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凡例
研究活動成果報告の分類
・研究論文Ⅰ：査読のある学会誌に掲載された研究論文
・研究論文Ⅱ：査読のある会議の会議録に掲載された研究論文
・建 築 作 品：建築学科
・口 頭 発 表：会議の会議録に掲載された研究論文
・学 術 誌：専門学術雑誌に掲載された論文等
・著
書
・調査報告書：学会等の委員会や公的機関が公表した調査報告書､ 科研費の最終報告書
・講
演：学会等の招待講演と基調講演を含む
・助 成 金：科研費など
・研究奨励寄付金：企業からの寄付金 (契約そのものに守秘義務がある場合等を除く)
・受 託 研 究
・取 得 特 許
・公 開 特 許
・褒
賞
・海 外 出 張：学会､ 国際会議の論文委員会, 座長, 調査等による出張
・学
位：学位授与




Ⅰ

星隼人, 笹田昌弘, 青木勇, ｢せん断加工特性に及ぼす材料拘
束の影響｣, 日本機械学会論文集 (C 編), Vol.74, No.737,
pp.206-211 (2008-1).
M.Sasada, N.Koura and I.Aoki, Clearance Compensation
Effect in Fine Precision Shearing , Materials
Transactions, Vol.49,No.2, pp.310-316(2008-2).
笹田昌弘, 青木勇, ｢微細精密せん断における偏心クリアラン
ス是正作用に及ぼすパンチ長さ及び板押えの影響｣, 塑性と
加工 (日本塑性加工学会誌), Vol.49, No.567, pp.306-310
(2008-4).
S. Itou, Stresses around a crack in an adhesive layer
between woven laminate composites , Adv. Theor. Appl.
Mech. (Hikari Ltd, Ruse), Vol. 1, pp.61-77 (2008-5).
S. Itou,
Thermal stresses in an infinite elastic pipe
weakened by two cylindrical cracks , J. Thermal
Stresses (Taylor & Francis, Philadelphia), Vol. 30,
pp.1069-1097 (2007-11).
S. Itou,
Dynamic stress intensity factors around a
cylindrical crack in an infinite elastic medium subject to
impact load , Int. J. Solids and Structures (Elsevier,
Oxford), Vol, 44, pp.7340-7356 (2007-11).
K. Hashimoto, Y. Sugahara, Hun-ok Lim and A.
Takanishi,
Swizzle Movement for Biped Walking
Robot Having Passive Wheels,
Journal of Robotics
and Mechatronics, Vol. 20, No. 3, pp.413-419 (2008-6).
Hun-ok Lim, Y. Ogura and A. Takanishi,
Locomotion
Pattern Generation and Mechanisms of New Biped
Walking Machine, 




  



 



 

 




 



 (2089),
(2008-1).
E. Urata,
Influence of unequal air-gap thickness in
servo valve torque motors , Proc. IMechE Part C: J.
Mech. Eng. Sci., Vol.221, No.C11, pp.1287-1297 (2007-11).
K. Suzuki and E. Urata, Development of a direct pressuresensing water hydraulic relief valve , Intl. J. of Fluid
Power, Vol.9, No.2, pp.5-13 (2008-8).
S. Okada, T. Shishido, T. Mori, K. Iizumi, K. Kudou and
K. Nakajima, Crystal growth of MgAlB 14 type compounds
using metal salts and some properties ,Journal of
Alloys and Compounds, 458, pp.297-301 (2008-5).
K. Kudou, S. Fukuda, S. Okada, T. Mori, K Iizumi and T.
Shishido； Hardness and Oxidation, Resistance,
Magnetic Properties of REB 48Si2 (RE=Y,Tb,Dy,Ho,Er,Lu)
Compounds Obtained by Arc Melting ,Japanese Journal
of Appliesd Physics; 46; pp.7803-7805 (2007-12).
S. Okada, T. Shishido, T. Mori, K. Kudou, K. Iizumi and
K. Nakajima, Growth and Some Properties of REAlB 4
and RE 2 AlB 6 (RE=Rare Earth Element) , Journal of
Flux Growth, Vol.2, No.2, pp.83-86 (2007-12).
M. Ozawa, T. Ami, H. Umekawa and M. Shoji, Pattern
Dynamics Simulation of Void Wave Propagation ,
Multiphase Science and Technology, Vo.19, No.4, pp.343361 (2007).
N. Ono, T. Yoshida, M. Shoji, F. Takemura and H. Yen,
Heat Transfer and Liquid Motion of Forced Convective
Boiling in a Mini-tube for Aqueous Solutions with
Nonlinear Surface Energy ,Multiphase Science and
Technology, Vo.19, No.3, pp.225240 (2007).
小野直樹, 吉田貴洋, 金子高広, 西口昇太朗, 庄司正弘, ｢非
線形サーモチャピラリ溶液の微細管内流動沸騰時の挙動｣,
Thermal Science & Engineering, Vol.16, No.3, pp79-85
(2008).
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R. Mosdorf and M. Shoji, Hydrodynamic aspects of
nucleation sites interaction , Int. J. Heat Mass
Transfer, Vol. 51, Issues 13-14, Pp. 3378-3386 (2008).
品田正昭, ｢大型油圧システムのバルブボックス内の分岐通路
に発生する過渡的異常高圧｣, 日本フルードパワーシステム
学会論文集, Vol.38, No.6, pp.83-89 (2007-11).
K. Takemura and Y. Minekage, "Effect of molding condition on tensile properties of hemp fiber reinforced
composite", Advanced Composite Materials, Vol.16,No.4,
pp.385-394 (2007-12).
中西裕二, 藤井恒彰, 和智恒機, ｢粒子法によるペルトン水車
バケット内の流れの解析 (第２報, 非設計点における流れと
ランナ出力)｣, 日本機械学会論文集 (Ｂ編), Vol.73, No.736,
pp.2524-2529 (2007-12).
藤井恒彰, 塚本直史, 黒川淳一, 中西裕二, ペルトン水車のジェッ
ト 干 渉 初 生 点 , タ ー ボ 機 械 , Vol.35, No.12, pp.712-720
(2007-12).
M. Ota and Y. Haramura,
Heat Transfer During
Compression and Expansion of Gas , Journal of Heat
Transfer, Vol. 130, pp.032801-1-6 (2008-3).
山崎徹, 石川慧介, Maksyutov Stanislav, 黒田勝彦, ｢過渡
SEA の二自由度系による基礎的検討｣, 日本機械学会論文集
(C 編), Vol.74, No.740, pp.773-779 (2008-4).
黒田勝彦, 山崎徹, 鞍谷文保, ｢平板構造物の面外振動の SEA
モデルに及ぼす面内振動の影響｣, 日本機械学会論文集 (Ｃ
編), Vol.74, No.744, pp.1955-1962 (2008-8).
山崎徹, 黒田勝彦, ｢固体音解析における解析 SEA パラメータ
の FEM による検証｣, 日本機械学会論文集 (C 編), Vol.74,
No.744, pp.1963-1970 (2008-8).

Ⅱ
I. Aoki and M.Sasada,
Joining Method for Metal and
Resin Sheets Using Shearing Technique with Counter
Punch , Proc. of the 12th International Conference on
Metal Forming, pp.657-662 (Poland, 2008-9).
K. Hashimoto, Y. Sugahara, Hun-ok Lim and A.
Takanishi,
Development of New Foot System
Adaptable to Uneven Terrain for All Biped Robots ,
Proc. of the 17th CISM-IFToMM Symposium on Robot
Design, Dynamics and Control (ROMANSY2008), pp.391398 (Tokyo, Japan, 2008-7).
K. Hashimoto, Y. Sugahara, H. Sunazuka, M. Kawase, K.
Hattori, Hun-ok Lim and A. Takanishi, Human-carrying
Biped Walking Vehicle , Proc. of the 6th International
Conference
of
the
International
Society
for
Gerontechnology, 075 (Pisa, Italy, 2008-6).
H. Kondo, Y. Ogura, H. Aikawa, A. Morishima, J.
Shimizu, Hun-ok Lim and A. Takanishi, "Application of
Biped Humanoid Robot to Motion Simulation for
Elderly and Disabled People", Proc. of the 6th
International Conference of the International Society for
Gerontechnology (ISG2008), Paper146 (Pisa, Italy, 20086).
Aiman Musa M. Omer, Hun-ok Lim and A. Takanishi,
"Simulations for Elderly Support Walking Device with
Humanoid Robot",Proc. of the 6th International
Conference
of
the
International
Society
for
Gerontechnology (ISG2008), Paper043 (Pisa, Italy, 2008-6).
Aiman Musa M. Omer, Y. Ogura, H. Kondo, Hun-ok Lim
and A. Takanishi, "Dynamic-based Simulation for
Humanoid Robot Walking Using Walking Support

System" Proc. of the 5th International Conference on
Informatics in Control, Automation and Robotics
(ICINCO2008), (Funchal, Portugal, 2008-5).
K. Hashimoto, Y. Sugahara, Hun-ok Lim and A.
Takanishi, Optimization Design of a Stewart Platform
Type Leg Mechanism for Biped Walking Vehicle ,
Preprints of the 13th International Symposium of
Robotics Research, pp.209-218 (Hiroshima, 2007-11).
K. Hashimoto, Y. Sugahara, C. Tanaka, A. Ohta, K.
Hattori, T. Sawato, A. Hayashi, Hun-ok Lim, A.
Takanishi
Unknown Disturbance Compensation
Control for a Biped Walking Vehicle , Proc. of the 2007
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent
Robots and Systems, pp.2204-2209 (San Diego, CA, 200711).
Hun-ok Lim and H. Tamai,
Development of a Personal
Motor Roller , Proc. of International Conference on
Control, Automation and Systems, pp.1120-1125 (200710).
Hun-ok Lim and K. Tajima,
Development of a Biped
Walking Robot , Proc. of International Conference on
Control, Automation and Systems, pp.1126-1131 (200710).
E. Urata, K. Suzuki and T. Mori,
The stiffness of
armature support in servovalve torque-motors , 6th
IFK, Workshop March 31, 2008, pp.113-126 (Dresden,
2008-3).
S. Nishiguchi, N. Ono and M. Shoji, Critical Heat Flux
of Butanol Aqueous Solution , Proc. ICNMM08 (6th
International ASME Conference of Nanochannels,
Microchannels and Minichannels) (Germany,2008-6).
N. Ono, T. Kaneko, S. Nishiguchi and M. Shoji,
"Measurement of temperature dependency of surface
tension of alcohol aqueous solutions by maximum
bubble pressure method", Proc. of the 2nd International
Forum on Heat Transfer, p.97 (CDROM Paper#200)
(Tokyo,2008-9).
S. Matsumoto, F. Takemura, T. Segawa, Y. Kikushima,
T. Munakata and M. Shoji, "Development of miniature
absorption refrigerator for high heat flux cooling",
Proc. of the 2nd International Forum on Heat Transfer,
p.68 (CDROM Paper#200 Paper#167) (Tokyo,2008-9).
K. Takemura, Y. Minekage and H.Katougi, "Tensile
Properties
of Natural Fiber Reinforced Green
Composites in Temperature Conditions", Proc. Fifth Int.
Workshop on Green Composites, pp.138-140(Fukushima,
2008-8).
K. Takemura, Y.Minekage and H.Katougi, "Effect of
Water Absorption on Mechanical Properties of Hemp
Fiber Reinforced Composite", Proc. the 6th AsiaAustralasian Conference on Composite Materials,
pp.455-458 (Kumamoto, 2008-9).
Y. Nakao and M. Ishikawa,
Design of Fluid Drive
Spindle and its Rotational Speed Control , Proc. of
ASME 2007 International Mechanical Congress and
Exposition, CD-ROM, (Seattle, 2007-11).
Y. Nakao and M. Ishikawa, Rotational Speed Control of
Fluid Drive Motor , Proc. of International Symposium
on Flexible Automation 2008, CD-ROM, (Atlanta, 2008-6).
Y. Nakao and M. Ishikawa, Design of Angular Position
Controller of Fluid Drive Spindle for Diamond Turning ,
Proc. International Conference on Manufacturing
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Research 2008, pp.57-64, (London, 2008-9).
Y. Nakanishi, T. Fujii and K. Wachi,
MPS Simulation
of the Flow in a Rotating Pelton Bucket and Power ,
Proc. of th 9th Asian Int. Conference on Fluid
Machinery, CD-ROM (Jeju, 2007-10).
T. Fujii, T. Karaki, K. Komura, T. Tsukamoto, Y.
Nakanishi and J. Kurokawa,
Research for Jet
Interference of Pelton Turbine , Proc. of th 9th Asian
Int. Conference on Fluid Machinery, CD-ROM (Jeju,
2007-10).
T.Yamazaki, K.Kuroda and S.Ohno, A structural design
process for reducing structure-borne sound on machinery
using SEA , Proc. Int. Conf. on Noise and Vibration
Engineering, isma2008̲0468.pdf (Leuven,2008-9).


笹田昌弘, 櫻井拓矢, 青木勇, ｢微細精密せん断における偏心
クリアランス是正作用に及ぼす材料拘束の影響｣, 第58回塑
性加工連合講演会講演論文集, pp.67-68, (札幌, 2007-10).
笹田昌弘, 佐藤不思議, 早坂盛, 矢野健, 青木勇, ｢鉗子の駆
動機構及び把持状態監視機能に関する基礎的研究(ひずみゲー
ジを用いた把持状態監視機能)｣, 日本機械学会東海支部第57
期総会講演会講演論文集, pp.81-82 (名古屋, 2008-3).
笹田昌弘, 別府宗明, 青木勇, ｢順送型におけるパイロットピ
ンの変形に及ぼすせん断条件の影響 (第１報)｣, 平成20年度
塑性加工春季講演会講演論文集, pp.245-246(千葉, 2008-5).
伊藤勝悦, ｢２個の平行き裂を有する異方性無限板の動的応力
拡大係数について｣, 日本機械学会 M&M2008材料力学カン
ファレンス, CD-ROM 講演論文集 (草津, 2008-9).
伊藤勝悦, 蒲澤真悟, ｢２個の異方性半無限体の接合層に存在
する２個のき裂周囲の応力拡大係数について｣, 日本機械学
会北海道支部第47回講演会, pp.15-16 (釧路, 2008-9).
濱 雄一郎, 桃木 新平, 近藤 秀樹, 清水 自由理, 林 憲玉,
高西 淳夫, ｢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7報：着地路面への倣い動作が可能
な足部機構の開発)｣, 第26回日本学術講演会予稿集, 2J1-04,
(兵庫, 2008-9).
姜 賢珍, 桃木 新平, 近藤 秀樹, 濱 雄一郎, 清水 自由理,
林 憲玉, 高西 淳夫, ｢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８報：実環境下の安定歩
行のための制御方法の統合と開発)｣, 第26回日本学術講演会
予稿集, 102-01, (兵庫, 2008-9).
橋本健二, 林昭宏, 沢戸瑛昌, 吉村勇希, 服部賢太郎, 浅野哲
平, 菅原雄介, 林憲玉, 高西淳夫, ｢脚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17報：着地衝撃緩和
を目指した不整路面適応制御)｣, 日本ロボット学会第26回学
術講演会予稿集, 101-02, (兵庫, 2008-9).
吉村勇希, 橋本健二, 沢戸瑛昌, 林昭宏, 服部賢太郎, 浅野哲
平, 菅原雄介, 林憲玉, 高西淳夫, ｢脚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16報：モータ冷却機
構による稼働時間の飛躍的向上)｣, 日本ロボット学会第26回
学術講演会予稿集, 101-01, (兵庫, 2008-9).
唐澤祐太, 山根悟史, 林憲玉, ｢歩行アシストを目的とした電
動シルバーカーの開発｣, 日本機械学会2008年度年次大会講
演論文集 vol.5,pp.203-204 (横浜, 2008-8).
前西宏亮, 砂川雅彦, 林憲玉, ｢受動的に衝撃力を緩和する機
構 の 開 発 ｣ , 日 本 機 械 学 会 2008 年 度 年 次 大 会 講 演 論 文 集
vol.5,pp.217-218 (横浜, 2008-8).
玉井宏幸, 林憲玉, ｢パーソナルモータローラの開発｣, 日本機
械学会2008年度年次大会講演論文集 vol.5,pp.221-222 (横浜,
2008-8).

桑原史朗, 伊藤渉, 町田昇司, 林憲玉, ｢ホバリングが可能な
フライングロボットの開発｣, 日本機械学会2008年度年次大
会講演論文集 vol.5,pp.223-224 (横浜, 2008-8).
橋本健二, 菅原雄介, 田中智明, 太田章博, 服部賢太郎, 沢戸
瑛昌, 林昭宏, 林憲玉, 高西淳夫, ｢脚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15報：インパルス状
外乱下における人間搭乗歩行の実現)｣, 第８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予稿集, pp.813814(広島, 2007-12).
香田一行, 鈴木健児, 浦田暎三, ｢制御弁の流量係数及び流体
力に関する研究｣, 日本機械学会東北支部第43期総会講演会
講演論文集, pp.221-222 (仙台, 2008-3).
山崎光男, 江上正, ｢最短点探索を用いたＮＣフライス盤の経
路制御｣, 第40回計測自動制御学会北海道支部学術講演会論
文集[No.A1], pp.1-2 (札幌, 2008-1)
綾部伸一, 江上正, ｢最短点探索を用いた３次元経路制御｣, 第
40回計測自動制御学会北海道支部学術講演会論文集[No.A2],
pp.3-4 (札幌, 2008-1)
大場英樹, 西川昌宏, 江上正, ｢ロボットハンドによる摩擦が
少ない対象物の把握｣, 第40回計測自動制御学会北海道支部
学術講演会論文集[No.A13], pp.31-32 (札幌, 2008-1)
藤塚敦, 西川昌宏, 江上正, ｢ロボットハンドによる柔らかい
対象物の把握｣, 第40回計測自動制御学会北海道支部学術講
演会論文集[No.A14], pp.33-34 (札幌, 2008-1)
西川昌宏, 藤塚敦, 大場英樹, 江上正, ｢ロボットハンドによ
る対象物の摩擦や柔らかさを考慮した把持｣, ロボティクス・
メカトロニクス講演会2008 [No.1P1-A06] (長野, 2008-6).
藤塚敦, 西川昌宏, 江上正, ｢ロボットハンドによる対象物の
柔らかさを考慮した把持手法｣, 第26回日本ロボット学会学
術講演会[No.2E2-01] (神戸, 2008-9)
V. Sahara, T. Shishido, A. Nomura, K. Kudou, S. Okada,
V. kumar et. al, A first principles study of electronic
and elastic properties in AlMB 14 , 16th International
Symposium on Boron, Borides and Related Materials,
p.55 (Shimane 2008-9).
T. Shishido, S. Okada, J. Ye, K. Kudou, K. Iizumi, et. a
l, Molten metal flux growth of rare earth rhodium
borides and borocarbides , 16th International Symposium
on Boron, Borides and Related Materials, p.96 (Shimane
2008-9).
S. Okada, K. Iizumi, T. Shishido, K. Kudou, Y. Sawada
and K. Nakajima, Sintering of mechanochemically
processed NbB 2 powder ,16th International Symposium
on Boron, Borides and Related Materials, p.124
(Shimane 2008-9).
K. Kudou, T. Mori, S. Okada and T. Shishido , Synthes
is and Some Properties of Silicon added WB and WB 2
Compounds Obtained by Arc- Melting Method , 16th
International Symposium on Boron, Borides and Related
Materials, p.125 (Shimane 2008-9).
S.Okada, T. Mori K. Kudou, T. Shishido and T. Tanaka,
Syntheses and physical properties of Sc 2AlB 6 crystals by
molten Al flux , 16th International Symposium on
Boron, Borides and Related Materials, p.145 (Shimane
2008-9).
矢口 慧 , 桑原 務, 高橋英樹, 工藤邦男, 岡田繁, ｢アー
クメルト法を用いた V-Si 系化合物の合成とそれら化合物の
機械的・熱的性質｣ 日本セラミックス協会関東支部研究発表
会, p.86 (箱根, 2008-7).
高橋英樹, 工藤邦男, 岡田繁, 宍戸統悦, ｢アークメルト法を
用いた Nb-Si 系化合物の合成とそれら化合物の硬さ, 耐酸化
性について｣, 第24回日本セラミックス協会関東支部研究発
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表会, p.90 (箱根2008-7).
高橋英樹, 工藤邦男, 万谷和義, 岡田 繁, 宍戸統悦, ｢アー
クメルト法を用いたシリコン添加 NbB 化合物の合成｣, 日本
化学会第88春季年会, p.602 (東京, 2008-3).
岡田繁, 大泉由香, 飯泉清賢, 工藤邦男, 宍戸統悦, ｢酸化タ
ンタル (Ｖ) と非晶質ホウ素の固相反応によるタンタルホウ
化物の合成と性質｣, 日本化学会第88春季年会, p.611 (東京,
2008-3).
佐原亮二, 宍戸統悦, 野村明子, 工藤邦男, 岡田
繁, Vijay
Kumar, 中島一雄, 川添良幸, ｢ホウ化物の弾性特性に関す
る理論研究｣, 第２回フラックス成長研究会, p.119-120 (仙
台, 2007-12).
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啓之・穴田哲夫 (神奈川大), C-2-113 ブロードサイド結合
UWB フィルタの電磁界分布の測定, 2007電子情報通信学会
総合大会, 北九州 (2008年３月21日発表).
永岡 直樹, 陳 春平, 馬 哲旺, 穴田 哲夫, ノッチ付き非対称
平行結合 SIRs に基いた UWB フィルタの検討, C-2-39,
2008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,
明治大学 (2008年９月17日発表).
渡辺康二, 馬 哲旺, 陳 春平・穴田哲夫, 小林禧夫, Lowband 仕様 UWB 帯域通過フィルタの通過域特性の改善, C-274, 2008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, 明治大学 (2008年９月19日発表).
土屋健伸, 遠藤信行, 擬似骨を持つ寒天ファントム内の超音波
照射による温度上昇, 日本超音波医学会関東甲信越地方会第
19回学術集会, p.91 (2007.11).
遠藤信行, 土屋健伸, 松本さゆり, 進雄一, 内藤史貴, 高橋茉
里, 超音波診断・治療用のための微小音響レンズ開発の基礎
研究, 日本超音波医学会関東甲信越地方会第19回学術集会,
p.91 (2007.11).
T. Tsuchiya, T. Anada, S. Ushio and N. Endoh, Numerical analysis of sound propagation in Luzow-Holm bay
of Antarctic Ocean,
第28回超音波シンポジウム講演予稿
集, pp.313-314 (2007.11).
S. MATSUMOTO, Y. SHIN, T. TSUCHIYA, T. ANADA,
N. ENDOH and H. TAKEYAMA,
Underwater
Acoustic Lens Convergence Measurement -Converged
Point and Beam Diameter at its Point-, 第28回超音波シ
ンポジウム講演予稿集, pp.479-480 (2007.11).
遠藤信行, 土屋健伸, 超音波照射時の生体内音圧・温度分布の
推定法とその応用, 日本超音波医学会平成19年度第３回超音
波分子診断治療研究会, (2008.1).
土屋健伸, 牛尾収輝, 穴田哲夫, 遠藤信行, 南極リュツォ・ホ
ルム湾における音波伝搬の数値解析 (2) −海底地形と音速プ
ロファイルの 影 響 − , 日 本 音 響 学 会 講 演 論 文 集 , p. 21
(2008.3).
土屋健伸, 牛尾収輝, 穴田哲夫, 遠藤信行, 南極リュツォ・ホ
ル ム 湾 に お け る 音 波 伝 搬 の 特 徴 ,第 20 回 海 洋 工 学 パ ネ ル ,
OES-19 (2008.3).
遠藤信行, 土屋健伸, 進雄一, 松本さゆり, 単一音響レンズの
収束特性の実測値と波動解析との比較, 第20回海洋工学パネ
ル, OES-51, (2008.3).
土屋健伸, 遠藤信行, 弾性 FDTD 法を用いた超音波照射による
骨ファントム内部の温度上昇の推定, 日本超音波医学会第81
回学術集会, p.279 (2008.5).
内藤史貴, 松本さゆり, 進雄一, 土屋健伸, 穴田哲夫, 遠藤信
行, FDTD 法による非球面音響レンズの収束特性解析, 海洋
音響学会講演論文集, pp.33-36 (2008.5).
土屋 健伸, 牛尾 収輝, 穴田 哲夫, 遠藤 信行, PE 法による
南極浅海域の伝搬パルス波解析,海洋音響学会講演論文集,
pp.57-60 (2008.5).
土屋健伸, 松本さゆり, 内藤史貴, 進雄一, 高橋茉里, 遠藤信
行, 微小超音波プローブ先端用音響レンズの収束音場特性の
解析と縮尺モデル実験, 電子情報通信学会技術研究報告,
US2008-26, (2008.8).
進雄一, 松本さゆり, 内藤史貴, 土屋健伸, 武山芸英, 遠藤信
行, 水中音響レンズの収束特性の精密計測,日本音響学会講演
論文集, p.118 (2008.9).
松本さゆり, 内藤史貴, 高橋茉里, 土屋健伸, 遠藤信行, 微小
超音波プローブ開発用音響レンズの基礎研究, 日本音響学会
講演論文集, p.119 (2008.9).
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土屋健伸, 牛尾収輝, 穴田哲夫, 遠藤信行, 南極リュツォ・ホ
ルム湾における音波伝搬の数値解析 (3) −海底地形と表層プ
ロファイルが受波振幅に与える影響−, 日本音響学会講演論
文集, p.119 (2008.9).
米田征司, 日景優一朗, 大野吉弘, 磯田幸宏, 今井義雄, 篠原
嘉一, ｢PbTe 系熱電素子の電極特性｣, 第19回傾斜機能材料
シンポジウム論文集, pp.1-6 (茨城, 2007-11).
大杉 功, 米田征司, ｢PbTe 系結晶格子の熱膨張特性における
異方性｣, 2007年度日本結晶学会, pp.23 (東京, 2007-12).
日景優一朗, 石渡裕貴, 桝谷 信, 佐藤賢利, 米田征司, 大野
吉弘, 磯田幸宏, 今井義雄, 篠原嘉一, ｢PbTe 系熱電材料
の機械的特性｣, 平成20年度電気学会全国大会, エネルギー
変換・輸送, pp.10 [7] (福岡, 2008-3).
佐藤賢利, 桝谷 信, 日景優一朗, 米田征司, 大野吉弘, ｢PEFC
の水素側小規模電極における定常電流分担特性｣, 平成20年
度電気学会全国大会, エネルギー変換・輸送, pp.95 [7] (福
岡, 2008-3).
桝谷 信, 佐藤賢利, 日景優一郎, 米田征司, 大野吉弘, ｢PEFC
の小規模電極における過渡現象｣, 平成20年度電気学会全国
大会, エネルギー変換・輸送, pp.96 [7] (福岡, 2008-3).
平野裕司, 佐藤賢利, 米田征司, 大野吉弘, 加藤雅彦, 大杉
功, 今井義雄, 磯田幸宏, 篠原嘉一, ｢XRD による PbTe 系
熱電材料の熱膨張特性｣, 第５回 日本熱電学会学術講演会(T
SJ2008) 論文集, pp.73 (東京, 2008-8).
山下裕平, 森住哲也, 木下宏揚: Context 表現のための手法の
考察 , 信学技報, vol. 108, no. 160, SITE2008-24, pp.103108, 2008年７月.
森住哲也, 木下宏揚, 辻井重男,
多元社会の意味ネットにお
ける存在論と認識論の役割 ―社会システムのアクセス制御
agent の視点から― , 文献情報 信学技報, vol. 108, no.
160, SITE2008-23, pp.97-102, 2008年７月.
森住哲也, 木下宏揚, 辻井重男： 直観主義論理によるダイナ
ミックなアクセス制御の記述 , 2008 年暗号と情報セキュリ
ティシンポジウム SCIS2008,4B1-6, (2008-1).
山下祐平, 木下宏揚, 森住哲也,
トピックマップを用いた非
文字資料における Context の表現 , 信学技報, vol. 107, no.
375, SITE2007-50, pp.33-38, 2007年12月.
鈴木一弘, ｢f-chromatic spanning forest の必要十分条件｣,
純粋数学及び応用数学としての組合せ論・離散数学そしてそ
の周辺ワークショップ (電気通信大学, 2008-07)
鈴木一弘, ｢完全２部グラフの f-chromatic spanning forest｣,
離散数学とその応用研究集会 (茨城, 2008-08).
平岡 隆晴, 許 瑞邦 ｢方形導波管直角曲がりの固有電流モー
ドによる解析 −モードアドミタンス行列に基づく−｣ 2008
年電子情報通信学会総合大会 C-2-47 (2008.03 北九州).
秋本 泰宏, 平岡 隆晴, 許 瑞邦 ｢45度クランクの平面回路
モデルと等価回路による解析｣ 2008年電子情報通信学会総合
大会 C-2-48 (2008.03 北九州).
長谷川 安洋, 平岡 隆晴, 許 瑞邦 ｢三次元光導波路ステッ
プ型不連続部の電磁界解析 −固有モード展開による横方向・
伝搬方向等価回路に基づいて−｣ 2008年電子情報通信学会総
合大会 C-3-44 (2008.03 北九州).
小川 隆博, 許 瑞邦 ｢方形導波管中任意形状窓の等価並列イ
ンピーダンスの計算｣ 2008年電子情報通信学会ソサイエティ
大会 C-1-2 (2008.09 川崎).
秋本 泰宏, 平岡 隆晴, 許 瑞邦 ｢各種ストリップ線 Y 分岐
回路の平面回路モデルと等価回路による解析｣ 2008年電子情
報通信学会ソサイエティ大会 C-2-52 (2008.09 川崎).
齊藤隆弘, 小松隆,
色 相 関 を 利 用 し た 新 し い Wavelet
Shrinkage 雑音除去法の提案 , 映像メディア処理シンポジウ
ム (IMPS2007), I2-16, 2007年11月.
石井勇樹, 小松隆, 齊藤隆弘,
乗算型 TV-G 画像分解に基づ

く画像拡大法の定量的性能評価 ,映像メディア処理シンポジ
ウム (IMPS2007), I2-17, 2007年11月.
小松隆, 齊藤隆弘,
色差と色和の TV を用いたカラー画像雑
音除去法の検討 , 映像メディア処理シンポジウム (IMPS
2007), I3-02, 2007年11月.
相澤陽哉, 石井勇樹, 小松隆, 齊藤隆弘, TV-L1非線形画像分
解による信号依存性雑音の除去 , 映像メディア処理シンポジ
ウム (IMPS2007), I4-15, 2007年11月.
石井勇樹, 小松隆, 齊藤隆弘,
CFA モザイク画像の非線形画
像分解とその応用 , 2007年映像情報メディア学会冬季大会,
4-8, 2007年12月.
武尾英哉, 小松隆, 齊藤隆弘,
ディジタル映像アーカイブの
ための経年劣化シネマ映像の修復の検討 , 電子情報通信学会
2008年総合大会, D-11-72, 2008年３月.
相澤陽哉, 石井勇樹, 小松隆, 齊藤隆弘, TV-L1非線形画像分
解によるカラー画像の雑音除去 , 電子情報通信学会2008年総
合大会, D-11-84, 2008年３月.
石井勇樹, 小松隆, 齊藤隆弘,
CFA モザイクカラー画像の非
線形画像分解に基づく雑音抑制型デモザイキング法 , 電子情
報通信学会2008年総合大会, D-11-85, 2008年３月.
小松隆, 齊藤隆弘,
視覚の時空間特性を利用した雑音除去静
止画像の新表示法 , 電子情報通信学会2008年総合大会, D11-88, 2008年３月.
藤井信宏, 吉岡慎吾, 小松隆, 齊藤隆弘,
線 形 Color
Shrinkage を用いた Wavelet 雑音除去法 ,電子情報通信学会
2008年総合大会, D-11-89, 2008年３月.
齊藤隆弘, 小松隆,
変換領域におけるカラー画像雑音除去の
ための Color Shrinkage 法 , 電子情報通信学会2008年総合
大会, D-11-90, 2008年３月.
山田大介, 小松隆, 齊藤隆弘,
Telegraph 発散形式の連立非
線形拡散法による画像の鮮鋭化 ,電子情報通信学会2008年総
合大会, D-11-91, 2008年３月.
小松隆, 齊藤隆弘,
多重解像度 TV 離散化を用いたカラー画
像雑音除去 , 2008年映像情報メディア学会年次大会, 1-2,
2008年８月.
相澤陽哉, 山田大介, 小松隆, 齊藤隆弘, カラーチャンネル間
相関を考慮した非線形画像分解 , 2008年映像情報メディア学
会年次大会, 1-3, 2008年８月.
堀川祐二, 小松隆, 齊藤隆弘, ３色／４色 CFA 用線形デモザ
イキングとその雑音耐性 , 2008年映像情報メディア学会年次
大会, 1-4, 2008年８月.
藤井信宏, 遠藤圭亮, 小松隆, 齊藤隆弘,
L1−L2 Color
Shrinkage を用いた適応的画像雑音除去 , 2008年映像情報メ
ディア学会年次大会, 7-3, 2008年８月.
山田大介, 相澤陽哉, 小松隆, 齊藤隆弘,
DSC のための非線
形画像分解に基づく新 IP パイプライン , 2008年映像情報メ
ディア学会年次大会, 7-4, 2008年８月.
山田大介, 小松隆, 齊藤隆弘,
加算型非線形画像分解を用い
たディジタルカラーカメラ IP パイプライン , 電子情報通信
学会2008年ソサイエティ大会, A-4-12, 2008年９月.
堀川祐二, 小松隆, 齊藤隆弘,
ディジタルカラーカメラのた
めの４色 CFA 方式の色再現性の評価 , 電子情報通信学会
2008年ソサイエティ大会, A-4-15, 2008年９月.
小松隆, 齊藤隆弘,
TV 正則化を用いた Alleysson の線形デ
モザイキング法の改善 , 電子情報通信学会2008年ソサイエティ
大会, A-4-16, 2008年９月.
藤井信宏, 小松隆, 齊藤隆弘, L1-L2 Color Shrinkage と L2L2 Color Shrinkage の雑音除去能力の比較 , 電子情報通信
学会2008年ソサイエティ大会, A-4-17, 2008年９月.
相澤陽哉, 山田大介, 小松隆, 齊藤隆弘, 色間相関を考慮した
TV-L1非線形画像分解 , 電子情報通信学会2008年ソサイエティ
大会, A-4-18, 2008年９月.
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本間一彬, ｢積分器を用いたΔΣ変調器の構成法｣ 神奈川大学
電子情報系ハイテクリサーチセンター2007年度第１回ワーク
ショップ 2007年12月.
増田正孝, ｢宇宙線検出用 Multi-pixel Hybrid Photo-detector
の開発｣ 神奈川大学電子情報系ハイテクリサーチセンター
2007年度第１回ワークショップ 2007年12月.
斉 智司, ｢コンパレータ回路に関する研究｣ 神奈川大学電子
情報系ハイテクリサーチセンター第４回シンポジウム 2008
年２月.
草賀貴志, ｢リング発振器に関する研究｣ 神奈川大学電子情報
系ハイテクリサーチセンター第４回シンポジウム 2008年２
月
江花克俊, ｢Fractional-N-PLL に関する研究｣ 神奈川大学電子
情報系ハイテクリサーチセンター第４回シンポジウム 2008
年２月.
草賀貴志, 島健 ｢４段リング発振器に関する一考察｣ 電子情報
通信学会2008年総合大会, A-1-18, 2008年３月.
斉 智司, 島健 ｢電流モードラッチ回路によるコンパレータ回
路の提案｣ 電子情報通信学会2008年総合大会,A-1-19, 2008年
３月.
広田一世,島 健 ｢差動対の線形化に関する一考察｣ 電子情報通
信学会2008年総合大会, A-1-37, 2008年３月.
増田正孝: ｢アナログ CMOS 集積回路 −高速高精度信号処理
回路−｣ テクノトランスファー・イン・川崎2008, 神奈川サ
イエンスパーク (KSP), 2008年７月.
新中新二, 矢代勇太, 自励式ハイブリッド界磁同期モータの新
初期位相推定法, 平成20年電気学会産業応用部門大会, 1, pp.
187〜192 (高知, 2008-8).
新中新二, 山本恵一, ｢自動車における可変速交流ドライブ技術｣,
平成20年電気学会産業応用部門大会, 1, pp.11〜15 (高知,
2008-8).
小谷光史, 佐々木孝雄, 豊嶋久道,
任意の関数の有限語長近
似における演算回路最適化 , 情報処理学会研究報告:第68回
数理モデル化と問題解決研究会, 2008-MPS-68(14), 2008年３
月.
鈴木麻衣, 佐々木孝雄, 豊嶋久道,
線形変換回路最適化にお
ける計算時間削減アルゴリズム , 情報処理学会研究報告:第
68回数理モデル化と問題解決研究会, 2008-MPS-68(13), 2008
年３月.
中山雅雄, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, MCM 問題の最適化のため
のハードウェアアルゴリズム , 2008年電子情報通信学会総合
大会, ISS-P-112, 2008年３月.
中山雅雄, 佐々木孝雄, 豊嶋久道,
FPGA を用いた複数定数
乗算回路の最適設計の高速化 , 第52回システム制御情報学
会研究発表講演会, 6F1-5, 2008年５月.
増田浩司, 中山明芳, 阿部 晋, 渡邉騎通, 西 洋平 Base
Nb 層の形状とジョセフソン電流の垂直磁界依存性 2008年
秋季第69回応用物理学会学術講演会, 4p-F-1 (2008年９月２
日〜９月５日).
鶴岡茂紀, 中山明芳, 渡邉騎通 点接触型ジョセフソン素子の
I-V 特性と二次元磁界変調特性 2008年秋季第69回応用物理
学会学術講演会, 4p-F-2 (2008年９月２日〜９月５日).
西 洋平, 阿部 晋, 須田光紀, 中山明芳, 増田浩司, 渡邉騎
通 ジョセフソン接合の応用による超伝導ニオブ薄膜近傍の
磁界測定 2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会, 4pF-3 (2008年９月２日〜９月５日).
渡邉騎通, 中山明芳, 阿部 晋, 西 洋平, 増田浩司, 須田光
紀 ジョセフソン電流の垂直磁界依存性と振動試料型磁力計
による Nb 超伝導薄膜の磁束の測定 2008年春季第55回応用
物理学関係連合講演会, 28a-NA-1 (2008年３月27〜３月30日)
渡邉騎通, 中山明芳, 阿部 晋, 西 洋平, 増田浩司, 須田光
紀 振動試料型磁力計による Nb 超伝導薄膜の磁束分布の測

定
電子情報通信学会2008年総合大会, C-8-5 (2008年３月
18日〜３月21日).
新井隼人, 能登正人, 追跡問題における学習残エントロピーを
用いた Profit Sharing, 電子情報通信学会総合大会(2008年),
D-8-14 (北九州, 2008-3).
佐藤知正・鐘ヶ江卓思・松澤友紀・平手孝士,
ZnO ナノロッ
ドの CVD 成長前のレーザアブレーション時の Zn 蒸気供給
の効果 , 電子情報通信学会総合大会 (C-6-5) ,2008.
平手孝士・熊田拓也・小石川浩章・佐藤知正,
ZnO ナノロッ
ド上への ZnS/ZnO 成長 , 電子情報通信学会総合大会 (C-66), 2008.
小石川浩章・柚木 真・福田真人・上田健寛・佐藤知正・平手
孝士,
ZnO ナノロッド上への Zn(O1-xSx)成長 , 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-6-3), 2008.
松澤友紀・北田浩美・佐藤知正・平手孝士,
ZnO ナノロッ
ドを組み入れた横方向電圧印加型直流 E L デバイス , 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-6-4),
2008.
松田優貴, 天沼 博, 松澤和光, ｢ブログ･コミュニケーション
の支援に向けて 〜人物紹介キャッチコピーの自動生成〜｣,
人工知能学会第29回ことば工学研究会資料, SIG-LSE-A801,
pp97-100 (岩手, 2008-7).
安齋徹, 照屋美沙子, 山口栄雄, 山本淳, 点接触型ペルチェデ
バイスの特性改善の検討, 2008年春季 第55回応用物理学関係
連合講演会 2008年３月.
安齋徹, 山口栄雄, 山本淳, 微小先端を有する電子冷却加熱素
子の作製と評価, 電気化学会第75回大会 2008年３月.
井野友哉, 関谷駿一, 玉虫涼平, 山口栄雄, EB 法およびスパッ
タ法を用いた Bi2TE3系薄膜の作製と評価, 電気化学会第75
回大会 2008年３月.
安齋徹, 山口栄雄, 山本淳, ナノサイズコンタクト型電子冷却
加熱素子の作製と評価, 第47会生体医工学会大会 2008年５
月.
安齋徹, 山口栄雄, 局所評価システムを目指した点接触型電子
冷却加熱素子の作製と評価, 日本顕微鏡学会第64回学術講演
会 2008年５月
長田浩尚, 山口栄雄, MOVPE 法による Si ドープ InSb 薄膜の
熱電特性, 平成20年度電気関係学会東海支部連合大会 2008
年９月.
本間秀幸, 長田浩尚, 堀公則, 山口栄雄, MOVPE 法による
InAs バッファ層を用いた InSb 薄膜の熱電特性, 平成20年度
電気関係学会東海支部連合大会 2008年９月.
Watanabe,
Sakuma:
Dependence
of
Discharge
Characteristics of Inductively Coupled Electrodeless
Discharge on the Turns of the Excitation Coil, 35th
IEEE International Conference on Plasma Science
(ICOPS2008), (2008.6 Karlsruhe, Germany).
佐久間, 渡辺：磁性体方式磁界結合型無電極放電特性のコイル
巻数依存性, 電気学会全国大会 (福岡), No.1-136 (2008.3).
中村祐輔, 山口智浩, 渡辺良男, ｢バスの乗降が可能な6足ロボッ
トの開発｣, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講
演会2008, 1A1−E22 (長野, 2008−6).
山口智浩, 渡辺良男, ｢レーザレンジセンサを用いた複数の移
動物体認識｣, 平成20年電気学会産業応用部門大会, Vol.2,
pp.395-396 (高知, 2008−8).
中村祐輔, 山口智浩, 渡辺良男, ｢６足ロボットの段差乗り越え
制御｣, 平成20年電気学会産業応用部門大会, Y-74 (高知,
2008−8).


原島 博, 齊藤隆弘,

(巻頭)トップは語る： 原島 博 超臨場
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感コミュニケーション産官学フォーラム会長に聞く , 映像情
報メディア学会誌, Vol.62, No.1, 巻頭, pp.1-9, 2008 年１
月.
齊藤隆弘,
ディジタル映像アーカイブのための画像修復技術
の研究開発 , 非文字資料から人類文化へ―研究参画者論文集―,
pp.39-50, 神奈川大学21世紀 COE プログラム ｢人類文化研究
のための非文字資料の体系化｣ 研究推進会, 2008年３月.
齊藤隆弘,
(巻頭言) 画像符号化・映像メディア処理レター
特 集 の 発 行 に あ た っ て , 電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 D,
Vol.J91-D, No.8, pp.1931-1931, 2008年８月.
渡辺良男, 技術者を社会にアピールする資格制度の創立を！ ,
映像情報メディア学会誌, Vol.62, No.2, p.1 (2008.2)
渡辺良男,
理科(工学部)離れに対して, 我々は何をすべきか,
何ができるか , 神奈川大学工学部報告, 第46号, pp.6-12
(2008.1).
渡辺良男,
理科離れに対して, 我々は何をすべきか, 何がで
きるか , 照学誌, 91-10, p.666-671 (2007).


豊嶋久道,
年12月.

FX メタトレーダー入門 , パンローリング, 2007

会社, 那覇, 2008年３月.
齊藤隆弘, 招待講演： 画像処理の新パラダイムとその応用 ,
ソニー講演会, ホテルラフォーレ東京, 東京, 2008年４月.
齊藤隆弘,
招待講演： 骨格/テクスチャ非線形画像分解とイ
メージング IP パイプライン高度化への応用 , 岡崎自然科学
研究機構・生理学研究所研究会 ｢視知覚研究の融合を目指し
て｣, 岡崎自然科学研究機構, 岡崎市, 愛知県, 2008年６月.
齊藤隆弘,
招待講演： 骨格/テクスチャ非線形画像分解とイ
メージング IP パイプライン高度化 , 日本工業技術振興会次
世代入力ビジョンシステム部会第119定例会, 東京理科大学,
東京, 2008年７月.
島健, 招待講演： ｢大学でのアナログ CMOS 集積回路研究―
環境・成果・課題―｣ テクノトランスファー・イン・川崎２００８,
神奈川サイエンスパーク (KSP), 2008年７月.
豊嶋久道, ̀̀MetaTrader4を使ったシステム売買入門'', ODL
JAPAN 設立記念外国為替取引セミナー (東京国際フォーラ
ム), 2008年３月.
山口栄雄, 点接触型サンドイッチ構造ペルチエ素子とその応用,
日本熱電学会5周年記念講習会, 早稲田大学, 2008年８月.
渡辺良男, ｢工学部が直面している問題と, 教育改善活動の課
題｣, 電子情報通信学会｢技術者教育と優良実践研究会｣,
(2008.8.1).


遠藤信行, 海洋音響学会 TRM (Time Reversal Mirror) 研究
部会報告書, 韓国での研究例−J. R. Yoon 教授の研究例− ,
pp.59-67 (2008.7).
土屋健伸, 海洋音響学会 TRM (Time Reversal Mirror) 研究
部会報告書, ソーナー, イメージングへの応用２ , pp.79-89
(2008.7).


Peng Cai, Zhewang Ma, Yoshio Kobayashi, Chun-Ping
CHEN,
Tetsuo
Anada,
Design
Theories
and
Implementation Methods of Novel Microwave and
Millimeter-Wave Ultra-Wideband Bandpass Filters,
MWE2007, Yokohama, Japan, Nov. 28-30, 2007 (講演).
黒木太司 (呉工専) ・三谷英三 (ユーディナデバイス) ・山口
陽・川島宗也 (NTT) ・岡田健一 (東工大) ・楢橋祥一・河
合邦浩 (NTT ドコモ) ・川上春夫 (アンテナ技研) ・橘川
雄亮 (三菱電機) ・平岡隆晴・穴田哲夫・陳 春平 (神奈川
大),
[特別講演] 2007年欧州マイクロ波会議出席報告, 信
学技報, vol. 107, no. 421, MW2007-155, pp.99-113, 2008年
１月.
土屋健伸, 南極海域における音波伝搬シミュレーション, 第６
回海中システム研究会, 大阪 (2007.12).
土屋健伸, 文献紹介−TRM のソーナー, イメージングへの応
用−, 第５回海洋音響学会タイムリバーサルミラー部会, 東
京 (2008,2).
遠藤信行, 海洋音響学からの医学へのメッセージ, 日本超音波
医学会第81回学術集会, 神戸 (2008.5).
土屋健伸, TRM (Time Reversal Mirror) 研究部会報告−韓
国 Yoon 教授の研究紹介−, 2008年度海洋音響学会第１回シ
ンポジウム, 東京 (2008.7).
土屋健伸, TRM (Time Reversal Mirror) 研究部会報告−ソー
ナーへの応用例２−, 2008年度海洋音響学会第１回シンポジ
ウム, 東京 (2008.7).
齊藤隆弘,
招待講演： (チュートリアル) Total Variation
正則化の画像処理への応用 , 情報処理学会 オーディオビジュ
アル複合情報処理 (AVM) 研究会, 沖縄セルラー電話株式

穴田哲夫, 次世代モバイル通信広帯域デバイスの開発と実用化
における電磁環境評価, 平成20年度科学研究費補助金, 基盤
研究 (Ｃ)
穴田, 遠藤, 土屋, 陳, 森 (防衛大学), 松本 (独立行政法人
港湾研究所), ｢高速信号処理デバイスの開発・モデリング・
回路設計に関する研究−音波・電磁波・光波の統一数値解析
手法の確立と実際−｣, 2008年度神奈川大学共同研究奨励助
成金.
遠藤信行, 土屋健伸, 文科省科学研究費補助金基盤研究 C, カ
テーテル型超音波プローブ開発のための複合音響レンズの開
発.
米田征司, ｢高性能ｎ形中温度域カルコゲン化合物熱電材料の
創製｣, 平成20年度文部科学省科学研究費補助金 若手研究
(Ｂ).
米田征司, 山口栄雄, 大杉 功, ｢構造相転移によるカルコゲ
ン系熱電材料の高性能化に関する研究｣, 平成20年度 神奈大
学工学研究所共同研究.
木下宏揚, 科研費基盤研究 (C),
研究者の役に立つ著作権と
セキュリティを考慮した知識の発見と流通に関する研究 ,
(2005年度―2008年度).
齊藤隆弘 (研究代表者), 小松隆, 新画像分解表現理論とその
超高品質ディジタルシネマ撮影用の高画質化処理への展開 ,
文部科学省科学研究費補助金 基盤研究 (C), 2007年〜2008年.
齊藤隆弘 (研究代表者), 小松隆, ヒューマンプロセッサ型イ
ンテリジェント視覚センシング機能 , ハイテク・リサーチセ
ンタープロジェクト ( 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), 2007年〜
2008年.
島健, ｢恒常性補完システム回路系｣, 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),
2007年〜2008年.
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).
安齋徹, 山口栄雄, 医用薬理工学への応用を目指した点接触型
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サンドイッチ構造電子冷却加熱素子の作製, 日本科学協会
笹川科学研究助成.
山口栄雄, 外的刺激として用いる多能性点接触型電子冷却加熱
素子の開発, 高橋産業経済研究財団.


大野吉弘, ｢セル出力特性を考慮した燃料電池モデルに関する検討｣,
東京電力株式会社, 2007年.
米田征司, ｢中温用熱電発電システムとその周辺要素技術に関する
研究 ―PbTe 系熱電材料の機械的特性 ― ｣, 独立行政法人
物質・材料研究機構, 2007年.
齊藤隆弘, (受託研究) 画像の高画質化に関する技術開発 , ㈱東
芝 研究開発センター, 2007年.
齊藤隆弘, (共同研究) 非線形画像分解モデルに基づく高画質化
処理の検討 , オリンパス㈱, 2007年.
齊藤隆弘, (受託研究) 画像の高画質化に関する研究 , ㈱東芝 研
究開発センター, 2008年.
齊藤隆弘, (共同研究) 非線形画像分解モデルに基づく高画質化
処理の検討 , オリンパス㈱, 2008年.
齊藤隆弘, 研究奨学寄附金, ソニー株式会社, 2008年.


新垣英哉, 齊藤隆弘, 石井勇樹,
画像処理装置及び画像処理
プログラム , 特願2007-303551, 2007年11月.
新垣英哉, 齊藤隆弘, 小松隆,
画像処理装置及び画像処理プ
ログラム , 特願2008-53378, 2008年３月.
新垣英哉, 齊藤隆弘, 成分抽出補正装置, 成分抽出補正方法,
成分抽出補正プログラム, 又は電子機器 , 特願2008-196814,
2008年７月.
新垣英哉, 齊藤隆弘, 小松隆,
ノイズ除去装置, ノイズ除去
方法及びノイズ除去プログラム , 特願2008-222369, 2008年
８月.
山口栄雄, 山本淳, ペルチェモジュール及びその製造方法, 特
開2007-311440.


T. Anada, 3rd International Conference from Scientific
Computing to Computational Engineering (3rd ICSCCE), ENGINEERING APPLICATIONS − SESSION II
にて座長
Chun Ping Chen, 2008 China-Japan Joint Microwave
Conference にて座長
T. Shima, Chair person, IEEJ International Analog VLSI
Workshop, Istanbul, July, 2008.


陳

春 平 (Chun Ping Chen), 2008 China-Japan Joint
Microwave Conference, 優秀論文賞受賞 (2008.9.12)


中山明芳, 阿部晋, 渡邉騎通 超伝導電子デバイスの磁界特性
の研究
テクノトランスファー in かわさき2008 (2008年７
月９日〜７月11日)
工学部通信用 ｢研究活動および研究分野とテーマ紹介｣ 原稿用
紙


Ⅰ
A. Shigihara, K. Matsumoto, N. Sakurai, M. Igawa,
"Growth and physiological responses of beech seedlings
to long-term exposure to acid fog", Science of the Total
Environment, Vol. 391, pp.124-134 (2008).
H. Okochi, E. Sato, Y. Matsubayashi, M. Igawa, Effect
of atmospheric humic-like substances on the enhanced
dissolution of volatile organic compounds into dew
water , Atmos. Res., Vol. 87, pp.213-223 (2008).
A. Shigihara, K. Matsumoto, N. Sakurai, M. Igawa,
"Leaching of cell wall components caused by acid deposition on fir needles and trees", Science of the Total
Environment, Vol. 398, pp.185-195 (2008).
Avijit Goswami, Kazuhiko Ohtaki, Kouki Kase, Taichi Ito,
Sentaro Okamoto,
Synthesis of Substituted 2,2'Bipyridines and 2,2 :6 ,2 -Terpyridines by CobaltCatalyzed Cycloaddition Reactions of Nitriles and α,ωDiynes with Exclusive Regioselectivity , 


     Vol.350, pp.143-152 (2008-1).
Akiko Tsuhako, Jing-Qian He, Mariko Mihara, Naoko
Saino and Sentaro Okamoto, Carbonyl reduction with
CaH2 and R 3 SiCl catalyzed by ZnCl2 , 



 
Vol.48, pp.9120-9123 (2007-12).
Avijit Goswami, Taichi Ito, Sentaro Okamoto,
Efficient
Activation
of
2-Iminomethylpyridine/Cobalt-Based
Alkyne [2+2+2] Cycloaddition Catalyst by Addition of a
Silver Salt , 

      Vol.349,
pp.2368-2374 (2007-4).
Itaru Okamoto, Kohji Seio and Mitsuo Sekine
Study of the base discrimination ability of DNA and
2'

methylated RNA oligomers containing 2-thiouracil
bases towards complementary RNA or DNA strands
and their application to single-base mismatch detection ,
 

 

2008, 16, 6034-6041.
Hisao Saneyoshi, Itaru Okamoto, Yoshiaki Masaki,
Akihiro Ohkubo, Kohji Seio and Mitsuo Sekine
Facile
Synthesis of 2'-O-Cyanoethyluridine by use of Ring
Opening Reaction of 2,2'-Cyclonucleosides with
Cyanoethyl Trimethylsilyl Ether in the Presence of BF3Et2O 


  
2007, 48, 8554-8557.
Y. Mochida and Fukiko Hasegawa,
High-Melting Point
Sediment from Refined Coconut Oil Stored in a Tank
for a Long Term , J. Oleo Sci., Vol.57, pp.217-223, 2008
K. Maekawa, N. Hishikawa, K. Kubo, T. Igarashi, and T.
Sakurai,
Preferential Formation of  
4,5-Dihydrooxazole Derivatives via Photoinduced Electron TransferInitiated Cyclization of 
Acyl-α-dehydroarylalanine
Alkyl Esters , 


Vol. 63, pp.11267-11281 (200711).
H. Watanabe, K. Maekawa, T. Igarashi, and T. Sakurai,
Photoinduced Electron Transfer-Initiated Enantioselective Cyclization of 
Benzoyl-α-dehydroarylalanine


Butyl Esters in the Presence of Chiral Amine ,




Vol. 74, pp.149-157 (2007-12).
K. Kubo, T. Sakurai, H. Takahashi, and H. Takechi,
Synthesis and Properties of PET Fluoroionophore
having 1-Pyridin-2-ylpiperazine Group , 




Vol. 74, pp.167-170 (2007-12).
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H. Umeto, K. Kobayashi, T. Igarashi, and T. Sakurai,
Proton Dissociation-Induced Tautomerization of 4Substituted 7-Hydroxycoumarin and Its Bridged Dimer
in the Ground State , 






 Vol. 76, pp.161-168
(2008-9).
S. Hanashima, S. Akai, K. Sato, Thioester-assisted α-s
ialylation reaction , 

 

 


 ,  (43),
5111-5114.
H. Suzuki, M. Andoh, Y. Yonezawa, S. Akai, C. Shin, K.
Sato,
Total Syntheses of Bistratamides J, E, and H
from Two Types of ΔAla-Containing Oligopeptides ,


 

 , (4), 495-501.
K. Sato, S. Akai, H. Shoji, N. Sugita, S. Yoshida, Y.
Nagai, K. Suzuki, Y. Nakamura, Y. Kajihara, M.
Funabashi, J. Yoshimura, Stereoselective and Efficient
Total Synthesis of Optically Active Tetrodotoxin from
D-Glucose , 
 
 , (4), 1234-1242.
Sang-Ho Park, Yuichi Sato, Jae-Kook Kim, Yun-Sung
Lee,
Powder property and electrochemical characterization of Li2 MnO 3 material , Materials Chemistry and
Physics, , 225-230 (2007).
G. J. Park, Y. S. Lee, J. Kim, K. S. Nahm, Y. Sato,
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る研究｣, ＴＭＳ研究会2008年度第２回講演会, (東京, 20088)
佐藤祐一, ｢地球温暖化防止に寄与する新しい電池｣, 宮陸会
東北ブロック会議, 2007年10月, 秋田.
佐藤祐一, ｢未来を担う皆さんへ〜科学技術立国ニッポン〜｣,
第41回神奈川県青少年科学作文コンクール表彰式科学講演会,
神奈川青少年センター, 2008年２月, 横浜.
佐藤祐一, ｢リチウムイオン二次電池−高出力, 高容量の正極
活物質について｣, 第４回 ｢EV 用リチウムイオン電池研究会｣
フォーラム, 神奈川県産業技術センター, 2008年８月, 海老
名.
Yuichi Sato, Masanori Morishita, Yoshinori Shimizu,
Koichi Kobayakawa,
Suppression of the Memory
Effect Observed in Alkaline Secondary Batteries under
Partial Charge-Discharge Conditions , 7th EMNT, Sept.
2008 (Kibutz Ein-Gedi, Israel).
西久保忠臣,
レジスト −分子設計の思想− , 第１回フォ
トリソグラフィー入門実践講座講演要旨集：レジスト材料お
よびリソグラフィープロセスの基礎と応用, pp.5-6,高分子学
会, 2007年10月12日 (東京, 東京理科大学).
T. Nishikubo, Synthesis and Properties of Photofunctional
Hyperbranched Polymers , IUPAC 3rd International
Symposium on Novel Materials and Synthesis (NMS-III)
& 17th International Symposium on Fine Chemistry and
Functional Polymers (FCFP-XVII), Journal of Fudan
University, , (5), Article ID. 0427-7104 (2007) 05-064101, 2007 October 17-21, 2007 (Shanghai, China).
T. Nishikubo,
Photochemical Reaction and Physical
Property of Certain Novel Dendritic Polymers with
Methacryloyl Groups , RadTech Europe 07, Conference
Proceedings, November 13-15, 2007 (Vienna, Austria).
西久保忠臣,
Noria の分子レジストへの応用 , 高分子学会
光反応電子用材料研究会講座, 2008年１月23日 (東京工業大
学).
西久保忠臣,
カリックスアレーン類および Noria を基盤とし
た高機能性分子材料 ,  わかやま産業振興財団, 2008年３
月21日 (和歌山).
西久保忠臣,
Noria 誘導体を基盤とした高性能光機能材料 ,
日本化学会 第88春季年会招待講演, 講演番号1C2-30, 2008
年３月26-29日 (東京, 立教大学).
T. Nishikubo,
Synthesis and Photochemical Properties
of Novel Hyperbranched Polymers , RadTech Presents:
UV & EB Technology Expo & Conference, Technical
Conference Proceedings, May 4-7, 2008 (Chicago, USA).
西久保忠臣,
非直鎖状ポリマーおよびオリゴマー基盤とした
高性能分子材料
高分子学, 第45回湘北地区懇話会, 2008
年６月20日 (平塚).
T. Nishikubo, Synthesis of Ladder Cyclic Oligomers and
Ladder Polymers by A2 + B 4 Type Condensation
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Reaction of Resorcinol with α,ω-Alkanedials based on
Dynamic Covalent Chemistry , The 42nd IUPAC World
Polymer Congress: -MACRO 2008 Polymers at Frontiers
of Science and Technology-, June 29-July 4 . 2008 (Taipei,
Taiwan).
T. Nishikubo, Synthesis of Ladder Cyclic Oligomers and
Ladder Polymers by A2 + B 4 Type Condensation Reaction
of Resorcinol with α,ω-Alkanedials based on Dynamic
Covalent Chemistry , International Conference on
Functional Advanced Polymer Materials: Synthesis and
Application, July 2. 2008 (National Taiwan University
Science and Technology, Taipei, Taiwan).
T. Nishikubo,
Synthesis and Photochemical Properties
of Novel Hyperbranched Polymers , Macromolecular
Chemistry Symposium, -Functional Polymers: Synthesis
and Progress-, Macromolecular Chemistry Division of
Korea Chemical Society, Proceedings of Macromolecular
Chemistry Symposium, 21, (5), 1-9 (2008), August 1, 2008
(KIST, Seoul, Korea).
T. Nishikubo, Synthesis of Ladder Cyclic Oligomers and
Polymers by the Polycondensation of Resorcinol with
α,ω-Alkanedials , XVII International Materials Research
Congress (XVII IMRC 2008), August 17-22 (Cancun,
Mexico).
工藤宏人, 平成19年度 神奈川県産学公交流研究発表会 招待
講演
環状オリゴマー [カリックスアレーン, シクロデキ
ストリン, ノーリア (ラダー型環状オリゴマー)] を基盤と
した光機能性材料の開発 2007年10月, 神奈川県産業技術セ
ンター
工藤宏人, 日本化学会第88春季年会依頼講演 2007年３月 低
屈折率および高屈折率ポリマーの合成とその屈折率制御
工藤宏人, フォトポリマー懇話会第167回講演会,
招待講演
2008年１月 大阪科学技術センター
光化学反応による
屈折率変化材料の開発
工藤宏人, 平成20年度, 東北地区若手研究会夏季ゼミナール
招待講演 2008年８月, 岩手県八幡平ハイツ
動的共有結
合化学を基盤としたラダーポリマーおよびラダー型環状オリ
ゴマーの合成とその機能化
工藤宏人, 第125回東海高分子研究会講演会 2008年９月 招
待講演
特殊高分子の合成とその構造特性を利用した光機
能性材料 (高屈折率材料, 低屈折率材料, 屈折率変換材料,
ＵＶ硬化性材料, ＥＢおよびＥＵＶレジスト材料) への応用
展開
H. Kudo, International Symposium on PolymerChemistry,
Hefei, China June 15 - 19, 2008 Synthesis and Application
of Ladder Cyclic Oligomer (noria) and Ladder Polymer
Obtained by New Dynamic Covalent Chemistry System
(Invited).
引地史郎, ｢非へム金属タンパク質の配位構造と触媒作用｣, 理
研理事長ワークショップ ｢生物物質科学を目指して―金属を
含む分子系を中心に―｣, 2007年12月 (箱根).
引地史郎, ｢活性点構造の精密制御による高原子効率的な選択
酸化反応系の開発｣, 文部科学省科学研究費補助金特定領域
研究 ｢炭素資源の高度分子変換｣ ・日本プロセス化学会合同
シンポジウム, 2007年12月 (京都).
山村 博, ｢酸化物イオン伝導体の誘電解析と電歪現象｣ TDK
㈱(成田) 2008.1.21
横澤 勉, ｢縮合重合におけるリビング重合系の進展｣, 第73回
ニューフロンティア材料部会例会, 2007年11月 (大阪).
横澤 勉, ｢π共役系高分子の分子量と分子量分布の制御：触媒
移動型連鎖縮合重合の開発｣, 第32回湘南地区講演会, 2007年
11月 (横浜).

T. Yokozawa,
Catalyst-Transfer Polymerization for the
Synthesis of Well-Defined π-Conjugated Polymers , 235th
American Chemical Society National Meeting, April,
2008 (New Orleans).
横澤 勉, ｢縮合系高分子を含む精密ブロック共重合体の合成法
の開発｣, 第265回ゴム技術フォーラム月例会, 2008年５月
(東京).
横澤 勉, ｢縮合系高分子とπ共役系高分子の分子量と分子量分
布の制御｣, 第74回千葉地域活動高分子研究交流講演会, 2008
年６月 (千葉).
横澤 勉, ｢多分岐高分子およびπ共役系高分子の分子量と分子
量分布の制御｣, 平成20年度前期 (春季) 有機合成化学講習会,
2008年６月 (東京).
横澤 勉, ｢分子量分布の狭い多分岐高分子とπ共役系高分子の
合成｣, 大阪大学大学院講演会, 2008年７月 (大阪).
T. Yokozawa,
Synthesis of Well-Defined π-Conjugated
Polymers by Catalyst-Transfer Condensation Polymeriz
ation , The 8th International Symposium on Functional
π-Electron Systems (Fπ8), July, 2008 (Graz).
T. Yokozawa,
Synthesis of Well-Defined Diblock
Copolymer of Aromatic Polyether and Poly(Methyl
Methacrylate) by Chain-Growth Condensation
PolymerizationandAtomTransfer Radical Poymerization ,
236th American Chemical Society National Meeting,
August, 2008 (Philadelphia).
横澤 勉, ｢分子量と分子量分布の制御された縮合系高分子とπ
共役系高分子の合成｣, 住友化学石油化学品研究所講演会,
2008年９月 (袖ヶ浦).
T. Yokozawa,
Control over Molecular Weight and
Polydispersity
of
Hyperbranched
Polyamides ,
Polycondensation 2008, September, 2008 (Tokyo).
横澤 勉, ｢触媒移動縮合重合による制御されたπ共役系高分子
の合成｣, 京都大学大学院講演, 2008年９月 (京都).
横澤 勉, ｢新規リビング重合による縮合系高分子｣, 第57回高
分子討論会フォーカスセッション, 2008年９月 (大阪).
横山明弘, ｢-アルキル芳香族ポリアミドおよびオリゴアミド
を用いたらせん構造と中空環状構造の構築｣, 第57回高分子学
会年次大会, 2008年５月 (横浜).
池原飛之 ｢結晶成分を含むポリマーブレンドの特徴とその評価
法｣ ポリマーブレンドにおける相溶性・構造制御およびその
解析, 技術情報協会, 2008年３月 (東京・芝).
池原飛之 ｢結晶成分を含むポリマーブレンドの特徴とその評価
法｣ 高分子結晶化の入門講座, 技術情報協会, 2008年６月
(東京・蒲田).


井川 学, 平成19年度科学研究費補助金萌芽研究, ｢スギ花粉
表面への大気汚染物質の吸着とその花粉症発症に及ぼす影響｣
井川 学, 文部科学省学術フロンティア助成金 (代表者：内藤
周弌), ｢選択透過膜システムの創製と輸送制御因子の解明｣
岡本専太郎, ｢低原子価チタンの新発生法と結合生成・解裂反
応への利用｣, 平成19年度科学研究費補助金, 基盤研究 (C).
岡本専太郎, ｢低原子価チタンの新発生法と結合生成・解裂反
応への利用｣, 平成20年度科学研究費補助金, 基盤研究 (C).
岡本専太郎, ｢第四周期遷移金属を触媒とするアルキンの環化
異性化反応の開発｣, 平成19年度科学研究費補助金, 特別研
究員奨励費.
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㈱ (2008-8).
岡本専太郎, ｢アルキン環化付加反応を利用する有機材料化合
物の合成検討｣, 関東電化工業㈱.
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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｣ 2006年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究 (B)
(継続).
小野晶, 亀山敦, 小出芳弘 ｢金属含有 DNA ワイヤーの自己組
織化による新規ナノ空間構造の構築｣ 2006〜2007年度・神奈
川大学共同研究奨励助成金.
岡本到 ｢アニリン骨格を含む側鎖を有する修飾核酸の合成と
DNA ナノテクノロジーへの応用検討｣ 2008年度・日本科学
協会 笹川科学研究助成.
櫻井忠光, 学術フロンティア研究プロジェクト助成金 (プロジェ
クト代表者：内藤周弌), ｢次世代型光エネルギー変換機能分
子・材料の創製｣, 2008年４月.
佐藤憲一, ｢生物活性物質の基質認識機能の解明を手がかりと
する化学空間の創製と機能物質 (医薬) の開発｣, 平成19年
度文部科学省学術フロンティア推進事業 ｢機能性物質創製を
目指す化学空間の設計と制御｣ (プロジェクト代表者：内藤
周弌).
赤井昭二, ｢テトロドトキシン新規誘導体の合成と構造活性相
関の解明｣, 平成20年度科学研究費補助金, 若手研究 (B).
佐藤祐一, ｢ナノおよびマイクロ規則性微細孔電極材料の作製
とその展開｣, 平成20年度学術フロンティア推進事業 ｢機能物
質創製を目指す化学空間の設計と制御｣ (プロジェクト代表
者：内藤周弌).
内藤周弌, 日揮ユニバーサル再委託 NEDO ｢自己再生型 DSS
耐久性水蒸気改質触媒の劣化メカニズムの解明｣
内藤 周弌, 文部科学省・学術フロンティア・プロジェクト
(プロジェクト代表者：内藤周弌) ｢機能物質創製を目指す化
学空間の設計と制御｣.
内藤 周弌, 宮尾 敏広, ｢金属−酸化物ナノ構造体の壁構造の
制御と新しい触媒調製法の開発｣ 2007年度文部科学省科学研
究費補助金 基盤研究 (B).
吉田 曉弘, ｢非水溶媒を用いた新規ナノ酸化物合成法の開発｣
2008年度文部科学省科学研究費補助金 スタートアップ.
西久保忠臣, ｢｢ラダー骨格を有する大環状化合物の合成による
新しい機能性空間の合成とその評価｣｣, 平成19年度文部科学
省学術フロンティア推進事業 ｢機能性物質創製を目指す化学
空間の設計と制御｣ (プロジェクト代表者：内藤周弌).
工藤宏人, 科研費若手研究 A
｢動的共有結合化学を利用した
ラダー型環状化合物の合成とその特異的機能の開発｣ 2006年
４月−継続中2927万円.
工藤宏人, 科研費萌芽研究
｢超分子化学を利用した高屈折率
材料の開発｣
2007年４月−継続中 347万４千円
(代表)
引地史郎, ｢炭化水素類の酸素酸化プロセス構築を指向した触媒
デバイスの開発｣, 平成20年度科学研究費補助金・基盤研究
(B).
引地史郎, ｢活性点構造の精密制御による高原子効率的な選択酸
化反応系の開発｣, 平成20年度科学研究費補助金・特定領域研
究.
引地史郎, ｢機能集積型固体酸化反応触媒の開発｣, 平成20年度
科学研究費補助金・特定領域研究
引地史郎, ｢配位空間の精密制御と新規化学空間への導入｣, 平
成20年度学術フロンティア推進事業 ｢機能物質創製を目指す
化学空間の設計と制御｣ (プロジェクト代表者: 内藤周弌).
引地史郎, ｢金属錯体触媒を基盤とする人工酵素の開発｣, 平成
20年度高橋産業経済研究財団研究助成
山村 博, ｢結晶格子ナノ空間の化学機能｣, 平成20年度学術フ
ロンティア推進事業 ｢機能物質創製を目指す化学空間の設計
と制御｣ (プロジェクト代表者：内藤周弌).
横澤 勉, ｢縮合系ハイパーブランチポリマーの分子量と分子量
分布の制御｣, 平成20年度科学研究費補助金・基盤研究 (C).
横山明弘, ｢モノマー間に２つのアミド結合を連続構築する反応
を用いたラダーポリマーの精密合成｣, 平成20年度科学研究費

補助金・基盤研究 (C).
横澤 勉, ｢縮合系高分子アーキテクチャーの自己組織化による
階層化された化学空間の構築｣ および ｢縮合系高分子末端に
選択的に重縮合が行われる触媒空間の開発｣, 平成20年度学術
フロンティア推進事業 ｢機能物質創製を目指す化学空間の設
計と制御｣ (プロジェクト代表者: 内藤周弌).


小出芳弘, 岩谷化学㈱受託研究 ｢有機 EL 発光材料 Alq3 のポ
リマー化に関する研究｣ 2007, 10 (１年間)
佐藤祐一, ｢リチウムイオン電池用高容量正極材料の研究｣, 日
産自動車㈱.
佐藤祐一, ｢SiC 複合めっき｣, ㈱ディスコ.
内藤周弌, ｢エタノール液相改質反応用触媒の開発｣, 日産自動
車株式会社
西久保忠臣, ｢エポキシ樹脂の開発｣, 日立化成工業株式会社
西久保忠臣, ｢新規低屈折率材料｣, ＪＳＲ株式会社
横澤 勉, ｢芳香族リビング重合｣, 住友化学㈱
横澤 勉, ｢化学分野に関する学術動向の調査・研究｣, (独)日本
学術振興会.


西久保忠臣, 亀山敦,
硫黄原子含有化合物およびその製造方
法 , 特許第3976438号 (平成19年６月29日登録) (学校法人
神奈川大学, JSR 株式会社).
西久保忠臣, 亀山敦, 別所信夫, 下川努, 西村 功,
感放射
線性材料 , 特許第3978901号 (平成19年７月6日登録) (JSR
株式会社).
西久保忠臣, 工藤宏人,
カリックス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 , 特許第3989281号 (平成19年７月27日登録)
(学校法人神奈川大学, JSR 株式会社).
西久保忠臣, 亀山敦, 下川努,
リン原子含有重合性化合物,
リン原子含有オリゴマー, その製造方法および光硬化性組成
物 , 特許第3997595号 (平成19年８月17日登録) (JSR 株式
会社).
西久保忠臣, 工藤宏人, 三谷浩司 カリックスアレーン系化合
物, その製造方法, 及びその組成物 , 特許第4049794号 (平
成19年12月7日登録) (JSR 株式会社, 学校法人神奈川大学).
西久保忠臣, 亀山敦, 後藤幸平,
ポリイミドおよびその製造
方法 , 特許第4060482号 (平成19年12月28日登録) (学校法
人神奈川大学, JSR 株式会社).
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
体および感放射線性樹脂組成物
, 特許第4076789号 (平成
20年２月8日登録) (JSR 株式会社, 学校法人神奈川大学).
西久保忠臣, 亀山敦, 下川努,
硫黄原子含有環状化合物およ
びその製造方法 , 特許第4135211号 (平成20年６月23日登録)
(JSR 株式会社).
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
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術会議 総合工学委員会・機械工学委員会合同 工学システム
に関する安全・安心・リスク検討分科会, 事故死傷者ゼロを
目指すための科学的アプローチ検討小委員会委員会, 2008-3.
桑原雅夫, 福田 敦, 大口 敬, 堀野定雄, 小根山裕之, 山口修一,
｢平成19年度 首都圏環状道路整備に伴う経路選択情報提供検
討業務報告書｣ 財団法人 高速道路技術センター, 2008-5.
審判長山田豊三郎, 審判官大須賀英郎, 同保田稔, 同長谷川峯
清, 同黒田均, 参審員堀野定雄, 同長谷川和俊, ｢裁決 引船
海神被引クレーン付台船 C/B６０１送電線損傷事件｣ 高等海
難審判庁, 2008-9.
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野倉雅人, ｢ディベートを活用した技術者倫理の実践的教育―
教育方法の開発とアンケートによる教育効果の調査―｣, 日
本工学教育協会主催 第８回ワークショップ ｢技術者倫理｣,
(東京, 2008).
成 田 清 正 , ｢ Fractional Brownian motion の 環 境 下 に あ る
Black-Scholes モデル｣ 日本応用数理学会2008年度年会 オー
ガナイズド・セッション (数理ファイナンス) 特別講演, pp.
357-358, (東大 2008-9).
成田清正, ｢フラクショナルブラウン運動による確率積分とそ
の応用｣, 首都大学東京 大学院理工学研究科 数理情報科学
専攻, 講座 ｢情報数理科学１｣ ｢情報数理科学特論１｣ (20081).
堀野定雄, ｢大型トラックの安全対策ー事故分析からー｣, 第８
回自動車安全シンポジウム,
パネルディスカッション：大
型車の安全対策, 東京モーターショーシンポジウム, 国土交
通省 (幕張, 2007-10).
堀野定雄, ｢人間工学導入による交通安全｣, 警視庁法定講座,
(財)東京交通安全協会平成19年度安全運転管理者講習 (東京：
府中市, 日野市, 赤羽, 中野区, 練馬区, 江東区, 昭島市, 調
布市, 中央区, 世田谷区, 2007-10, 11, 2008-1).
堀野定雄, ｢映像記録型ドライブレコーダーを活用した事故分析
と交通安全｣, 交通事故に関する講演会, 日弁連交通事故相
談センター東京支部 (東京, 2007-10).
堀野定雄, ｢人間工学からみた交通事故要因分析と再発防止対策｣,
神奈川大学工経会通常総会・新年会, 講演会 (横浜, 2008-1)
堀野定雄, ｢過労運転を防ぐ−運輸安全マネジメントの有効活用
で−｣, 労働科学研究所創立85周年記念事業, [現代の労働と
安全・保健マネジメント]連続セミナー：第24弾, (東京, 2008
-2).
堀野定雄, ｢人間工学を導入した公共交通システムの持続的安全
達成−道路交通安全構想−｣, 日本機械学会, 高安全度交通シ
ステム実現のための工学的アプローチ研究タスクフォース,
(東京, 2008-3).
堀野定雄, 森みどり, 久保登, 北島創, ｢人間工学応用による道
路反射鏡視認性向上ーローコスト・ローテク実践法ー｣, 第４
回道路反射鏡視認性向上マニュアルに関する検討合同会議,
(横浜, 2008-4).
堀野定雄, ｢海難事故の今後の取り扱い−人間工学活用で再発防
止促進−｣, 安全工学シンポジウム2008, オーガナイズドセッ
ション−L ｢新運輸安全委員会に期待する｣, 日本学術会議
(東京, 2008-7).
堀野定雄, ｢自動車−人間工学を導入した持続的安全達成−｣,
安全工学シンポジウム2008, オーガナイズドセッション ｢陸・
海・空の横断的な視点から高安全度交通システムの実現に取
り組む｣, 日本学術会議, (東京, 2008-7).
堀野定雄, ｢ドライブレコーダの安全教育への活用｣, 安全工学
シンポジウム2008, パネルディスカッション ｢交通事故死傷
者ゼロを目指して｣, 日本学術会議, (東京, 2008-7).
堀野定雄, 森 みどり, ｢人間工学応用によるローコスト・ロー
テク事故削減と予防安全ーカーブミラーとドライブレコーダ
あれこれー｣, 第２回次世代自動車安全システム研究会, 福岡
県知的クラスター創成事業 (第Ⅱ期) アプリケーション, 自
動車, 車載カメラによる安全センサシステムの研究開発 (沖
縄宜野湾, 2008-7).
堀野定雄, ｢人間工学から見たヒューマンエラー対応と安全管理｣,
JR 貨物, (東京, 2008-7).
堀野定雄, ｢交通事故撲滅に向けた人間工学の新しい挑戦〜ドラ
イブレコーダの可能性〜｣, (社)全国市有物件災害共済会関東
支部交通事故処理セミナー, (東京, 2008-9).
堀野定雄, ｢人間工学を応用した海難と災害防止｣, 船員災害防

止協会関東支部安全講演会, (横浜, 2008-9).
堀野定雄, ｢ユニバーサルデザインと人間工学｣ 首都大学東京講
座 Open University ｢ユニバーサルデザイン最新報告｣, (東
京, 2008-9).
堀野定雄, ｢事故解析の現状と課題〜ドライブレコーダによる解
析とその応用〜｣, 第7回電脳交通安全セミナー, 人と車の関
わり合いー, (東京, 2008-9).
堀野定雄, ｢誰もが安心して行き来できる街づくりー人間工学か
らの発信ー｣, 第4回鎌倉バリアフリーシンポジウム, (鎌倉,
2008-3).


柏木利介, 日比野欣也, 奥野祥二, ｢中性子計測は完全な電極
構造を持ったダイヤモンド検出器が有効である｣, 科学研究
費補助金, 特定領域研究.
野倉雅人, ｢環境と調和する歩行補助車の人間中心設計メソッ
ドの確立｣, 2008年度科学研究費補助金, 若手研究 (B).
堀野定雄, 森みどり, ｢出会い頭事故の原因分析と再発防止―
視認性向上による交通管理システム再設計―｣, 2008年度科
学研究費補助金 基盤研究 (C).
堀野定雄, 森みどり, 久保登, 北島創, ｢出会い頭事故未然防
止の研究−交差点カーブミラー視認性評価と再設計マニュア
ル開発−｣, 平成20年度神奈川大学工学研究所共同研究.


今井崇雅, ｢次期アクセスネットワークの特性評価技術の検討｣,
日本電信電話株式会社.


藤井健司, 瀬古沢照治, 野間利幸, 特許登録番号 3939017
(P3939017) 導水設備の運転方法, 及びこれを実現する導水
路制御システム, 登録日 平成19年４月６日
相園岳生, 塩谷真, 瀬古沢照治, 佐野耕一, 片岡雅憲, 特許登録
番号 3941312 (P3941312) 道路交通システム及びその情報
処理方法, 登録日 平成19年４月13日.
加藤博光, 古谷雅年, 瀬古沢照治, 宮尾健, 特許登録番号
3952648 (P3952648) 安全対策方針作成装置
登録日 平
成19年５月11日 .
加藤博光, 古谷雅年, 瀬古沢照治, 宮尾健, 特許登録番号
3994657 (P3994657) サービス提供システム, 登録日 平成19
年８月10日.
藤井健司, 瀬古沢照治, 阿部敏文, 大内信秀, 緒方研, 特許登録
番号 4006098 (P4006098) 水田群の水管理システム, 水田
群の水管理方法, および, 水田群の水管理を行うためのプロ
グラムを記録したコンピュータ読み取り可能な媒体, 登録日
平成19年８月31日.


T.Imai, Asia-Pacific Optical Communications(APOC) 2007,
座長 (Wuhan, China, 2007-11)
T. Sugimoto, The Fossils of Ectoplasm in a Nutshell: A
Brief History of the Challenges into the Air in the
Animal Kingdom, 2008 年８月, Proc. 12th ACFM (Daejeon,
Korea), 1-4 (Invited Speaker)
堀野定雄, ISO/TC159/SC4 Ergonomics, Human-Systems
Interaction 第24回総会, SC4/WG1Convenor (会議議長)
(ポーランド, ワルシャワ, 2007-10)
堀野定雄, 小木和孝, ワークショップ企画
Workshop: Asian
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Ergonomics Roadmap , The Eighth Pan-Pacific
Conference on Occupational Ergonomics, (Bangkok,
Thailand, 2007-11).
堀野定雄, 小木和孝, ワークショップ企画, 座長 Ergonomics
Roadmaps , 2nd International Conference on Applied
Human Factors and Ergonomics (AHFEI 2008), (USA,
Las Vegas, 2008-7).
堀野定雄, IEA (国際人間工学連盟) 理事会, (Iceland, Reykjavik,
2008-8).


 野倉雅人, 2007年度後期神奈川大学工学部優秀講義賞,
(2008-3).
野倉雅人, 林茂雄, 第17回日本工学教育協会賞 (論文・論説
賞), ｢ディベートを活用した技術者倫理の実践的教育｣,
(2008-8).


森みどり, Ergonomics solution for crossing collisions based
on field assessment of visual environment at urban
intersections in Japan , 博士 (医学), 名古屋市立大学
(2008-3).
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藤田正則・文蔵亮介・岩田 衛, ｢建築鋼構造のリユースシス
テムに関する研究, リユース材の加工とその性能評価｣, 日
本建築学会環境系論文集, 第620号, pp.97-102, 2007年10月.
村瀬 亮・村井正敏・岩田 衛, ｢鋼モルタル板を用いた座屈
拘束ブレースの実験的研究, その４ 芯材幅厚比と拘束力お
よび断面ディテールの影響｣, 日本建築学会構造系論文集,
第620号, pp.117-124, 2007年10月.
島有希子・平田倫央・加藤貴志・村井正敏・岩田 衛, ｢サス
テナブルビル構造システムの部分架構実験｣, 日本建築学会
技術報告集, 第27号, pp.121-126, 2008年６月.
吉田文久・岡本勇紀・田所敦志・前田親範・岩田 衛, ｢初期
不整を有する鋼モルタル板を用いた座屈拘束ブレースに関す
る実験的研究｣, 日本建築学会技術報告集, 第27号, pp.127130, 2008年６月.
金木洋平・竹内 徹・宮崎健太郎・岩田 衛, ｢ファサードエ
ンジニアリングの統合に関する研究, 統合ファサードの構造
性能｣, 日本建築学会技術報告集, 第27号, pp.137-142, 2008
年６月.
中村 慎・山下哲郎・村井正敏・岩田 衛, ｢鋼モルタル板を
用いた座屈拘束ブレースの実験的研究, 芯材の降伏耐力およ
び軸剛性の調整｣, 日本建築学会構造系論文集, 第629号, pp.
1143-1150, 2008年７月.
藤田正則・村井正敏・文蔵亮介・岩田 衛, ｢建築鋼構造のリ
ユースシステムに関する研究, リユース材のストック診断｣,
日本建築学会環境系論文集, 第630号, pp.1061-1067, 2008年
８月.
山本 学, 近藤宏二, 大熊武司, ｢風車回転時の風力発電設備に
作用する風力に関する風洞実験｣, 日本建築学会構造系論文
集, 第73巻 第625号, pp.375-382, (2008-3).
岡田 創, 大熊武司, 片桐純治, ｢浮上りが生じた瓦に作用する
風圧力の性状 実大建物による屋根瓦に作用する風力に関す

る研究 その2｣, 日本建築学会構造系論文集, 第622号, pp.
57-64, (2007-12).
下村祥一, 大熊武司, ｢木造軸組工法建物の弾塑性風応答性状
とその応答解析手法に関する研究 木造軸組工法耐力壁の耐
風性能評価用復元力特性に関する研究 その2｣, 日本建築学
会構造系論文集, 第621号, pp.119-126, (2007-11).
前 真之, 高須直子, 鍋島美奈子, 市川憲良, 飯尾昭彦, 鎌田
元康, ｢住宅における給湯日消費量の季節・短期変動｣, 日本
建築学会環境系論文集 No.622, pp.73-80 (2007-12).
今野 雅, 大西直紀, 鎌田元康, 坂本雄三, ｢風環境のＣＦＤ
解析に対する直交格子自動生成非一様型解適合格子生成法の
開発 (その３)｣, 日本建築学会環境系論文集 No.624, pp.
207-214, (2008-2).
Yu-Feng Tu, Motoyasu Kamata, Yoshihiko Akamine,
Masashi Imano and Yuzo Sakamoto：Cross-ventilation
Utilization in Housing in Congested Urban Areas in
Taiwan, Journal of Asian Architecture and Building
Engineering(JAABE) Vol.7 No.1, pp.117-124, (2008-5)
Masashi Imano, Yunchan Zheng, Yoshihiko Akamine,
Narongwit Areemit, Motoyasu Kamata and Yuzo
Sakamoto ： Study on Utility Cross-Ventilation in
Guangzhou and Shenzhen, China ： Journal of Asian
Architecture and Building Engineering (JAABE) Vol.7
No.1, pp.131-138, (2008-5)
F.Kiya et al, A Study on evaluation of faucets in water
supply space using AHP and utility function. CIB-W062
Symposium, C4,pp179-188,(Hong Kong 200８.9).
津田良樹, ｢明治34 35年の神奈川県下の農村における住環境と
家財道具 −神奈川縣農会による村是調査書を中心に−｣,
日本建築学会計画系論文集, 第621号, pp.181-186 (2007-11).
津田良樹, ｢中国江南沿海村落の民家について−浙江省寧波市
象山県東門島の民家を中心に−｣, 日本建築学会計画系論文
集, 第625号, pp.683-688, (2008-3).
中井邦夫, 根本理恵, 坂本一成, ｢街路に面した商業建築の外
形表現―外形ヴォリュームの分節による建築の構成形式に関
する研究(5)｣, 日本建築学会計画系論文集, 第622号, pp.6570, (2007-12).


曽我部昌史, ｢RADIAL UNIT SYSTEM｣ 新建築 (2008-2).
曽我部昌史, ｢上勝アートプロジェクト もくもくもく｣ 新建
築 (2008-7)
曽我部昌史, ｢上万願寺の交流施設｣
新建築 (2008-7)
曽我部昌史, ｢海の家08｣
商店建築 (2008-9)
小倉亮子, 中井邦夫, 畠山健一, ｢貝殻屋根の家｣ (プロジェクト),
建築家と考えるセカンドハウス, エクスナレッジ, pp.98-99,
(2008-8).
中井邦夫, 小倉亮子, ｢有料老人ホーム・グリーンヒル｣, 日経アー
キテクチュア, 2007年11月26日号, 日経 BP 社, pp.92-95,
(2007-11).
室伏次郎, ｢梅屋敷ハウス｣ 新建築 (2008-8).



Ⅱ

荏本孝久, ｢災害リスクマネジメントと環境｣,日本建築学会総合
論文誌, No.6, pp.21-24,2008年２月.
Enomoto T., Wen Y., Navarro M. and Vidal F.,
Exper
imental Testing of New Type Vibration Generator for
the Estimation of Stractural Dynamic Properties ,
European
Seismologicl
Commision,31st
General
Assembly 7-12 September 2008
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Rahimian M., Ochiai T., Yamamoto T., Enomoto T.,
Navarro Bernal M., Vidal SancheZ F., Effect of
Surface Geology Mapped for central Kashiwazaki City
Niigata,Japan,Using Microtremors Data , European
Seismological Commision,31st General Assembly, 7-12
September, 2008
Navarro M., Garc 
a-Jerez JA., Alcala F., Vidal F.,
Enomoto T., Luzon F., Creus C.,
Vs30 Structure of
Lorca town (SE Spain) from Ambient Noise Array
Observations , European Seismologicl Commision,31st
General Assembly 7-12 September 2008
片桐純治, 花里利一, 大熊武司, ｢弾塑性モデルを用いた五重
塔の風応答性状に関する研究｣, 日本建築学会技術報告集,
第13号, pp.517-522, (2007-12).
井口惠之, 山家京子, ｢インターネット発イベントから見た都
市空間に関する研究｣, 第30回情報・システム・利用・技術
シンポジウム論文集 (日本建築学会), pp.43-48 (東京, 200712).


藤田正則・文蔵亮介・岩田衛, ｢建築鋼構造のリユースシステ
ムに関する研究 食違いのある部材継部の FEM 解析｣, 日
本建築学会2008年大会 (広島), C-1分冊, p.725.
岡本康司 (神奈川大) ・藤田正則・岩田衛, ｢リユース部材を
用いた接合部の耐力実験｣, 日本建築学会2008年大会 (広島),
C-１分冊, p.727.
前田親範・藤田正則・岩田衛・文蔵亮介, ｢建築鋼構造のリユー
スシステムに関する研究 設計ガイドラインの提案｣, 日本
建築学会2008年大会 (広島), C-１分冊, p.729.
島有希子・古川純也・加藤貴志・前田親範・岩田衛, ｢サステ
ナブルビル構造システムに角形柱を用いた柱梁接合部実験｣,
日本建築学会2008年大会 (広島), C-１分冊, p.731.
古川純也・島有希子・加藤貴志・村井正敏・岩田衛, ｢サステ
ナブルビル構造システムにおける接合部の鋼棒太さの影響｣,
日本建築学会2008年大会 (広島), C-１分冊, p.733.
田所敦志・山下哲郎・村井正敏・岩田衛, ｢鋼モルタル板を用
いた座屈拘束ブレースの骨格曲線と耐力上昇｣, 日本建築学
会2008年大会 (広島), C-１分冊, p.897.
岡本勇紀・吉田文久・田所敦志・村井正敏・岩田衛, ｢鋼モル
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演題：微細化沸騰 その核心に迫る
講師：群馬大学大学院工学研究科教授 稲田 茂昭氏
日時：2007年12月14日 (金) 16：30〜17：50
場所：23号館 23-304教室
講演要旨：
沸騰は, 小さな温度差で大量の熱を伝えることのできる優れ
た伝熱形態であるが, 熱負荷を増加させると, ある点を境に伝
熱性能が極端に低下する特異な特性を示す｡ これは, 限界熱流
束点またはバーンアウトとして広く知られる現象である｡ 限界
熱流束点より伝熱面温度がある程度高い領域では, 壁面温度の
上昇に伴い伝熱量が平均的に減少する｡ この領域は, 遷移沸騰
領域と呼ばれ, 熱バランスの面から不安定で, 定常状態を維持
することは難しい｡ しかし, 飽和温度に比べてかなり低温の液
体が供給されるサブクール沸騰系においては, 通常であれば限
界熱流束を呈する壁面温度を超えた状況で, また場合によって
は限界熱流束を超えた熱流束で, 定常的でかなり良好な伝熱を
示すことがある｡ 微細な多数の気泡が伝熱面から射出されるの
で, 微細化沸騰と呼ばれる｡
本講演では, 微細化沸騰とはどのような現象なのか, それは
いつ, どこで起こるのか｡ それはなぜ研究の対象となるのか｡
それはどのようなメカニズムで発生するかを高速度撮影画像に
基づいて解明の糸口を探る｡





演題：高速鉄道の計算力学と製品設計への応用
講師：神奈川工科大学 工学部機械工学科教授 田辺 誠氏
日時：2008年６月19日 (木) 16：20〜17：50
場所：23号館 23-201教室
講演要旨：
近年, 日本, 韓国, 中国などの東アジアやヨーロッパで, 環
境にやさしい大量輸送手段としての高速鉄道の建設が積極的に
進められている｡ 鉄道車両が高速に走行すると, 車両と線路構
造間で激しい連成振動 (運動) が生ずる｡ 新しい高速車両や線
路構造の開発にあたっては, 鉄道車両の高速走行時のこの連成
振動現象を解明する必要がある｡
本講演では, 新幹線車両の高速走行時の車両と線路構造間の
連成振動現象を数値的に解く (計算力学) ためのシミュレーショ
ン技術の考え方が述べられ, また, この考え方により開発した
シミュレーションプログラムによる, 新幹線編成車両の高速走
行のシミュレーションの実際例が紹介され, 設計への応用が議
論される｡ また, 次世代の高速鉄道である超電導浮上式鉄道の
高速走行のシミュレーションについても紹介される｡






演題： ｢色素増感型太陽電池｣

講師：宮坂力 (桐蔭横浜大学医用工学部 教授)
日時：2007年11月19日 (月) 15：00-17：00
場所：16号館視聴覚ホール B
講演要旨と講師紹介：
色素増感型太陽電池は, シリコン型太陽電池に比べ生産コス
トが低いのが魅力的であるが, エネルギー変換効率, 寿命等で
後者に劣る. これを解決するため, 活発な研究が展開中である.
宮坂教授は, 富士フィルム足柄研究所にご勤務後, 桐蔭横浜大
学に移られた. 色素増感型太陽電池研究の第一人者の一人で,
エネルギー貯蔵用光キャパシタの提案は世界中から注目されて
いる. 数年前, 本電池に係わるベンチャー企業も起こされ (現
在：代表取締役), 昨年, 横浜市ベンチャーズコンテストでア
カデミー賞を受賞された.
演題：特徴的なナノ構造を形成する分子ブロックのデザインお
よび合成
講師：東屋 功 (徳島文理大学香川薬学部 教授)
日時：2007年11月28日 (水)
場所：23号館206教室
講演要旨：
ナノポーラスな構造を持つ分子集合体は, 触媒活性, 気体分
子の貯蔵や光学的な性質などの点から材料として注目されてい
る｡ 我々は, そのような性質を持つ新規材料の開発を目指し,
立体的に広がりを持つ分子ブロックの合成, およびその分子ブ
ロックが自発的に形成するナノ構造について研究を行っている｡
本講演では, これら分子ブロックの合成およびその金属錯体構
造について詳述する｡





演題：分子組織化によるオーガニックナノチューブ創製とその
ナノバイオ応用
講師：清水敏美 (独立行政法人産業技術総合研究所)
日時：2007年10月17日 (水)
場所：23号館311教室
講演要旨：
オーガニックナノチューブの代表である脂質ナノチューブは
固体二分子膜あるいは固体単分子膜層状構造からなる｡ カーボ
ンナノチューブと重複しない内径サイズ領域 (10nm 以上) を
与え, しかも, 親水性の内外表面をもち, 生物学的にも興味あ
る液相ナノ空間を与える｡ 脂質ナノチューブは一般には10〜
100nm の内径をもつことから, 従来１nm 以下のナノ空間で繰
り広げられるホスト−ゲスト化学に代わり, 約10倍以上大きい
ゲスト (有用タンパク質, DNA など) に対する超分子ホスト
として機能する｡ 本講演では合目的に分子設計された合成両親
媒性分子から自発的に形成するオーガニックナノチューブの合
成, 次元制御などを紹介する｡ その後, これらナノチューブを
用いたメゾスケール系ホスト−ゲスト科学の最近の進捗状況を
紹介する｡ また, 生体分子が人工ナノチャンネル中を流動する
現象を初めて可視化した結果, 最近の大量合成技術の開発から
実用化に向けた活動なども紹介したい｡
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講演題目：
Synthesis of new bipyridine N,N'-dioxides as catalysts
for allylation of aldehydes
講師：Professor Martin Kotora (マーチン・コトラ)
Department of Organic and Nuclear Chemistry, Faculty of
Science, Charles University
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Czech
Academy of Sciences, Prague, Czech Republic
日時：2008年9月12日 (金)
15：00-16：00
場所：23号館210号室
講演要旨：
Co-catalyzed cyclotrimerization of diynes with nitriles
provides a suitable method for one-pot synthesis of
bipyridines that can be easily converted to the corresponding chiral bipyridine N,N´-dioxides. N,N´-dioxides activate halosilanes via Lewis base-Lewis acid interaction
enabaling that react with number of substrates. Various
aspects concerning Co-catalyzed cyclotrimerization as well
as N,N ´ -dioxides catalyzed asymetric allylation of
aldehydes will be presented.
コバルト触媒ジイン／ニトリルの環化付加による one-pot 合
成法で得られるビピリジンからキラルな N,N'-ジオキシド類を
合成する手法を開発した｡ これらの N,N'-ジオキシド類はルイ
ス塩基としてハロシランを活性化する｡ ここで開発したキラル
な N,N'-ジオキシド類を用いて, アルデヒド類の不斉アリル化
に展開した｡






演題：RC 造と組積造の塔の微動測定からわかること〜歴史的
建造物と世界遺産アンコール遺跡への挑戦〜
講師：前田寿朗 氏
所属：早稲田大学創造理工学部建築学科
日時：2006年10月１日 (月) 16:20〜17:50
場所：16号館 セレストホール
講演概要：
歴史的な建造物として, 許容応力度設計しかされておらず,
また RC フレーム構造のように力学的特性がわかっていないタ
イプの構造物の耐震性を明らかにすることを目的として, 40年
ほど前に建設された高さ40m, 直径17m の RC 造給水塔の微動
測定および人力加振測定を行い, 測定で得られた卓越振動数と
固有振動数を合わせることにより, そこで得られた初期物性に
基づいて弾性線形時の有限要素モデルを作成し, RC シェルの
静的および動的 FEM 解析を行って, 地震時の破壊過程および
耐力を評価しました｡
その後, 同様な機器をカンボジアに運搬して, 13世紀頃に建
設されたアンコール遺跡のバイヨン寺院で微動測定を行いまし
た｡ 測定の目的は, 上記の歴史的な給水塔同様に, 砂岩の空積
み組積造の遺跡建築物がどのように崩壊するかを予測すること
にあります｡ また, 同様な物性はペルーのマチュピチュ遺跡で
も得られています｡ これらの塔について, 不連続変形法という
ブロックを積み重ねたモデル化を行い, 風力に関する検討を行っ
たところ, 風速20m/s に対しては十分な安全性があることが確
認されました｡
このような例から, 構造物の種類を問わず, 微動測定結果に
解析的検討を組み合わせることにより, 実証的に構造物の安全
性を評価できることをお話したいと思います.
演題１：中国建築の伝統と現代化〜建築と庭園〜/劉先覚教授

演題２：国際交流における中国近・現代化都市計画/李百浩教
授
講師：劉先覚氏(東南大学建築学院), 李百浩氏(武漢理工大学)
日時：2007年11月５日 (月) 16:20〜17:50
場所：16号館 セレストホール
講演概要：
本講演会は劉先覚・李百浩の両先生によるふたつの講演であ
る｡ 劉先生の講演は, 北京故宮・天壇など中国の著名な古建築
から民居にいたるまでの実例をまじえた中国建築の歴史を概説
する内容であった｡ 概説ではあるが, 随所に最新の成果を盛り
込んだものであり, 中国建築に比較的なじみの薄い学生たちに
とっては有意義なものであったに違いない｡ 李先生の講演は,
アヘン戦争以降の近・現代を中心とした都市史に関する内容で
あった｡ 現在でも中国では詳細な都市図が公開されることは稀
である｡ 特に外国人である我々にはあまりお目にかかることの
できない近現代の都市図を示しながらの講演は刺激的なもので
あった｡
演題：住宅の省エネは可能なのか？
講師：前 真之 氏
所属：東京大学大学院工学系研究科 客員准教授
日時：2007年12月３日 (月) 16:20〜17:50
場所：16号館 セレストホール
講演概要：京都議定書の約束期間を来年に控え, 住宅の省エネ
ルギーは大事だと言われている｡ ハウスメーカー・エネルギー
事業者・住宅機器メーカーで ｢エコ｣ を宣伝しないところはも
はやない｡ ところが, 住宅のエネルギー消費は減るどころか増
加の一途をたどっている｡ なぜなのか｡ 大学や研究機関で住宅
の省エネルギーを検討してきた経験を基に, 住宅の省エネルギー
の ｢現状｣ を鋭く告発する刺激的な講演をいただいた｡
演題：６つの住宅について
講師：長谷川豪氏 (長谷川豪建築設計事務所)
日時：2008年５月12日 (月) 16:20〜17:50
場所：16号館 セレストホール
講演概要：
最近, 最も期待と注目を集める若手建築家の一人である長谷
川豪氏を招いて講演をしていただいた｡ ｢６つの住宅｣ という
タイトルのように, 完成前から SD レビュー2005で鹿島賞を受
賞して注目されていた処女作 ｢森のなかの住宅｣ を始め, 第２
作 ｢桜台の住宅｣, そして第３作の ｢五反田の住宅｣ の他, 現
在進行中のプロジェクトを３つ紹介していただいた｡ レクチャー
では, スライドを使い６つの住宅が紹介される｡ 常に大きめの
サイトプランから各プロジェクトは紹介されていく中, 建築と
都市の関係, 身体的な体験で空間構成の詳細を説明されていき,
長谷川豪氏の空間原理を知る貴重な講演になった｡
演題：建設業における技術開発の動向
講師：田村和夫氏 (清水建設技術研究所)
日時：2008年６月２日 (月) 16:20〜17:50
場所：16号館 セレストホール
講演概要：
わが国の建設業における技術開発の最新の動向と今後の方向
性として, 長寿命建築構造に関する性能維持とモニタリングの
方法, 安全安心の確保, ライフサイクルの視点などの方向性,
また, 省エネルギー建築の方向性, 少子高齢化社会における建
築と施工などについて, 今後のサステナブル社会に向けての取
り組みの方向性も含め, 清水建設の事例を中心に紹介していた
だいた｡
演題：地球環境問題における建築への期待 (※工学研究科と共
同主催)
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講師：中上英俊氏 (住環境計画研究所所)
日時：2008年７月７日 (月) 16:20〜17:50
場所：16号館 セレストホール
講演概要：
一貫してわが国の家庭用, 業務用エネルギー需要の実態調査,
実測調査に基づく分析を行うとともに, わが国のエネルギー施
策にかかわってきた講師の経験をもとに, 人類にとって今世紀
最大の課題といえる地球温暖化防止について, 地球温暖化をも
たらす最大の要因は, われわれの社会活動, 生活行動で使用さ
れる化石燃料の消費にあること, また, この問題は世界の南北
問題とも密接にかかわっている点で, その解決は容易ではない
ことなど, 京都議定書の持つ意味を平易に解説いただくととも
に, 建築学のこの分野に対する今後の期待について述べていた
だいた｡




演題：Plane curves meeting at ａ point with high multiplicity
講師：Seon Jeong KIM 氏 (Gyeongsang Nat. Univ.)
日時：2008年１月25日(金) 11:00 〜 12:00
場所：６号館413号室
講演要旨：
As ａ generalization of an inflection point, we consider
ａ point P on a smooth plane curve C of degree m at
which another curve C' meets C with high multiplicity.
Especially, we deal with the existence of two curves
meeting at the unique point.
演題：有向集合上の special trees
講師：柄戸正之 (早稲田大学)
日時：2008年３月10日
場所：６号館413教室
講演要旨：
正則基数上の special tree の概念を, 有向集合上の tree に一
般 化 す る ｡ ま た , 与 え ら れ た tree を special に す る よ う な
forcing を用いて, Pω 2 ω 3 が tree property を持つことが
consistent であることを証明した.
演題：一般定常集合の分割について
講師：薄葉季路 (名古屋大学)
日時：2008年３月11日〜14日
場所：６号館413教室
講演要旨：
H. Woodin によって導入された一般的な定常集合は, 少な
くともω 1 個の定常集合に分割可能であるという D. Burke の
予想を証明した｡
演題：正則非可算基数の積の部分空間上の連続関数が almost
projective になるための条件
講師：平田康史 (筑波大学)
日時：2008年３月11日〜14日
場所：６号館413教室
講演要旨：
｢正則非可算基数κの積の部分空間から正則な位相空間への
連続写像は, κが weakly compact cardinal ならば, ほとんど
projection と一致する｡ V=L の場合はその逆も成り立つ｣ と
いう定理の証明の主要部分を話してもらった｡








演題：外部刺激で色変化するシクロデキストリンとビオロゲン
講師：桑原 哲夫 (山梨大学大学院 医学工学総合研究部 准
教授)
日時：平成20年７月16日 (水) 16:30〜17:30
場所：23号館205教室
講演要旨：
シクロデキストリンを色素で化学修飾することで見 出した
機能, すなわち, 1) ゲスト分子の構造の微妙な差異を認識して
色変化する機 能, 2) 連続的な分子間相互作用により高次集合
体を形成し, セルフスタンディング な超分子フィルムを形成
する機能について紹介する｡ また, ビオロゲンのフォトクロ
ミック特性が, 外部添加物 (π電子豊富な有機分子やアルカリ
金属イオン) によって 制御可能であることについても紹介す
る｡





演題：高度酸化プロセスによる太陽光照射下での水質環境浄化
技術
講師：日高 久夫
(明星大学・地球環境センター長 教授)
日時：平成19年12月21日 (金) 15:00〜16:20
場所：23号館309教室
講演要旨：
有明海の有機水銀汚染, 富山のカドミウム重金属汚染など苦
い経 験の上に水質汚染の浄化技術は進歩発展をしてきた｡ し
かし, 科学的社会環境の発展 につれて, 我々を取り巻く生活
環境, 特に水環境は年々複雑な化学物質に依る汚染が 起こり
やすい状態になっている｡ 例えば, 界面活性剤, 環境ホルモン,
農薬, フッ素 含有化合物などは特に深刻である｡ これらの汚
染物質に対して, 日高久夫先生は ｢高度酸化プロセスによる太
陽光照射下での水質環境浄化技術｣ を完成させ, 実用的に大
変有益な成果を得ています｡ また, 1998年より現在に継続して,
文科省・学術フロン ティア推進事業などとして, プロジェク
ト 環境汚染物質の分解 を推進させています｡

 
演題：初年次教育における教育目標とそれを達成する方法論
講師：法政大学文学部心理学科 准教授 藤田 哲也 氏
日時：2008年３月３日 (月) 16:00〜17:30
場所：１号館308会議室
講演要旨：
大学の新入生に対する初年次教育が重要視されるようになっ
てきている｡ 初年次教育でどのような教育目標を設定するのが
適切なのか, 学内で議論するための枠組みを提供していただい
た｡ さらに, ｢何を教えるべきか｣ だけではなく ｢どう教える
べきか｣, その授業方法についても具体的に例示していただい
た｡
演題：FD 義務化を受けて−何をすべきなのか？何ができるの
か？−
講師：立命館大学 共通教育推進機構 教授 木野 茂 氏
日時：2008年９月17日 (水) 15:00〜16:30
場所：１号館308会議室
講演要旨：
FD の義務化を受けて, 各大学では組織的に FD 活動を展開
する必要性が生じている｡ 本講演では, FD の組織的活動で大
きな成果を挙げている立命館大学の木野先生に, ｢FD 義務化を
受けて?何をすべきなのか？｣ に関しては (1) 到達目標の提示
(2) 教育の双方向化 (3) 学習の実質化 (4) 成績評価基準の明
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示等について具体的に説明していただいた｡ また, ｢FD 義務化
を受けて?何ができるのか？｣ については立命館大学における

具体的な取組みの状況を紹介していただいた｡

