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３. 講演会開催記録 2004.10～2005.9
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I. Aoki and M. Sasada, "Burr-Free Microblanking Using
Piezoelectric Actuator", Trans. ASME, J.Manufacturing
Science and Engineering, Vol. 126, pp. 653-658 (2004-11).

Hun-ok Lim, A. Ishii, A. Takanishi, "Emotion-based Biped
Walking," International Journal of Information, Edu-
cation and Research in Robotics and Artificial Intelli-
gence, Vol. 22, No.5, pp. 577-586 (2004-10).

Y. Ogura, Hun-ok Lim and A. Takanishi, "Sensory-based
Walking Motion Instruction for Biped Humanoid Robot,"
Robotics and Autonomous Systems. Vol. 48, pp. 223-230
(2004-10).

Hun-ok Lim and A. Takanishi, "Compensatory Motion
Control for a Biped Walking Robot," International
Journal of Information, Education and Research in
Robotics and Artificial Intelligence, Vol. 23, No. 1,pp. 1-
11 (2005-1).

豊田恭孝, 江上 正, ｢セミアクティブショックアブソーバのイ
ンテリジェント制御｣, 日本機械学会論文集 (Ｃ編), Vol. 70,
No. 698, pp. 40-48 (2004-10).

愛田一雄, 長島弘明, 江上 正, 土谷武士：最適スライディン
グモード制御系の極の性質, 日本機械学会論文集 (Ｃ編),
Vol. 70, No. 699, pp. 130-135 (2004-11).

江上 正, 望月光一郎, 中崎 哲：任意曲線経路に対する移動
車両の経路制御, 計測自動制御学会論文集, Vol. 41, No. 1,
pp. 85-87 (2005-1).

佐藤 匡, 江上 正, 土谷武士：離散時間スライディングモー
ド予見繰り返しサーボ系の設計, システム制御情報学会論文
誌, Vol. 18, No. 9, pp. 312-321 (2005-9).

K. Kudou and S. Okada, "Crater Wear Resistance of a Fe-
diffused Carbide Tool", Pacific Science Review. Vol. 6(1),
pp. 118-125. (2004-11).

S. Okada, T. Tanaka, A. Sato, T. Shishido, K. Kudou et. . al,
"Crystal growth and structure refinement of a new
higher boride NaAlB4", J. of Alloys and Compounds,
Vol. 395, pp. 231-235, (2005-5).

飯泉清賢, 関谷千春, 岡田 繁, 宍戸統悦, 工藤邦男, ｢NbB2 粉
末のメカノケミカル合成におよぼす粉砕媒体の影響｣, 粉体お
よび粉末治金, Vol. 52, No. 8, pp. 581-585, (2005-8).

小嶋英一, 西尾吉史, 王 朝久, ｢自動車油圧パワーステアリン
グシステムに発生する自励振動 "ジャダー”に関する研究｣,
日本フルードパワーシステム学会論文集, Vol. 36, No. 2, pp.
31-38 (2005-3).

田島 守, 西本友三, 島 恵吾, 万谷義和 ｢鋼のパーライト変
態熱に対する炭素およびクロム濃度の影響｣, 鉄と鋼, Vol.
90, No. 10, pp. 807-811 (2004-10).

K. Arimoto, C. Jin, S. Tamura,K. Funatani and M. Tajima,
"Verification of Inverse Quench-Hardening Phenomena
in Bearing Steel Specimens by Experiment and
Computer Simulation" Transactions of Materials and

Heat Treatment, Vol. 25, No. 5, pp. 465-470 (2004-10).
M. Narazaki, M. Tajima, S. Asada, K. Ichitani, H. Yokota,
M. Tanaka and Y.Watanabe "Development of New
Silver Probe for Cooling Power Test of Polymer
Quenchants" Transactions of Materials and Heat
Treatment, Vol. 25, No. 5, (2004-10).

中尾陽一, 渡邊靖文, ｢画像計測によるドリルバリの輪郭形状測
定法 (第 1 報, バリの輪郭形状測定システムの開発)｣, 日本
機械学会論文集 (Ｃ編) Vol. 71, No. 701, pp. 319-326, (2005-
1).

中尾陽一, 三村雅人, ｢超精密工作機械用スピンドル組込み型流
体駆動モータに関する研究｣, 日本機械学会論文集 (Ｃ編)
Vol. 71, No. 703, pp. 1077-1084, (2005-3).

原村嘉彦, 岩本靜男, 穴田哲夫, 黒澤秀夫, ｢授業評価アンケー
トの解析｣, 工学教育, Vol. 52, No. 6, pp. 66-71, (2004-11).

史 鳳輝, 友森快治, 谷川直樹, 小金井玲子, 前森健一, ｢ＭＲ
流体を用いたセミアクティブ緩衝器の最適化｣, 日本機械学会
論文集 (Ｃ編), Vol. 71, No. 708, pp. 2492-22500 (2005-8).

万谷義和, 竹元嘉利, 飛田守孝, 榊原 精, 田島 守, ｢Ti-8mass
%Mo合金におけるα"マルテンサイト組織の時効に伴う相変
態｣, 日本金属学会誌, 第 69 巻, 第 4 号, pp. 385-391 (2005-4).

Yoshikazu Mantani, Yoshito Takemoto, Moritaka Hida,
Akira Sakakibara and Mamoru Tajima, "Tensile Pro-
perty and Deformation Structure at Elevated Tempe-
ratures in Ti-Mo Alloy", Materials Forum, Vol. 29, pp.
510-514 (2005-5).
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Y. Ogura, Hun-ok Lim and A. Takanishi, "A Novel
Method of Biped Walking Pattern Generation with
Predetermined Knee Joint Motion," Proceedings of
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent
Robots and Systems, pp. 2831-2836 (Sendai, 2004-10),.

Y. Sugahara, Hun-ok Lim, and A. Takanishi, "Support
Torque Reduction Mechanism for Biped Locomotor with
Parallel Mechanism," Proceedings of IEEE/RSJ Inter-
national Conference on Intelligent Robots and Systems,
pp. 3213-3218 (Sendai, 2004-10).

Y. Ogura, T. Kataoka, H. Aikawa, K. Shimomura, Hun-ok
Lim and A. Takanishi, "Evaluation of Various Walking
Patterns of Biped Humanoid Robot," Proceedings of
IEEE International Conference on Robotics and Auto-
mation, pp. 605-610 (Barcelona, 2005-4).

K. Hashimoto, T. Hosobata, Y. Sugahara, Y.Mikuriya, H.
Sunazuka, M. Kawase, Hun-ok Lim, and A. Takanishi,
"Realization by Biped Leg-wheeled Robot of Biped
Walking and Wheel-driven Locomotion," Proceedings of
IEEE International Conference on Robotics and Auto-
mation, pp. 2981-2986 (Barcelona, 2005-4). .

Y. Sugahara, M.Mikuriya, K. Hashimoto, T. Hosobata, H.
Sunazuka, M. Kawase, Hun-ok Lim, and A. Takanishi,
"Walking Control Method of Biped Locomotion on
Inclined Plane," Proceedings of IEEE International
Conference on Robotics and Automation, pp. 1989-1994
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(Barcelona, 2005-4).
Hun-ok Lim, Y. Ogura, and A. Takanishi, "Mechanism and
Motion of New Biped Leg Machine," Proceedings of
International Conference on Control, Automation and
Systems, pp. 1922-1927 (Gyeonggi, 2005-6)

Y. Sugahara, A. Ohta, K. Hashimoto, H. Sunazuka, M.
Kawase, C. Tanaka, Hun-ok Lim, and A. Takanishi,
"Walking Up and Down Stairs Carrying a Human by a
Biped Locomotor with Parallel Mechanism," Proceedings
of IEEE/RSJ International Conference on Intelligent
Robots and Systems, pp. 3425-3430 (Alberta, 2005-8) .

K. Hashimoto, T. Hosobata, Y. Sugahara, Y.Mikuriya, H.
Sunazuka, M. Kawase, Hun-ok Lim, and A. Takanishi,
"Development of Foot System of Biped Walking Robot
Capable of Maintaining Four-point Contact," Proceed-
ings of IEEE/RSJ International Conference on Inte-
lligent Robots and Systems, pp. 1464-1469 (Alberta, 2005-
8)

E. Urata, "Influence of Asymmetry of Air-Gaps in
Servovalve Torque Motors", The Ninth Scandinavian
Intl. Conf. on Fluid Power, Proc. CD-ROM (Linkoping,
2005-6).

T. Kimura, "Molecular Dynamics Simulation of Moving
Contact Line", Proc. 6th KSME-JSME Thermal and
Fluids Engineering Conf., DI. 04 (Jeju, 2005-3).

S. Kumakura and G. Fukuoka, "Self-loosening Charac-
teristics of Nut Assembly with Conical Spring Washer
under Repeated Tensile Loads", International Conference
on Manufacturing Machine Design and Tribology, CD-
ROM (Seoul, 2005-6).

S. Okada, K. Iizumi, T.Mori, T, Shishido, K. Kudou et. al.,
"Crystal growth, microhardness and oxidation behavior
RMn2Si2 compounds (R=La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd)", J. of
Alloys and compounds, Vol. 383, pp. 254-258, (Linz, 2004-
12).

T. Shishido, K. Kudou, J. Ye, T. Sasaki et. al., "Search for
Perovskite-type new Boride in the Sc-TM-B (Tm=Ti, V,
Cr, Mn, Fe, Co and Ni) system", J. of Alloys and com-
pounds, Vol. 383 , pp. 294-297. (Linz, 2004-12)

S. Shishido, S. Okada, Y. Ishizawa, K. Kudou et. al.,
"Molten metal flux growth and properties CrSi2", J. of
Alloys and compounds, Vol. 383 , pp. 319-321. (Linz, 2004-
12)

T.Mori, S. Okada and K. Kudou, "Magnetic properties of
thulium aluminoboride TmAlB4", J. of Appl. ed Phys.
Vol. 97, pp. 10A910-1-3. (Florida, 2005-9)

K. Kuroda, T. Yamazaki, "Measurement and modeling of
variation of structural dynamic responses", Proceedings
of Inter-Noise 2005, (Rio de Janeiro, 2005-8).

E. Kojima, T. Yamazaki, A. Terada and K. Edge, "Eluci-
dation of the noize generating mechanism produced by
a hydrodyanamic source associated with cavitation in an
oil hydraulic valve orifice", Power Transmission and
Motion Control (PTMC 2005), pp. 409-425 (Bath, UK,
2005-9).

K. Suzuki and E. Urata, "Improvement in Static Chara-
cteristics of a Water Hydraulic Relief Valve, The Ninth
Scandinavian Intl. Conf. on Fluid Power", Proc. CD-ROM
(Linko�ping, 2005-6).

K. Takemura," Strength and Effect of Surface Treatment
for Bio Composite using Natural fibers", Proc. 12th Int.
Conf. on Composites/Nano Engineering, pp. 1-4 (CD-

ROM) (Tenerife Spain, 2005-8)
K. Takemura, H. Shiibashi," Effect of Physical Surface
Treatment of Carbon Fiber on Fracture Toughness and
Bending Properties for CFRP, SAE Technical Paper
Series No. 2005-01-1677, pp. 1-4, (Detroit, 2005-4).

K. Takemura, "Tensile Properties and Effect of Surface
Treatment for Natural Fiber Reinforced Plastics", Proc.
3rd Annual Int. Workshop on "Green" Composites, pp.
29-32 (Kyoto, 2005-3).

Y. Nakao, F. Kobayashi and Y. Sagesaka, Performances of
Water Energy Drive Spindle Supported by Water
Hydrostatic Bearing, Proc. of ASPE 2004 Annual
Meeting, pp. 241-244, (Orlando, 2004-10).

M. Ota and Y. Haramura, "Heat transfer during compres-
sion and expansion of gas", Proc. 6th KSME-JSME
Thermal Fluids Eng. Joint Conf., EH. 06, (Jeju, 2005-3).

Y. Haramura, M. Ota, and M. Sasada, "Heat transfer in a
regenerator made by wire-cut electrospark machining
and a design of an extremely short engine", Proc. 12th
Int. Stirling Engine Conf., pp. 228-239, (Durham, 2005-9)

S. Hosokawa and T. Takahasi, "Frictional Torque of Bolt
Head in Tightening of Screw", International Conference
on Manufacturing, Machine Design and Tribology", CD-
ROM (Seoul, 2005-6).

Y.Mantani, Y. Takemoto, M. Hida, A. Sakakibara and M.
Tajima, "Tensile Property and Deformation Structure at
Elevated Temperatures in Ti-Mo Alloy", Proc. 3rd Int.
Conf. On Advanced Mater. Processing, pp. 516-520 (Mel-
bourne, 2004-12).

J. J. Bayod, M. Kamata and T. Yamazaki, "Study on
Prediction of Energy Levels of Simple Plate Systems
Using WIA based on Experimental Estimation of
Transmissibility", International congress NOVEM 2005,
038. pdf (Saint-Raphael, 2005-4).

A.Mori, Y. Sasaki, K. Kuroda and T. Yamazaki, "Noise
Reduction of A Laser Printer Using SEA And FEM",
Proc. of Twelfth Int. Cong. on Sound and Vibration, 269
(Lisbon, 2005-7).
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青木 勇, 笹田昌弘, 小松 誠, 三池神也, ｢超微細鉗子の金型
成形｣, 2005 年度精密工学会春期学術講演会講演論文集, pp.
441-442 (横浜, 2005-3).

伊藤勝悦, 森兼智宏, 竹ノ内栄二, 本間崇裕, ｢アルミ・エポキ
シ複合材の界面近くの外側き裂の応力拡大係数について｣, 日
本複合材料学会 第 29 回複合材料シンポジウム講演要旨集,
pp. 23-24 (那覇, 2004-10).

石渡秋二, 平津 衛, ｢切削油剤の特性評価｣, 日本機械学会東
北支部 41 期秋期講演会講演論文集, [No. 2005-2], PP. 269-
270 (山形, 2005-9).

伊藤勝悦, 恩田隆之, ｢3 個の平行き裂を有する異方性無限板の
熱弾性問題｣, 日本機械学会 2005 年度年次大会講演論文集,
Vol. 1, pp. 299-300 (調布, 2005-9).

橋本健二, 細畠拓也, 菅原雄介, 御厨 裕, 砂塚裕之, 川瀬正幹,
林 憲玉, 高西淳夫, ２足歩行ロボットの不整地適応能力向
上を図った足部機構の開発, 日本機械学会ロボティクス・メ
カトロニクス講演会, 論文番号 1P1-S-041 (in CD-ROM
Proc. ) (神戸, 2005-6).

菅原雄介, 橋本健二, 砂塚裕之, 川瀬正幹, 太田章博, 田中智明,
林 憲玉, 高西淳夫, 福岡市ロボット開発・実証実験特区に
おける２足歩行ロボットの公道歩行実験について, 日本機械
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学会ロボティクス・メカトロニクス講演会, 論文番号 1P1-S-
040 (in CD-ROM Proc. ) (神戸, 2005-6).

橋本健二, 菅原雄介, 太田章博, 砂塚裕之, 川瀬正幹, 田中智明,
林 憲玉, 高西淳夫, 2 足歩行ロボットの不整地適応能力向
上を図った足部機構の開発 (第 2 報：保持機構の強化による
不整地歩行の実現), 日本ロボット学会学術講演会, 論文番号
1G23 (in CD-ROM Proc. ) (横浜, 2005-9).

菅原雄介, 太田章博, 橋本健二, 砂塚裕之, 田中智明, 川瀬正幹,
林 憲玉, 高西淳夫, 腰部にパラレルリンク機構を用いた 2
足ロコモータの開発 (第７報：人間搭乗階段昇降の実現), 日
本ロボット学会学術講演会, 論文番号 1G24 (in CD-ROM
Proc. ) (横浜, 2005-9).

橋本健二, 田中智明, 菅原雄介, 砂塚裕之, 太田章博, 川瀬正幹,
林 憲玉, 高西淳夫, 腰部にパラレルリンク機構を用いた 2
足ロコモータの開発 (第８報：スチュワートプラットフォー
ム型脚機構の一校正手法について), 日本ロボット学会学術講
演会, 論文番号 1G25 (in CD-ROM Proc. ) (横浜, 2005-9).

橋本健二, 菅原雄介, 砂塚裕之, 田中智明, 太田章博, 川瀬正幹,
林 憲玉, 高西淳夫, 腰部にパラレルリンク機構を用いた 2
足ロコモータの開発 (第９報：非線形コンプライアンス制御
を用いた着地軌道修正法と不整地歩行の実現), 日本ロボット
学会学術講演会, 論文番号 1G26 (in CD-ROM Proc. ) (横浜,
2005-9).

森嶋彰俊, 近藤秀樹, 小倉 由, 相川弘行, 林 憲玉, 高西淳夫,
下村嘉士, 人体運動シミュレータとしての 2 足ヒューマノイ
ドロボットの開発第 1 報：体幹 2 自由度・腕７自由度を持つ
ヒューマノイドロボットの開発, 日本ロボット学会学術講演
会, 論文番号 1F31 (in CD-ROM Proc. ) (横浜, 2005-9).

近藤秀樹, 相川弘行, 小椋 優, 森嶋彰俊, 下村嘉士, 林 憲玉,
高西淳夫, 体運動シミュレータとしての 2 足ヒューマノイド
ロボットの開発第２報：膝関節伸展型歩行における足部の倣
い動作, 日本ロボット学会学術講演会, 論文番号 1F32 (in
CD-ROM Proc. ) (横浜, 2005-9).

小椋 優, 相川弘行, 近藤秀樹, 森嶋彰俊, 林 憲玉, 高西淳夫,
体運動シミュレータとしての 2 足ヒューマノイドロボットの
開発第３報：体幹を用いた前腕部制御による歩行支援機への
寄りかかり運動, 日本ロボット学会学術講演会, 論文番号
1F33 (in CD-ROM Proc. ) (横浜, 2005-9).

佐藤宏紀, 江上 正, ｢卓上型ＮＣフライス盤の経路制御｣, 第
３７回計測自動制御学会北海道支部学術講演会[No. A18],
pp. 57-58 (札幌, 2005-1).

井上尚人, 田坂泰久, 江上正, ｢ベクトル分解経路制御を用いた
力覚表現｣, 第３７回計測自動制御学会北海道支部学術講演会
[No. A19], pp. 59-60 (札幌, 2005-1).

佐野延忠, 江上 正, ｢減衰力可変ショックアブソーバの制御｣,
第３７回計測自動制御学会北海道支部学術講演会[No. A19],
pp. 59-60 (札幌, 2005-1).

佐藤也寸志, 高谷 明, 兵頭泰治, 江上 正, ｢指の自動着脱可
能な形態可変型ロボットハンドの開発｣, 第３７回計測自動制
御学会北海道支部学術講演会[No. A25], pp. 75-76 (札幌,
2005-1).

東條達也, 江上 正, ｢切削速度を考慮した卓上型ＮＣフライス
盤の経路制御｣, 第４９回システム制御情報学会研究発表講演
会[No. 5A3-2], pp. 405-406 (京都, 2005-5).

佐藤也寸志, 高谷 明, 江上 正, ｢自動着脱機構を有する形態
可変型ロボットハンドの開発｣, 第４９回システム制御情報学
会研究発表講演会[No. 5B3-2], pp. 441-442 (京都, 2005-5).

佐藤也寸志, 高谷 明, 江上 正, ｢自動着脱機構を有する形態
可変型ロボットハンドの開発｣, 日本機械学会ロボティクス・
メカトロニクス講演会 2005[No. 1A1-N-086] (神戸, 2005-6).

熊倉 進, 斎藤久美子, 福岡吾郎, ｢皿ばね座金組込みナットの
ゆるみ特性について｣, 日本機械学会山梨講演会講演論文集

[No. 040-4], pp. 141-142 (甲府, 2004-10).
熊倉 進, ｢設計製図教育支援システムの試作｣, 日本設計工学
会関西支部平成 16 年度研究発表講演会講演論文集, pp. 12-13
(大阪, 2004-11).

熊倉 進, 正司康雅, 細矢裕彦, 本間和弘, ｢管フランジ締結体
の締付け手順とボルト軸力特性｣, 日本機械学会 2005 年度年
次大会講演論文集[No. 05-1], pp173-174 (東京, 2005-9).

関谷千春, 飯泉清賢, 岡田 繁, 工藤邦男, 宍戸統悦, “ニオブ
ホウ化物のメカノケミカル合成”, 平成 16 年度神奈川県産学
公交流研究発表会, pp. 89. (海老名, 2004-10).

岡田 繁, 森 孝雄, 工藤邦男, 飯泉清賢, 宍戸統悦, “新規ホ
ウ化物 AlNaB14 結晶の合成と物理的性質”, 平成 16 年度神
奈川県産学公交流研究発表会, pp. 223. (海老名, 2004-10).

S. Okada, T.Mori, K. Kudou, T. Tanaka et. al, "Crystal
Growth of a New Aluminum Sodium Boride AlNaB14

and Some Properties", International Symposium on
Inorganic and Environmental Materials 2004
(ISIEM2004), p. 191, ( Netherlands 2004-10).

K. Iizumi, C. Sekiya, S. Okada, K. Kudou and T. Shishido,
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トル制御への積分フィードバック形速度推定法の適用可能性｣,
平成１７年電気学会全国大会講演論文集 [４], pp. 207～208
(徳島, 2005-3).

新中新二, ｢永久磁石同期モータ用センサレススタータのための
簡易ベクトル制御｣, 平成１７年電気学会全国大会講演論文集
[４], pp. 240～241 (徳島, 2005-3).

新中新二, 佐野公亮, ｢積分フィードバック形速度推定法併用の
固定座標４次同一次元状態オブザーバによるＰＭＳＭの新セ
ンサレスベクトル｣, 平成１７年電気学会全国大会講演論文集
[４], pp. 242～243 (徳島, 2005-3).

新中新二, ｢同期モータセンサレス駆動のための D 因子外乱オ
ブザーバ｣, 平成１７年電気学会産業応用部門全国大会講演論
文集 [Ⅰ], pp. 253-256 (福井, 2005-8).

Norimichi Watanabe, Akiyoshi Nakayama, Susumu Abe,
Kunimori Aizawa, "Magnetic Field Dependence of
Josephson Current by Applying the External Magnetic
Field Perpendicular to the Josephson Junction", 49TH
Annual Conference on Magnetism and Materials HU-04
Jocksonville, (Florida, 2004-11).

Kunimori Aizawa, Akiyoshi Nakayama, Susumu Abe,
Norimichi Watanabe "Influence of Film Thickness of
Middle Nb Layer on the Superconducting Current in
Double Josephson Junction", 49TH Annual Conference
on Magnetism and Materials HU-05 Jocksonville,
(Florida, 2004-11).

Norimichi Watanabe, Akiyoshi Nakayama, Susumu Abe,
Kunimori Aizawa, "Hysteresis of Josephson Currents
through Superconducting Junctions by Applying the
External Magnetic Field Perpendicular to Niobium
Electrodes", 2005 Japan-Taiwan Symposium on Superco-
nductive Electronics No.1-4 Tenjin-yama House, (Sappro,
2005-2).

渡邉騎通, 中山明芳, 阿部 晋, 相澤邦守, 佐藤由樹, 下山哲矢,
間嶋 智, ｢ジョセフソン接合に垂直な外部磁界印加による
Ic-H特性のヒステリシス｣, 電子情報通信学会 2005 年総合大
会, C-8-12, (大阪, 2005-3).

相澤邦守, 中山明芳, 阿部 晋, 渡邉騎通, 高畑秀幸, 菊池良祐,
｢ダブル接合ジョセフソン素子の 2 次元磁場変調特性｣, 電子
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情報通信学会 2005 年総合大会, C-8-13, (大阪, 2005-3).
中山明芳, 阿部 晋, 渡邉騎通, 菊池良祐, 下山哲矢, 真嶋 智,
川口大吾, 西 洋平, 山川直也, ｢ジョセフソン接合を流れる
電流の 2 次元磁界特性｣, 2005 年春季 第 52 回応用物理学関
係連合講演会, 30p-X-3, (埼玉, 2005-3).

渡邉騎通, 中山明芳, 阿部 晋, 相澤邦守, 佐藤由樹, 下山哲矢,
間嶋 智, ｢ジョセフソン接合に垂直な外部磁界印加によるジョ
セフソン電流のヒステリシス｣, 2005 年春季 第 52 回応用物
理学関係連合講演会, 30p-X-2, (埼玉, 2005-3).

相澤邦守, 中山明芳, 阿部 晋, 渡邉騎通, 高畑秀幸, 菊池良祐,
｢ダブル接合ジョセフソン素子の超伝導電流の 2 次元磁場変
調特性｣, 2005 年春季 第 52 回応用物理学関係連合講演会,
30p-X-1, (埼玉, 2005-3).

Norimichi Watanabe, Akiyoshi Nakayama, Susumu Abe,
Kunimori Aizawa, "Hysterersis in Josephson Current by
Magnetic Flux Quantum", 2005 INTERNATIONAL
MAGNETIC CONFERENCE EX-09, (Nagoya, 2005-4).

Akiyoshi NAKAYAMA, Susumu ABE, Norimichi
WATANABE, Hsu Jui-Pang, and Yoichi OKABE,
"Hysteresis Phenomena of Josephson Current Through
Superconducting Junctions Obtained by Three
Dimensional Scanning of External Magnetic Field", 10th

International Superconductive Electronics Conference P-
S. 02, (NETHERLAND, 2005-9).

Kunimori Aizawa, Akiyoshi Nakayama, Susumu Abe,
Norimichi Watanabe, "The influence of the difference of
the thickness of Nb middle layer upon the current-
voltage characteristics of the double Josephson junc-
tion", 10th International Superconductive Electronics
Conference P-S. 03, (NETHERLAND, 2005-9).

A. Nakayama, S. Abe, N.Watanabe, J. P. Hsu, Y. Okabe,
"Hexagonal Symmetry of Magnetic Field Dependence of
Josephson Current Through Triangle Shape Super-
conducting Junctions", EUCAS '05 MO-P1-154, ( Austria,
2005-9).

K. Aizawa, A. Nakayama, S. Abe, N.Watanabe, "The Mea-
surement of Josephson Current of Double Josephson
Junction", EUCAS '05 MO-P1-146, (Austria, 2005-9).

宮下裕史, 田澤正和, 佐藤知正, 平手孝士, ｢減圧熱 CVD 法に
よる ZnO ナノロッド成長における Mn ドーピング時間の影
響｣, 第 52 回応用物理学関係連合講演会 (1p-ZN-7), (2005- ).

金原孝志, 岸本大志, 佐藤知正, 平手孝士, ｢レーザアブレーショ
ン法を併用した CVD 法による ZnO ナノロッド成長における
レーザアブレーション時間の影響｣, 第 52 回応用物理学関係
連合講演会 (1p-ZN-8), (2005- ).

平手孝士, 金原孝志, 佐藤知正, ｢酸素流量の CVD-ZnO ナノ構
造形状への影響｣, 電子情報通信学会総合大会 (C-6-5),
(2005- ).

佐藤知正, 佐々木紳也, 平手孝士, ｢電界発光素子における ZnO
ナノロッドの挿入による低電圧駆動化｣, 電子情報通信学会エ
レクトロニクスソサイエティ大会 (CS-5-6), (2005- ).

滝澤和元, 小澤 真, 佐藤知正, 平手孝士, ｢Mn-Si-O 系の発光
スペクトル｣, 電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ
大会 (C-6-7), (2005- ).

宮下裕史, 佐藤知正, 平手孝士, ｢CVD-ZnO ナノロッド成長に
おける Mn ドーピングの効果｣, 電子情報通信学会エレクト
ロニクスソサイエティ大会 (C-6-8), (2005- ).

金原孝志, 栗 偉哲, 佐藤知正, 平手孝士, ｢ZnO ナノロッドの
FE 特性における Mn ドーピングによる表面改質効果｣, 電
子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ大会 (C-6-9),
(2005- ).

石塚泰士, 松澤和光, ｢読み手の意図に基づいたタイトル生成法｣,

人工知能学会第 18 回ことば工学研究会, SIG-LSE-A402,
pp25-31 (横浜, 2004-11)

高澤千鶴, 松澤和光, ｢ 『話の展開』 を推測する方式について｣,
第 19 回人工知能学会全国大会, 3D3-14, (福岡, 2005-6)

加藤幸信, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢制約条件を考慮した複数の
定数乗算回路設計における遺伝的アルゴリズムの適用｣, 第15
回インテリジェントシステムシンポジウム, 2D1-5, (2005-9).

安藤圭一, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢遺伝的アルゴリズムによる
状態空間ディジタルフィルタの演算量削減｣, 第 15 回インテ
リジェントシステムシンポジウム, 2D1-4, (2005-9).

遠藤淳一, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢金融市場における高周波デー
タ解析のためのディジタルフィルタ｣, 第 15 回インテリジェ
ントシステムシンポジウム, 2D1-3, (2005-9).

安藤圭一, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢遺伝的アルゴリズムによる
状態空間ディジタルフィルタ回路設計｣, 第 49 回システム制
御情報学会研究発表講演会, 4B3-2, (2005-5).

加藤幸信, 豊嶋久道, 佐々木孝雄 ｢遺伝的アルゴリズムによる
複数の定数乗算回路のハードウェア設計｣, 第 49 回システム
制御情報学会研究発表講演会, 4B3-1, (2005-5).

加藤幸信, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢複数の定数乗算回路の
VLSI 設計に関する一考察｣, 2005 年 電子情報通信学会総合
大会, D-SP-40, (2005-3).

佐藤圭介, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢直交変換回路の規則性と係
数合成順序を考慮した演算コスト削減アルゴリズム｣, 2005
年電子情報通信学会総合大会, A-1-9, (2005-3).

石川 賢, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢簡略化した進化的アルゴリ
ズムを用いた FIR ディジタルフィルタの係数最適化｣, 電子
情報通信学会東京支部学生会研究発表会 (第１０回), 4,
(2005-5).

安藤圭一, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢遺伝的アルゴリズムによる
状態空間ディジタルフィルタ回路設計｣, 電子情報通信学会東
京支部学生会研究発表会 (第１０回), 27, (2005-3).

太田篤史, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢ファジィ推論を用いたニュー
ラルネットの学習回数削減法｣, 電子情報通信学会東京支部学
生会研究発表会 (第１０回), 84, (2005-3).

桑原志乃, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢遺伝的アルゴリズムによる
テクニカル分析の組合せ最適化｣, 電子情報通信学会東京支部
学生会研究発表会 (第１０回), 100, (2005-3). (奨励賞受賞)

中野 亮, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢ニューラルネットによる経
済時系列データ予測に関する研究｣, 電子情報通信学会東京支
部学生会研究発表会 (第１０回), 126, (2005-3).

佐藤圭介, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢線形変換回路の係数列合成
順序を考慮した演算コスト削減アルゴリズム｣, 電子情報通信
学会技術研究報告 CAS2004-46, (2004-11).

有川 隼, 永松大和, 宇津木敏人, 能登正人, ｢動的無線アドホッ
クネットワークにおけるノード密度による通信可能性に関す
る実験｣, 情報処理学会全国大会 (第 67 回), 5T-6 (調布, 2005-
3).

穂苅正浩, 宇津木敏人, 能登正人 ｢XML を用いた非文字ディジ
タルアーカイブの構築｣, 情報処理学会全国大会 (第 67 回),
4W-2 (調布, 2005-3).

松尾剣冴, 宇津木敏人, 能登正人, ｢マルチプラットフォームに
対応した非文字データ管理モデルの提案｣, 情報処理学会全国
大会 (第 67 回), 4Q-4 (調布, 2005-3).

能登正人, ｢情報演習科目への習熟度別クラス編成導入の是非｣,
知的＆新世代ソフトウェア・ワークショップ (第 7 回), (横浜,
2005-3).

遠藤博人, 能登正人, 豊嶋久道, ｢動的制約ネットワークモデル
におけるモバイルエージェントの通信トラフィック｣, 電子情
報通信学会総合大会 (2005 年), D-8-9 (豊中, 2005-3).

永松大和, 宇津木敏人, 能登正人, ｢ノードのクラスタリングに
よる無線アドホックネットワークの通信性能に関する実験｣,
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電子情報通信学会総合大会 (2005 年), B-19-37 (豊中, 2005-3).
永松大和, 能登正人, ｢クラスタモデルを導入したアドホックネッ
トワークの評価実験｣, 情報科学技術フォーラム (第 4 回), O-
001 (東京, 2005-9).

有川 隼, 能登正人, ｢ランダムウォークアドホックネットワー
クモデルにおける通信性能実験｣, 情報科学技術フォーラム
(第 4 回), O-002 (東京, 2005-9).

貝 和央, 伊崎良平, 山口栄雄, 山本 淳, ｢InNおよび単結晶
GaNの熱電特性と熱電デバイスの作製｣, 春季第 52 回応用物
理学関係連合講演会, (2005-3).

山�純, 貝 和央, 名川嘉人, 山口栄雄, 山本 淳, ｢MOVPE
法 InAsSb 薄膜の熱電特性｣, 春季第 52 回応用物理学関係連
合講演会, (2005-3).

名川嘉人, 山崎 純, 貝 和央, 山口栄雄, 山本 淳, ｢MOVP
E 法 GaInSb 薄膜の熱電気特性｣, 春季第 52 回応用物理学関
係連合講演会, (2005-3).

松本崇之, 伊崎良平, 貝 和央, 小諸高秀, 山本真嗣, 山口栄雄,
｢アモルファス InNおよび InON薄膜の作製と評価｣, 春季第
52 回応用物理学関係連合講演会, (2005-3).

小堀裕太, 石黒聡之, 山口栄雄, ｢サーマルデバイスを目指した
MOVPE 法による各種基板上 InSbの作製と評価｣, 春季第 52
回応用物理学関係連合講演会, (2005-3).

貝 和央, 伊崎良平, 星野雅之, 柳沼 正, 山口栄雄, 山本 淳,
｢Ⅲ族窒化物熱電デバイスの作製と評価｣, 春季第 52 回応用物
理学関係連合講演会, (2005-3).

小堀裕太 , 山口栄雄 , ｢MOVPE 法による熱デバイス
InSb/InAs 超格子の作製と評価｣, 秋季第 66 回応用物理学会
学術講演会, (2005-9).

松本崇之, 貝 和央, 山口栄雄, ｢アモルファス InN および
InON 薄膜の作製と評価｣, 秋季第 66 回応用物理学会学術講
演会, (2005-9).

貝 和央, 山口栄雄, 山本 淳, ｢Ⅲ族窒化物の熱電特性｣, 秋季
第 66 回応用物理学会学術講演会, (2005-9).

松本崇之, 貝 和央, 山崎 純, 山口栄雄, ｢数値計算による
InSbの熱電特性｣, 電子情報通信学会ソサエティ大会, (2005-
9).

山崎 純, 小堀裕太, 貝 和央, 山口栄雄, 山本 淳, ｢InSb 薄
膜熱電特性のキャリア濃度依存性｣, 電子情報通信学会ソサエ
ティ大会, (2005-9).

貝 和央, 松本崇之, 山口栄雄, 山本 淳, ｢III-V族化合物半導
体の熱電特性｣, 電子情報通信学会ソサエティ大会, (2005-9).

�� � ��

新中新二, ｢次世代電気自動車｣, 電気学会技術報告第１００２
号 (情報化と制御による自動車交通の高効率化と安全性向上
に関する調査報告), pp. 44-51, (2005-3).

新中新二, ｢モータ駆動制御の最新技術｣, 防衛技術ジャーナル,
Vol. 25, No. 4, pp. 50-58 (2005-4).

岩村保雄, ｢307A シングル 4W パワーアンプ｣, 無線と実験,
Vol. 91, No. 10, pp. 113-119 (2004-10).

岩村保雄, ｢DET25 シングルパワーアンプ｣, 無線と実験, Vol.
92, No. 1, pp. 102-108 (2005-1).

岩村保雄, ｢AD1 無帰還シングル 4W パワーアンプ｣, 無線と実
験, Vol. 92, No. 3, pp. 111-118 (2005-3).

岩村保雄, ｢CR 型イコライザー付きプリアンプ｣, 無線と実験,
Vol. 92, No. 9, pp. 103-111 (2005-9).

名川嘉人, 貝 和央, 山口栄雄, ｢高電子移動度半導体超格子構
造を利用した高効率熱電変換素子｣, 日本科学協会笹川科学研
究助成.

山口栄雄, 米田征司, ｢高効率多機能型半導体薄膜サーマルデバ
イスの開発｣, 神奈川大学共同研究奨励助成金.

�� ��

S. Yamaguchi, Crystal Growth, characterization and appli-
cations of InSb, Recent Research Developments in
Crystal Growth, 4, pp. 105-127, Transworld Research
Network, 2005.

��	
���

遠藤信行, 土屋健伸, ｢海洋内伝搬音波の精密解析に関する研究｣,
防衛技術協会

新中新二, ｢センサレス電気自動車の開発｣, 神奈川大学ハイテ
クリサーチセンター (新しいエンルギー変換・高密度エネル
ギー蓄積材料および環境クリーン化プロセス技術の開発) 研
究成果第４年度報告書, pp. 83-90 (2005-3).

�� �

穴田哲夫, ｢先進的水中映像ソーナーに関する研究｣, 防衛庁第
５研究室, (2005. 2. 24).

遠藤信行, ほか, ｢超音波診断時における体内温度上昇について｣,
日本乳第１５回腺甲状腺超音波診断会議, (横浜, 2005-10).

遠藤信行, ｢超音波造影法の安全性｣, 第７回国際造影超音波シ
ンポジウム, (京都, 2005-10).

稲積泰宏, ｢画質評価の基礎｣, 電子情報通信学会総合大会
｢イメージメディアの美しさを支える技術｣ チュートリアル
講演 AT-5-1 (2005-3).

小松 隆, ｢カラー撮像方式の性能比較｣, 次世代画像入力ビジョ
ンシステム部会第９９定例会, (2005-3).

�� � ��

遠藤信行, 土屋健伸, ｢安全性確認を目的とした超音波照射時の
生体内温度上昇の精密測定と数値解析法｣, 2005 年度文部省
科学研究費補助金, 基盤研究 (C).

土屋健伸, ｢ネットワーク結合型並列コンピュータを用いた体内
組織および骨内伝搬音波の解析｣, 2005 年度文部省科学研究
費補助金, 若手研究 (B).

遠藤信行, 土屋健伸, ｢生体安全性の確認を目的とした超音波熱
作用による温度上昇の高精度予測数値解析法の開発｣, (社)
日本超音波医学会.

米田征司, ｢PbTe 熱電材料の複合添加効果による高性能化に関
する研究｣, (財) 神奈川科学技術アカデミー.

齊藤隆弘, 小松 隆, ｢不完全データからの高品質共有型リアル
三次元映像空間表現の作成に関する研究｣, 文部科学省科学研
究費補助金 基盤研究 (C), 2005 年 4 月-2007 年 3 月.

齊藤隆弘, 小松 隆, ｢不完全データからの高品質共有型リアル
三次元映像空間表現の作成に関する研究｣, 文部科学省科学研
究費補助金 基盤研究 (C), 2003 年 4 月-2005 年 3 月.

新中新二, ｢リラクタンストルクを利用したＡＣモータの高度駆
動制御法の研究｣, ２００５年度文部科学省科学研究費補助金,
基盤研究 (Ｃ).

新中新二, ｢高性能センサレス電気自動車の開発｣, 神奈川大学
ハイッテクリサーチセンタープロジェクト ｢(新しいエネル
ギー変換・高密度エネルギー蓄積材料および環境クリーン化
プロセス技術の開発).

佐藤知正, 平手孝士, ｢ZnO ナノロッド・ウィスカの成長制御技
術の開発とそのディスプレイへの応用｣, ｢平成１７年度科学
研究費補助金, 基盤研究 (C).

名川嘉人, 貝和央, 山口栄雄, ｢高電子移動度半導体超格子構造
を利用した高効率熱電変換素子｣, ｢日本科学協会笹川科学研
究助成.

��12



能登正人, ｢分散チップ群間知的エージェント機能｣, 文部科学
省ハイテク・リサーチ・センター整備事業助成金 (チップ上
に広がる人間環境系を支える知能集積技術, プロジェクト代
表者：齊藤隆弘).

山口栄雄, 米田征司, ｢高効率多機能型半導体薄膜サーマルデバ
イスの開発｣, 神奈川大学共同研究奨励助成金.

������

遠藤信行, 土屋健伸, ｢海洋内伝搬音波の精密解析に関する研究｣,
防衛技術協会

大野吉弘, ｢ローカル電源における分散型電源の安定度に関する
研究｣, 東京電力株式会社.

齊藤隆弘, ｢画像の高能率符号化に関する研究｣, 東芝総合研究
所 (2005 年 4 月～2006 年 3 月).

齊藤隆弘, ｢PDP に応用できる動き検出方式とその最適化｣ Ｌ
Ｇ電子 (2004 年 9 月～12 月)

齊藤隆弘, ｢TV 信号の Noise 除去と Sharpness 向上 Algo-
rithm開発｣ ＬＧ電子 (2005 年 6 月～2006 年 3 月).

齊藤隆弘, ｢イメージシグナルプロセッサー (ＩＳＰ) の画像処
理技術の研究開発｣ ウインボンド.

齊藤隆弘, ｢映像が生体に与える悪影響を防止する技術｣ 総務省
情報通信政策局 (2005 年 4 月～2006 年 3 月).

������

齊藤隆弘, ｢ダイレクトイメージセンサーの共同開発｣, 富士フィ
ルム.

	
��

�����Ⅰ�

M. Igawa, H. Okuma, and K.Matsumoto, "Specific permea-
tion of hydrophobic solutes across a hydrophobic poly-
mer membrane", Bull. Chem. Soc. Jpn., Vol. 78, pp. 1702-
1703 (2005).

T. Nakamura, K.Matsumoto, and M. Uematsu, "Chemical
characteristics of aerosols transported from Asia to the
East China Sea: an evaluation of anthropogenic com-
bined nitrogen deposition in autumn", Atmos. Environ.,
Vol. 39, pp. 1749-1758 (2005).

K.Matsumoto, and M. Uematsu, "Free amino acids in
marine aerosols over the western North Pacific Ocean",
Atmos. Environ., Vol. 39, pp. 2163-2170 (2005).

K.Matsumoto, Y. Uyama, T. Hayano, and M. Uematsu,
"Transport and chemical transformation of anthro-
pogenic and mineral aerosol in marine boundary layer
over the western North Pacific", J. Geophys. Res., Vol.
109, doi: 10. 1029/2004JD004696 (2004).

H. Jinnai, Y. Nishikawa, T. Ikehara, T. Nishi, "Emerging
technologies for the 3D analysis of polymer structures",
Advances in Polymer Science, vol. 170, pp. 115-167 (2004-
10).

Z. Qiu, S. Fujinami, M. Komura, K. Nakajima, T. Ikehara,
T. Nishi, "Structure and properties of biodegradable
polymer-based blends", Macromolecular Symposia, vol.
216, pp. 255-263 (2004-10).

T. Ikehara, H. Kimura, Z. Qiu, "Penetrating Spherulitic
Growth in Poly (butylene adipate-��-butylene succin-
ate)/Poly (ethylene oxide) Blends", Macromolecules, Vol.

38, No. 12, pp. 5104-5108 (2005-6).
N. Saino, D. Kogure and S. Okamoto, "Intramolecular
Cyclotrimerization of Triynes Catalyzed by N-
Heterocyclic Carbene-CoCl2/Zn or -FeCl3/Zn", Organic
Letters, Vol. 7, pp. 3065-3067 (2005-4).

T. Aida, N. Kuboki, K. Kato, W. Uchikawa, C.Matsuno
and S. Okamoto, "Use of CaH2 as a reductive hydride
source: Reduction of ketones and imines with CaH2/ZnX2

in the presence of a Lewis acid", Tetrahedron Letters,
Vol. 46, pp. 1667-1669 (2005-2).

W. Uchikawa, C.Matsuno, and S. Okamoto, "Formation of
azatitanacyclopentanes from ene-imines and a Ti (O-i-
Pr)4/2i-PrMgX reagent and their synthetic reactions",
Tetrahedron Letters, Vol. 45, pp. 9037-9040 (2004-11).

Y.Miyake and A. Ono, "Fluorescent Sensor for Redox-
Environment: A Redox-Controlled Molecular Device Based
on the Reversible Mercury Mediated Folded Structure
Formation of Oligothymidylate", Tetrahedron Lett., Vol.
46, pp. 2441-2443 (2005-4).

A. Ono and H. Togashi, "Novel Highly Selective Mercury
Sensing in Aqueous Solutions: Fluorescence Resonance
Energy Transfer associated with Hairpin Structure
Formation of Oligonucleotide Derivatives derived by
Mercury-Mediated Thymine-Hg-Thymine Pair Format-
ion", Angewandte Chemie., Vol. 43, pp. 4300-4302 (2004-9).

Y. Yonezawa, A. Konn, and C. Shin, "Synthesis of 2, 3, 6-
Tri- and 2, 3, 5, 6-Tetrasubstituted Pyridine Derivatives
from Aspartic Acid for Thiostrepton-type Antibiotics",
Heterocycles, Vol 63, No. 12, pp. 2735-2746, (2004).

Y. Yonezawa, N. Tani, and C. Shin, "New Total Synthesis
of Dendroamide A from Dehydrodi- and tripeptides",
Heterocycles, Vol. 65, No. 1, pp. 95-105, (2005).

Y. Yonezawa, N. Tani, and C. Shin, "Total Syntheses of
Bistratamides G and H from Various Kinds of
Dehydrooligopeptides", Bull. Chem. Soc. Jpn., Vol. 78,
No8, pp. 1492-1499 (2005)

I. Hasegawa, T. Niwa and T. Takayama, "Substitution of
the dimethylsilyl group in Si8O20 [Si (CH3)2 H]8 for an-
other silyl group", Inorg. Chem. Commun., Vol. 8, pp.
159-161 (2005)

Ryo Katakura, Yoshihiro Koide, "One-step Synthesis of
Aluminum Acetylacetone from [AlO (OH)]n (Boehmite) in
Water" Chem. Lett., pp. 1448-1449 (2005).

A. Kawasaki, K.Maekawa, K. Kubo, T. Igarashi, and T.
Sakurai, "A Novel Route to 2-Imidazolin-5-one Deriva-
tives via Oxidative Cyclization of Aryl-Substituted (�)-�-
Acetyl-α-dehydroalanines Having a Dialkylamino Gro-
up", Tetrahedron, Vol. 60, pp. 9517-9524 (2004).

K.Maekawa, A. Shinozuka, M. Naito, T. Igarashi, and
T. Sakurai, "Highly Selective Conversion of �-
Aroyl-α-dehydronaphthylalaninamides into 3, 4-Dihy-
drobenzoquinolinone Derivatives via Photoinduced Inter-
molecular Electron Transfer", Tetrahedron, Vol. 60, pp.
10293-10304 (2004).

K.Maekawa, K. Fujita, K. Iizuka, T. Igarashi, and T.
Sakurai, "Electron Transfer-Initiated and Highly-
Selective Photocyclization of�-Acyl-α-dehydroarylalani-
namides to 3, 4-Dihydroquinolinone Derivatives", Hete-
rocycles, Vol. 65, pp. 117-131 (2005).

K. Tanaka, Y. Takahashi, T. Isobe, T. Satoh, R. Akimoto,
T. Igarashi, and T. Sakurai, "Bond-Cleavage Mode of �-
Acyl Anthracene-9-methanol Derivatives in the Singlet

��13



Excited State and Their Abilities to Initiate Radical and
Cationic Photopolymerizations", J. Photochem. Photobiol.
A: Chem., Vol. 174, pp. 130-137 (2005).

K. Tanaka, H. Nakajima, T. Igarashi, and T. Sakurai, "A
Photoinduced Refractive-Index Increase in Poly (methyl
methacrylate) Film Doped with �-Acetyl-α-dehydroary
lalanine Naphthyl Esters", Macromolecules, Vol. 38, pp.
7207-7208 (2005).

K. Tanaka, H. Shiraishi, E. Takayanagi, A. Korechika, T.
Igarashi, and T. Sakurai, "Photoreactivity of Diary-
lnitrone Additive/Pendant in Poly (methyl methacrylate)
Film and Photocontrol of Refractive Index for This
Polymer Film", J. Photochem. Photobiol. A: Chem., Vol.
174, pp. 199-206 (2005).

K. Sato, S. Akai, A. Yoshitomo, Y. Takai, "An improved
method for synthesizing antennary β-D-mannopyranosyl
disaccharide units", Tetrahedron Lett., Vol. 45 (44), pp.
8199-8201 (2004).

K. Sato, S. Akai, H. Youda, M. Kojima, M. Sakuma, S.
Inaba, K. Kurosawa, "Practical synthesis of D-[1-13

C]mannose, L-[1-13 C] and L-[6-13 C]fucose", Tetrahedron
Lett., Vol. 46 (2), pp. 237-243 (2005).

K. Sato, S. Akai, K. Sakai, M. Kojima, H.Murakami, T.
Idoji "Convenient construction of a variety of glycosidic
linkages using a universal glucosyl donor", Tetrahedron
Lett., Vol. 46 (43), pp. 7411-7414 (2005).

K. Sato, S. Akai, N. Sugita, T. Ohsawa, T. Kogure, H.
Shoji, J. Yoshimura, "Novel and stereocontrolled synthe-
sis of ( ± )-tetrodotoxin from ���-inositol", J. Org.
Chem., Vol. 70 (19), pp. 7496-7504 (2005).

岡崎克則, 渡邉健治, 加藤育洋, 森下正典, 嶋川 守, 佐藤祐一,
本間英夫, ｢一次乾電池用正極活物質・NiOOHの新しい電解
合成法｣, Electrochemistry, Vol. 72 (11), pp. 734-736 (2004).

K. Kobayakawa, Y.Murakami, and Y. Sato, "Visible-light
active N-doped TiO2 prepared by heating of titanium
hydroxide and urea", Journal of Photochemistry and
Photobiology, A: Chemistry, Vol. 170 (2), pp. 177-179
(2005).

M.Morishita, K. Kobayakawa, Y. Sato, "Alkaline Cation
Dependency on the Memory Effect Observed in Alkaline
Secondary Batteries Using Ni Electrode", ITE Letters on
Batteries, Vol. 6 (4), pp. 326-330 (2005).

M.Morishita, K. Kobayakawa, Y. Sato, "Alkaline Cation
Intercalation into Graphite Used as a Conducting
Material in Nickel Electrode of Aqueous Secondary
Batteries", Electrochemical and Solid-State Letters, Vol.
8, pp. A544-A548 (2005).

D. Li, Y. Sasaki, M. Kageyama, K. Kobayakawa, Y. Sato,
"Structure, Morphology and Electrochemical Properties
of LiNi0.5Mn0.5-xCoxO2 Prepared by Solid State React-
ion", Journal Power Sources, Vol. 148 (1), pp. 85-89 (2005).

N.Maeda, T.Miyao and S. Naito, "Formation of acetalde-
hyde and acetonitrile by CH4-CO-NO reaction over silica
supported Rh and Ru catalysts", Studies in Surface
Science and catalysis, Vol. 147, pp. 589～594, (2004).

T.Miyao, Y.Watanabe, M. Teramoto and S. Naito,
"Catalytic activity of Various Supported Ir-Re Catalysts
for Liquid Phase Methanol Reforming with Water",
Catalysis Communications, Vol. 6, pp. 113～117, (2005).

S. Naito, M. Ue, S. Sakai and T.Miyao, "Unique adsorp-
tion behavior of H2 and CO over group 8-10 metals en-
capsulated inside silica nanotubes and nanocapsules",

Chemical Communications, pp. 1563～1565, (2005).
Y.Minemura, S. Ito, T.Miyao, S. Naito, K. Tomishige, K.
Kunimori, "Preferential CO oxidation promoted by the
presence of H2 over K-Pt/Al2O3 ", Chemical Commu-
nications, pp. 1429～1431, (2005).

T.Miyao, K.Minoshima and S. Naito, "Remarkable hydro-
gen occlusion ability of hollow Ir-SiO2 nanoparticles
prepared by reversed micelle techniques", Journal of
Materials Chemistry, Vol. 15, pp. 2268～2270, (2005).

S. Naito, A. Takada, S. Tokizawa and T.Miyao, "Mechan-
istic study on the methane activation over various sup-
ported molybdenum carbide catalysts with isotopic
tracer methods", Applied Catalysis A General, Vol. 289,
pp. 22～27, (2005-8).

T. Nishikubo, H. Kudo, M. Sasaki, K. Kuwamura, and C.
Imataki, "Synthesis of Poly (ether)s with Pendant Ester
Groups by the Polyaddition of Bis (oxetane)s with
Active Bis (ester)s", Polym. J., Vol. 36, (10), pp. 841-847
(2004).

H. Kudo, K.Mitani, S. Koyama, and T. Nishikubo,
"Synthesis of Novel Chemically Amplified Materials
Based on Calix[4]arene Derivatives with Acetal
Moieties", Bull. Chem. Soc. Jpn., Vol. 77, (11), pp. 2109-
2114 (2004).

Y. Ono, N. Kawashima, H. Kudo, T. Nagai, and T.
Nishikubo, "Synthesis and Photochemical Reaction of
Poly (ether)s Containing Donor-Acceptor Type norbor-
nadiene Residues in the Both Main and Side Chain",
Polym. J., Vol. 37 (4), pp. 246-254 (2005).

H. Kudo, N. Inoue, I. Nishimura, and T. Nishikubo, "Novel
Molecular Photo-resists Based on the Cyclodextrin
Derivatives Contiaing Fluorine Atoms and t-Butyl Ester
Groups", Bull. Chem. Soc. Jpn., Vol. 78 (4), pp. 731-737
(2005).

T. Nishikubo, H. Kudo, M. Yoshihara, and K.Maruyama,
"Novel Thermal Curing Reaction of Oxetane Resins with
Polyfunctional Phenols", J. Polym. Sci. Part A. Polym.
Chem., Vol. 43 (10), pp. 2028-2037 (2005).

H. Kudo, S.Makino, A. Kameyama, and T. Nishikubo,
"Synthesis of Cyclic Polymers: Ring-Expansion Reaction
of Cyclic S-Dithioester with Thiiranes", Macromolecules,
pp. 38 (14), 5964-5969 (2005).

S.Minegishi, T. Otsuka, A. Kameyama, and T. Nishikubo,
"Novel Photocurable Monomers: The Synthesis of
Difunctional Vinyl Ethers with Phosphonate Group and
Difunctional 1-Propenyl Ethers with a Phosphonate
Group and Their Photoinitiated Cationic Polymeri-
zation", J. Polym. Sci. Part A. Polym. Chem., Vol. 43 (14),
pp. 3105-3115 (2005).

Y. Ono, N. Kawashima, H. Kudo, T. Nishikubo, and T.
Nagai, "Synthesis of New Photoresponsive Polyesters
Containing Norbornadiene Moieties by the Ring-
Opening Copolymerization of Donor-Acceptor Norbor-
nadiene Dicarboxylic Acid Anhydride with Donor-
Acceptor Norbornadiene Dicarboxylic Acid Monoglycidyl
Ester Derivatives", J. Polym. Sci. Part A. Polym. Chem.,
Vol. 43 (19), pp. 4412-4421 (2005).

K.Maruyama, H. Kudo, T. Ikehara, N. Ito, and T.
Nishikubo, "Synthesis of Photocrosslinkable Hyper-
branched Polyesters and Their film Properties", J.
Polym. Sci. Part A. Polym. Chem., Vol. 43 (19), pp. 4642-
4653 (2005).

��14



H.Yamamura, M. Yamamoto and K. Kakinuma, "The sol-
gel preparation of ZrN films in the carbothermal reduc-
tion", J. Ceram. Soc. Jpn., Vol. 113, pp. 458-461 (2005)

山村 博, 鈴木智美, 柿沼克良, ｢安定化ジルコニア電気化学セ
ルを用いたベンゼンガスの分解｣, J. Soc. Inorg.Mater. Jpn.
Vol. 12, pp. 138-142 (2005)

K. Kakinuma, T. Arisaka, H. Yamamura and T. Atake,
"Solid oxide fuel cell using (Ba0.3Sr0.2La0.5)InO2.75", Solid
State Ionics, Vol. 175, pp. 139-143 (2004).

K. Kakinuma, S.Machida, H. Yamamura and T. Atake,
"Interface characterization of (La0.6Sr0.4) (Mn1-xFex)O3-δ

cathode/ (Ba0.3 Sr0.2La0.5)InO2.75 electrolyte in the solid
oxide fuel cell", Solid State Ionics., Vol. 176, pp. 2405-
2410 (2005).

H. Nishino, S. Ikeda, T. Arai, K. Kakinuma, H. Yamamura
and K. Nomura, "Oxide-ion conductivity for the pyro-
chlore-type composition system (Yb1-xNdx)2 (Ce1-0.88xZr
0.88x)2O7 with keeping the lattice parameter constant", J.
Ceram. Soc. Jpn., Vol. 113, pp. 236-240 (2005).

R.Miyakoshi, A. Yokoyama, and T. Yokozawa, "Synthesis
of Poly (3-hexylthiophene) with a Narrower Polydis-
persity", Macromol. Rapid Commun., Vol. 25, pp. 1663-
1666 (2004).

N. Kihara, S.Motoda, T. Yokozawa, and T. Takata, "End-
Cap Exchange of Rotaxane by the Tsuji-Trost
Allylation Reaction", Org. Lett., Vol. 7, pp. 1199-1202
(2005).

A. Tanatani, A. Yokoyama, I. Azumaya, Y. Takakura, C.
Mitsui, M. Shiro, M. Uchiyama, A.Muranaka, N.
Kobayashi, and T. Yokozawa, "Helical Structure of N-
Alkylated Poly(p-benzamide)s", J. Am. Chem. Soc., Vol.
127, pp. 8553-8561 (2005).

T. Yokozawa, D.Muroya, R. Sugi, and A. Yokoyama,
"Convenient Method of Chain-Growth Polycondensation
for Well-Defined Aromatic Polyamides", Macromol.
Rapid Commun., Vol. 26, pp. 979-981 (2005).

R. Sugi, Y. Hitaka, A. Yokoyama, and T. Yokozawa,
"Well-Defined Star-Shaped Aromatic Polyamides from
Chain-Growth Polycondensation of Phenyl 4- (Alky-
lamino) benzoate with Multifunctional Initiators",
Macromolecules, Vol. 38, pp. 5526-5531 (2005).

R. Sugi, A. Yokoyama, T. Furuyama, M. Uchiyama, and
T. Yokozawa, "Inductive Effect-Assisted Chain-Growth
Polycondensation. Synthetic Development from para- to
meta-Substituted Aromatic Polyamides with Low
Polydispersities", J. Am. Chem. Soc., Vol. 127, pp. 10172-
10173 (2005).

A. Yokoyama, Y. Shimizu, and T. Yokozawa, "Selective
Cyclic Trimerization of 4- (Alkylamino)benzoic Acid
Dimer Phenyl Esters", Chem. Lett., Vol. 34, pp. 1128-1129
(2005).

K. Iwashita, A. Yokoyama, and T. Yokozawa, "Synthesis
of Well-Defined Aromatic Polyesters by Chain-Growth
Polycondensation under Suppression of Transesteri-
fication", J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., Vol. 43,
pp. 4109-4117 (2005).

L. Niimi, S. Hiraoka, and T. Yokozawa, "Simultaneous
Construction of Polymer Backbone and Side Chains by
Three-Component Polycondensation. Synthesis of
Polyethers with Propargyl Side Chains from Dial-
dehydes, Alkylene Bis (trimethylsilyl) ethers, and
Allenyltrimethylsilane", J. Polym. Sci., Part A: Polym.

Chem., Vol. 43, pp. 5440-5448 (2005).

�����Ⅱ�

M. Igawa, T. Takeda, K.Matsumoto and H. Okochi,
"Dominant factours of fog characteristics in Mt. Oyama,
Japan", Proc. 3th int, Conf, on Fog, Fog Collection and
Dew, C3 (2004).

H. Okachi, M. kataniwa, D. Sugimoto, M. Takeuchi and M.
Igawa, "Enhouced disolution of volatile organic com-
pound into urvan dew water collected in Yokohama,
Japan", Proc. 3th Int, Colf, on Fog. Fog Collection and
Dew, Fl (2004).

S. Okamoto, S. Tominaga, Y. Oi, T. Kato, and D. K. An, "
γ-Selective Allylic Substitution Reaction with Grignard
Reagents Catalyzed by Copper N-Heterocyclic Carbene
Complexes", Proc. 51th Symposium on Organometallic
Chemistry, Japan, pp. 370-371 (Tokyo, 2004-10).

S. Okamoto, N. Saino, D. Kogure and C.Matsuno, "Iron-
and Cobalt-Catalyzed Intramolecular Cyclotrimerization
of Triynes", Proc. 52th Symposium on Organometallic
Chemistry, Japan, pp. 412-413 (Tokyo, 2005-9).

���	
�

佐藤絵美, 大河内博, 松本 潔, 井川 学 ｢大気中における
VOCs の成分分析とその濃度支配要因｣, 大気環境学会第４５
回年会, 講演要旨集, pp328 (秋田, 2004-10)

成田憲一, 松本 潔, 井川 学 ｢リーゼガング環生成を利用
した微小液滴の組成分析｣, 大気環境学会第４５回年会, 講演
要旨集, pp340 (秋田, 2004-10)

鴫原亜土, 松本 潔, 井川 学, 桜井直樹 ｢酸性沈着物のモ
ミ針葉に及ぼす影響｣, 大気環境学会第４５回年会, 講演要旨
集, pp357 (秋田, 2004-10)

松本 潔, 鈴木将吾, 竹田智治, 大河内博, 井川 学 ｢酸性霧
の化学組成と酸性化機構 (20)｣, 大気環境学会第４５回年会,
講演要旨集, pp484 (秋田, 2004-10)

松本 潔, 石渡恭之, 奥田和広, 大河内博, 井川 学 ｢丹沢大
山における大気汚染物質の沈着挙動｣, 大気環境学会第４５回
年会, 講演要旨集, pp485 (秋田, 2004-10)

奥山裕二, 松本 潔, 大河内博, 井川 学 ｢スギ花粉表面へ
の大気汚染物質の吸着とその支配要因の検討｣, 大気環境学会
第４５回年会, 講演要旨集, pp535 (秋田, 2004-10)

井川 学, 大隈啓伸, 松本 潔 ｢疎水性膜による疎水性有機
物質の選択的抽出透過｣, 日本化学会第 85 春季年会, 講演要
旨集 1H7-43 (横浜, 2005-3)

奥山裕二, 井川 学, 松本 潔 ｢大気中に浮遊するスギ花粉
による大気汚染物質の収着｣, 日本化学会第 85 春季年会, 講
演要旨集 2H1-43 (横浜, 2005-3)

松本 潔, 下地恒太郎, 井川 学 ｢加熱温度の差異を用いた
大気エアロゾルの化学組成分析｣, 日本化学会第 85 春季年会,
講演要旨集 2H1-46 (横浜, 2005-3)

佐藤絵美, 大河内博, 井川 学, ｢有害大気汚染物質の動態解析
と降水洗浄機構 (1) -SPME-HS-GCMS による雨水および露
水中 VOCs の定量法の検討-｣, 日本化学会第 85 春季年会, 講
演要旨集 2PA-145 (横浜, 2005-3)

Shigihara, K.Matsumoto, N. Sakurai, and M. Igawa,
"Effect of acid deposition on fir needles and trees", 7th
International Conference on Acid Deposition, pp318
(Prague, Czech Republic, 2005-6)

M. Igawa, A. Shigihara, Y. Kojima, K.Matsumoto, and H.
Okochi, "Acid deposition on forest in Tanzawa moun-

��15



tains, Japan", 7th International Conference on Acid
Deposition, pp99 (Prague, Czech Republic, 2005-6)

K.Matsumoto, Y. Uyama, T. Hayano, H. Tanimoto, K.
Yoshioka, H.Minami, and M. Uematsu, "Long-term ob-
servation of continental outflow over the northwestern
Pacific Rim region", European Aerosol Conference 2005,
pp643 (Ghent, Belgium, 2005-8)

松本 潔, 富永紗恵, 下地恒太郎, 井川 学 ｢横浜及び丹沢
大山における大気エアロゾルの化学組成と濃度支配要因｣, 大
気環境学会第４6 回年会, 講演要旨集, pp405 (名古屋, 2005-
9)

松本 潔, 中山槙子, 入内嶋崇, 井川 学 ｢横浜及び丹沢大
山における微量ガス成分濃度とその支配要因｣, 大気環境学会
第４6回年会, 講演要旨集, pp406 (名古屋, 2005-9)

井川 学, 小倉一晃, 鈴木将吾, 松本 潔 ｢酸性霧の化学組
成と酸性化機構 (21)｣, 大気環境学会第４6 回年会, 講演要旨
集, pp441 (名古屋, 2005-9)

井川 学, 露久保功, 小板橋司, 松本 潔 ｢露水内成分濃度
とその支配要因｣, 大気環境学会第４6 回年会, 講演要旨集,
pp442 (名古屋, 2005-9)

井川 学, 杉本 寛, 小島 穣, 鴫原亜土, 松本 潔 ｢丹沢大
山における大気汚染物質の樹冠への沈着挙動｣, 大気環境学会
第４6回年会, 講演要旨集, pp459 (名古屋, 2005-9)

佐藤絵美, 松林友理, 大河内博, 井川 学 ｢有害大気汚染物質
の動態解析と降水洗浄機構 (2)｣, 大気環境学会第４6 回年会,
講演要旨集, pp520 (名古屋, 2005-9)

鴫原亜土, 松本 潔, 井川 学, 桜井直樹 ｢酸性沈着物のモ
ミ針葉に及ぼす影響 (2)｣, 大気環境学会第４6 回年会, 講演要
旨集, pp533 (名古屋, 2005-9)

M. Igawa, K.Matsumoto, and H. Okochi, "Facilitated depo-
sition of gas and aerosol by precipitation and the com-
parison of dry deposition in a mountainside to that in
an urban site", International symposium on atmospheric
environmental impacts of aerosols in East Asia, pp74
(Kyoto, Japan, 2005-9)

松本 潔, 南 秀樹, 植松光夫 ｢沿岸域における無機態窒素
成分の沈着挙動｣, 日本地球化学会第 52 回年会, 講演要旨集,
pp29-30 (沖縄, 2005-9)

T.Morisaku, T. Ikehara, J.Watanabe, M. Takai, K.
Ishihara, "Importance of water structure for molecular
design of biocompatible polymer hydrogel", Abstracts of
Papers, 229th ACS National Meeting (San Diego, CA,
United States, 2005-3).

池原飛之, 塩田雄一, 大島圭輔, ｢高分子球晶における消光リン
グ形成とその内部構造解析｣, 第 54 回高分子学会年次大会予
稿集 [No. 54-1], pp. 632 (横浜, 2005-5).

池原飛之, 邱 兆斌, ｢結晶性/結晶性ポリマーブレンドにおけ
る結晶化ダイナミクス｣, 第 54 回高分子学会年次大会予稿集
[No. 54-1], pp. 650 (横浜, 2005-5).

藤波 想, 邱 兆斌, 中嶋 健, 池原飛之, 西 敏夫, ｢結晶性/
結晶性高分子混合系 poly (ehylene oxide)/poly (hexame-
thylene succinate)の研究 1 相互侵入球晶の形成過程とその
構造｣, 第 54 回高分子学会年次大会予稿集 [No. 54-1], pp.
696 (横浜, 2005-5).

池原飛之, 矢澤峻司, ｢高分子球晶におけるラメラの成長方向と
複屈折性の関係｣, 第 54 回高分子学会年次大会予稿集 [No.
54-1], pp. 1202 (横浜, 2005-5).

森作俊紀, 池原飛之, 渡邉順司, 高井まどか, 石原一彦, ｢生体
適合性ハイドロゲルの分子設計における水の構造制御の重要
性｣, 第 54 回高分子学会年次大会予稿集 [No. 54-1], pp. 2261
(横浜, 2005-5).

塩田雄一, 池原飛之, ｢原子間力顕微鏡によるバンド球晶の内部

構造解析｣, 第 54 回高分子討論会予稿集 [No. 54-2], pp. 3077-
3078 (山形, 2005-9).

池原飛之, ｢相互侵入球晶における結晶化とそれによるラメラ形
態の構築｣, 第 54 回高分子討論会予稿集 [No. 54-2], pp. 3930-
3931 (山形, 2005-9).

矢澤峻司, 栗原英夫, 池原飛之, ｢結晶性/結晶性ブロックコポ
リマーの球晶モルホロジー｣, 第 54 回高分子討論会予稿集
[No. 54-2], pp. 3508-3509 (山形, 2005-9).

丸山 研, 新藤紫陽子, 工藤宏人, 池原飛之, 西久保忠臣, ｢光
反応性基を有する新規ハイパーブランチポリマーの合成と性
質｣, 第 54 回高分子討論会予稿集 [No. 54-2], pp. 2817 (山形,
2005-9).

木村洋徳, 栗原英夫, 池原飛之, ｢３元系ポリマーブレンドの結
晶化挙動の解析｣, 第 54 回高分子討論会予稿集 [No. 54-2],
pp. 3147-3148 (山形, 2005-9).

岡本専太郎, 富永智史, 大井幸直, 加藤利雄, 安 徳根, ｢N-へ
テロ環状カルベン-CuCl 触媒によるγ選択的 Grignard アリ
ル置換反応｣, 第５１回有機金属化学討論会[B205] (東京,
2004-10).

才野直子, 木暮大介, 岡本専太郎, ｢N-ヘテロ環状カルベン Co
触媒アルキン環化三量化反応｣ 日本化学会第 85 春季年会講
演予稿集[1B3-42] (横浜, 2005-3).

相田俊夫, 久保木哲功, 加藤健司, 内川 渉, 松野千加士, 岡本
専太郎, ｢CaH2 の還元ヒドリドとしての利用：CaH2/ZnX2

/Lewis 酸によるケトンとイミンの還元｣, 日本化学会第８５
春季年会講演予稿集[1B3-34] (横浜, 2005-3).

才野直子, 蒲池 拓, 久野亜希子, 松野千加士, 岡本専太郎,｢Co
触媒によるアルキニル‐ベンジルカップリング反応｣, 日本化
学会第８５春季年会講演予稿集[2PC-216] (横浜, 2005-3).

大久保睦美, 上河原亜希, 横山貴宣, 松野千加士, 岡本専太郎,
｢アレニルチタン化合物と電子不足アルケンとの共役付加反
応とその立体化学｣, 日本化学会第８５春季年会講演予稿集[2
PC-208] (横浜, 2005-3).

岡本専太郎, ｢N-ヘテロ環状カルベン/CoCl2 あるいは FeCl3
/Zn 触媒によるトリインの分子内環化異性化反応｣, 第１３回
IUPAC シンポジウム有機合成指向有機金属化学国際会議講
演予稿集[P-267] (ジュネーブ, スイス) (2005-7).

岡本専太郎, 才野直子, 木暮大介, 松野千加士, ｢鉄およびコバ
ルト触媒によるトリインの分子内環化三量化反応｣, 第５２回
有機金属化学討論会[PB223] (京都, 2005-9).

Yoshiyuki Tanaka, Hiroshi Yamaguchi, Shuji Oda,
Chojiro Kojima, Akira Ono, Kazunari Taira and
Yoshinori Kondo. "NMR spectroscopic analyses of func-
tional nucleic acids-metal interaction and their solution
structure analyses" 4th International Symposium on
Nucleic Acids Chemistry. Nucleic Acids Symposium
Series No. 49, pp51-52 (Hukuoka, 2005-9)

Takahiro Minowa, Tomohiko Nishiuchi, Yuko Watanabe,
and Akira Ono. "Synthesis of metal ion-mediated double
helical structures of modified oligonucleotides" 4th

International Symposium on Nucleic Acids Chemistry.
Nucleic Acids Symposium Series No. 49, pp161-162
(Hukuoka, 2005-9)

Akira Ono, Satoshi Ikeya, Momo Kosuge and Mio
Kubota. "Synthesis and properties of the aromatic clus-
ters arrayed along DNA strands" 4th International
Symposium on Nucleic Acids Chemistry. Nucleic Acids
Symposium Series No. 49, pp163-164 (Hukuoka, 2005-9)

Yuriko Hirai and Akira Ono. "Preparation of modified
oligonucleotides by the post-synthetic modification on
resin method" 4th International Symposium on Nucleic
Acids Chemistry. Nucleic Acids Symposium Series No.

��16



49, pp165-166 (Hukuoka, 2005-9)
Hiroshi Yamaguchi, Shuji Oda, Chojiro Kojima, Akira
Ono, Yoshinori Kondo and Yoshiyuki Tanaka.
"Spectroscopic analyses of DNA duplexes in the presence
of mercury ions" 4th International Symposium on
Nucleic Acids Chemistry. Nucleic Acids Symposium
Series No. 49, pp199-200 (Hukuoka, 2005-9)

Hajime Sugiyama, Nobue Adachi, Susumu Kawauchi,
Tetsuo Kozasa, Takuma Katayama, Hidetaka Torigoe,
Akira Ono and Yutaka Tamura. "Computational evalua-
tion of the specific interaction between cation and mis-
match base pair" 4th International Symposium on
Nucleic Acids Chemistry. Nucleic Acids Symposium
Series No. 49, pp215-216 (Hukuoka, 2005-9)

Hidetaka Torigoe, ○Tetsuo Kozasa, Ayako Takamori and
Akira Ono. "Thermodynamic analyses of the specific in-
teraction between C:C mismatch base pair and silver (I)
cation: Toward the efficient detection of single nucleo-
tide polymorphism" 4th International Symposium on
Nucleic Acids Chemistry. Nucleic Acids Symposium
Series No. 49, pp217-218 (Hukuoka, 2005-9)

小野 晶 ｢DNA を基盤とするナノ構造体の―任意の位置に金
属イオンを有する DNA ワイヤーの構築｣ 第 54 回高分子討
論会 (山形, 2005-9)

小野 晶, 曹 詩麒, 三宅洋子 ｢DNAを基盤構造とする金属イ
オンセンサーの開発研究｣ 第 66 回分析化学討論会 (北見,
2005-5)

小野 晶, 三宅洋子 ｢金属イオン含有 DNA ワイヤーの合成｣
ナノ学会第 3回大会 (仙台, 2005-5)

曹 詩麒・三宅洋子・小野 晶 ｢DNA を基盤構造とする金属
イオンセンサーの開発研究｣ 日本化学第 85 春季会年会 (横
浜, 2005-3)

高森絢子・小野 晶・鳥越秀峰 ｢ミスマッチ塩基対 CC と銀
(I) イオンとの特異的な結合に関する熱力学的解析―1 塩基
多型の効率的検出に向けて―｣ 日本化学会第 85 春季年会
(横浜, 2005-3)

小野 晶 ｢DNAを基盤とする水銀イオンセンサーの開発研究｣
日本化学会第 85 春季年会 神奈川大学 (横浜, 2005-3)

西内智彦・小野 晶 ｢選択的に金属イオンを結合する DNA 誘
導体の開発｣ 日本化学会第 85 春季年会 (横浜, 2005-3)

羽持 渚・三宅洋子・小野 晶 ｢種金属を配列させた金属含有
DNA ワイヤーの調製｣ 日本化学会第 85 春季年会 (横浜,
2005-3)

田中好幸, 山口 浩, 織田修司, 小野 晶, 根東義則 ｢DNA二
重らせん中におけるチミン-水銀-チミン (T-Hg-T) 塩基対形
成と NMR による構造解析｣ 第 125 回日本薬学会 (東京,
2005-3)

織田修司, 山口 浩, 根東義則, 小野 晶, 田中好幸 ｢連続した
T-T ミスマッチを含む DNAオリゴマーの分光学的解析｣ 第
42 回日本生物物理学会 (京都, 2004-12)

鳥越秀峰, 小野 晶, 川橋幸史 ｢Thermodynamic analyses of
the specific interaction between T:T mismatch base pair
and mercury (II) cation: Toward the efficient detection
of single nucleotide polymorphism (1)｣ 第 31 回核酸化学
シンポジウム (東京, 2004-11)

鳥越秀峰, 小野 晶, 高森絢子 ｢Silver (I) cation specifically
stabilizes heteroduplex with C:C mismatch base pair: to-
ward the efficient detection of single nucleotide poly-
morphism (2)｣ 第 31 回核酸化学シンポジウム (東京, 2004-
11)

山口 浩, 小田修司, 根東義則, 小野 晶, 田中好幸 ｢Spectros
copic analysis of DNA duplexes including T-T mismat-

ches｣ 第 31 回核酸化学シンポジウム (東京, 2004-11)
小池 功, 内藤聡子, 足立 渉, 角田 大, 小野 晶, 竹中章郎
｢ Structural significances of pseudouridination and
methylation of uridine residues in tRNA: X-Ray analy-
ses of DNA dodecamers containing uridine and pseudo
uridine｣ 第 31 回核酸化学シンポジウム (東京, 2004-11)

綿奈部悠子, 簔輪隆洋, 小野 晶 ｢Metal ion binding of sub-
stituted pyrimidine base pairs in DNA duplexes｣ 第 31
回核酸化学シンポジウム (東京, 2004-11)

池谷聡, 小野 晶 ｢Formation of novel double-stranded
structures formed by oligodeoxyribonucleotides carrying
aromatic groups｣ 第 31 回核酸化学シンポジウム (東京,
2004-11)

小野 晶 ｢Development of novel oligonucleotide-based sen-
sors which are highly Hg (II) selective and are insensi-
tive to other heavy metal ions｣ 第 31 回核酸化学シンポ
ジウム (東京, 2004-11)

鈴木高国, 加瀬幸喜, 和木佐有理, 米沢養躬, 辛 重基 ｢デヒド
ロペプチドを用いたテロメスタチンおよびそのアナログの合
成｣, 第 30 回反応と合成の進歩シンポジウム講演要旨集 pp.
128-129 (札幌, 2004-10)

安藤正倫, 小澤慎也, 佐藤憲一, 米沢養躬, 辛 重基 ｢デヒドロ
ペプチドを用いた天然物ビストラタミド類の全合成｣, 第 34
回複素環化学討論会講演要旨集 pp. 103-104 (金沢, 2004-
11)

安藤正倫, 岡部宏志, 佐藤憲一, 米沢養躬, 辛 重基 ｢デヒドロ
ペプチドを用いた天然物ビストラタミド Iおよび J の全合成｣,
第 48 回有機合成化学協会関東支部シンポジウム講演要旨集
pp. 178-179 (新潟, 2004-11)

安藤正倫, 米沢養躬, 辛 重基 ｢大環状抗生物質メチルスルホ
マイシン I構成フラグメントA-D の合成研究｣ 日本化学会第
85 回春季年会 1PB-０３２ (横浜, 2005-3)

加瀬幸喜, 鈴木高国, 米沢養躬, 辛 重基 ｢トリペプチドを用
いたチアゾール-チアゾリン骨格の新規合成法｣ 日本化学会
第 85 回春季年会 1PB-０３4 (横浜, 2005-3)

鈴木高国, 富田裕文, 米沢養躬, 辛 重基 ｢環状抗生物質シク
ロチアゾマイシン構成フラグメント A-C-D-E の合成｣ 日本
化学会第 85 回春季年会 1PB-０３５ (横浜, 2005-3)

安藤正倫, 佐藤憲一, 米沢養躬, 辛 重基 ｢海洋産天然物ビス
トラタミド C および D の全合成研究｣ 第 49 回有機合成化学
協会関東支部シンポジウム講演要旨集 pp. 178-179 (新潟,
2005-5)

高山俊夫, 篠原和也, 小池芳雄 "抗菌活性錯体を包摂したシリ
ケートゲルの NMR 法による構造解析", 第４３回 NMR 討論
会, p. 266 (東京, 2004-11).

高山俊夫, 篠原和也, 天野 駿, 小池芳雄 "各種活性基を付与し
た機能性ポリシロキサンの合成とその金属イオンの補足効果",
日本化学会第８５春季年会, (横浜, 2005-3).

篠原和也, 高山俊夫, 小池芳雄, 渡部正利 "Ag (I)イオンを固定
化した機能性ポリシロキサンの合成・構造・抗菌活性", 日本
化学会第８５春季年会, (横浜, 2005-3)

中島大志, 渡部正利, 高山俊夫, "ジペプチドを配位したロジウ
ム (III)錯体の合成", 日本化学会第８５春季年会, (横浜, 2005-
3)

篠原和也, 森松弘志, 高山俊夫, 小池芳雄, 渡部正利, "ジペプチ
ドシッフ塩基／ポリシロキサンを用いた金属ナノ粒子の合成
と触媒活性", 第５5 回錯体化学討論会, p. 347 (新潟, 2005-
9).

福田寛人, 高山俊夫, 渡部正利, "ペプチドを配位したロジウム
(III)錯体の合成", 第５5 回錯体化学討論会, p. 155 (新潟,
2005-9).

前川 圭, 田苗見聡之, 五十嵐徹太郎, 櫻井忠光, ｢α-デヒドロ

��17



アラニン誘導体の光誘起電子移動を経由する新規不斉環化反
応 (５)｣, 日本化学会第 85 春季年会, 講演予稿集Ⅱ, 2PC-229
(横浜, 2005-3)

前川 圭, 友田篤志, 五十嵐徹太郎, 櫻井忠光, ｢トリアゾール
環を有するα-デヒドロナフチルアラニン型誘導体の新規光
環化反応｣, 日本化学会第 85 春季年会, 講演予稿集Ⅱ, 2PC-
230 (横浜, 2005-3)

田中健太, 高橋佑介, 佐藤太是, 磯部孝征, 秋元亮一, 五十嵐徹
太郎, 櫻井忠光, ｢競争的ラジカル-イオン光開裂モードの制
御とラジカル重合およびイオン重合における開始能｣, 日本化
学会第 85 春季年会, 講演予稿集Ⅱ, 2PC-238 (横浜, 2005-3)

佐々木裕二, 前川 圭, 五十嵐徹太郎, 櫻井忠光, ｢N-アシル-α-
デヒドロアリールアラニンアルキルエステル類の電子移動を
経由する新規不斉光環化反応 (２)｣, 日本化学会第 85 春季年
会, 講演予稿集Ⅱ, 2PC-256 (横浜, 2005-3)

下川 優, 岩崎美幸, 野村岳大, 五十嵐徹太郎, 櫻井忠光, ｢カ
ルバモイル型アルドキシム誘導体の合成と光分解反応 (２)｣,
日本化学会第 85 春季年会, 講演予稿集Ⅱ, 2PC-262 (横浜,
2005-3)

黒澤弘樹, 馬越加奈, 前川 圭, 五十嵐徹太郎, 櫻井忠光, ｢N-
アシル-1-ナフチルアラニンアミド由来のジアステレオマー蛍
光のキラルアミンによる蛍光消光｣, 日本化学会第 85 春季年
会, 講演予稿集Ⅱ, 3PA-089 (横浜, 2005-3)

田中健太, 内田裕昭, 五十嵐徹太郎, 櫻井忠光, ｢メタクリル酸
アンスリルメチル-MMA 共重合体を光マクロラジカル開始
剤として用いたグラフト重合｣, 第 54 回高分子学会年次大会,
予稿集, 54 (1), 208, IPc031 (横浜, 2005-3)

佐々木裕二, 菱川法和, 前川 圭, 五十嵐徹太郎, 櫻井忠光, ｢N-
アシル-α-デヒドロアリールアラニン t-ブチルエステル類の
電子移動を経由する新規光環化反応｣, 2005 年光化学討論会,
講演要旨集, 1P115 (福岡, 2005-9).

黒澤弘樹, 馬越加奈, 前川 圭, 五十嵐徹太郎, 櫻井忠光, ｢N-
アシルアリールアラニンアミド誘導体のキラルアミンによる
エナンチオ区別蛍光消光｣, 2005 年光化学討論会, 講演要旨
集, 2P022 (福岡, 2005-9)

田中健太, 五十嵐徹太郎, 櫻井忠光, ｢ハロゲン／金属を含まな
い新規開始剤の光分解挙動および光重合開始能｣, 2005 年光
化学討論会, 講演要旨集, 2P057 (福岡, 2005-9)

山田浩司, 佐藤 賢, 田中健太, 若林 梓, 下川 優, 五十嵐徹
太郎, 櫻井忠光, ｢O- (4-置換ベンゾイル)1-ナフトアルデヒド
オキシム類の三重項光増感ニトリル生成ラジカル脱離反応お
よびその光脱保護反応への応用｣, 2005 年光化学討論会, 講
演要旨集, 2P143 (福岡, 2005-9)

田中健太, 五十嵐徹太郎, 櫻井忠光, ｢光反応を利用したポリマー
の屈折率制御｣, 第 54 回高分子討論会, 高分子学会予稿集,
2K03 (山形, 2005-9)

佐藤憲一, 杉田直樹, 国分 豊, 東海林宏次, 赤井昭二, 舟橋弥
益男, 吉村寿次, ｢D-グルコースおよび ���-イノシトールを
出発原料とするテトロドトキシンの全合成｣, 第 30 回反応と
合成の進歩シンポジウム－ライフサイエンスを志向した理論,
反応および合成－, 講演要旨集, 274-275 (札幌, 2004-10).

赤井昭二, 野間守正, 仲村 優, 中川淑郎, 佐藤憲一, ｢アセナ
フテンキノンと 3-オキソ-1,5-ペンタン二酸ジエチルとの新奇
な Knoevenagel 1：2 縮合体 単離と構造決定｣, 第 48 回有
機合成化学協会関東支部シンポジウム (新潟シンポジウム),
講演要旨集, 57-58 (新潟, 2004-11).

赤井昭二, 東海林宏次, 関 秀人, 山本志保, 杉田直樹, 中村
豊, 梶原康宏, 舟橋弥益男, 吉村寿次, ｢D-グルコースを出発
原料とする光学活性テトロドトキシンの合成｣, 第 48 回有機
合成化学協会関東支部シンポジウム (新潟シンポジウム), 講
演要旨集, 129-130 (新潟, 2004-11).

佐藤憲一, 赤井昭二, 仲村 優, 酒井康宏, ｢９炭糖 KDN をキ

ラルシントンとする Polyhydroxy indolizidine 類の合成｣,
第 48 回有機合成化学協会関東支部シンポジウム (新潟シンポ
ジウム), 講演要旨集, 184-185 (新潟, 2004-11).

津島恵子, 酒井公大, 赤井昭二, 佐藤憲一, ｢Telephiose Aの新
規合成｣, 第 48 回有機合成化学協会関東支部シンポジウム
(新潟シンポジウム), 講演要旨集, 180-181 (新潟, 2004-11).

佐藤憲一, 赤井昭二, 東海林宏次, 関 秀人, 山本志保, 杉田直
樹, 吉村寿次, ｢���-イノシトール出発原料とする (±)－テ
トロドトキシンの全合成｣, 第 48 回有機合成化学協会関東支
部シンポジウム (新潟シンポジウム), 講演要旨集, 127-128 (新
潟, 2004-11).

仲村 優, 川合正敏, 近藤篤史, 赤井昭二, 佐藤憲一, ｢９炭糖
KDNを出発原料とする天然産シアル酸類の合成｣, 日本化学
会第 85 春季年会講演予稿集Ⅱ, 2A2-18, p. 847 (横浜, 2005-
3).

佐藤憲一, 赤井昭二, 東海林宏次, 関 秀人, 山本志保, 杉田直
樹, 中村 豊, 梶原康宏, 舟橋弥益男, 吉村寿次, ｢D-グルコー
スおよび ���-イノシトールを出発原料とするテトロドトキ
シンの立体選択的合成｣, 日本化学会第 85 春季年会講演予稿
集Ⅱ, 2A2-37 p. 850 (横浜, 2005-3).

佐藤憲一, 赤井昭二, 関 秀人, 東海林宏次, 山本志保, 木暮友
和, 杉田直樹, 中村 豊, 梶原康宏, 吉村寿次, ｢Ferrier 反応
を鍵とする光学活性テトロドトキシンの合成｣, 日本化学会第
85 春季年会講演予稿集Ⅱ, 2A2-39 p. 851 (横浜, 2005-3).

谷 真樹,酒井公大,谷口恵美,赤井昭二,佐藤憲一, ｢D-Glucose
を出発原料とする Lanceolin C の合成研究｣, 日本化学会第
85 春季年会講演予稿集Ⅱ, 1A2-40 p. 841 (横浜, 2005-3).

赤井昭二, 杉山友美, 酒井公大, 佐藤憲一, ｢フラノディクティ
ン類の新規かつ短工程での合成｣, 日本化学会第 85 春季年会
講演予稿集Ⅱ, 2A2-02 p. 844 (横浜, 2005-3).

杉本健一, 酒井公大, 赤井昭二, 佐藤憲一, ｢�-フェニルカルバ
モイル基及びプロパギルオキシカルボニル基を用いる
Durhamycin 構成糖の合成研究｣, 日本化学会第 85 春季年会
講演予稿集Ⅱ, 1A2-33 p. 839 (横浜, 2005-3).

峯岸一磨, 赤井昭二, 佐藤憲一, ｢ストレプトースおよび関連分
枝糖の系統的合成｣, 日本化学会第 85 春季年会講演予稿集Ⅱ,
1A2-32 p. 839 (横浜, 2005-3).

用田裕樹, 南澤佳司, 赤井昭二, 佐藤憲一, ｢同一中間体を経由
する 1 位 13C 標識体 D-mannose, D-glucose, D-GlcNAc, 及
び D-ManNAc の効率的合成｣, 日本化学会第 85 春季年会講
演予稿集Ⅱ, 2A2-40 p. 851 (横浜, 2005-3).

小島 勝, 峯村 祥, 峯岸一磨, 赤井昭二, 佐藤憲一, ｢簡便な
�����	
炭素―炭素分枝鎖構築法の開発｣, 日本化学会第 85
春季年会講演予稿集Ⅱ, 2A2-32 p. 849 (横浜, 2005-3).

赤井昭二, 杉山友美, 酒井公大, 佐藤憲一, ｢フラノディクシン
類の効率的合成｣, 第 49 回有機合成化学協会関東支部シンポ
ジウム (横浜シンポジウム), 講演要旨集, 50-51 (横浜, 2005-
5).

佐藤憲一, 峯岸一磨, 赤井昭二, 永井慎一, 深山大輔, ｢新規抗
生物質の開発を目的とした分枝糖 D-Rubranitrose 含有二糖
誘導体の合成｣, 第 49 回有機合成化学協会関東支部シンポジ
ウム (横浜シンポジウム), 講演要旨集, 138-139 (横浜, 2005-5).

安藤正倫, 佐藤憲一, 米沢養躬, 辛 重基, ｢海産性天然物ビス
トラタミドＣおよびＤの全合成研究｣, 第 49 回有機合成化学
協会関東支部シンポジウム (横浜シンポジウム), 講演要旨集,
pp44-45, 2005 年 5 月 (横浜, 2005-5).

赤井昭二, 杉田直樹, 東海林宏次, 山本志保, 関 秀人, 舟橋弥
益男, 吉村寿次, 佐藤憲一, ｢テトロドトキシンの全合成｣, 第
25 回日本糖質学会年会, 要旨集, pp72 (大津, 2005-7).

佐藤憲一, ｢糖類の不斉炭素を有効利用するふぐ毒の合成｣, 横
浜リエゾンポート 2005 (横浜, 2005-7).

S. Kaneko, T. Sawaguchi, K. Shikakura, A. Kameyama, K.

��18



Kobayakawa, Y. Sato, "Adsorption Behavior of Tri-
azinedithiol Derivatives Studied by Various Electro-
chemical Measurements", 2004 年電気化学日米合同大会,
Abstracts No.24 (Honolulu, Hawaii, 2004-10).

M.Morishita, S. Shikimori, A. Imazato, H. Nakamura, K.
Kobayakawa, and Y. Sato, "The memory Effect
Observed in Partial Charge-Discharge cycling Process of
Alkaline Secondary Batteries Using Nickel Electrode",
2004 年電気化学日米合同大会, Abstracts No.43 (Honolulu,
Hawaii, 2004-10).

D. Li, M. Yoshio, H. Noguchi, Y. Sato, "Effect of Foreign
Metal Ions Doping on the Structure and Electrochemical
Properties of LiNi0.5Mn0.5O2", 2004 年電気化学日米合同大
会, Abstracts No.280 (Honolulu, Hawaii, 2004-10).

浅井良規, 岸本圭介, 小早川紘一, 佐藤祐一, ｢電解複合 Ni/SiC
めっきに対する界面活性剤の影響｣, 平成 16 年度神奈川県産
学公交流研究発表会, 要旨集 1451 (p. 161) (海老名, 2004-
10).

亀田昌宏, 齋藤史隆, 岸本圭介, 小早川紘一, 佐藤祐一, ｢リン
ゴ酸を用いたホウ酸フリー電気ニッケルめっき浴｣, 平成 16
年度神奈川県産学公交流研究発表会, 要旨集 1452 (p. 162)
(海老名, 2004-10).

鈴木新也, 川合永二, 小早川紘一, 佐藤祐一, 小木曽稔, 有本
佐, ｢電解法により作製した Ir 酸化物‐Ta酸化物被覆電極｣,
第 28 回電解技術討論会 (横浜, 2004-11).

D. Li, Y. Kato, Y. Sasaki, H. Yokoyama, M. Kageyama, K.
Kobayakawa, Y, Sato, "Electrochemical properties of
LiMnPO4 prepared by different methods", 第 45 回電池
討論会, 講演要旨集 2B08 (京都, 2004-11).

影山将也, 小早川紘一, 佐藤祐一, 李 徳成, 李 侖城, ｢固相
反応法のみを用いてフッ素で一部置換した合成した Li (Ni1/3
Co1/3Mn1/3)O2 の電極特性｣, 第 45 回電池討論会, 講演要旨
集 2B23 (京都, 2004-11).

佐々木勇樹, 李 徳成, 小早川紘一, 佐藤祐一, ｢リチウムイオ
ン二次電池用層状 LiNi0.5Mn0.5CoxO2 正極材料の構造と電気
化学的性質｣, 第 45 回電池討論会, 講演要旨集 2B25 (京都,
2004-11).

森下正典, 清水良憲, 今里 集, 中村 宏, 小早川紘一, 佐藤祐
一, ｢アルカリ系二次電池の部分充放電過程で生じるメモリー
効果抑制の試み｣, 第 45 回電池討論会, 講演要旨集 1D02 (京
都, 2004-11).

南井 太, 影山将也, 小早川紘一, 佐藤祐一, ｢充放電装置の電
源方式の違いが二次電池の性能評価に及ぼす影響について｣,
第 45 回電池討論会, 講演要旨集 3D24 (京都, 2004-11).

村上祥教, 小早川紘一, 佐藤祐一, ｢尿素を用いて作製した窒素
ドープ酸化チタン光触媒の可視光応答｣, 第 11 回光触媒シン
ポジウム, P-16 (東京, 2004-12).

浅井良規, 岸本圭介, 小早川紘一, 佐藤祐一, ｢シランカップリ
ング処理を施したSiC 粒子を用いた電解複合Ni/SiC めっき｣,
表面技術協会第 111 回講演大会 講演要旨集 PC-1 (千葉,
2005-3).

渡邉雅紀, 鹿倉健太, 亀山 敦, 金子信悟, 小早川紘一, 佐藤祐
一, ｢ITO 電極上におけるトリアジンジチオール誘導体の電
解重合｣, 表面技術協会第 111 回講演大会 講演要旨集 PC-2
(千葉, 2005-3).

川合永二, 小木曽稔, 有本 佐, 小早川紘一, 佐藤祐一, ｢電解
法により作製した Ta2O5-IrO2 被覆電極の電極特性｣, 表面技
術協会第 111 回講演大会 講演要旨集 PC-3 (千葉, 2005-3).

亀田昌宏, 斉藤史隆, 岸本圭介, 小早川紘一, 佐藤祐一, ｢リン
ゴ酸を用いたホウ酸フリー電気めっき｣, 表面技術協会第 111
回講演大会 講演要旨集 PC-4 (千葉, 2005-3).

萩谷将之, 小早川紘一, 佐藤祐一, ｢電気二重層キャパシタ容量

への導電材の影響｣, 電気化学会第 72 回大会講演要旨集
2H04 (熊本, 2005-4).

清水良憲, 森下正典, 今里 集, 中村 宏, 小早川紘一, 佐藤祐
一, ｢Ni 極を使用したアルカリ系二次電池の部分充放電過程
に生じるメモリー効果の原因解明｣, 電気化学会第 72 回大会
講演要旨集 1J05 (熊本, 2005-4).

D. Li, Y. Sasaki, M. Kageyama, K. Kobayakawa, Y. Sato,
"Electrochemical Properties of LiNi0.5Mn0.4M0.1O2 (M=Li,
Mg, Al, Co) Prepared by Solid State Reaction", 電気化
学会第 72 回大会講演要旨集 2J05 (熊本, 2005-4).

森下正典, 清水良憲, 今里 集, 中村 宏, 小早川紘一, 佐藤祐
一, ｢アルカリ系二次電池に生じるメモリー効果の抑制｣, 電
気化学会第 72 回大会講演要旨集 PS16 (熊本, 2005-4).

Y. Sato, M. Kageyama, D. Li, "Electrochemical Properties
of LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2-xFx Prepared by Solid State
Reaction", 207th Meeting of Electrochemical Society,
Abstracts #154 (Quebec City, Canada, 2005-5).

D. Li, K. Kato, Y. Sasaki, H. Yokoyama, K. Kobayakawa,
Y. Sato, "Improved Electrochemical Activity of LiMnPO4

by Morphology Modification", 207th Meeting of Elec-
trochemical Society, Abstracts #193 (Quebec City,
Canada, 2005-5).

D. Li, Y. Sasaki, M. Kageyama, K. Kobayakawa, Y. Sato,
"Electrochemical Properties of LiNi0.5Mn0.4M0.1O2 (M=Li,
Mg, Al, Co) Prepared by Solid State Reaction", Solid
State Ionics 15 (Baden Baden, Germany, 2005-7).

古山博康, 戸田良輔, 福井麻紀子, 小早川紘一, 佐藤祐一, ｢めっ
き法による白金－遷移金属合金電極の作製と電極特性｣, 2005
年電気化学秋季大会, 講演要旨集, 2005 年 9 月 (千葉, 2005-
9).

Y. Asai, K. Kishimoto, K. Kobayakawa, Y. Sato, "Effect of
surfactants on the Ni/SiC composite plating", The 56th

Annual Meeting of International Society of Electro-
chemistry, Abstracts, PP.1124 (Busan, Korea, 2005-9).

M.Morishita, Y. Shimizu, A. Imasato, H. Nakamura, K.
Kobayakawa, Y. Sato, "The Suppression of the Memory
Effect Observed in Alkaline Secondary Batteries by
Homogeneously Dispersing Nanosized Conductive
Materials", The 56th Annual Meeting of International
Society of Electrochemistry, Abstracts, PP.1125 (Busan,
Korea, 2005-9).

Y. Sasaki, D. Li, K. Kobayakawa, Y. Sato, "Structure, mor-
phology and electrochemical properties of LiNi0.5Mn0.5-x

CoxO2 prepared by solid-state reaction", The 56th Annual
Meeting of International Society of Electrochemistry,
Abstracts, PP.396 (Busan, Korea, 2005-9).

久野広喜・宮尾敏広・内藤周弌, ｢リチウム－グラファイト系水
素貯蔵材料の合成と水素吸放出特性｣, 日本金属学会春期 (第
136 回) 大会講演概要 p. 137 (横浜, 2005-3).

黒川慶典・奥田阿由美・宮尾敏広・内藤周弌, ｢逆ミセル法を用
いたシリカに内包された二元金属超微粒子の調製｣, 日本化学
会第 85 春季年会講演予稿集Ⅰ, p. 205, (横浜, 2005-3).

久野広喜・宮尾敏広・内藤周弌, ｢グラファイト－ Li 系水素貯
蔵材料の合成と水素吸放出特性｣, 日本化学会第 85 春季年会
講演予稿集Ⅰ, p. 412, (横浜, 2005-3).

坂本峻彦・宮尾敏広・内藤周弌, ｢シリカ担持Ⅷ 族金属触媒に
よるメタノール液相改質反応に対する Re の添加効果｣, 日本
化学会第 85 春季年会講演予稿集Ⅰ, p. 63, (横浜, 2005-3).

寺本孔明・宮尾敏広・内藤周弌, ｢担持 Ir-Re 触媒によるメタノー
ル液相改質反応における担体効果と反応機構｣, 日本化学会第
85 春季年会講演予稿集Ⅰ, p. 63, (横浜, 2005-3).

宮尾敏広・菊地 恒・内藤周弌, ｢TiO2 担持 Pt 触媒によるメ

��19



タノールの液相改質反応に対する遷移金属元素の添加効果｣,
日本化学会第 85 春季年会講演予稿集Ⅰ, p. 63, (横浜, 2005-
3).

小泉真希子・沼尾善行・佐藤康司・宮尾敏広・内藤周弌, ｢Pt
および Irを内包したTiO2 ナノ複合体の調製とその触媒特性｣,
日本化学会第 85 春季年会講演予稿集Ⅰ, p. 81, (横浜, 2005-
3).

小野文子・宮尾敏広・内藤周弌, ｢Ir 金属を内包したシリカナ
ノカプセルの調製とその触媒特性｣, 日本化学会第 85 春季年
会講演予稿集Ⅰ, p. 81, (横浜, 2005-3).

熊田直剛・折目智子・宮尾敏広・内藤周弌, ｢Rh, Ru 及び Pd
金属を内包したシリカナノ複合体触媒の調製とCO-H2 反応｣,
日本化学会第 85 春季年会講演予稿集Ⅰ, p. 82, (横浜, 2005-
3).

蓑島浩二, 宮尾敏広, 内藤周弌, ｢逆ミセル法で調製した金属内
包シリカ超微粒子におけるナノボイドの発現機構と特異的な
吸着特性｣, 第 95 回触媒討論会 (触媒, 47 巻) pp. 116-118,
(東京, 2005-3).

S. Naito, K.Minoshima, T.Miyao, "Unique adsorption and
catalytic behaviour of H2 and CO over hollow silica-Ir,
Rh, Ru and Pd nanoparticles prepared by RM tech-
nique", 19th North American Catalytic Meeting,
(Philadeliphia, 2005-5).

S. Naito, M. Teramoto, T. Sakamoto, H. Kikuchi, T.Miyao,
"Marked addition effect of Re and Mo upon liquid phase
methanol reforming with water over supported group 8-
10 metal catalysts", 19th North American Catalytic
Meeting, (Philadeliphia, 2005-5).

S. Naito, M. Koizumi, Y. Sato, T.Miyao, "The CO-H2 and
CO-H2O reactions over TiO2 nanotubes filled with Pt
metal nanoparticles", 10th Japan-Korea Catalysis
Simposium, (松江, 2005-5).

S. Naito, Y. Sato, M. Koizumi, T.Miyao, "Unique catalytic
behavious of Pt encapsulated TiO2 nanotubes in the CO-
H2O and CO-H2 reaction", EuropaCat Ⅶ, (Bulgaria,
2005-8).

岡澤至宙, 藤井真弘, 宮尾敏広, 内藤周弌, ｢種々の担持 Ru 触
媒上での CO-H2 反応で蓄積する表面炭素種の反応性｣, 第 96
回触媒討論会A予稿集, p. 297 (熊本, 2005-9).

黒川慶典, 倉重真理, 宮尾敏広, 内藤周弌, ｢逆ミセル法を用い
た二元金属内包中空シリカナノ粒子の調製と吸着特性｣, 第
96 回触媒討論会A予稿集, p. 187 (熊本, 2005-9).

久野広喜, 宮尾敏広, 内藤周弌, ｢アルカリ金属及びアルカリ土
類金属－グラファイト系水素貯蔵材料の調製と水素吸放出特
性｣, 第 96 回触媒討論会A予稿集, p. 125 (熊本, 2005-9).

南浦良太, 佐藤康司, 杉本智美, 高根沢豪紀, 宮尾敏広, 内藤周
弌, ｢Ru/Al2O3 触媒上での CO 選択酸化反応への第二金属の
添加効果｣, 第 96 回触媒討論会A予稿集, p. 160 (熊本, 2005-
9).

佐藤康司, 南浦良太, 高根沢豪紀, 宮尾敏広, 内藤周弌, ｢Ru/A
l2O3 触媒上での CO 選択酸化反応における表面吸着種の同定
と反応機構の考案｣, 第 96 回触媒討論会 A 予稿集, p. 163
(熊本, 2005-9).

久野広喜, 宮尾敏広, 内藤周弌, ｢アルカリ及びアルカリ土類金
属－グラファイト系水素貯蔵材料の調製と水素吸放出特性｣,
日本金属学会 2005 年秋季 (第 137 回) 大会講演概要, p. 221,
(広島, 2005-9).

河野秀平, 宮尾敏広, 内藤周弌, 岡本恵介, 窪川豊之, 常世田和
彦, 松浦 茂, 市川貴之, 藤井博信, ｢Mg-Na-N-H 系水素貯
蔵材料の水素吸放出特性｣, 日本金属学会 2005 年秋季 (第
137 回) 大会講演概要, p. 224, (広島, 2005-9).

岡本恵介, 常世田和彦, 窪川豊之, 松浦 茂, 宮尾敏広, 内藤周

弌, 市川貴之, 藤井博信, ｢Li-Na-N-H系水素貯蔵システムの
水素吸放出特性｣, 日本金属学会 2005 年秋季 (第 137 回) 大
会講演概要, p. 224, (広島, 2005-9).

工藤宏人, 森田亜也子, 西久保忠臣, "3, 3-ビス (ヒドロキシメ
チル)オキセタンの開環重合と得られたポリマーの機能性化",
第 54 回ネットワークポリマー講演討論会, 講演要旨集, pp.
115-118, (吹田, 2004-10).

Z. Qiu, T. Ikehara, H. Kudo, and T. Nishikubo, "Kinetic
Study of UV Radiation Curing of the mMixtures Based
on Oxetane and Epoxide by the Real-Time FT-IR", 第 54
回ネットワークポリマー講演討論会, 講演要旨集, pp. 119-
122, (吹田, 2004-10).

工藤宏人, 布施里美, 西久保忠臣, "メタクリロイル基とカルボ
キシル基を有する機能性ポリマーの合成と性質", 日本化学会
第 85 春季年会, 講演予稿集 CD-ROM, 2 B7-03, (横浜, 2005-
3).

工藤宏人, 乙坂卓矢, 井上 元, 西久保忠臣, "三本腕星型ポリ
スルフィドの合成とその屈折率制御", 日本化学会第 85 春季
年会, 講演予稿集 CD-ROM, 2 B7-04, (横浜, 2005-3).

井上 元, 工藤宏人, 西久保忠臣, "カリックスアレーン骨格を
有する八本腕星型ポリマーの合成と屈折率制御", 日本化学会
第 85 春季年会, 講演予稿集 CD-ROM, 2 B7-04, (横浜, 2005-
3).

林理英子, 三谷浩司, 工藤宏人, 西久保忠臣, "カリックスレゾ
ルシン[4]アレーン骨格を有する新規環状[ｎ]量体 (ｎ＝2, 3)
の選択的合成と性質", 日本化学会第 85 春季年会, 講演予稿
集 CD-ROM, 2 B1-32, (横浜, 2005-3).

佐藤義和, 山下 俊, 工藤宏人, 西久保忠臣, "アゾおよびノル
ボルナジエン誘導体のフォトオプティカル効果", 日本化学会
第 85 春季年会, 講演予稿集 CD-ROM, 2 H7-39, (横浜, 2005-
3).

工藤宏人, 三井裕子, 西久保忠臣, "オキセタン類とフェノール
類との付加反応速度とその反応機構の検討", 日本化学会第 85
春季年会, 講演予稿集 CD-ROM, 2 B7-43, (横浜, 2005-3).

牧野真也, 工藤宏人, 西久保忠臣, "環状ジチオエステル化合物
の合成および環拡大重合挙動", 日本化学会第 85 春季年会,
講演予稿集 CD-ROM, 3 B7-05, (横浜, 2005-3).

山本 優, 久保川恵, 工藤宏人, 西久保忠臣, "種々の光反応性
基を有するカリックスレゾルシン [4] アレーン類の合成と
その光反応特性", 日本化学会第 85 春季年会, 講演予稿集
CD-ROM, 3 H7-10, (横浜, 2005-3).

井上奈緒美, 安達隆明, 工藤宏人, 西久保忠臣, "シクロデキス
トリン類を基盤としたメタクリロイル基を有する機能性オリ
ゴマーの合成と光反応", 日本化学会第 85 春季年会, 講演予
稿集 CD-ROM, 3 H7-11, (横浜, 2005-3).

丸山 研, 工藤宏人, 池原飛之, 西久保忠臣, "アルカリ現像型
多分岐ポリウレタンアクリレートの合成とその光反応", 日本
化学会第 85 春季年会, 講演予稿集 CD-ROM, 3 H7-12, (横
浜, 2005-3).

K.Maruyama, H. Kudo, T. Ikehara, N. Ito, and T.
Nishikubo, "Photoreactivity and films Properties of
hyperbranched Poly (ester)s and Poly (uretane)s Contai-
ning Methacryloyl Groups", 10th International Confe-
rence on Radiation Curing, RadTech Asia '05, Pro-
ceeding, pp665-669, (Shanghai, China, 2005-5).

工藤宏人, 能坂麻美, 西久保忠臣, "メタクリロイル基とオキセ
タニル基を有する機能性ポリマーの合成と性質", 第 54 回高
分子学会年次大会, 高分子学会予稿集, 54, (1), 393, (横浜,
2005-5).

渥美宏之, 工藤宏人, 西久保忠臣, "同一分子内にオキセタニル
基とカルボキシル基を有する種々のモノマーの合成とその自
己重付加反応", 第 54 回高分子学会年次大会, 高分子学会予

��20



稿集, 54, (1), 394, (横浜, 2005-5).
林理英子, 重松享輔, 西久保忠臣, "レゾルシノールと 1, 4-ブタ
ンジアールとの縮合反応による新規ラダーポリマーの合成",
第 54 回高分子学会年次大会, 高分子学会予稿集, 54, (1), 538,
(横浜, 2005-5).

井上 元, 工藤宏人, 西久保忠臣, "カリックスレゾルシンアレー
ン骨格を有する 12 本腕星型ポリマーの合成とその屈折率制
御", 第 54 回高分子学会年次大会, 高分子学会予稿集, 54, (1),
1325, (横浜, 2005-5).

工藤宏人, 稲垣岳史, 西久保忠臣, "チアカリックスアレーンを
基盤とする星型ポリマーの合成と性質", 第 54 回高分子学会
年次大会, 高分子学会予稿集, 54, (1), 1326, (横浜, 2005-5).

工藤宏人, 青木英行, 森田亜也子, 西久保忠臣, "オキセタン類
のカチオン開環共重合による新規デンドリック高分子の合成
とその機能化", 第 54 回高分子学会年次大会, 高分子学会予
稿集, 54, (1), 1327, (横浜, 2005-5).

山本 優, 工藤宏人, 西久保忠臣, 守谷 治, "側差に種々の光
反応性基を有するポリシルセスキオキサンの合成とその光反
応特性", 第 54 回高分子学会年次大会, 高分子学会予稿集, 54,
(1), 1331, (横浜, 2005-5).

牧野真也, 小林夕香, 工藤宏人, 西久保忠臣, "メタクリロイル
基を有する機能性環状ポリスルフィドの合成と特性", 第 54
回高分子学会年次大会, 高分子学会予稿集, 54, (1), 1332,
(横浜, 2005-5).

工藤宏人, 林理英子, 渡辺大輔, 西久保忠臣, "新規環状化合物
(水車[Noria]構造) の機能化とその光反応特性", 第 54 回高
分子学会年次大会, 高分子学会予稿集, 54, (1), 1355, (横浜,
2005-5).

林理英子, 三谷治司, 工藤宏人, 西久保忠臣, "新規光硬化型環
状化合物の合成とその性質", 第 54 回高分子学会年次大会,
高分子学会予稿集, 54, (1), 1635, (横浜, 2005-5).

丸山 研, 新藤紫陽子, 工藤宏人, 西久保忠臣, "多分岐ポリベ
ンゾオキサゾールの合成と光機能材料への応用", 第 54 回高
分子学会年次大会, 高分子学会予稿集, 54, (1), 1636, (横浜,
2005-5).

H. Kudo, R. Hayashi, N. Chikaraishi, T. Yokozawa, and T.
Nishikubo, "The Facile Synthesis of Novel Cyclic Oligo-
mers (Noria-Molecular) by the Reaction of Resorcinol and
α,ω-Dialdehydes", The 8th SPSJ International Polymer
Conference, Proceeding, pp162, (Fukuoka, 2005-7).

H. Inoue, H. Kudo, and T. Nishikubo, "Synthesis and
Refractive Indices Properties of New Octa-Arms Star-
Shaped Polysulfides Radiating from p-t-Butylcalix [8]
arene core", The 8th SPSJ International Polymer
Conference, Proceeding, pp200, (Fukuoka, 2005-7).

H. Kudo, S.Makino, and T. Nishikubo, "Synthesis of
Cyclic Polymers: Ring-Expansion Reaction of Cyclic S-
Dithioester with Thiiranes", The 8th SPSJ International
Polymer Conference, Proceeding, pp519, (Fukuoka, 2005-
7).

H. Kudo, N. Inoue, I. Nishimura, and T. Nishikubo, "Syn-
thesis, Properties, and Photochemical Deprotection of
Novel Chemically Amplified Materials Based on Cyclo-
dextrin Derivative Containing Fluorine Atoms and t-
Butyl ester Groups", The 8th SPSJ International
Polymer Conference, Proceeding, pp577, (Fukuoka, 2005-
7).

工藤宏人, 西久保忠臣, "チイラン類の挿入反応による環状チオ
エステルの環拡大重合反応", 第 54 回高分子討論会, 高分子
学会予稿集, 54, (2), pp2768-2769, (山形, 2005-9).

井上 元, 稲垣 史, 工藤宏人, 西久保忠臣, "カリックスアレー
ン骨格をコアーに有するスターポリスルフィドの合成とその

屈折率制御", 第 54 回高分子討論会, 高分子学会予稿集, 54,
(2), pp2786－2787, (山形, 2005-9).

山下 俊, 佐藤義和, 工藤宏人, 西久保忠臣, "アゾベンゼン誘
導体のフォトオプティカル効果の高効率化のための分子設
計", 第 54 回高分子討論会, 高分子学会予稿集, 54, (2), pp43
78－4379, (山形, 2005-9).

渥美宏之, 工藤宏人, 西久保忠臣, "同一分子内にオキセタニル
基とカルボキシル基を有する種々のモノマー類の合成とその
自己重付加反応", 第 54 回高分子討論会, 高分子学会予稿集,
54, (2), pp2551, (山形, 2005-9).

丸山 研, 新藤紫陽子, 工藤宏人, 西久保忠臣, "光反応性基を
有する新規ハイパーブランチポリマーの合成とその性質", 第
54 回高分子討論会, 高分子学会予稿集, 54, (2), pp2817, (山
形, 2005-9).

林理英子, 重松享輔, 力石紀子, 工藤宏人, 西久保忠臣, "新規ラ
ダー化合物 (Noria)の合成およびその機能化", 第 54 回高分子
討論会, 高分子学会予稿集, 54, (2), pp2837, (山形, 2005-9).

牧野真也, 工藤宏人, 西久保忠臣, "環状チオエステル化合物の
環拡大重合", 第 54 回高分子討論会, 高分子学会予稿集, 54,
(2), pp2838, (山形, 2005-7).

柿沼克良, 町田真悟, 山村 博, 阿竹 徹 "ペロブスカイト型
酸化物 (Ba0.3Sr0.2La0.5)InO2.75 を用いた SOFC の開発- (La
0.6Sr0.4) (Mn1-xMx)O3-δ (M=Fe, Co and Ni)カソードの検討-
"第 30 回固体イオニクス討論会要旨集 p114 (京都, 2004-12)

柿沼克良, 町田真悟, 山村 博, 阿竹 徹 "ペロブスカイト酸化
物 (Ba0.3Sr0.2La0.5)InO2.75 を用いた SOFC におけるカソー
ドの特性" 電気化学会第 72 回大会 p182 (熊本, 2005-4)

西野華子, 柿沼克良, 山村 博, 野村勝裕 "パイロクロア型酸
化物 (Y1-xLax)2 (Ce1-xZrx)2O7 の結晶構造とイオン伝導度"
電気化学会第72回大会 p156 (熊本, 2005-4)

K. Kakinuma, H. Yamamura, T. Atake "SINGLE CELL
PERFORMANCE OF SOLID OXIDE FUEL CELL
USING PEROVSKITE OXIDE OF (Ba0.3Sr0.2La0.5) In
O2.75 " International conference on Solid State Ionics
(Germany, 2005-7)

堀内弘星, 柿沼克良, 山村 博 " (Ba0.3Sr0.2La0.5)InO2.75 をベー
スにしたSOFC用電極材料の電気的特性"第 21回日本セラミッ
クス協会関東支部研究発表会 p69 (栃木, 2005-7)

渡邉美幸, 柿沼克良, 山村 博 "In, Gaを同時固溶させた ZnO
の電気的特性" 第 21 回日本セラミックス協会関東支部研究
発表会 p32 平成 17 年 7 月 (栃木)

斉藤美和, 柿沼克良, 山村 博 "固体電解質セルを用いた一酸
化窒素の分解に及ぼす電極の影響" 第 21 回日本セラミック
ス協会関東支部研究発表会 p28 (栃木, 2005-7)

横手武徳, 柿沼克良, 山村 博 "Ａサイトに欠陥を有する Ba2
In2O5 系酸化物のプロトン伝導" 第 21 回日本セラミックス
協会関東支部研究発表会 p19 (栃木, 2005-7)

八木勇誌, 柿沼克良, 山村 博 " (Bi2O3)1-x- (Y2O3)x 系におけ
る電気伝導度と誘電特性" 第 21 回日本セラミックス協会関
東支部研究発表会 p7 (栃木, 2005-7)

志甫崇広, 柿沼克良, 山村 博 " (Sr1-xMx)3M'2O7 (M=Ln,
M'=Ti, Mn)の合成と熱電特性"第 18 回日本セラミックス協
会秋季シンポジウム p48 (大阪, 2005-9)

武田早織, 柿沼克良, 山村 博 "CeO2 系酸化物イオン伝導体の
交流伝導特性" 第 18 回日本セラミックス協会秋季シンポジ
ウム p56 (大阪, 2005-9)

西野華子, 柿沼克良, 山村 博, 野村勝裕 "パイロクロア型酸
化物 (Y1-xLax)2 (Ce1-xZrx)2O7 の結晶構造と電気伝導特性"
第 18 回日本セラミックス協会秋季シンポジウム p56 (大阪,
2005-9)

町田真悟, 柿沼克良, 山村 博 "固体電解質 (Ba0.3Sr0.2
La0.5)InO2.75 を用いた SOFC の発電特性" 第 18 回日本セラ

��21



ミックス協会秋季シンポジウム p57 (大阪, 2005-9)
川上翔大, 柿沼克良, 山村博 " (Ba0.3Sr0.2La0.5) (In0.97Zr0.03)
O2.765 電解質を用いた固体酸化物型燃料電池におけるNiサー
メット材料の発電効率に及ぼす影響" 第 18 回日本セラミッ
クス協会秋季シンポジウム p57 (大阪, 2005-9)

今 武史, 柿沼克良, 山村 博 "固体電解質を用いた電気化学
セルに適した窒素酸化物分解電極の開発" 第 18 回日本セ
ラミックス協会秋季シンポジウム p163 (大阪, 2005-9)

山本真之, 柿沼克良, 山村 博 "ゾル・ゲル法による窒化ジル
コニウム薄膜の合成" 第 18 回日本セラミックス協会秋季
シンポジウム p321 (大阪, 2005-9)

柿沼克良, 町田真悟, 堀内弘星, 蓮沼さや香, 山村 博, 阿竹
徹 "固体電解質 (Ba0.3Sr0.2La0.5)InO2.75/カソード界面におけ
る B サイトイオンの相互拡散とその発電への影響" 2005 年
電気化学会秋季大会 p38 (千葉, 2005-9)

宮越 亮, 横山明弘, 横澤 勉, ｢分子量分布が狭くかつ分子量
制御されたポリヘキシルチオフェンの合成｣, 第 13回ポリマー
材料フォーラム, 講演予稿集 1PB06, (名古屋, 2004-11).

稲垣夕子, 棚谷 綾, 横山明弘, 横澤 勉, ｢N-アルキルポリお
よびオリゴ (p-ベンズアミド)の UVスペクトルとらせんの関
係｣, 日本化学会第 85 春季年会, 講演予稿集 4F5-06, (横浜,
2005-3).

笠間潤也, 横山明弘, 横澤 勉, ｢ナフタレン骨格の置換基効果
を利用した連鎖重縮合｣, 日本化学会第 85 春季年会, 講演予
稿集 2B7-33, (横浜, 2005-3).

大石智之, 杉 龍司, 横山明弘, 横澤 勉, ｢分子量分布が狭く
様々な溶解性を示す N-アルキルポリ (m-ベンズアミド)の合
成｣, 日本化学会第 85 春季年会, 講演予稿集 2B7-32, (横浜,
2005-3).

杉 龍司, 楯 大輔, 室谷大地, 横山明弘, 横澤 勉, ｢簡便な
連鎖重縮合法の開発と制御された芳香族ポリアミド-graft-ポ
リテトラヒドロフラン合成への応用｣, 日本化学会第 85 春季
年会, 講演予稿集 2B7-31, (横浜, 2005-3).

宮越 亮, 横山明弘, 横澤 勉, ｢ポリヘキシルチオフェンを与
える連鎖重合における遷移金属触媒の影響｣, 日本化学会第
85 春季年会, 講演予稿集 2B3-27, (横浜, 2005-3).

安堂智之, 味岡直己, 横山明弘, 横澤 勉, ｢二官能性開始剤を
用いた ATRP と連鎖重縮合による分子量分布の狭いポリメ
チルメタクリレート-ｂ-芳香族ポリエーテルの合成｣, 第 54
回高分子学会年次大会, 高分子学会予稿集, 54 (1), 487,
2Pf008, (横浜, 2005-5).

味岡直己, 横山明弘, 横澤 勉, ｢芳香族ポリエーテルとポリス
チレンの結晶性－非結晶性－結晶性トリブロック共重合体の
合成とその自己集積化｣, 第 54 回高分子学会年次大会, 高分
子学会予稿集, 54 (1), 486, 2Pe007, (横浜, 2005-5).

吉野和男, 横山明弘, 横澤 勉, ｢ポルフィリン骨格を核とする
種々の 4 本鎖星型ポリアミドの合成とその性質｣, 第 54 回高
分子学会年次大会, 高分子学会予稿集, 54 (1), 380, 2Pb032,
(横浜, 2005-5).

稲垣夕子, 横山明弘, 横澤 勉, ｢N-アルキルポリ (p-ベンズア
ミド)の共重合体組成とらせん構造の関係｣, 第 54 回高分子学
会年次大会, 高分子学会予稿集, 54 (1), 354, 2Pb006, (横浜,
2005-5).

迎居秋絵, 須山絵里奈, 横山明弘, 横澤 勉, ｢パラジウム触媒
による AB 型モノマーのπ-アリル錯体を経由する重合挙動｣,
第 54 回高分子学会年次大会, 高分子学会予稿集, 54 (1), 344,
1Ph060, (横浜, 2005-5).

佐藤武仁, 横山明弘, 横澤 勉, ｢m-アルキルアミノ安息香酸二
量体エステルの連鎖重縮合｣, 第 54 回高分子学会年次大会,
高分子学会予稿集, 54 (1), 330, 1Ph046, (横浜, 2005-5).

安達 勲, 宮越 亮, 横山明弘, 横澤 勉, ｢側鎖にオキシエチ
レン鎖を導入した分子量分布の狭いポリチオフェンの合成と

Ni触媒配位子の重要性｣, 第 54 回高分子学会年次大会, 高分
子学会予稿集, 54, (1), 307, 1Pg023, (横浜, 2005-5).

大石智之, 杉 龍司, 横山明弘, 横澤 勉, ｢オリゴエチレング
リコール側鎖を持つ水溶性ポリ (m-ベンズアミド)の合成とそ
の溶液特性｣, 第 54 回高分子学会年次大会, 高分子学会予稿
集, 54 (1), 302, 1Pf062, (横浜, 2005-5).

新山哲朗, 横山明弘, 横澤 勉, ｢アミノ基のオルト位にメチル
基を有するポリ (p-ベンズアミド)類の合成およびその特異な
構造｣, 第 54 回高分子学会年次大会, 高分子学会予稿集, 54,
(1), 301, 1Pe061, (横浜, 2005-5).

N. Ajioka, A. Yokoyama, and T. Yokozawa, "Synthesis and
Self-assembly of Well-defined Block Copolymer of
Aromatic Polyether and Polystyrene", The 8th SPSJ
International Polymer Conference (IPC2005), 27P2G1-
199a, (Fukuoka, 2005-7).

R.Miyakoshi, A. Yokoyama, and T. Yokozawa, "Synthesis
of Polyhexylthiophene with Controlled Molecular
Weights and Low Polydispersities", The 8th SPSJ Inter-
national Polymer Conference (IPC2005), 27P2G1-203a,
(Fukuoka, 2005-7).

佐藤武仁, 横山明弘, 横澤 勉, ｢m-アミノ安息香酸二量体エス
テルを用いた二種類の N-アルキル側鎖をもつ交互共重合体
の合成｣, 第 54 回高分子討論会, 高分子学会予稿集, 54 (2),
2682, 3Pd010, (山形, 2005-9).

大石智之, 横山明弘, 横澤 勉, ｢種々性質の異なるポリ (m-ベ
ンズアミド)の連鎖重縮合を用いた合成｣, 第 54 回高分子討論
会, 高分子学会予稿集, 54 (2), 2681, 3Pc009, (山形, 2005-9).

山崎加奈美, 横山明弘, 横澤 勉, ｢疎水性および親水性キラル
側鎖を持つメタ置換芳香族ポリアミドのらせん構造｣, 第 54
回高分子討論会, 高分子学会予稿集, 54 (2), 2577, 2Pc021,
(山形, 2005-9).

吉野和男, 横山明弘, 横澤 勉, ｢ポルフィリン骨格を有する 4
本鎖星型ポリアミドおよび直鎖状ポリアミドの合成とその性
質｣, 第 54 回高分子討論会, 高分子学会予稿集, 54 (2), 2547,
2Pa033, (山形, 2005-9).

宮越 亮, 安達 勲, 横山明弘, 横澤 勉, ｢ポリアルキルチオ
フェンを与える連鎖重縮合の一般性 －触媒, 脱離基, アル
キル基の影響－｣, 第 54 回高分子討論会, 高分子学会予稿集,
54 (2), 2528, 2Pb014 (山形, 2005-9).

小林長夫, 村中厚哉, 棚谷 綾, 横山明弘, 東屋 功, 城 始勇,
内山真伸, 横澤 勉, ｢N-アルキル化ポリ(p-ベンズアミド)の
ラセン構造｣, 第 54 回高分子討論会, 高分子学会予稿集, 54
(2), 2800, 3B09 (山形, 2005-9).

�� � ��

池原飛之, ｢相互侵入球晶の形成と特徴｣, 高分子, vol. 54, No.
9, p696, (2005-9).

小野 晶, ｢DNA高次構造を利用した機能性分子開発―金属含
有 DNA ワイヤー｣ 化学と工業, vol 58 (4), pp469～472,
(2005-4).

辛 重基, 米沢養躬 ｢チアゾールやオキサゾールからなる天然
物とその合成｣化学と工業 第57巻 第 9号 pp. 933-936 (2004)

高山俊夫, ｢燃料電池電解質の機能と固体 NMR によるその分
子運動解明―固体酸塩とホスホシリケートゲルの応用―｣, 神
奈川大学工学研究所所報, 27 号, 2-13, (2004-11)

内藤周弌, 研究室紹介, 触媒, Vol. 47, p. 374 (2005-8).
内藤周弌, トピックス, セラミックス, Vol. 40, p. 561 (2005-8).
西久保忠臣, "ＵＶ・ＥＢ硬化性樹脂の最近の開発動向", 化学工
業日報, pp. 6-7, (2005-5).

工藤宏人, 亀山 敦, 西久保忠臣, "環状オリゴマーを基盤とし
た新しい高性能光機能材料", ネットワークポリマー, 26, (2),

��22



38-50 (2005).
K. Kakinuma and H. Yamamura "High oxide ion conduc-
tivity of (Ba1-x-ySrxLay)InO2.5+y/2 members derived from
Ba2In2O5 system" Material Science Forum. pp. 159-168
(2005)

横澤 勉, 横山明弘：高分子合成化学の最近の進展と接着技術
への応用の可能性(6) 重縮合；日本接着学会誌, 41 (2) 72-83
(2005).

横澤 勉：重縮合における有機化学の新しい研究領域；高分子,
54 (4) 253 (2005).

T. Yokozawa and A. Yokoyama, "Chain-Growth Polycon-
densation for Well-Defind Condensation Polymers and
Polymer Architecture", ��������., 5, 47-57 (2005).

宮越 亮, 横山明弘, 横澤 勉：金属触媒の分子内移動による
特異な重縮合挙動；高分子加工, 54 (4) 169-175 (2005).

横澤 勉, 横山明弘：縮合系高分子の長さを制御する―重縮合
における分子量と分子量分布の制御―, 現代化学, (8) 18-23
(2005).

�� ��

Y. Takeuchi and T. Takayama, "73Ge NMR Spectroscopy
of Organogermanium Compounds", Edited by G. A.
Webb Volume 54, pp. 155-200, Elsevier Ltd., London
(2005)

西久保忠臣他, “高分子辞典” (高分子学会編), 朝倉書店, 東京
(2005).

工藤宏人, “高分子辞典” (高分子学会編), 朝倉書店, 東京
(2005).

松本正勝, 山田眞二, 横澤 勉, ｢21 世紀の化学シリーズ第二巻
有機化学反応｣, 朝倉書店 (2005).

横澤 勉 (分担執筆), ｢重縮合, 重付加の解析｣, 実験化学講座
改訂５版 ２６巻 高分子化学, 日本化学会編, 丸善, p. 264-
266 (2005).

横澤 勉 (分担執筆), ｢アレン類のカチオン重合, ラジカル重
合, 共重合｣, 反応性高分子の新展開, 遠藤 剛監修, シーエ
ムシー, p. 158-165 (2005).

横澤 勉 (分担執筆), 高分子辞典 (第３版), 高分子学会編,
浅倉書店 (2005).

横山明弘 (分担執筆), 高分子辞典 (第３版), 高分子学会編,
浅倉書店 (2005).

������

岡本専太郎, 平成 14 年度～平成 15 年度文部科学省科学研究費
補助金基盤研究 (C) (2) ｢２価チタンによる連続分子間-分子内
カップリング：一段階多結合生成｣ (課題番号 14550819)研究
成果報告書 (2005-3).

佐藤祐一, 山村 博, 内藤周弌, 櫻井忠光, 西久保忠臣, 井川
学, 田嶋和夫, 辛 重基, 佐藤憲一, 岩本靜雄, 新中新二, ｢新
しいエネルギー変換・高密度エネルギー蓄積材料および環境
クリーン化プロセス技術の開発｣, 神奈川大学ハイテク・リサー
チ・センター研究成果第 4年度報告書, 1－558 (2005 年 3月).

佐藤祐一, ｢大幅高容量化可能なハイブリッド電気化学キャパシ
タ｣, 平成 14 年度～平成 16 年度 文部科学省科学研究費補助
金 (基盤研究 (C)) 研究成果報告書, 平成 17 年 3 月.

横山明弘, 横澤 勉, ｢分子量と分子量分布を制御したポリチオ
フェンの合成｣, 高分子錯体アニュアルレビュー 2003, p. 12,
高分子錯体研究会 (2004).

�	 
�

松本 潔, ｢リモート地域における観測｣, 大気化学研究会第二
回サイエンスステアリングミーティング (東京, 2004-11)

Ken-ichi Sato, "Total synthesis of Tetrodotoxin from D-
Glucose and myo-Inositol", 5th International fine chemis-
try symposium, August, 2005 (Beijing)

Y. Sato, "Preparation of LixMn1/2Fe1/2O2 Using Hydro-
thermal and Post-Annealing Method and Its Electro-
chemical Properties", Chonnam National University,
Nov. 2004 (Kwangju, Korea).

D. Li, "Effect of Foreign Metal Ions Doping on the
Structure and Electrochemical Properties of LiNi0.5Mn0.2

O2 ", Hanyang University, Nov. 2004 (Seoul, Korea).
Y. Sato, "The memory effect observed during partial
charge-discharge cycling", International Conference on
Electrochemical Power Systems, Dec. 2004 (Hyderabad,
India)

佐藤祐一, ｢二次電池と機能性めっき｣, かながわ研究交流推進
協議会, 2005 年 1 月 (横浜).

佐藤祐一, ｢ニッケル・水素二次電池のメモリー効果原因の解明
と発生防止の試み｣, (社)電子情報通信学会, 2005年1月(東京)

T. Nishikubo, "Development of New Reactions of Oxetanes
and Their Application to Polymer Synthesis", Fudan
University, China, May 24, 2005 (Shanghai, China).

T. Nishikubo, "Creation of New Reactions of Oxetanes and
Their Application to the Development of Photo-curable
Polymers", 10th International Conference on Radiation
Curing, RadTech Asia '05, Proceeding, 232-235, May 24-
26, 2005 (Shanghai, China).

工藤宏人, ｢オキセタン化合物を基盤とした機能性多分岐ポリマー
の合成と性質および光反応｣ 弟 90 回ラドテック研究会
2004 年 11 月 5 日, 東京

工藤宏人, ｢機能性分岐ポリマーの合成とＵＶ硬化樹脂への応用｣
㈱情報機構 2005 年 5 月 18 日, 東京

K.Kakinuma, H. Yamamura ｢The oxide-ion conductivity
of perovskite related oxide- (Ba1-x-ySrxLay)InO2.5+y ｣
Rare earth '04 in Nara (Nara, 2004-11)

柿沼克良 ｢新しい高イオン伝導性酸化物の創製とその燃料電池
への応用｣ 電気化学会 第 72 回大会 進歩賞・佐野賞受賞
講演 (熊本, 2005-4)

横澤 勉, ｢いくつかのアプローチによる重縮合の分子量と分子
量分布の制御｣, 住友化学 筑波研究所, 2004 年 11 月(筑波).

横澤 勉, ｢ポリアミドやポリエステルの分子の長さを自在に制
御する ―重縮合における分量と分量分布の制御―｣, さきが
けライブ 2004 (物質科学―生命分野), 2004 年 12 月(東京).

横澤 勉, ｢有機化学的発想による連鎖重縮合｣, 中国四国支部
高分子講演会, 次世代高分子素材設計のための重合反応と構
造の制御, 2004 年 12 月 (広島).

T. Yokozawa, "Control over Molecular Weight and
Polydispersity in Polycondensation", 2005 USA-Japan
Forum, July, 2005 (South Lake Tahoe, California).

T. Yokozawa and A. Yokoyama, "Condensation Polymers
of Defined Architecture from Chain-Growth Polycon-
densation", The 8th SPSJ International Polymer
Conference (IPC2005), 27B18IL, July, 2005 (Fukuoka).

横澤 勉, ｢重縮合の新展開｣, 第 54 回高分子討論会, 高分子学
会予稿集, 54 (2), 2390, 1A10ILR, 2005 年 9 月 (山形).

�� � �

井川 学, ハイテク・リサーチセンタープロジェクト助成金

��23



(プロジェクト代表者 佐藤祐一) ｢選択透過膜システムを用
いた新規水処理プロセスの開発｣

井川 学, 平成 17 年度科学研究費特定領域研究 (A)助成金 (プ
ロジェクト代表者 京都大学大学院 笠原三紀夫), ｢東アジ
アにおけるエアロゾルの大気環境インパクト (領域略称名
｢微粒子の環境影響｣)｣

井川 学, 平成 17 年度科学研究費補助金基盤 (A), ｢酸性霧の
樹冠への沈着から森林衰退までのプロセスの解明と森林再生
プログラムの検討｣

松本 潔, 平成 17 年度科学研究費補助金若手研究 (B), ｢雲過
程による大気エアロゾルの変質機構の解明―霧を用いた観測
的研究｣

岡本専太郎, ｢アザチタナサイクルの生成を基盤とするα-分岐
アミン類の立体選択的合成｣, 2005 年度科学研究費補助金,
基盤研究 (C) (２).

小野 晶 ｢遺伝子の一塩基多型 (SNP) の効率的検出手法の開
発研究｣ 2005 年度科学研究補助金 (継続) 基盤研究 (B)

小野 晶 ｢異種金属を任意に配列させた金属含有 DNAナノワ
イヤーの構造と物性｣ 第 35 回 (平成 16 年度) 三菱財団自然
科学研究助成

櫻井忠光, ハイテク・リサーチ・センタープロジェクト助成金
(プロジェクト代表者：佐藤祐一), ｢光機能性分子の創製と高
効率光エネルギー変換超分子システムの構築｣, 2005 年 4 月.

佐藤憲一, ハイテク・リサーチ・センタープロジェクト助成金
(プロジェクト代表者：佐藤祐一), ｢有機工業化学原料として
の炭水化物の利用－ポスト石油化学時代における化学原料の
確保｣, 2005 年 4 月.

佐藤祐一, 文部科学省ハイテク・リサーチ・センタープロジェ
クト助成金, ｢二次電池とキャパシタの高容量化｣

佐藤祐一, 日本学術振興会, 平成 16 年度日韓科学協力事業 (共
同研究)

佐藤祐一, 田中貴金属工業 (株), ｢貴金属に関わる研究助成金
制度｣ 受賞 ｢貴金属併用による電気二重層キャパシタの大幅
高容量化｣.

内藤周弌, ｢種々の集積型金属錯体による新規ナノ空間触媒の構
築｣, 2005 年度文部科学省科学研究費補助金, 基盤研究 (B).

内藤周弌, ハイテク・リサーチ・センター・プロジェクト助成
金 (プロジェクト代表者：佐藤祐一) ｢高効率エネルギー変
換触媒の開発｣ (2005-4).

西久保忠臣 ＪＳＲ (株) , 平成 17 年 4 月.
西久保忠臣 日立化成 (株), 平成 17 年 4 月.
西久保忠臣, ハイテク・リサーチ・センタープロジェクト助成
金 (プロジェクト代表者：佐藤祐一), ｢光・熱エネルギー変
換性能を有する高分子材料の開発・評価｣, 平成 17 年 4 月

工藤宏人 ｢環拡大重合による大環状高分子の合成｣, 平成 17 年
度文部科学省科学研究費補助金 (若手研究 (Ｂ) ).

横澤 勉, ｢重縮合における分子量と分子量分布の制御｣, 科学
技術振興機構さきがけ研究 21 (｢合成と制御｣ 領域), 2001 年
12 月～2005 年 3 月.

横澤 勉, ｢剛直高分子の自己組織化に基づくナノ導線の創製｣,
電子回路基板技術振興財団研究助成金.

横澤 勉, ｢主鎖上を成長末端へと移動する金属触媒による重縮
合：制御された導電性高分子合成法｣, 平成 17 年度科学研究
費補助金・基盤研究 (C).

横澤 勉, ｢芳香族ポリアミドのらせんおよびシート構造に基づ
く人工ポリペプチドの創製｣, 平成 17年度科学研究費補助金・
特別研究員奨励金.

横澤 勉, 山口和夫, 加部義夫, 横山明弘, ｢種々の反応剤の自
在固定化とこれを利用した新規重合および反応の開発｣, 平成
17 年度神奈川大学共同研究奨励助成金.

山村 博, ハイテク・リサーチ・センター・プロジェクト助成
金, (プロジェクト代表者：佐藤祐一) ｢固体電解質型燃料電

池用新規酸化物イオン伝導体及び酸化物電極の開発｣(2005-4)
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高山俊夫, “シラン含有表面処理液及びその形成被膜の NMR
分析”, (株) 日本ダクロシャムロック, 2004. 10～2005. 3

佐藤祐一, ｢SiC 複合めっき｣, ㈱ディスコ.
佐藤祐一, ｢光触媒反応を用いる表面改質による液晶ポリマー
(LCP) フィルム上への銅薄膜と銅電気回路パターンの形成｣,
財団法人神奈川科学技術アカデミー.

内藤周弌, ｢炭素担持触媒の調製｣, 太平洋セメント株式会社.
内藤周弌, ｢水性ガスシフト触媒の開発｣, 新日本石油株式会社.
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池原飛之, 研究奨学金, 新日本製鐵 (株) (2004).
岡本専太郎, ｢チタン反応剤を用いる合成素子開発｣, 研究奨励
金, 日産化学工業㈱ (2005-4)

佐藤祐一, ｢Crめっき用電極の開発｣, 田中貴金属工業 (株).
佐藤祐一, ｢正極活物質の高性能化に関する研究｣, 日本化学工
業 (株).

佐藤祐一, ｢リチウムイオン二次電池用正極活物質の開発｣, 日
本化学産業 (株)

佐藤祐一, ｢ガルバニー式酸素ガスセンサー｣, 理研計器 (株)
横澤 勉, ｢高分子合成研究｣, キヤノン株式会社.
横澤 勉, ｢リビング連鎖重合｣ に対する研究助成, 住友化学工
業株式会社.

横澤 勉, ｢芳香族リビング重合｣, 住友化学工業株式会社
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西久保忠臣, 工藤宏人, “カリックスレゾルシンアレーン誘導
体およびその製造方法並びに屈折率変換材料および光－熱エ
ネルギー変換蓄積材料”, 特開 2004-262822 (神奈川大学,
JSR).

高崎俊彦, 高橋敦之, 西久保忠臣, 工藤宏人, “光学用樹脂及び
それを用いた用途”, 特開 2004-323702 (日立化成工業, 神奈
川大学).

西久保忠臣, 工藤宏人, “酸解離性基含有共重合体および感放
射線性樹脂組成物”, 特開 2004-323767 (JSR, 神奈川大学).

西久保忠臣, 工藤宏人, “酸解離性基含有共重合体および感放
射線性樹脂組成物”, 特開 2004-323768 (JSR, 神奈川大学).

西久保忠臣, 工藤宏人, “オキセタン化合物を有する硬化性組
成物”, 特開 2004-352622 (神奈川大学, 東亞合成).

西久保忠臣, 工藤宏人, “オキセタニル基とカルボキシル基を
有するモノマーを用いたハイパーブランチ高分子とその製造
方法”, 特開 2004-352787 (東亞合成, 神奈川大学).

西久保忠臣, 工藤宏人, “オキセタン化合物を用いたハイパー
ブランチ高分子の製造方法”, 特開 2004-352788 (神奈川大
学, 東亞合成).

青木隆司, 高橋 真, 西久保忠臣, “光機能性材料”, 特開
2004-352968 (三宝化学研究所).

西久保忠臣, 工藤宏人, “オキセタニル基とカルボキシル基を
有する新規モノマーとそれから誘導されるポリエステルの製
造方法”, 特開 2005-8620 (東亞合成, 神奈川大学).

西久保忠臣, 佐竹宗一, 岡本一男, “エポキシ樹脂用硬化剤, 硬
化性樹脂組成物及びその硬化物”, 特開 2005-170975 (三洋
化成, サンノプコ).

西久保忠臣, 工藤宏人, “新規化合物および感放射線性組成物”,
特開 2005-170902 (JSR, 神奈川大学).

高崎俊彦, 高橋敦之, 柴田智章, 西久保忠臣, 工藤宏人, “カリッ
クスアレーン誘導体及びその製造方法”, 特開 2005-225799
(日立化成工業, 神奈川大学).
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西久保忠臣, 工藤宏人, “複数の水酸基を有する多分岐マクロ
モノマー”, 特開 2005-255973 (東亞合成, 神奈川大学).

西久保忠臣, 工藤宏人, “複数のアルキル基と水酸基とを有す
る多分岐マクロモノマーおよびその製造方法”, 特開 2005-
255974 (東亞合成, 神奈川大学).

Nishikubo Tadatomi, Kudo Hiroto, Makita Shohei, Sasaki
Masaki, "Curable Composition, Cured Article Obtained
There from, and Polyimide Resin for Use in the Same",
WO 2004/003057 (Kanagawa University, Taiyo Ink
Manufacturing).

Nishikubo Tadatomi, Kudo Hiroto, Mitani Kouji, "Cali-
xarene Compound, Process for Producing the Same,
Intermediate Therefor, and Composition Thereof", WO
2005/075398 A1 (JSR Corporation, Kanagawa University).

横澤 勉, 東村秀之, ｢ポリチオフェン｣, 特願 2005-038852.
横澤 勉, 東村秀之, ｢芳香族ポリマーの製造方法｣, 特願 2005-
038853.

横澤 勉, 大内一栄, 窪田祐大, 東村秀之, ｢芳香族ポリマーの
製造方法｣, 特願 2005-283888.
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柿沼克良 電気化学会進歩賞・佐野賞 ｢新しい高イオン伝導性
酸化物の創製とその燃料電池への応用｣ (2005)
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S. Okamoto, 13th IUPAC international Symposium on
Organometallic Chemistry Directed towards Orgnic
Synthesis, Geneve (2005-7).

佐藤祐一, 平成 16 年度日韓科学協力事業 (共同研究), 2004 年
11 月 (Kwangju, Seoul, Korea).

李 徳成, 平成 16 年度日韓科学協力事業 (共同研究), 2004 年
11 月 (Kwangju, Seoul, Korea).

Y. Sato, International Conference on Electrochemical
Power Systems, Dec. 2004 (Hyderabad, India)

S. Naito, 19th North American Catalytic Meeting, USA,
(2005-5).

S. Naito, 19th North American Catalytic Meeting, USA,
(2005-5).

S. Naito, EuropaCat Ⅶ, Bulgaria, (2005-8).
西久保忠臣, ｢ Creation of New Reactions of Oxetanes and
Their Application to the Development of Photo-curable
Polymers ｣, 10th International Conference on Radiation
Curing, RadTech Asia '05, Proceeding, 232-235, May 24-
26, 2005 (Shanghai, China).
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T. Ueno, Y. Sanbayashi, "Optimal Economic Work Assign-
ment in Robot Labor", Japan Industrial Management
Association, Vol. 55, No. 6, pp. 318-322 (2005-2)

内田智史, 八卷直一, ｢授業管理支援システム WebLec の開発と
複数大学における運用｣, 日本 e-Learning 学会会誌, Vol. 7,
pp. 4-9, (2005-8)

K. Abe, S. Okuno, et al. [Belle Collaboration], "Improved
measurement of CP-violation parameters sin 2φ1 and
¦λ¦, B meson lifetimes, and B 0 －B 0‾ mixing parameter
Δmd ", Phys. Rev. D 71, 072003 (pp. - 12 pages) (2005- )

岩瀬弘和, 北岡正敏, ｢階層型神経回路網のパラメータ決定にお
けるPfGAの有効性｣, 日本経営工学会誌, Vol. 56, No.3, pp.
174-181, (2005-8)

岩瀬弘和, 北岡正敏 ｢捻り動作を含む荷物持ち上げ作業におけ
る３次元動作解析｣, 日本人間工学会誌, Vol. 41, No. 2, pp.
77-88, (2005-5)

K. Kaneko, K.Mito, H.Makabe, M. Takanokura, K.
Sakamoto, "Cortical Potentials Associated with Vol-
untary, Reflex, and Spontaneous Blinks as Bilateral
Simultaneous Eyelid Movement", Electromyogr. Clin.
Neurophysiol., Vol. 44, No. 8, pp. 455-462, (2004-12).

M. Takanokura, K. Sakamoto, "Neuromuscular Control of
Physiological Tremor during Elastic Load", Med. Sci.
Monit., Vol. 11, No. 4, pp., CR143-152, (2005-4)

K. Narita, "Asymptotic Analysis for Stochastic Duffing
Equation with a Small Parameter", Far East J.
Theoretical Statistics (FJTS, INDIA), Vol. 15, No. 1, pp.
1‐42, (2005-1)

増田和明, 相吉英太郎, ｢超球面上の最適化手法を応用した主成
分分析｣, 計測自動制御学会論文集, Vol. 41, No. 3, pp. 268-
273 (2005-3)

藤村明子, 荻原利彦, 森田 光, ｢電子情報の安全性確保と
Forensics の社会的実現に向けた秘密分散技術の考察｣, 情報
ネットワーク・ローレビュー, Vol. 4, No. 1, pp. 30-41
(2005-6).

K. Nakata, M. Yamashita, K. Fujisawa and M. Kojima, "A
Parallel Primal-Dual Interior-Point Method for Semi-
definite Programs Using Positive Definite Matrix Com-
pletion", To Appear in Parallel Computing (2005).
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Satoshi Uchida, "WEBLEC: A FULL-SCALE LESSON
MANAGEMENT SUPPORT SYSTEM DEVELOPED BY
UNIVERSITY STUDENTS, Proceedings of the 4th
International Conference Web-based Learning: Techno-
logy and Padagogy (ICWL2005), World Scientific, pp. 13-
21, (2005. 8, City University of Hong Kong, Hong Kong)

M. Kitaoka, J. LI, Y. Satou, "Demand Forecasting of Ship-
ments and Receipts Data in Distribution Center using
grey Theory", Proc. International Conference of Product-
ion Research, CD-ROM, (Salerno University 2005-9)

T. Kusayanagi, M. Kitaoka, "Debugging and Maintance of
Automated Assembly Equipment with Reliability", Proc.
International Conference of Production Research, CD-
ROM, (Salerno University 2005-9)

Y. Kameda, M. Kitaoka, "Prevention of Machine Stop of
the Parts feeder by Pattern Recognition", Proc. Inter-
national Conference of Production Research, CD-ROM,
(Salerno University 2005-9)

J. Balingit. M. Kitaoka, "Three-Dimensional Computer Gra-
phic Human Model Representation of Asymmetric
Lifting," , Proc. International Conference of Production
Research, CD-ROM, (Salerno University 2005-9)

Y. Sato, M. Kitaoka, "Cumulative Curve Analysis in the
Supply Chain using Grey Method," , Proc. International
Conference of Production Research, CD-ROM, (Salerno
University 2005-9)

J. Usuki, T. Takahashi, M. Kitaoka, "Network Traffic
Control System of Multimedia Contents in Network",
Proc. International Conference of Production Research,
CD-ROM, (Salerno University 2005-9)
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J. Usuki, M. Kitaoka, "Command Transfer Method with
Characteristic Analysis using Optical Flow", Proc.
International Conference of Production Research,CD-
ROM, (Salerno University 2005-9)

Kenzo Kurihara, Daisuke Sugiyama and Nobuyuki
Nishiuchi, "Facial Expression Robot of Remote Person",
Proc. International Conference of 35th C&IE, pp. 1241-
124, (Istanbul, 2005-6)

Kenzo Kurihara, Jun. Hasegawa and Nobuyuki Nishiuchi,
"Mobile Robot Path Planning with the Existence of
Moving Obstacles", Proc. 10th IEEE International Con-
ference on Emerging Technologies and Factory Auto-
mation, pp. 195-202, (Catania, 2005-9)

M. Takanokura, K. Sakamoto, "Coordination of Upper-
limb Segments in Physiological Tremor with Various
External Loads", Proc. 6th Asian-Pacific Conference on
Biomedical Engineering, CD-ROM, (Tsukuba, 2005-4).

M. Takanokura, T. Yamauchi, "Biomechanical Analysis of
Four-wheeled Walker for an Elderly Person", Proc. 20th
Congress of International Society of Biomechanics, CD-
ROM, (Cleveland, 2005-8)

K. Sakamoto, T. Igo, K.Mito, H. Shimada, H.Makabe, M.
Takanokura, "Evaluation of Function of Knee Joint by
Physiological Tremor in Lower Leg", Proc. 20th Con-
gress of International Society of Biomechanics, CD-
ROM, (Cleveland, 2005-8)

K.Mito, T.Tamura, K.Kaneko, H.Makabe, M.Takanokura,
K. Sakamoto, "Influence of Skin Temperature on Me-
chanomyogram of M. Biceps Brachii", Proc. 20th Con-
gress of International Society of Biomechanics, CD-
ROM, (Cleveland, 2005-8)

Kazuaki Masuda and Eitaro Aiyoshi, "Regulation of
Stability around Equilibrium Points of Nonlinear Dyna-
mics with Adjustable Operator", Proc. SICE 2005, pp.
1611-1614 (2005-8)

Kazuaki Masuda and Eitaro Aiyoshi, "Embedding Equi-
librium Points in a Nonlinear Dynamics with Adjustable
Operator", Proc. SICE 2005, pp. 1615-1620 (2005-8)

Kazuaki Masuda and Eitaro Aiyoshi, "Recurrent Network
Expression of Replicator Dynamics for Optimization",
Proc. IEEE SMC 2004, pp. 3488-3493 (2004-10)
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上野俊夫, 三林洋介, ｢販売業における店舗レイアウトの設計に
関する研究｣, 日本経営工学会, 平成１６年度秋季研究大会予
稿集, pp. 276-277, (金沢, 2004-10)

内田智史, ｢教育現場から生まれた授業管理支援システム Web-
Lec｣, 平成 16 年度情報処理教育研究集会, 教育学習支援シス
テム(2), CD-ROM論文集, (名古屋, 2004-11)

内田智史, ｢授業管理支援システム WebLec 4.0 について｣, 情
報処理学会 第 67 回全国大会, コンピュータと人間社会 4D-
5, CD-ROM論文集, (電気通信大学, 2005-3)

内田智史, ｢授業管理支援システム WebLec とその開発技術｣,
日本経営工学会, 平成 17 年度秋季研究大会予稿集, pp. 106-
107, (名古屋, 2005-9)

久保田篤, 奥野祥二, 唐澤 豊, ｢JIT-Kanban Supply Chain
System における製造・輸送の最適化モデルに関する基本的
研究｣, 日本経営工学会平成１６年度秋季研究大会予稿集,
pp. 158-159 (金沢, 2004-10)

根岸大地, 奥野祥二, 唐澤 豊, ｢地下駐車場内を対象とした排
気ガス拡散モデルに関する研究｣, 日本経営工学会平成１６年

度秋季研究大会予稿集, pp. 238-239 (金沢, 2004-10)
Atsushi Kubota, Shoji Okuno, Yutaka karasawa, "A basic
research on optimization model for the manufacturing
and the transportation by JIT-Kanban supply chain
system", Proceedings of the 1st International Congress
on Logistics and SCM System, pp. 293-298, (Tokyo, 2004-
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Kouji Sonoda, Shoji Okuno, Yutaka karasawa, "Basic
study on trade-off analysis between business benefit and
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斎藤徹也, 唐澤 豊, 奥野祥二, ｢エコロジスティクスに関する
基本的研究｣, 日本ロジスティクスシステム学会第７回全国大
会予稿集, pp. 130-133 (東京, 2004-11)

加賀谷雅人, 唐澤 豊, 奥野祥二, ｢ロジスティクスの共同化に
おける情報セキュリティに関する基本的研究｣, 日本ロジスティ
クスシステム学会第７回全国大会予稿集, pp. 102-105 (東京,
2004-11)

大槻正毅, 唐澤 豊, 奥野祥二, ｢ロジスティクス情報ネットワー
ク生成プロセスに関する基本的研究｣, 日本ロジスティクスシ
ステム学会第７回全国大会予稿集, pp. 12-15 (東京, 2004-11)

藤田知明, 唐澤 豊, 奥野祥二, ｢物流共同化に関する基本的研
究｣, 日本ロジスティクスシステム学会第７回全国大会予稿集,
pp. 97-100 (東京, 2004-11)

小黒芳男, 細川修二, 塚田幸男, ｢歩行における杖の有効性につ
いて (聞き取り調査による杖の使用実態と若干の基礎的実験
結果を基にして)｣, 人類働態学会, 平成 17 年度第 40 回人類
働態学会講演集, p. 40,(大阪, 2005-6).

小黒芳男, ｢筋的負担からみた適正作業速度について｣, 日本生
産管理学会, 日本生産管理学会第 22 回全国大会講演論文集,
pp. 195～198, (朝日大学,2005－9).

大崎政雄, 小澤幸夫, 他, ｢必要看護量及び必要人員算定システ
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学会第４２回学術総会演題抄録集, pp. 308 (熊本, 2004-11)
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Morocco), (2005-3).

荏本孝久, Lorca 市および Mula 市の地震災害危険度調査
(Murucia, Spain), (2005-9).

小川秀雄, 新たに建設された畜産環境を考慮した新換気システ

��35



ム畜舎の性能調査およびこれまでの畜産施設の環境調査, ア
メリカ・アイオワ州・ニュージャージー州, (2005-7).

紀谷文樹 , 国際会議での座長および発表 , CIB-W062
Symposium, Brussels, Belgie, (2005-9).

高橋志保彦, 神奈川大学と国立台湾科技大学間の学術交流協定
締結, (2005-1).

高橋志保彦, (中国) 武漢理工大学建築学院との共同研究, 中国
湖北省古鎮歴史街道調査研究及び特別講義, バリアフリーの
街づくり, (2005-3).

高橋志保彦, (中国) 西安建築科技大学にて特別講義, バリアフ
リーの街づくり, (2005-3).
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