 研究室構成 】  

教    員：守田 智 

修士課程：1年（2名） 

学    部：4年（4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。システム工学科でのオペ

レーションリサーチではパソコンを用いた演習を逐一課すことで理論への理解の深めることを目

指している。研究室のゼミでは日本語のテキストの輪読と英語論文を読むことで幅広い知識が身に

着くようにする一方、研究課題の選択には学生の自由裁量を与えて積極性を促している。 
 
＜授業担当科目および取り組み＞      

   

授業科目 学年 コマ数 前期 後期 備考 

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） 

オペレーションズ・リサ

ーチ 

 学部2年 1  ○  

非線形システム論  修士院 1  ○  

 

 

【 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。 

複雑なシステムにおける構造の数理解析 
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＜業績・成果＞ 

学術論文・著書等                           

1) “Foraging behavior in stochastic environments” Hiromu Ito, Takashi Uehara, Satoru Morita, Kei-ichi 

Tainaka and Jin Yoshimura, Journal of Ethology 31, 23-28 (2013). 

2) “Analytical solution of metapopulation dynamics in a stochastic environment” Satoru Morita and Jin 

Yoshimura, Physical Review E 86, 045102R, 1-4 (2012) . 

 

国内学会発表  

12 件 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

インドネシア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をより発展させる。また非線形時系列解析分野は医工連携分野としても

期待できる。 
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専任・講師  武石 薫 （TAKEISHI Kaoru） 

共通講座    

専門分野： 触媒化学、新エネルギー 
e-mail address: tcktake@ ipc.shizuoka.ac.jp 
  

 

【 研究室構成 】  

教    員： 講師・武石 薫 

学  部： 4年（１名） 

 

【 教育 】 
＜目標＞ 

  学生実験、FE 演習、NIFEE 科目などを担当している。知識の習得だけでなく、実験ノート・レポ

ートの書き方、予習・復習の重要性なども理解してもらいたいと思い指導に心がけている。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

き詰っていたりしているが、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 

K 化学工学実験 II  学部3年 4 ○  複数担当（10人） 

K FE演習  学部3年 1  ○ 複数担当（3人） 

K 化学工学実験 I  学部2年 1.5  ○ 複数担当（6人） 

K 化学工学特論  学部3年 1  ○ 複数担当（16人） 

NIFEE 新入生セミナー NIFEE 1年 1  ○ 複数担当（2人） 

   (*K: 物質工学科 化学システムコース) 

 

【 研究 】 
＜目標＞ 

  21 世紀のクリーン燃料のひとつであるジメチルエーテル（DME）に関連した触媒開発、さらには、

DME を媒体としたエネルギー対策に関する研究を行っている。DME は煤などが発生しない、窒素酸

化物が低減できるなど、環境にやさしい燃料であり、水素の貯蔵体・キャリアでもある。DME・水

素が広く有効利用されれば、地球温暖化などの環境問題が低減されるので、触媒開発の観点から、地

球環境保全に寄与できればと考えている。 

 

＜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。また、この触媒と DME 水蒸気改 

    質とを利用して、排熱エネルギーの回収を検討した。 

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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(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、または、二酸化炭素の

水素化反応により、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         

・“Hydrogen Production by Dimethyl Ether Steam Reforming over Copper Catalysts Prepared Using the 

Sol-Gel Method”, IUPAC 8th International Symposium on Novel Materials and Synthesis (NMS-VIII) & 

22th International Symposium on Fine Chemistry and Functional Polymer (FCFP-XXII).  (Invited 

Lecture)   (2012.10)  (Xi’an, China)  

・ “Hydrogen production from dimethyl ether and the catalysts development”, The 15th International 

Congress on Catalysis.  (2012.7)  (Munich, Germany) 

他 2 件 
 

国内学会発表  

・“二酸化炭素の水素化によるジメチルエーテル(DME)直接合成”, 第 42 回石油・石油化学討論会.  

(2011.10)   (秋田) 

・“二酸化炭素の水素化反応によるジメチルエーテル直接合成”, 第 110 回 触媒討論会 触媒討論会.  

(2011.09)   (福岡) 
 

特許出願  

・“ジメチルエーテル製造用触媒、基材担持触媒、及びジメチルエーテルの製造方法”, 特願 

2012-62192  (出願日:  2012.09) 

 

【 その他の事項 】 

＜社会連携・国際交流＞ 

・AFT-Alternative Fuel Technology（イタリアのコンソーシアム）との共同研究の開始 
・陝西師範大学化学与材料科学学院劉忠文研究室との交流   
・2012 年度日韓共同理工系学部留学生事業推進フェア（ソウル）での静岡大学の広報 
・平成 24 年度外国人学生のための進学説明会（東京）での静岡大学の広報 
・留学生・榛葉鉄工所交歓会、留学生スキー研修旅行などへの参加 

 
＜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、工学部等安全衛生管理委員会委員 
 

＜特筆事項＞ 

   外部資金獲得： 国際共同研究 1 件、奨学寄附金 1 件 

 
【 今後の展開 】  

  10 月からイタリアのコンソーシアム（共同企業体）との共同研究が始まった。この共同研究がう

まくいくと、開発した触媒がヨーロッパでのDME製造において実用化されるかもしれない。そして、

ヨーロッパにおける環境浄化、環境保全の一役を担うことができる。同様に、DME を媒体として自

然エネルギーの貯蔵、排熱の回収など、世界の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、地球上の環境・エネルギー問題などが解決または低減されればと切に願っ

ている。 
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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  
e-mail address: tytatek@ ipc.shizuoka.ac.jp 
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（1名） 

学  部：4年（4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

を最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＞ 

  著書 
・藤間，立蔵，東，水野，永田，戎，江藤，太田，工学基礎実習としてのメカトロニクス，学術図書

出版社，2012 年 4 月 
・戎，太田，永田，江藤，水野，嶋田，立蔵，東，関本，デジタルを学ぶ ロボット中級講座 改訂第

二版 ―高等教育から企業の研修まで―，静岡学術出版，2012 年 4 月 
 
  指導学生の受賞・表彰 
・赤堀公平（発表時修士 2 年），学生優秀発表賞，日本音響学会，2012 年 9 月 
・家田健太郎（修士 2 年），奨励賞，電気関係学会東海支部連合大会，2013 年 1 月 
 

【 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．情報学部の関連分野研

究室と発足させた研究グループをさせつつ，住空間での使用を念頭に置いた研究展開を志向し，特

に音場の個人化を促進する「個別音像生成」に関する研究を本格化させる． 

  

聴空間の知覚と合成 
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＜実績＞  

（１）スピーカアレーを用いた個別音像生成 

 2 名のユーザに対する個別音像生成の実現可能性を見出した．その中で，システム一括で制御

する方法，小システムを並列で稼働させる方法のどちらもが実現可能であることが分かった． 

（２）遮蔽されたマイクロホンアレーを用いた混合音声の分離 

後処理のフィルタリングを行うことによって，残留する雑音成分を大幅に抑圧できた． 

（３）WFS システムを用いた音質評価システム 

音源を位置ごとに分割し，それぞれの音を分離・抽出して再生することにより，再生領域の広

さやユーザの移動を許容できる音質評価システムの実現可能性を見出した． 

（４）Kinect センサを用いた室内モニタリング 

 Kinect センサ内蔵のマイクロホンアレーによる音源位置推定の適用限界を明らかにした． 

 

＜業績・成果＞ 

学術論文 

1) 原佳紀, 立蔵洋介, "スピーカアレイと NBSFC によるユーザ周辺の狭受聴領域形成," 電子情報通

信学会論文誌, vol.J95-A, no.7, pp.645-649, 2012. 
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複数ユーザへの個別音像提示," 電子

情報通信学会論文誌, vol.J95-A, no.7, pp.640-644, 2012. 
3) Yosuke Tatekura and Kosuke Kaji, "Sound source separation with shaded microphone array," Journal 

of Advanced Research in Physics vol.3, no.2, 021210, 2012. 
 

国内学会発表 

1) 石本幸太郎, 立蔵洋介, “少数個のラウドスピーカを用いた個別音像生成における制御点配置の検

討,” 日本音響学会秋季研究発表会，信州大学，2012 年 9 月 
2) 家田健太郎, 立蔵洋介, “遮蔽されたマイクロホンアレーを用いた混合音声の分離,” 電気関係学会

東海支部連合大会，豊橋技術科学大学，2012 年 9 月. 
3) 石本幸太郎, 栗須拓郎，立蔵洋介, “劣決定条件下の個別音像生成におけるクロストーク抑圧手法

の評価,” 日本音響学会春季研究発表会，東京工科大学，2013 年 3 月 
4) 足立昌聡，石本幸太郎，立蔵洋介，”スピーカアレーと NBSFC を用いた複数ユーザへの個別

音像生成,” 日本音響学会春季研究発表会，東京工科大学，2013 年 3 月 
5) 家田健太郎, 立蔵洋介, “遮蔽されたマイクロホンアレーにおける時間周波数マスクとWienerフィルタ

の統合に基づく混合音声の分離,” 電子情報通信学会総合大会，岐阜大学，2013 年 3 月 
 

【 その他の事項 】 

＜社会連携＞ 

 ・静岡県立農林大学校非常勤講師 2012.4-7 

 ・「サイエンスカフェ in 浜松」店長（運営の統括） 

＜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」 

共同研究：1 件 

その他：情報学部 X プロジェクト・分担 

 

【 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を中心としたシステ

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)， 小林 祐一(機械工学科・准教授)， 

関川 純哉(電気電子工学科・准教授)，庭山 雅嗣(電気電子工学科・准教授)， 

木村 元彦(物質工学科・教授)，田中 康隆(物質工学科・准教授)， 

横嶋 哲(システム工学科・助教)，足達 慎二(共通講座・准教授) 

浜松 RAIN 房： 藤間 信久（共通講座・教授），内藤 亜規子(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 6  ○   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 6    ○ 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 17 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。 
 
2012.4.25（水）－27（金）工学部学生対象社会人力育
成講座 LabVIEW講習 4名 
2012.5.17（木）浜松市立水窪中学校 ロボットと計測・
制御講座 13名 
2012.5.26（土）-27（日）浜名湖ボート親子体験教室 ミニソーラーカーづくり体験教室 112名 
2012.6.14（木）浜松市立飯田小学校 ロボット講座 128名 
2012.6.28（木）サイエンスパートナーシッププロジェクト浜松市立可美小学校・静岡大学「ロボット
講座」 126名 
2012.8.6（月）教員免許更新講習会 ロボット製作とプログラミング 9名 

創造教育支援部門 
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2012.9.4（火）浜松市立広沢小学校 ロボット講座 70名 
2012.9.6（木）浜松市立広沢小学校 ロボット講座 104名 
2012.10.23（火）浜松海の星高校・静岡大学連携企画 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－19名 

2012.10.30（火）浜松海の星高校・静岡大学連携企画 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」－ロボット（ミュウロボ）プログラミング編－19名 

2012.11.10（土）－11（日）テクノフェスタ in 浜松「ロボットを体験しよう！」270 名（土），327
名（日） 

2012.11.13（火）浜松海の星高校・静岡大学連携企画 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」－ロボット（ミュウロボ）プログラミング編Ⅱ－19名 

2012.9.4（火）静岡大学教育学部附属浜松中学校 2年生 体験授業 ロボットを使った計測・制御 117
名 

2012.11.27（火）浜松海の星高校・静岡大学連携企画 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－19名 

2013.1.22（火）浜松海の星高校・静岡大学連携企画 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－19名 

 
著書 
・工学基礎実習としてのメカトロニクス 2013 藤間 信久他，学術図書出版社(2013). 
 
【 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 23年年度から静岡大学・浜松市・浜松商工会議所連携
事業として自立化させた「ものづくり理科地域支援ネットワー
ク：浜松 RAIN 房」を、24 年度も継続して企画運営を行った
(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)を企画運営(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」を実施。 5月 17日(木)水窪中学校他 25件 
浜松市生涯学習課と連携し、「公民館等講座支援事業」を実施。  6月 30日(土)笠井公民館他 20件 
 
主な主催事 
2012.7.7/8 こども未来プロジェクト inエコパ 2講座出展 
2012.11.10（土）･11（日）「テクノフェスタ in浜松」にておもしろ実験 5講座開催。 
2013.2.17（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 
2013.2.24  技能祭WAZAフェスタ(浜松技術専門校) 2講座出展 
2013.3.10（日）第 5回浜松 RAIN房講演会 「地球深部探査船“ちきゅう”で未来を掘る」 
 
連携自治体：浜松市、磐田市、湖西市、袋井市、森町 
参加機関数：96 機関（2013.2.27 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 
e-mail address: tnazuma@ ipc.shizuoka.ac.jp 
  

 

【 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 6 ○  複数担当（2人） 

創造教育実習  学部1年 6  ○ 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               

・「工学基礎実習としてのメカトロニクス 2013」藤間信久他，学術図書出版(2013). 

 

【 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 5/31，6/7・14・21，10/18・25，11/8 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 9/15・22・29,10/6・27・，11/17・24 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 

・LabVIEW 講習会－工学部学生・院生(2012.4.25~27) 
・浜松市立水窪中学校 2 年生全員の体験学習会（ロボット講座）開催(2012.5.17) 
・浜名湖ボート親子体験教室（ミニソーラーカーづくり体験教室）開催(2012.5.26・27) 
・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(2012.6.14) 
・JST サイエンスパートナーシッププロジェクト浜松市立可美小学校(2012.6.28) 
・教員免許更新講習会講師(2012.8.6) 
・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(2012.9.4・6) 
・静岡大学教育学部附属浜松中学校 2 年生全員の体験学習会(2012.9.4) 
・浜松海の星高等学校との高大連携企画(2012.10.23・10.30・11.13・11.27・2013.1.22) 

3) 出張授業 
・静岡大学教育学部附属浜松中学校 (2012.10.11) 
・静岡県立浜松南高等学校 (2012.9.15) 

 

＜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：「人生における大学生活」 静岡県立浜松南高等学校(2013.3.4) 

 

【 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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      Machining Technology Division, Center for Creative Engineers, Shizuoka University 

URL http://gijutsubu10.eng.shizuoka.ac.jp/kosaku/（平成 25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
械を使用し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・技術相談及び修理を受託し、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（旋盤加工） 実習風景（フライス加工） 
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＜業績・成果＞ 
1) 委託作業及び先方作業 

 平成２４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３１７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２８４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１０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８２校のエントリ

ー中総合第３２位、種目別表彰で加速性能賞３位の成績をあげた。EV部門では、５位の成績であっ

た。ものづくりにおける成果を上げ、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２４年度の工作技術部門見学は、２７団体５３９名であった。その概要を以下に示す。 

1) 小・中学関係:２校(学生、教員合わせ１４０名)  

2) 高等学校:３校(学生、教員合わせ１５４名) 

3) 大学関係:７校(３０名) 

4) 浜松工業会：６件(８５名)  

5)  その他:９件(１３０名) 

＜その他＞ 

1) 平成２４年１１月１０・１１日、テクノフェス

タ「おもしろ実験」(参加者８４名、見学者５５９名) 

2) 平成２４年１１月８・９日、静岡大学教育学部

浜松附属中学校１年生対象『ものづくり体験授業』

１２０名（右写真参照）を実施した．ここでは昨年

度の取り組みを発展させ、機械加工を中心とした６テーマの工作機械体験授業を行った。 

【 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２５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、経済産業省「ものづくり指導者養成プログラム」事業および本学学長裁量経費を活用し、

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、地元

企業の協力のもとに樹脂成型技術学習のためのテキスト構築を行なっている．平成２５年度以降、工

学部学生へカリキュラム提供を目指している． 
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     Regional collaboration and Joint Research Division 
 

【 地域連携部門構成 】  
部 門 長： 上田 芳伸（次世代ものづくり人材育成センター・教授） 

副 部門長： 早川 邦夫（准教授） 

併任 教員： 上田 芳伸（工学研究科事業開発マネジメント専攻・副専攻長兼専任教授） 

       早川 邦夫（機械工学科・准教授）、中村 保（工学部・特任教授） 

併任研究員： 早川 真紀（はままつデジタルマイスター・学術研究員） 

久保田 義弘（はままつデジタルマイスター・学術研究員）            

併任 職員： 牧澤 久光（工学部・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 

82～73 鍛造コース・板材成形コ

ース 

4月～2月 

Ｈ23年度より、浜松地

域イノベーション推進

機構主催事業 

２． 製造中核人材育成講座 工場長候補～

現場職長 

47.5 

（82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 24年度は、「鍛造コース」、養成目標 7名に対して 8名を、「板材成形コース」、養成目標 
7名対して、3名を養成した。 

11名の受講生に対し、4月から 10月にかけて、「鍛造コース」は、30日間 73コマ、「板材成形
コース」は、32日間 82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 20日に中間評価を実施し、 

地域連携部門 
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12月 20日に修了認定課題中間発表、2月 2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 

浜松地域イノベーション推進機構主催に、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 24年度は、受講者
27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
動を行いました。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」 
再委託先（プロジェクト参画研究機関） 
「高機能・低コスト・軽量化のための高板厚ハイテン材プレス加工と溶接の高度化技術開発」 
「金属粉末成形用の金型潤滑油と塗布システムの開発」 
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 H25年 4月発足に向けて活動中です。 
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 
H24 年 11 月 26 日から月 1回～2回試行継続中 

  2 年目に入り、受講メンバー14 名、2部活動実践中 
>浜松地域の企業退職者 6名が活動している。 

２)経済産業省採択のものづくり指導者養成プログラムを実施 
  企業 OB8 名に、次世代人材育成の為、最近 40 年の技術 
進化を整理、それぞれの係わった経験を整理した。 
更に、樹脂成形金型設計プログラムの開発を行った。 
  >教材用の金型を製作、サンプル成形品まで製作した。 
 

＜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・浜松地域イノベーション推進
機構との協力体制維持 
【 今後の展開 】  
地域連携部門は、開設 4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、H25年 4月発足に向けて試行中の 2つのプログラムを継続していきます。 
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２ 

 

 

 
Division of Technical Service 

 

【 技術部組織構成 】  

技 術 部 長： 碓氷 泰市（静岡大学 理事） 

統括技術長 ： 河合 秀司（技術専門員） 

技  術  長 ： 水野 保則（（技術専門員） 

 

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。 

主業務が工学部関係の支援部門の活動を下記に報告する。 

＜目標＞ 

  平成 24 年 4 月から技術部組織が全学技術部となり、技術職員の配置などを考慮して支援業

務などに支障が無いようにする。 

 

＜業績・成果＞ 

支援部門技術職員は、支援部門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

援部門の 2012 年度活動状況である。  

(1) ものづくり・地域貢献支援部門 人員：部門長 1、グループ長 2、室員 11 

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 

技術部 
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8) 学生工作指導(全学科) 

9) 各種試験監督補助(定期試験、センター試験など) 

 

(2) 教育支援部門 人員：部門長 1、グループ長 3、室員 12 

   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) 

6） 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 

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) プロジェクト・安全衛生支援部門 人員：部門長 1、室員 5 

1） 工学部プロジェクトへの支援業務 

1)  工学部 4 学科の専門実験の指導および補助 

2)  理系基礎専門実験(物理・化学)の指導および補助 

3)  各種試験監督補助および事務業務(選抜試験、定期試験、センター試験など) 

4)  各学科の事務(就職、会計など)、建物管理 

5)  教員研究室の支援業務(研究補助、計測機器・装置などの保守管理) 

 

(4) 情報支援部門 

   情報グループ 人員(3 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 

 

【 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) 

 

  2012 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 

石田 敬三 クラウドサーバを用いた情報発信の基礎 11 名 

島田 和彦 エンジンの分解・組み立て 12 名 

水野 隆 3 次元 CAD(SolidWorks)の各種コースによる習得実習研修 10 名 

西上 敬吾 制御設計 CAD の教育運用 5 名 
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全学研修 

  講演題目：５S による問題解決力の向上と組織の活性化 

  講演者 ：池谷 暢昭 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 3F 会議室 

 

(2) 技術発表（技術開発などの成果の発表） 

① 学内技術報告会(年 1 回発行の｢技術報告｣に掲載) 

 2012 年度発表題目および発表者名 

発表者名 発 表 題 目 

太田 諭之 クラウドサーバを用いた情報発信の基礎 

水野 隆 3 次元 CAD(SolidWorks)の各種コースによる習得実習研修 

増田 健二 物理実験の教材開発と超伝導実験の紹介 

 

② 技術研究会 

     

③ 他大学での技術報告会 

・ 名古屋工業大学：水野 保則 

・ 三重大学     ：大石 武則 

・ 岐阜大学     ：太田 諭之 

 

なお、平成 24 年度東海・北陸地区国立大学法人等技術職員研修（機械コース）の当番機関として、浜松キ

ャンパスで開催した。 

【 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し、各支援部門の業務の見直し、技術職員

の適材適所配置などを行い、静岡大学全体の教育・研究の支援業務が遂行できる組織を目指す。 
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ポリマー材料規格試験の開発 
平成 24 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、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。 

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 24年 8月 16日～8月 18日に“がいしセミナー”を担当幹事として開催し、
基調講演を行った。その後、学生による研究発表、ポリマーがいし使用上の課
題について討論した。 
・平成 25 年電気学会全国大会のシンポジウムを、同学会誘電絶縁材料技術委員
会設置のポリマーがいし材料に関する調査専門委員会委員として開催し、3 件
の論文の著者（主著者１、連名２）として最近の研究成果を報告した。 

・電極配置・試料配置を図1に示す配置とすることで、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や、電
流数ｍＡの汚損部分アーク放電を発生させる事に成功した。その結果、火花放
電によるエロージョン（図 2）とアーク放電によるエロージョン（図 3）の外
観が違う事や、放電電気量に対するエロージョン量が放電形態によって大きく
異なることを示した。その原因について考察し、水膜上に形成される放電の電
極点からの電子供給機構の違いによることを明らかにした。さらに、SiR の添
加物である三水和アルミナの混入量によって汚損沿面アークによるエロージ

ョン損耗量が大きく変化し、添加物による性能向上の効果を
確かめた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ アーク放電によるによるエロージョン 

 

V字傾斜台 

汚損液

15° 15° 

電極（SUS） 

試
料
抑
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HV 

平板試料

図 1 直列ギャップ汚損沿面放電の試料・電極配置 

 
図４ ATH充填量と損耗量 

 
図2 火花放電によるエロージョン  

10mm 
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新規グラフェン製造法 
平成 24 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 

環境に優しくかつ従来よりも低温でグラフェン製造法の開発を本プロジェクトの最終目的としている。まずは超

臨界流体技術を用い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。具体的には、グラファイトの酸化

およびグラファイト酸化物の還元技術の開発である。酸化グラフェンの創製および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、処理温度、処理圧力、処理時間及び酸化グラフ

ェン酸化度などの検討を行う。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。この還元反応は温度が高ければ高いほど有利であるが、実用の観点から
超臨界による加熱処理を 500℃以下で試みる。今年度は、グラフェン・シート(GN)を用いたナノ複合材料の創製
も行い、その性能を検討した。 
 
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     教 授    佐古 猛 
機械工学科       教 授    岩田 太 
 
3. 活動報告 

 グラファイトから創製したGN-GO複合

材料、グラフェン・シート(GN)、酸化グ

ラフェン(GO)およびグラファイトの X 線

回折（XRD）分析結果を図 1示す。GOは

10°付近において X線回折ピークを示すに

対して、グラファイトから簡単な酸化処理

により得られたGNは 10°付近にはX線回

折ピークが見られなく、その代わりに 26°

付近でグラファイトのような X 線回折ピ

ークを示していることがわかる。これは、

GNは依然グラファイトに近い構造を維持

していると考えられる。また、TEM 写真

では、GOおよびGNともに単層シートお

よび多層の構造をもっていることも確認

できた。 

 図 2にはGN-GO複合材料の熱拡散率の

GN 注入量の依存性を示す。また、その

GN-GO複合材料の写真も示してある。GN

図 1. 上図左: GN-GO、GN、GOおよびグラファイトのX線回折(XRD)分析結果. 上
図右:GO水溶液(左、濃い濃度；右、1/10に薄め). 下図: GO(左)およびGN(右)の
TEM画像 
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だけからなる膜では非常に脆かったが、GO を加えた

GN/GO 複合材料の膜では高い機械的柔軟を示してい

ることが分かった。GO に GN を添加することにより

創製した GN/GO 複合材料は軽量でプラスチックのよ

うなものであり、一方、柔軟機械性を持つだけでなく、

アルミニウムや銅のような高い熱拡散性をもっている

ことも図 2から読み取れる。また、熱処理したGN-GO

複合材料の方がよい大きな熱拡散率値を示しているこ

とも分かった。これは、熱処理することにより、GO

中の酸素の一部分がとれて、熱拡散に寄与していると

考えられる。 

図 3 には、PVA（ポリビニルアルコール、polyvinyl 

alcohol）とGN（グラフェンシート graphene sheets）か

ら創製した PVA/GNナノ複合材料の熱拡散率のGN注

入量依存性を示す。PVA/GN ナノ複合材料では、GN

の注入量増加に連れ、その熱拡散率値は単調に増加し

ていることがわかった。また、GNの注入量が 40vol%

のときには、その熱拡散率は 20 mm2 s-１まで達した。

これまで、カーボンナノチューブは非常に高い熱伝導

率を有していることが知られているが、ポリマーにカ

ーボンナノチューブを添加により得られるナノ複合材

料は、その熱伝導率の劇的な向上にはまだ実現してい

ない。図 3 の中図に示したように、今回創製した

PVA/GNナノ複合材料の熱伝導率は、PVA/SWNTナノ

複合材料に比べて、明らかに優れていることがわかる。 

 

学会発表 

孔昌一, 平野亘, 佐古猛, 岩田太: “高温高圧流体によ

るグラフェンの作製”, 化学工学会横浜大会 2012（横

浜国立大学）, 8月 30-31日 2012年. 

孔昌一, 坂田翔平, 佐古猛, 岩田太: “高温高圧流体に

よる酸化グラフェンの還元”, 第 53回高圧討論会 2012（大

阪大学）, 11月 7-9日 2012年. 

外部資金獲得 

研究代表者 孔 昌一 

①JST 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、170 万円。 

②科研費 基盤研究（B）一般 H24、1404 万円。 

図3. PVA/GNナノ複合材料におけるその熱拡散率のGN注入量
の依存性（PVA/GN膜：◇、PVA/SWNT膜：□（機械的なスト
レッチング処理を行っていない）、○（機械的なストレッチン
グ処理を行った） 

図 2. 上：GN/GO複合材料に含むGNの量 50%(A)および 80%(B: 
作り上げられたまま; C: 熱アニール処理)の膜写真。下：GN/GO
ナノ複合材料の熱拡散率の GN 注入量の依存性 (○: 作り上げら
れたまま; ●: 熱アニール処理)。 
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産業プロセス排出 CO2 ガスの削減と資源化を実現する高機能性触媒変換システムの開拓 
平成 24 年度活動報告書 

 
プロジェクトリーダー  福原 長寿   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，産業プロセスから排出する CO2の削減とその有効利用を図る触媒変換システムの技術開
拓を目的としている。具体的には，鉄鋼製造プロセスから排出される CO2／CO／H2ガス（コークス炉＋高炉＋転
炉）と，プロセス内の高品位な排熱エネルギーを利用することを想定し，排出ガスの CO2／COをメタン化反応(CO2

／CO＋7H2→2CH4＋3H2O)によって CH4 に変換するハニカム型構造
体触媒と，生成する CH4を直接分解(CH4→2H2＋C)するハニカム型構
造体触媒を創製する。構造体触媒とは，Fig.1 にその特徴を示したよ
うに，充填タイプ触媒と比べ反応場への効率的な熱エネルギー供給に
よる反応効率の向上，圧力損失の低減による原料の大量処理，そして
規則的なチャンネル空間の確保による反応場の閉塞回避が可能な触
媒である。本研究では，大多量な原料処理に見合う高速変換（空間速
度 100,000h-1以上）を実現する高機能性触媒を創製する。そして，創
製した各反応用の構造体触媒を用い，CO2 の削減と付加価値の高い
CH4やH2の製造，そして炭素の捕集(カーボンキャプチャー)を効率的
に実現する新しい触媒変換システムを開拓するものである。 
 
2. プロジェクトメンバー 
 工学部物質工学科 教授 福原長寿 ， 工学部物質工学科 准教授 冨田靖正 
 工学部物質工学科 助教 河野芳海 ， 工学部物質工学科 助教  渡部 綾 
 ㈱キャタラー 技術統括部 技術管理室 村林克則 
 
3. 活動報告 
＜研究成果＞ 
 本プロジェクトで創製したハニカム型構造体触媒の基材外観を Fig.2に示す。基材は外径 20mm×長さ 50mm，
セル密度 100～200cpsiのハニカムフィン型であり，材質はアルミニウム材，またはステンレス材である。Fig.3は，
アルミニウム製のフィン金属面上にゾル－ゲル法で Niと Ca，そして Al2O3成分を付着した触媒の SEM断面像，
ならびに同一視野での元素分析を行なった結果である。フィン基材上には所定の触媒成分が均一にかつ良好な密
着性で創製されていることがわかる。層の厚みは約 10μmであった。 
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Fig.1 構築する構造体触媒反応システムの利点 
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特性：低圧損性，整流性，高伝熱性  
Fig.2 ハニカムフィン型構造体触媒の基材形状 Fig.3 創製したNi/Ca/Al2O3触媒の元素分析 
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 Fig.4は，創製した各種ハニカムフィン型構造体触媒の CO2のメタン化反応特性である。原料(CO2：H2：He＝1：4：
5)の供給流量は 70ml/minであり，GHSVは 128,000 h-1であった。今回創製した触媒は，いずれも工業用触媒を構造体化

した触媒（工業触媒を整粒してウォッシュコート法でフィン上に付着）よりも高い性能を示しており，なかでも

Ru-Ca/Ni/Al系触媒が低温側で最も高いメタン化活性を示し，350℃でほぼ平衡転化率に近い変換能力を有することが明
らかとなった。生成物のメタン選択率は，いずれの触媒もほぼ平衡組成に沿った分布となっており，迅速なメタンへの

触媒変換を実現していることがわかった。ただ，目標とするGHSVは 100,000h-1以上をクリアしているが，今後は触媒

成分の担持量の最適化などを検討し，さらなる高速化を図る必要

がある。 
 一方，Fig.5 はハニカム型 Ni/Al2O3系構造体触媒のメタン分解

特性を調べた結果である。ここで，Al2O3層はゾル－ゲル法で，

Ni 成分は無電解めっき法を用いて調製した。なお，図中には，
文献で報告されている Pd-Ni/SiO2触媒と Ni/SiO2触媒の性能（触

媒充填型反応システムで評価）を参考データとして示した。調製

したNi/Al2O3系構造体触媒は，比較触媒よりも高い分解率を保有

しており，かつ触媒劣化も小さいことがわかった。通常，メタン

分解では生成する炭素による触媒劣化が顕著になるが，創製した

構造体触媒では劣化が小さい。このことは，今回採用した触媒調

製法の効果やハニカム基材のチャンネル空間の規則性効果など

が考えられる。今後この要因について詳しく調査する必要がある

ものと考えられる。 
 
＜研究成果の発表＞ 
論文発表 
1. C. Fukuhara and A. Igarashi, Structured Catalysts Prepared by Electroless Plating Technique onto a Metal Substrate, for a Wall-Type 

Hydrogen Production System, CATALYSIS SURVEYS FROM JAPAN, 16, 62-74(2012). 

2. C. Fukuhara, T. Yamada, H. Ohkura, R. Watanabe, Adsorption state of carbon monoxide on a structured copper-based catalyst prepared 

by electroless plating for low-temperature water-gas shift reaction, CHEMISTRY LETTERS, 41, 900-901(2012). 

3. C. Fukuhara, Y. Makiyama, K. Yamamoto, R. Watanabe, A combination of electroless plating and sol-gel methods as a novel technique 

for preparing a honeycomb-type structured catalyst, CHEMISTRY LETTERS, in print (2013). 

学会発表 

1. C. Fukuhara, Y. Makiyama, T. Hata, R. Watanabe, A structured methane-reforming system combined with catalytic combustion as a 

novel type reformer, 7th International Conference on Environmental Catalysis, Lyon, France, Sep. 2012.  その他 14件 

TFig.4 創製した各種のハニカムフィン型触媒のCO2のメタン化反応特性 

Fig.5 Ni/Al2O3構造体触媒のメタン分解特性 
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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 24 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
に修復できる機能が求められる。また、長期間の使用の中では性能、機能を最新状態に維持するために、仕様変
更も求められる。これらの要求を受けて、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)を宇宙システムに使用したいとの要望が高まってきている。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 
 今年度は、宇宙空間の放射線濃度に応じて最適な数のコンテキスト（ホログラム領域）を使用し、再構成時の
放射線耐性をフレキシブルに調整する手法を検証した。ホログラムの放射線耐性はホログラムのサイズに依存す
る。一方、光再構成型ゲートアレイでは多数の回路情報をホログラムメモリ内に記憶し、それらの回路を動的に
ゲートアレイに実装することでシステムの性能を向上させる。よって、放射線耐性と回路数（性能）はトレード
オフの関係にある。しかし、環境に応じて、ホログラムサイズとコンテキスト数を適切に調整すれば、常時、必
要な放射線耐性を維持しつつ、最大の性能でゲートアレイを運用することが可能になる。今年は上記手法の有効
性を実証した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      図１：光学試験の様子             図２：可変サイズ・ホログラムパターン 
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■2012年度・成果発表 
書籍・ジャーナル誌・査読付き国際会議論文 
[1] M. Watanabe, "High-Performance Computing Based on High-Speed Dynamic Reconfiguration,"     High-Performance 

Computing Using FPGAs, Chapter 20, Springer, 2013.  
[2] A. Ogiwara, M. Watanabe, R. Moriwaki, "Formation of temperature dependable holographic memory using holographic 

polymerdispersed liquid crystal," Optics letters, Vol. 38, No. 6, March, 2013. 
[3] R. Moriwaki, M. Watanabe, "Optical configuration acceleration on a new optically reconfigurable gate array VLSI using a 

negative logic implementation," Applied Optics, Vol. 52, No. 7, March, 2013. 
[4] A. Ogiwara, M. Watanabe, "Optical reconfiguration by anisotropic diffraction in holographic polymer-dispersed liquid crystal 

memory," Applied Optics, Vol. 51, Iss. 21, pp. 5168–5177, July, 2012.  
[5] Y. Shirahashi, M. Watanabe, “Dependability-increasing method of processors under a space radiation environment,”      

International Workshop on Applied Reconfigurable Computing, March, 2013. 
[6] A. Ogiwara, M. Watanabe, R. Moriwaki, “Temperature Dependable Holographic Memory Using Holographic Polymer-dispersed 

Liquid Crystal,” Progress In Electromagnetics Research Symposium, March, 2013. 
[7] R. Moriwaki, M. Watanabe, A. Ogiwara, "A 9-configuration-context optically reconfigurable gate array using a 

polymer-dispersed liquid crystal holographic memory," Takayanagi Kenjiro Memorial Symposium, pp. S3_10_1 – S3_10_4, 
Nov., 2012. 

[8] Y. Yamaji, M. Watanabe, "A 256-configuration-context MEMS optically reconfigurable gate array," International Conference on 
Solid State Devices and Materials, pp. 232-233, Sep., 2012. 

[9] H. Ito, M. Watanabe, "A uniform partitioning method for Mono-Instruction Set Computer (MISC)," International Workshop on 
Renewable Computing Systems, pp. 832 - 837, Sep., 2012. 

[10] Y. Kamikubo, M. Watanabe, S. Kawahito, "Gray-level image recognition on a dynamically reconfigurable vision architecture," 
IEEE SOC Conference, pp. 61-65, Sep., 2012. 

[11] T. Yoza, M. Watanabe, "A 16-configuration-context robust optically reconfigurable gate array with a reconfiguration speed 
adjustment function," International Conference on Field Programmable Logic and Applications, pp. 361 – 366,  Aug., 2012. 

[12] T. Watanabe, M. Watanabe, "Inversion/Non-Inversion Reconfiguration Scheme for a 0.18 Um CMOS Process Optically 
Reconfigurable Gate Array VLSI," IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems, pp. 117-120, Aug., 2012. 

[13] T. Watanabe, M. Watanabe, "0.18 um CMOS process high-sensitive differential optically reconfigurable gate array VLSI," IEEE 
Computer Society Annual Symposium on VLSI, pp. 308-313, Amherst, USA, Aug., 2012. 

[14] R. Moriwaki, M. Watanabe, "Optical configuration acceleration on a new optically reconfigurable gate array VLSI using a 
negative logic implementation," International Conference on engineering of reconfigurable systems and algorithms, pp. 127-132, 
July, 2012. 

[15] Y. Ueno, M. Watanabe, "A 4-configuration Context Fiber-linked Optically Reconfigurable Gate Array,"     OptoElectronics 
and Communications Conference, pp. 592-593, July, 2012. 

[16] T. Yoza and M. Watanabe, " A 16-configuration-context dynamic optically reconfigurable gate array with a dependable laser 
array," NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems, pp. 92-98, June, 2012. 

[17] R. Moriwaki, T. Yoza, Y. Kamikubo, Y. Torigai, T. Watanabe, Y. Aoyama, M. Seo, M. Watanabe, "FPGA Connect6 Solver with 
Hardware Sort Units," International Workshop on Highly Efficient Accelerators and Reconfigurable Technologies, pp. 163-166, 
May, 2012. 

[18] T. Watanabe, M. Watanabe, "0.18 um CMOS process high-sensitive optically reconfigurable gate array VLSI,"     
International Workshop on Highly Efficient Accelerators and Reconfigurable Technologies, pp. 147-151, May, 2012. 

[19] T. Watanabe, M. Watanabe, "High speed - low power optical configuration on an ORGA with a phase-modulation type 
holographic memory," Reconfigurable Architectures Workshop, pp. 249-253, May, 2012. 

[20] S. Kubota, M. Watanabe, “Detection and compensation methods of alignment errors between a programmable optically 
reconfigurable gate array and its writer system,” National Aerospace & Electronics Conference, July, 2012. 

国内学会発表 
18件 
 
■2012年度・研究プロジェクト 
[1] 「ディペンダブル光ＦＰＧＡの研究開発」，総務省・戦略的情報通信研究開発推進制度 (SCOPE)       
【ICTイノベーション創出型研究開発】，研究期間：2012～2014年度，（2012年度：1863万 6800円） 

[2] 「３次元光電子機械プログラマブルデバイスの開発と動的回路実装技術の確立」，科学研究費・基盤研究(B)，研究
期間：2012～2014年度，(2012年度：530万円) 

[3] 「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」，科学研究費・挑戦的萌芽研究，研究期間：
2011～2012年度，(2012年度：156万円) 

[4] 「高放射線環境下向け光電子組み込みシステムの開発」，（財）大川情報通信基金，助成期間：2012年度，(100万円) 
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静岡大学工学部プロジェクト（大岩グループ） 
平成 24 年度活動報告書 

 
プロジェクトリーダー  大岩 孝彰      工学部 機械工学科 

 
 
1. プロジェクト概要 
基板表面に表面弾性波（SAW：Surface Acoustic Wave）を伝搬させ，この周期性を用いて変位計測を行う原理の
変位センサ（ディジタル式エンコーダ）を開発する．基板上にＳＡＷ発生用トランスデューサを設置するだけで
SAWが生成されるため，基板上に等間隔ピッチの目盛線や磁気パターンを作成するなどの加工が一切不要であり，
また SAWは曲面形状の基板表面上も伝搬するため，このような面に沿った変位計測が可能となる．本プロジェク
トでは，より波長の短いトランスデューサを製作し，計測分解能の評価，方向弁別および曲面上の変位計測の可
能性を確認し，実用化へ向けて開発を進める． 

 
2. プロジェクトメンバー 
・機械工学科 教授 大岩孝彰 
・創造科学技術大学院（システム工学科）教授 近藤淳 
・機械工学科 准教授 朝間淳一 
・機械工学科 助教 寺林賢司 
 
3. 活動報告 
プロジェクト１年目である本年は以下の活動を行った． 
 
1. データ補完のため，および実用化に向けて以下のデバイスの試作および実験を行った． 
・電子工学研究所のナノデバイス作製・評価センターを利用して波長の短いトランスデューサを製作した． 
・製作した SAWデバイスを用いて SAW伝搬実験を行った．上記の実験にはH24年度工学部プロジェクト経費
およびH23〜24科研費補助金を使用した． 

 
2. 科学研究費補助金への応募 
 プロジェクトメンバーを研究代表者および研究分担者とし，平成 25年度科学研究費補助金の挑戦的萌芽研究
へ応募した． 

 
3. 工学部プロジェクトと技術部とのマッチング説明会 
 技術部からの支援を受けるためのプレゼンテーションを行った（2/26）． 

 
以上 
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スマートグリッド社会の雷害対策 
平成 24 年度活動報告書 

 
プロジェクトリーダー  道下 幸志   工学部 電気電子工学科  

 
 
1. プロジェクト概要 
 東日本大震災以降，スマートグリッド社会の急速な進展を待望する声が急速に高まった。また，環境保護の
観点からは，自然エネルギーを利用した電源確保が急務となっており，風力発電や太陽光発電への期待が高まり
つつある。太陽光に関しては広大な土地が必要になることで今後装置が普及するにつれ落雷の可能性が高まるこ
とが容易に予測される。また，風力発電に関しては既に冬季雷地区において甚大な被害が相次いでおり，スマー
トグリッド社会の進展のためには，太陽光や風力発電の効率の向上とともに，効果的な雷害対策が急務となって
いる。本研究では，雷撃の地域特性を把握して雷害リスクを評価し，効果的な電源立地を推進し，スマートグリ
ッド社会の推進に寄与することを目的とする。 
 
2. プロジェクトメンバー 
道下 幸志（電気電子工学科教授） 総括 
横山 茂（静岡大学客員教授） 雷害リスク評価 
河本 映（静岡大学准教授） スマートグリッド社会の電源構成評価 
関岡 昇三（湘南工科大教授） 雷害シミュレーション 
箕輪 昌幸（愛知工業大学教授） 電力機材のモデリング 
王 道洪（岐阜大学准教授） 雷観測 
 
3. 活動報告 
 パワーアカデミー特別推進研究に「スマートグリッドのための、スマートグリッドによる雷害対策高度化」（研
究代表者：道下幸志、総額 2000万円、研究期間：平成 24年 12月-平成 26年 11月）という題目で応募し採択され
た。また、東電記念財団一般研究に「スマートグリッドの雷リスク評価」（研究代表者、総額 100万円、研究期間：
平成 25年 4月-平成 26年 3月）という題目で応募し、採択された。 
 
 上記のように、既に目的とした資金獲得に成功し、現在下記の研究に取り組んでいる。 
①モデル系統と対象自然エネルギー設備の構成 
②落雷位置標定装置の電流推定精度の検証と落雷位置誤差の極小化 
③自然エネルギー発電設備の落雷防止技術の構築 
④自然エネルギー発電設備の耐サージ性能の把握 
⑤スマートグリッドのセンサ網やデータ収集能力を利用した高度な雷害対策手法の開発 
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物理洗浄技術 
平成 24 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．二年目である本年度は，本プロジェクトに賛同していただける企業との共同研究や，
基礎研究を行った． 
 
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3件，横嶋＆益子共著１件） 
■ 解説論文 （真田１件） 
■ 国際会議発表（真田5件（そのうち１件はKeynote Lecture），横嶋＆益子共著１件） 
■ 国内会議発表（真田6件，横嶋＆益子共著2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．微細管を使用することで，均一に
分散した二流体ジェット開発に向けて，基礎研究を行った．  
 住宅設備機器製造メーカーと家庭用二流体洗浄装置や，マイクロバブル発生装置に関する共同研究を遂行．様々
な被洗浄物における洗浄機構の調査を行うと共に，オリジナルなマイクロバブル発生技術を開発した． 
■ ブラシ洗浄 
 CMP後のブラシ洗浄の基礎解析について，企業との共同研究を開始した．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い，摩擦係数が非常に高いこと，またその摩擦係数は対象物の表面エ
ネルギーに依存することを明らかにした．  
■ 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，地元企業と共同で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）を遂行．基礎研究を継続している．今後実用化を目指す．  
 
学会等での活動 
 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である，応用物理学会界面ナノ電子化学研究会に
おいて，真田が引き続き委員長を務める．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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新聞報道 

 

 

 

掲載日 見出し 紙名 

平成 24 年 4 月 4 日（水） 大規模災害時 文化財官民で保護 
ネットワーク県教委が設立 避難や修復担当 

中日新聞 

4 月 10 日（火） 平成２４年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 静岡新聞 

4 月 20 日（金） クラウドで中小開拓 
アバンセシステム しずおか発 はばたく実力派 

日本経済新聞

4 月 29 日（日） 春の叙勲 輝く県内関係受賞者 
学問の奥深さ伝えたい 熱伝導研究指導に没頭 

静岡新聞 

5 月 15 日（火） 視線の動き捉え自閉症早期発見 診断支援装置の

開発すすむ 乳幼児検査へ活用期待 静大工学部

研究グループ、浜松医大など 

静岡新聞 

5 月 24 日（木） 静大生と地元企業結ぶ 
中部４信金インターン支援 商談会活用し新制度 

静岡新聞 

同上 最新ロボ技術紹介 ２７日～２９日、浜松 静岡新聞 

5 月 26 日（土） 中小・ベンチャー支援へ業務協力 
静大と遠州信金 

中日新聞 

5 月 28 日（月） 掃除ロボット 性能競う 
親子８組が手作り 浜松科学館で大会 

静岡新聞 

5 月 29 日（火） 炭素繊維シートを再生 
静大工学部 技術を開発 有機溶媒で樹脂分解 
強化プラ再資源化期待 

中日新聞 

同上 静大工学部研究グループ 
ＣＦＲＰの再利用法開発 高温高圧の溶剤利用 

静岡新聞 

6 月 12 日（火） 県西部企業など研究成果発表会 
特別講演も 

中日新聞 

6 月 15 日（金） 三輪ロボット走った 児童がプログラミング 
中区静大教授に仕組み学ぶ 

静岡新聞 

6 月 17 日（日） 理科研究にまい進 「浜松ダヴィンチキッズ」 
中区・静岡大で開講式 

静岡新聞 

6 月 22 日（金） 太陽光発電導入へ〝応援団〟 
静岡に推進協発足 購入法や施工後のアドバイス 

静岡新聞 

6 月 26 日（火） 「国内外 82 校の頂点を」 
９月袋井で学生フォーミュラ大会 ２大学が意気込み 

静岡新聞 

７月 21 日（土） 静大工学部を改組 ５学科９コースに 
入試要項発表 

中日新聞 

同上 開発の裏側 熱く語る  
注目のスポーツ車「スバルＢＲＺ」 
富士重工 佐藤氏 専門学校生に夢講座 

静岡新聞 

同上 静岡大が来年度入学要項発表 
工学部５学科９コース 

静岡新聞 

7 月 22 日（日） 佐久間町の小学生 スライム作り挑戦 
天竜区で講座 

静岡新聞 

7 月 27 日（金） 小型の放射線検出器 発売 
静大発ベンチャー「ＡＮＳｅｅＮ」 
セシウム判別可 従来品の半額に 

中日新聞 

8 月 6 日（月） 科学の専門知識深める 
掛川 県内高校生が研修会 

静岡新聞 

8 月 7 日（火） 静岡大学･中日新聞 地震防災シンポジウム 
「その日に備える」参加者募集 

中日新聞 

8 月 7 日（火） 高校生が研究体験 静大、県大で１４講座 
神経細胞の観察など 

静岡新聞 

8 月 7 日（火） 来月、全日本学生フォーミュラ 
県勢２大学が意欲 

静岡新聞 

 

337



資料編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲載日 見出し 紙名 

平成 24 年 8 月 9 日（木） 実験装置使い検証 静大の講座体験 
磐田北と浜松南高生徒 

静岡新聞 

8 月 14 日（火） 明応地震の津波跡 磐田太田川河川敷  
静大など発掘調査 堆積物地層が存在 
巨大地震 津波遡上分布図作成へ 

中日新聞 

8 月 16 日（木） 地震「その日に備え」 来月、シンポ参加者を募集 中日新聞 

8 月 21 日（火） 地震防災シンポ「その日に備える」参加募集 
来月１０日 浜松・アクトシティ、無料 

中日新聞 

8 月 23 日（木） ロシアの大学名誉教授に 
静大電子工学研 三村所長ら２人  
共同研究や交流評価 

中日新聞 

8 月 28 日（火） 市民の地震防災意識検証 
アクトで 10 日 シンポ参加者募集 

中日新聞 

8 月 30 日（木） 停電時 電力を安定供給 
太陽光発電と蓄電池併用 常葉工業が新システム 

静岡新聞 

9 月 2 日（日） 地震に備え防災シンポ 浜松で 10 日 参加募る 中日新聞 

9 月 4 日（火） 手作りマシン 性能競う  
エコパで学生フォーミュラ 静大など 80 チーム参戦 

静岡新聞 

同上 マシン総合力競う デザイン･性能 
学生フォーミュラ エコパで開幕 

中日新聞 

9 月 11 日（火） 地震防災シンポ 危機意識を学ぶ 
浜松で静大・中日新聞主催 

中日新聞 
 

同上 復興円滑に 備えを 
地震防災シンポ 静大教授ら事例紹介 

中日新聞 
 

9 月 26 日（水） 具体的事業化を 新素材ＣＦＲＰ 
浜松で研究会スタート 

中日新聞 
 

同上 新会長に室井氏 浜松地域ＣＦＲＰ事業化研 
〝フェーズ２〟スタート 

静岡新聞 
 

10 月 5 日（金） 静大連携講座１３日開講 
「震災後の日本を考える」テーマ 
人の役に 気持ち強まる 

中日新聞 

10 月 6 日（土） 東南アから留学生７人 
静岡大工学部 エンジニア目指す 

静岡新聞 

同上 「課題乗り越え成長して」 
静大浜松 アジア留学生が入学 

中日新聞 
 

10 月 10 日（水） 紙飛行機、大空高く 
南区・可美小児童 上手な折り方学ぶ 

静岡新聞 

10 月 12 日（金） 静大連携講座「震災後の日本考える」 
あす浜松キャンパスで開講 

中日新聞 

10 月 13 日（土） 太陽光発電 課題も理解を 
沼津 スルガ銀などがセミナー 

静岡新聞 
 

同上 ものづくり伝承 技術者 OB を指導者に 
静岡大、来春に養成組織  
中小派遣、授業も補助 

日本経済新聞

10 月 31 日（水） 災害に強い街 地域連携から 
被害把握へネット活用  
11 月 3 日静岡大防災シンポ in 浜松 

静岡新聞 

11 月 4 日（日） 防災対策 地域主体で 
行政、大学と連携 議論 
静大、浜松でシンポ 

静岡新聞 

11 月 6 日（火） 10 日「震災後を考える」連携講座 
放射線教育の充実を 

中日新聞 

11 月 11 日（日） 静大・中日新聞連携講座 2 回目 
「放射線計測の仕組みと活用」 
正しく測定、適切に怖がる 
環境情報を記録、平均値で 

中日新聞 
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掲載日 見出し 紙名 

平成 24 年 11 月 11 日

（日） 
ロボット操縦楽しいな 
静大浜松キャンパス「フェスタ」にぎわう 

静岡新聞 
 

12 月 7 日（金） チタン事業化取り組み加速 
浜松地域研究会 本格的に製品開発 

静岡新聞 

12 月 16 日（日） 高精度画像計測 防災分野活用を 静岡で講座 静岡新聞 

1 月 5 日（土） ウェブ材の静電気除去 浜松トリンクが新製品 静岡新聞 

1 月 11 日（金） 静岡大にグリーン科技研究所 
理学・農学／工学 2 キャンパスの知を融合 
環境・エネ分野 世界的学術拠点目指す 

静岡新聞 

2 月 16 日（土） 
 
 

浜松学芸高に奨励賞 
数学理論で津波避難解析 
「ビル全員収容課題」 

静岡新聞 
 
 

2 月 18 日（月） がれきを有効活用 中日新聞 

同上 ものづくりの楽しさ知って 
静大工学部 1 年生がロボコン 
市民ら対戦 観戦  産学官協力の教室も 

中日新聞 
 

同上 自作ロボット７２チーム競う 
静大工学部 1 年 

静岡新聞 

2 月 26 日（火） 福原さん（高台中１）ら研究成果 
静大人材育成事業 小中学生が報告会 

静岡新聞 

3 月 1 日（金） 静岡大とデンソー 包括連携協定締結 
技術開発や人材育成 

静岡新聞 

3 月 11 日（月） 「新しい科学切り開く」 
探査船ちきゅうの活動紹介 

静岡新聞 

3 月 19 日（火） 一定周期で大発生するセミ 
気候変動に適応 ２タイプに進化 
静岡大など解明 

中日新聞 
 

 

339



資料編 

外部資金関係 

 

 

科学研究費補助金（科研費） 

     採択件数 98 件 

     交付額  22290 万円 

 

受託研究 受入件数 40 件 

受入額  27548 万円 

 

共同研究 受入件数 127 件 

受入額  11275 万円 

  （※複数年契約等で 24 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２４年度科研費採択リスト 

研究種目 

審査区分 
研究代表者 研究題目 

新 学 術 領 域 研 究 

（研究領域提案型） 

間瀬 暢之 

（物質工学科） 

「モノづくり」の実用化を指向した超臨界二酸化炭素中有機分子触媒的ポ

リ乳酸合成 

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 
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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） 
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 

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（Ｂ） 
渡邊 実 

（電気電子工学科） 

３次元光電子機会プログラマブルデバイスの開発と動的回路実装技術

の確立 

基盤研究（Ｂ） 
浅井 秀樹 

（システム工学科） 

革新的解析手法による高速伝送信号の多並列指向型超高性能ＣＡＥシ

ステム 

基盤研究（Ｂ） 
孔 昌一 

（物質工学科） 
低温条件下における超臨界技術活用による新奇グラフェン素材の開発 

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） 
庭山 雅嗣 

（電気電子工学科） 
酸素運搬できないヘモグロビン濃度の光を用いた無侵襲高精度計測 

基盤研究（Ｃ） 
舘岡 康雄 

（システム工学科） 
支援マネジメントと「してもらう能力」に関する研究 

基盤研究（Ｃ） 
宮崎 倫子 

（システム工学科） 
Ｄｅｌａｙｅｄ Ｆｅｅｄｂａｃｋ 制御法の解析における理論的枠組みの構築 

基盤研究（Ｃ） 
依田 秀実 

（物質工学科） 

優れたメタボリックシンドローム抑止作用を狙う新しい有機医薬品の開発

研究 

基盤研究（Ｃ） 
中島 伸治 

（共通講座） 

合成開口アレイフィルターを用いた光・Ｘ線位相回復による像再生の研

究 

基盤研究（Ｃ） 
大坪 順次 

（システム工学科） 
半導体レーザにおける直交偏光モードカオスの励起とその応用 

基盤研究（Ｃ） 
岡本 正芳 

（機械工学科） 
圧縮性コヒーレント構造型１方程式サブグリッドモデルの開発研究 

基盤研究（Ｃ） 
福田 充宏 

（機械工学科） 
熱交換器効率向上を目的とした高性能油分離器の開発 

基盤研究（Ｃ） 
立岡 浩一 

（電気電子工学科） 

ＩＶ族系化合物半導体の結晶構造改変による新機能創出と熱電変換素

子への応用 

基盤研究（Ｃ） 
橋本 岳 

（電気電子工学科） 
自然観測へ応用できる超高精度３次元計測システム 
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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） 
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 

基盤研究（Ｃ） 

（一般） 

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） 

（一般） 

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） 

（一般） 

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） 

（一般） 

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） 

（一般） 

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） 

（一般） 

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） 

（一般） 

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） 

（一般） 

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 

基盤研究（Ｃ） 

（一般） 

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 

基盤研究（Ｃ） 
海老沢 嘉伸  

（システム工学科） 

高照度環境対応高精度視線検出のための開口部内２波長光出射光

学系の開発基礎研究 

基盤研究（Ｃ） 
高橋 雅樹 

（物質工学科） 
高効率な光増幅を実現する三重項増感逆ミセルの開発 

基盤研究（Ｃ） 
前田 康久 

（物質工学科） 
光機能材料の調製と光電極系による溶液処理・計測への応用 

基盤研究（Ｃ） 
坂田 肇 

（電気電子工学科） 

可動マイクロベンドによる２μｍ帯チューナブルＱスイッチファイバレ

ーザの研究 

基盤研究（Ｃ） 
坂井田 喜久 

（機械工学科） 

浸炭焼入鋼の硬化層ミクロ評価による残留応力発生メカニズムの解

明 

基盤研究（Ｃ） 
田中 繁一 

（機械工学科） 

レーザ援用インクリメンタル成形による形状・組織の同時ＣＮＣ制御と

その医療応用 

基盤研究（Ｃ） 
藤間 信久 

（共通講座） 

ジルコニウム系非晶質合金の局所構造の解明と電子・水素輸送物性

の応用 
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研究種目 

審査区分 
研究代表者 研究題目 

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） 

マイクロ・ナノバブルを用いた金属フリー過酸化水素合成による不斉酸

化反応の開発 

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 

挑戦的萌芽研究 
金子 透 

（機械工学科） 

プロジェクタ・カメラシステムを用いた個人視覚特性適応色覚バリアフリ

ーシステム 

挑戦的萌芽研究 
二又 裕之 

（物質工学科） 

脱塩素化集積物における代謝ネットワーク構造の解明とモデル系の構

築 

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（Ａ） 
朝間 淳一 

（機械工学科） 

ベアリングレスモータの小形化・低消費電力化と次世代クリーンデバイ

スへの応用 

若手研究（Ａ） 
中野 貴之 

（電気電子工学科） 
Ⅲ族窒化物半導体を用いた中性子検出半導体の開発 

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） 
小林 祐一 

（機械工学科） 
機械学習を用いた環境相互作用の未知な対象物操作の学習制御 
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研究種目 

審査区分 
研究代表者 研究題目 

若手研究（B） 
赤堀 公史 

（共通講座） 
非線形分散型方程式の解の挙動の研究 

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 

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 

若手研究（Ｂ） 
生源寺 類 

（システム工学科） 
難視認性パターンの光学的投影による撮影防止技術の開発 

若手研究（Ｂ） 
河野 芳海 

（物質工学科） 
無機ホストとの複合化による天然色素の安定化と安全な色材への応用

若手研究（Ｂ） 
宮林 恵子 

（共通講座） 

チミン複合化微小金属ナノ粒子の光可逆的配向制御による強磁性素

子の開発 

若手研究（Ｂ） 
柿本 益志 

（機械工学科） 

非定常温熱環境下における熱的快適性の定量評価法に関する基礎

的研究 

若手研究（B） 
羽多野 裕之 

（電気電子工学科） 

近距離障害物検出のための周辺環境情報を用いた車載用レーダネッ

トワークに関する研究 

若手研究（B） 
福元 清剛 

（システム工学科） 

筋面積測定を目的とする３次元位置センサを用いたマルチスキャン超

音波システムの開発 

若手研究（B） 
岡島 いづみ 

（物質工学科） 

亜臨界・超臨界流体によるアラミド繊維強化プラスチックのリサイクル技

術の開発 
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 研究種目 

審査区分 
研究代表者 研究題目 

新 学 術 領 域 研 究

（研究領域提案型） 

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（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（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（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） 
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 

基盤研究（Ｃ） 

（一般） 

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 

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模型による生物の進化・機能の研究 

基盤研究（Ｃ） 
星野 敏春 

（共通講座） 

ＧＧＡ－ＦＰＫＫＲ法の第一原理計算による遷移金属シリサイドの電子

構造・磁性 

挑戦的萌芽研究 
石原 進 

（システム工学科） 

歩車・車車間通信におけるデータ重要性に応じた効率的位置情報通

知アルゴリズムの開発 

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） 
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 

若手研究（B） 
居波 渉 

（機械工学科） 
電子線照射による発光の解析手法の開発 

奨励研究 太田 論之 風力発電設備の風車本体が発する音が人間にもたらす心理的影響 

奨励研究 江藤 昭弘 
スターリングエンジンと色素増感型太陽電池を組み込んだ三輪駆動ロ

ボット教材の開発 
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相 田 一 夫  ··················································· 220 

赤 堀 公 史  ··················································· 288 

明 山 浩  ··················································· 274 

浅 井 秀 樹  ··················································· 222 

朝 日 弓 未  ··················································· 244 

朝 間 淳 一  ····················································· 40 
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伊 藤 友 孝  ····················································· 42 

犬 塚 博  ····················································· 80 

井 上 翼  ··················································· 108 

岩 田 太  ······················································· 6 

う 

植 田 一 正  ··················································· 276 

上 田 芳 伸  ··················································· 224 

梅 本 宏 信  ··················································· 278 

え 

江 上 力  ····················································· 82 

海老澤 嘉 伸  ··················································· 226 

江 間 義 則  ····················································· 84 

お 

王 龍 標  ··················································· 262 

大 岩 孝 彰  ······················································· 8 

大 内 浩 司  ··················································· 110 

大 坪 順 次  ··················································· 228 

大 橋 剛 介  ··················································· 112 

岡 島 いづみ  ··················································· 204 

岡 部 拓 也  ··················································· 292 

岡 本 正 芳  ····················································· 44 

小 楠 和 彦  ····················································· 86 

奥 谷 昌 之  ··················································· 176 

小 野 仁  ··················································· 294 

か 

甲 斐 充 彦  ·················································· 250 

柿 本 益 志  ·····················································46 

片 山 仁 志  ·················································· 114 

金 子 透  ·····················································10 

川 田 善 正  ·····················································12 

河 本 映  ·················································· 116 

き 

菊 地 光 嗣  ·················································· 280 

喜 多 隆 介  ·····················································88 
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