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青木勇, 笹田昌弘, 春山幸生, ｢せん断技術を利用する金属・
樹脂の接合に関する研究｣, 日本機械学会論文集 (Ｃ編),
Vol.72, No.714, pp.657-663 (2006-2).

笹田昌弘, 志村和樹, 青木勇, ｢せん断加工における工具・材
料間の摩擦係数に関する研究｣, 日本機械学会論文集 (Ｃ編),
Vol.71, No.712, pp.3583-3589 (2005-12).

M.Sasada, H.Kobayashi, I.Aoki, "Study on Piercing
Mechanism of Small Holes," Journal of Materials
Processing Technology, Vol.177, pp.649-652 (2006-7).

S. Itou, "Thermal stresses around a crack in a non-
homogeneous diffusion layer between a coating plate
and an elastic half-plane," Journal of Thermal Stresses
(Taylor & Francis, London), Vol. 28, No. 10, pp. 1161-
1178 (2005-10).

S. Itou, "Stress intensity factors for a moving cylindrical,
crack in a nonhomogeneous cylindrical layer in compos-
ite materials," Archive of Applied Mechanics (Springer,
Berlin), Vol. 75, No. 1, pp. 18-30 (2005-12).

G. Carbone, Hun-ok Lim, A. Takanishi, M. Ceccarelli,
"Stiffness Analysis of the Humanoid Robot WABIAN-
RIV," Mechanism and Machine Theory, Vol.41, No.1,
pp.17-40 (2006-1).

Hun-ok Lim, Sang-ho Hyon, Samuel A. Setiawan and
Atsuo Takanishi, "Quasi-human Biped Walking,"
International Journal of Information, Education and
Research in Robotics and Artificial Intelligence, Vol.24,
No.2, pp.257-268, 577-586 (2006-3).

K. Hashimoto, Y. Sugahara, Hun-ok Lim and A.

Takanishi, "New Biped Foot System Adaptable to
Uneven Terrain," Journal of Robotics and Mechatronics,
Vol. 18, No. 3, pp.271-277 (2006-6).

佐野延忠, 江上正, セミアクティブショックアブソーバのオリ
フィス面積制御, 日本機械学会論文集 (C 編), Vol.72, No.
717, pp.1420-1427(2006-5).

R. Sahara, T. Shishido, A. Nomura, K. Kudou, S. Okada,
V. Kumar, K. Nakajima, Y. Kawazoe, "A first principles
study of the elastic properties in perovskite-type RRh3B
and RRh3 C with R=Sc, Y and La," Computational
Materials Science, 36 ,pp.12-16 (2006-4).

R. Sahara, T. Shishido, A. Nomura, K. Kudou, S.
Okada,V. Kumar, K. Nakajima, Y. Kawazoe,
"Mechanism of the increase in bulk modulus of
perovskite ScRh3Bx by vacancies," Physical Review, B73,
pp.184102-184109 (2006-6).

小嶋英一, 山崎徹, 品田正昭, ｢安全弁を有する複合管路内流
体過渡現象の"SMA"法に基づくシミュレーション技術の開発｣,
日本機械学会論文集, 72巻721号 B 編, pp.2203-2210 (2006-
9).

幕田寿典, 竹村文男, 飛原英治, 松本洋一郎, 庄司正弘, ｢超
音波場における均一微細気泡生成過程 (第２報, 均一気泡生
成現象における安定生成条件)｣, 機械学会論文集 (B 編)
Vol.71, No.710, pp.2465-2470(2005-10).

R. Mosdorf, P. Cheng, H. Y. Wu and M.Shoji, "Non-linear
Analyses of Flow Boiling in Microchanells," Int. J. Heat
Mass Transfer, vol.48, pp.4667-4683 (2005-10).

Toshinori Makuta, Fumio Takemura, Eiji Hihara,
Yoichiro Matsumoto and Masahiro Shoji, "Generation of
Micro Gas Bubbles of Uniform Diameter in an
Ultrasonic Field," Journal of Fluid Mechanics, Vol.548,
pp.113-131 (2006-1).

Mamoru Ozawa, Masahiro Shoji, Hisashi Umekawa and
Ryosuke Matsumoto, "A pattern dynamics approach to
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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



two-phase flow dynamics," Technical Report of Kansai
University, No.48, pp.13-22 (2006-3).

R. Mosdorf and M. Shoji, "Temperature Fluctuation at
Twin Cavity in Nucleate Boiling -Wavelet analysis and
modeling-,"Int. J. Heat Mass Transfer, Vol.49. No.18,
pp.3156-3166 (2006-8).

Tzu-Hsiang Yen, Masahiro Shoji, Fumio Talkemura, Yuji
Suzuki and Nobuhide Kasagi, "Visualization of Convective
Boiling Heat Transfer in Single Microchannels with
Different Shaped Cross-sections," Int. J. Heat Mass
Transfer, Vol.49, No.21-22, pp.3884-3894(2006-10).

竹村兼一, 椎橋洋友, ｢CFRP の破壊及びクリープ特性に及ぼ
す物理的表面処理の影響｣ ,日本機械学会論文集 (Ａ編),
Vol.72, No.716, pp.501-506, (2006-4).

K. Takemura, "Effect of surface treatment to tensile static
and creep properties for jute fiber reinforced composite,
WIT Transactions on the Build Environment," Vol.85,
pp.143-149, (2006-5).

Y. Nakao and Y.Watanabe, "Measurements and Evaluations
of Drilling Burr Profile," Proceedings of the Institution
of Mechanical Engineers, Part B: Journal of
Engineering Manufacture, Vol. 220, No. 4, pp. 513-523,
(2006-4).

史鳳輝, 友森快治, 小金井玲子, 谷川直樹, 前森健一, ｢ER 緩
衝器の開発｣, 日本設計工学会誌, Vol.41, No.6, pp. 308-
314(2006-6).
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Y. Ogura, H. Aikawa, K. Shimomura, H. Kondo, Hun-ok
Lim and A. Takanishi, "Development of Humanoid
Robot Capable of Leaning on a Walk-assist Machine,"
���������	
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,
CD-ROM Proc. Paper No.299 (Pisa, Italy, 2006-2).

Yu Ogura, Hiroyuki Aikawa, Kazushi Shimomura, Hideki
Kondo, Akitoshi Morishima, Hun-ok Lim, and Atsuo
Takanishi, "Development of a Humanoid Robot Capable
of Leaning on a Walk-assist Machine," Proceedings of
the first IEEE/RAS-EMBS 2006 International
Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics,
CD-ROM Proc. Paper No. 299 (Pisa, Italy, 2006-2).

K. Hashimoto, Y. Sugahara, A. Ohta, H. Sunazuka, C.
Tanaka, M. Kawase, Hun-ok Lim, and A. Takanishi,
"Realization of Stable Biped Walking on Public Road
with New Biped Foot System Adaptable to Uneven
Terrain," ���������	
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�����������������
,
CD-ROM Proc. Paper No.157 (Pisa, Italy, 2006-2).

Y. Sugahara, K. Hashimoto, H. Sunazuka, M. Kawase, A.
Ohta, C. Tanaka, Hun-ok Lim, and A. Takanishi,
"Towards the Biped Walking Wheelchair," ���������	
��
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, CD-ROM
Proc. Paper No.289 (Pisa, Italy, 2006-2).

Kenji Hashimoto, Yusuke Sugahara, Chiaki Tanaka,
Masamiki Kawase, Hiroyuki Sunazuka, Akihiro Ohta,
Hun-ok Lim and Atsuo Takanishi, "Falling Avoidable
Foot Mechanism for Biped Locomotor," Proceedings of
the 2006 IEEE International Conference on Robotics and
Automation, pp.1219-1224 (Orlando, USA, 2006-5).

Yu Ogura, Hiroyuki Aikawa, Kazushi Shimomura, Hideki

Kondo, Akitoshi Morishima, Hun-ok Lim and Atsuo
Takanishi, "Development of A Humanoid Robot
WABIAN-2," the 2006 IEEE International Conference on
Robotics and Automation, pp.76-81 (Orlando, Florida,
2006-5).

Kenji Hashimoto, Yusuke Sugahara, Hiroyuki Sunazuka,
Chiaki Tanaka, Akihiro Ohta, Masamiki Kawase, Hun-
ok Lim and Atsuo Takanishi, "Biped Landing Pattern
Modification Method with Nonlinear Compliance
Control," Proceedings of the 2006 IEEE International
Conference on Robotics and Automation, pp.1213-1218
(Orlando, USA, 2006-5).

Yusuke Sugahara, Kenji Hashimoto, Hiroyuki Sunazuka,
Masamiki Kawase, Akihiro Ohta, Chiaki Tanaka, Hun-
ok Lim and Atsuo Takanishi, "WL-16RII: Prototype of
Biped Walking Wheelchair," ROMANSY 16, Proceedings
of the 16th CISM-IFToMM Symposium on Robot
Design, Dynamics and Control, Springer Wien New
York, pp.313-320 (Warsaw, Poland, 2006-6).

Yu Ogura, Hiroyuki Aikawa, Kazushi Shimomura, Hideki
Kondo, Akitoshi Morishima, Hun-ok Lim and Atsuo
Takanishi, "Development of a New Humanoid Robot to
Realize Various Walking Pattern Using Waist Motions,"
the Proceedings of the sixteenth CISM-IFToMM
Symposium on Robot Design, Dynamics, and Control,
Springer Wien New York, pp.279-286 (Warsaw, Poland,
2006-6).

Giuseppe Carbone, Marco Ceccarelli, Yusuke Sugahara,
Hun-ok Lim and Atsuo Takanishi, "Stiffness
Experimental Monitoring for WL-16RII Biped
Locomotor During Walking," Proceedings of the 16th
CISM-IFToMM Symposium on Robot Design, Dynamics
and Control, Springer Wien New York, pp.105-112,
(Warsaw, Poland, 2006-6).

Hideki Kondo, Yu Ogura, Hiroyuki Aikawa, Kazushi
Shimomura, Akitoshi Morishima, Hun-ok Lim and
Atsuo Takanishi, "Can a Humanoid Robot be Used as a
Guinea Pig of Human?," 2006 the International
Symposium on Experimental Robotics, CD-ROM Proc.,
(Rio de Janeiro, Brazil, 2006-7).

E. Urata, "Notes on Contamination Control," The Sixth
JFPS Intl. Symp. on Fluid Power, Proc. CD-ROM
(Tsukuba, 2005-11).

K. Suzuki and E. Urata, "Dynamic Characteristics of a
Direct-Pressure Sensing Water Hydraulic Relief Valve,"
The Sixth JFPS Intl. Symp. on Fluid Power, Proc. CD-
ROM (Tsukuba, 2005-11).

E. Urata, K. Suzuki, Y. Kato, "A quasi-single-pass test
method for fluid power filters," Power Transmission
and Motion Control PTMC 2006, pp.95-106 (Bath, 2006-
9).

S. Shishido, Y. Ishihara, J. Ye, S. Okada, K. Kudou et al.,
"Hardness and oxidation resistance of the perovskite-
type RRh3 Bx C1-x (R=Y, Sc)," Journal of Alloys and
Compounds, 408-412, p.375-378. (Nara, 2006-2).

S. Shishido, S. Okada, K. Kudou et al., "Synthesis, boron-
nonstoichiometry and hardness of perovskite-type rare
earth rhodium borides RRh3Bx R=La, Ga, Lu and Sc,"
Journal of Alloys and Compounds, 408-412, p.379-383
(Nara, 2006-2).

S. Okada, T. Shishido, T. Mori,K. Kudou et al.,
"Properties of REAlB4 and Lu2AlB6 crystals Growth
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from RE-Al-B(RE=Tm, Yb, Lu) Melts," Journal of
Alloys and Compounds,408-412, pp.547-550 (Nara, 2006-
2).

Masahiro Shoji, Manabu Tange, Makoto Watanabe, Junji
Kamoshida and Kazuhiro Sasaki, "Attainable Maximum
Heat Flux of Pool Nucleate Boiling on a Heated Wire,
Invited keynote lecture," Proc. of the Second
International Symposium on Thermal Science and
Engineering, pp.30-34 (Beijing, 2005-10).

Masahiro Shoji, "Nucleation site interaction in pool boil-
ing - Results of serial experiments using artificial boil-
ing surfaces-," Invited keynote lecture of Eleventh
Conference of Chinese Society of Engineering
Thermodynamics, Booklet of abstract: "Heat and Mass
transfer report", pp.4-5 (Beijing, 2005-11).

M. Shoji, M. Tange, M. Watanabe, J. Kamoshida and K.
Sasaki, "Pool subcooled boiling on a heated wire with
microbubble emission," Sixth International Conference
on Boiling Heat Transfer, CD-ROM (Spoleto, 2006-5).

T-H Yen, N. Ono, M. Shoji and F. Takemura, "Dryout
and evaporation heat transfer of forced convective flow
in a mini-tube for aqueous solutions with nonlinear sur-
face energy," Thirteenth International Heat Transfer
Conference, CD-ROM (Sydney, 2006-8).

Mamoru Ozawa , T. Ami, H. Umekawa and Masahiro
Shoji, "Pattern dynamics simulation of void wave propa-
gation," Fourth Japanese-European Two-phase Group
Meeting, CD-ROM(Kyoto, 2006-9).

Naoki Ono, Tzu-Hsiang Yen, Fumio Takemura and
Masahiro Shoji, "Evaporation near the dry-out point of
aqueous solution with nonlinear surface energy," Fourth
Japanese-European Two-phase Group Meeting, CD-ROM
(Kyoto, 2006-9).

K. Takemura, K. Zenihana and A. Saito, "Effect of Heat
Treatment to Tensile Properties For Jute Fiber
Reinforced Composite," Proc. of Fourth Int. Workshop
on Green Composites, pp.156-157 (Tokyo, 2006-9).

K. Takemura and Y. Minekage, "Effect of Molding
Condition to Tensile Properties for Hemp Fiber
Reinforced Composite," Proc. of Fourth Int. Workshop
on Green Composites, pp.153-155 (Tokyo, 2006-9).

Y. Mantani and M.Tajima, "Young's Modulus and
Internal Friction in Martensite Structure of Ti-Nb al-
loys," Proc. of 15th IFHTSE and SMT 20, CD-ROM
(Vienna, 2006-9).

Y. Nakao and Y. Sagesaka, "Water Drive Spindle for
Diamond Turning Machine," Proc. of the Third Inter-
national Conference on Leading Edge Manufacturing in
21st Century, pp. 449-454 (Nagoya, 2005-10).

Y. Nakao and Y. Sagesaka, "Development of Water Drive
Spindle," Proc. of the 6th JFPS International
Symposium on Fluid Power CD ROM (Tsukuba, 2005-11).

Y. Nakao and Y. Sagesaka, "Diamond Turning using
Water Drive Spindle," Proc. of 11th International
Conference on Precision Engineering, pp. 157-161
(Tokyo, 2006-8).

M. Uno, Y. Nakanishi, R.Kawashima, "Effect of Surface
Treatment on the Oscillation Pattern and Vortex
Shedding of a Cantilever Circular Cylinder," Proc. 3rd
Int. Conf. on Vortex Flows and Vortex Models, pp.229-
232 (Yokohama, 2005-11).

J. J. Bayod, T. Yamazaki and M. Kamata, "Prediction of

energy levels of simple plate systems using WIA based
on experimental SEA parameters," Proc. of 13th Int.
Congress on Sound and Vibration, 281 (Vienna, 2006-7).
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笹田昌弘, 鈴木健郎, 前西宏亮, 青木勇, ｢せん断技術を利用
する金属・樹脂の接合技術に関する研究 (第２報) 逆パンチ
利用の提案｣, 第 56 回塑性加工連合講演会講演論文集, pp
105-106 (那覇, 2005-11).

笹田昌弘, 矢野健, 青木勇, ｢圧電素子を用いた鉗子の駆動機
構に関する基礎的研究｣, 日本機械学会関東支部第 12 期総会
講演会講演論文集, pp.315-316 (川越, 2006-3).

笹田昌弘, 高良直希, 青木勇, ｢せん断加工における偏心クリ
アランス是正作用に関する研究｣, 平成 18 年度塑性加工春季
講演会講演論文集, pp.155-156 (東京, 2006-5).

伊藤勝悦, ｢２個の長方形き裂を有す不均質層で接合される異
材半無限体の衝撃応答問題｣, 日本機械学会 M&M2006 材料
力学カンファランス講演論文集 No.06-4, pp. 23-24 (浜松,
2006-8).

伊藤勝悦, 本間崇裕, 中島靖明, ｢2個の平行き裂を有するアル
ミ・エポキシ複合材料の応力拡大係数について｣, 日本機械
学会 2006 年度年次大会講演論文集 No. 06-1, pp. 813-814
(熊本, 2006-9).

橋本健二, 菅原雄介, 遠藤信綱, 沢戸瑛昌, 川瀬正幹, 太田章
博, 田中智明, 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 11 報：高
可動範囲化を目的とした２段直動アクチュエータの開発)｣
日本ロボット学会第 24 回学術講演会予稿集, 1F31 (岡山,
2006-9).

桃木新平, 下村嘉士, 大久保達, 小椋優, 近藤秀樹, 森島彰俊,
林憲玉, 高西淳夫, ｢人間の歩行データを用いたロボットヒュー
マノイド用足部機構の開発｣, 第 24 回日本ロボット学会学術
講演会CD-ROM (岡山, 2006-9).

小椋優, 下村嘉士, 桃木新平, 大久保達, 林憲玉, 高西淳夫,
｢爪先受動関節を持つヒューマノイドロボットによる踵接地・
爪先離地歩行｣, 第 24 回日本ロボット学会学術講演会 CD-
ROM (岡山, 2006-9).

橋本健二, 菅原雄介, 川瀬正幹, 太田章博, 田中智明, 沢戸瑛
昌, 林昭宏, 遠藤信綱, 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 12 報：搭
乗者の力学モデルを用いた歩行パターン生成)｣, 日本ロボッ
ト学会第 24 回学術講演会予稿集, 1F32 (岡山, 2006-9).

橋本健二, 菅原雄介, 川瀬正幹, 田中智明, 太田章博, 林昭宏,
沢戸瑛昌, 遠藤信綱, 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 13 報：推定
姿勢補償制御と着地軌道修正制御による人間搭乗屋外歩行の
実現)｣, 日本ロボット学会第 24 回学術講演会予稿集, 1F33
(岡山, 2006-9).

橋本健二, 菅原雄介, 林昭宏, 川瀬正幹, 太田章博, 田中智明,
遠藤信綱, 沢戸瑛昌, 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３報：
新保持機構開発による不整地歩行の実現)｣, 日本ロボット学
会第 24 回学術講演会予稿集, 2F15 (岡山, 2006-9).

橋本健二, 菅原雄介, 田中智明, 川瀬正幹, 砂塚裕之, 太田章
博, 林憲玉, 高西淳夫, ｢脚部にパラレルリンク機構を用い
た汎用２足ロコモータの開発 (第 10 報：支持多角形拡大に
よる足部転倒防止機構)｣, 日本機械学会ロボティクス・メカ
トロニクス講演会 2005, 2P1-B12 (東京, 2006-5).

菅原雄介, Giuseppe Carbone, Marco Ceccarelli, 橋本健二,
林憲玉, 高西淳夫, ｢人間搭乗型２足歩行ロボットWL-16RII
の歩行中の剛性測定実験｣, 日本機械学会ロボティクス・メ
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カトロニクス講演会 2005, 2P1-B11 (東京, 2006-5).
加藤裕哉, 鈴木健児, 浦田暎三, ｢シングルパス法によるろ過
特性測定実験｣, 日本機械学会九州支部第 59 期総会・講演会
講演論文集, pp.111-112 (福岡, 2006-3).

文蔵大輔, 鈴木健児, 浦田暎三, ｢アンビル式によるキャビテー
ションエロージョン試験｣ , 日本機械学会九州支部第 59 期総
会・講演会講演論文集, pp.45-46 (福岡, 2006-3).

東條達也, 金子岳人, 江上正, ｢接線速度を考慮した NC フライ
ス盤の経路制御｣, 第 38 回計測自動制御学会北海道支部学術
講演会論文集, B11, pp.101-102 (札幌, 2006-1).

六田直人, 西川昌宏, 江上正, ｢電動車椅子の経路計画と走行
制御｣, 第 38 回計測自動制御学会北海道支部学術講演会,
B15, pp.109-110 (札幌, 2006-1).

高谷明, 西川昌宏, 江上正, ｢重力の影響を考慮した形態可変
型ロボットハンドの把持および操りの検討｣, 第 38 回計測自
動制御学会北海道支部学術講演会, B18, pp.117-118 (札幌,
2006-1).
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に出席して－, 日本伝熱学会誌 ｢伝熱｣, Vol.44, No.189, p.
31(2005-11).

庄司正弘, 会長退任にあたって, 日本伝熱学会誌 ｢伝熱｣, Vol.
45, No.192, p.2, (2006-7).

竹村兼一, 天然繊維を用いた環境に優しい FRP, ４. 天然繊
維を用いた FRP (成形・問題), 強化プラスチックス, Vol.
52, No.4,pp.175-178(2006-4).

中尾陽一, ｢超精密工作機械用ウォータドライブスピンドル｣,
ツールエンジニア, 47, 2, pp. 80-85(2006-2).

笹田昌弘, ｢年間展望・せん断加工｣, 塑性と加工 (日本塑性加
工学会誌), Vol.47, No.547, pp.724-726(2006-8).

��

青木勇, (分担執筆), ｢塑性加工便覧｣, 塑性加工学会編, コロ
ナ社, pp.374-378,391-392,416-418 (2006-5).

笹田昌弘, (分担執筆), ｢塑性加工便覧｣, 塑性加工学会編, コ
ロナ社, pp.382-386 (2006-5).

�����

工藤邦男, 宍戸統悦, ｢立方晶系ペロブスカイト型 REPd3B 化合
物(RE=rare earth)の加工硬化度に及ぼすRE の影響｣, 東北大
学新素材設計開発施設共同利用研究報告書,p139-141 (2006-6).

熊倉 進, 根本俊雄, 大橋宣俊, 細川修二, ｢日本ねじ研究協
会の CD-ROM 版発行｣, 日本ねじ研究協会出版委員会会誌
電子化小委員会 (委員長：熊倉 進), (2006-6).

中尾陽一, ｢超精密 Meso スケール部品創成用マイクロファク
トリのための高性能スピンドルの開発｣, 平成15～平成 17 年
度科学研究費補助金 (基盤研究(C)) 研究成果報告書(2006-3).

山崎徹, ほか, ｢平成 17 年度自動車単体騒音対策検討・調査
環境省請負業務成果報告書 (３章４節を執筆)｣, 独立行政法
人 交通安全環境研究所 (委員) (2006-3).

��

熊倉 進, ｢会誌の CD-ROM 版発行に当たって｣, 日本ねじ研
究協会第37回定時総会技術講演会 (東京, 2006-6).

熊倉 進, ｢ねじ締結体の設計基礎｣, 日本高圧力技術協会第５
回圧力機器および配管におけるガスケットフランジ締結体の
シーリングテクノロジー, 技術セミナーテキスト, pp.25-42
(東京, 2006-8).

庄司正弘,"BoilingHeatTransferandRecentResearchTopics",
西安交通大学 (西安,2006-11).

竹村兼一, ｢グリーンコンポジットのクリープ特性｣, 日本材料
学会複合材料部門委員会第９回グリーンコンポワーキンググ
ループ会合, 神奈川大学 (2006-7).

田島守, ｢ JIS および New 試験片による PAG 濃度と流速を変
化させた場合の冷却特性｣, 日本熱処理技術協会・焼入冷却
剤の冷却能データベース研究部会(大阪, 2006-4).

細川修二, 大橋宣俊, ｢ねじ締結体の設計・締付け管理とゆる
み防止対策｣ ISS 産業科学システムズ主催, (東京, 2006-8).

森厚夫, 山崎徹, ｢SEAによるレーザプリンタの固体伝播音低
減｣, PUCA'05 (東京, 2005-11).

山崎徹, ｢欠かせない製品価値としての低振動, 低騒音化｣, 財
団法人横浜産業振興公社 産学交流サロン (横浜, 2005-11).

山崎徹, ｢固有値解析, 周波数応答解析の基礎｣, 日本モーダル
解析協議会 (JMAC), 数値解析技術基礎セミナー (東京,
2005-11).

山崎徹, ｢NVH技術者のための統計的エネルギー解析の基礎｣,

ブリュエル・ケアー・ジャパン騒音・振動技術講習会 (名古
屋, 2006-2).

山崎徹, ｢機械製品の低振動低騒音化プロセス｣, 第 2 回産学公
技術連携推進フォーラム ｢音と振動｣ (横浜, 2006-3).

山崎徹, ｢固有値解析, 周波数応答解析の基礎｣, 日本モーダル
解析協議会 (JMAC), 数値解析技術基礎セミナー (東京,
2006-7).

山崎徹, ｢NVH技術者のための統計的エネルギー解析の基礎｣,
ブリュエル・ケアー・ジャパン騒音・振動技術講習会 (大阪,
2006-8).

笹田昌弘, ｢高精度精密打抜き加工技術｣, 独立行政法人雇用・
能力開発機構高度ポリテクセンター主催平成 18年度セミナー
(2006-8).

	
�

青木 勇, ｢低侵襲医療を目的とする 0.3mm級超微細医用鉗子
の高度生産システムの開発｣, 平成 18 年度文部科学省科学研
究費補助金 基盤研究(Ｃ).

江上 正, ｢多軸経路制御システムとその応用に関する研究｣,
平成 18 年度文部科学省科学研究費補助金, 基盤研究(Ｃ).

庄司正弘, ｢インクジェット方式液体供給制御を用いた高効率
沸騰蒸発の基礎とその応用に関する研究｣, 平成18年度文部
科学省科学研究費補助金, 基盤研究(B).

中尾陽一, ｢超精密メゾスケール部品創成用ウォータドライブ
小型加工システムの開発｣, 平成 18 年度文部科学省科学研究
費補助金, 基盤研究(C).

中尾陽一, ｢回転角制御機能を備えたウォータドライブスピン
ドルの試作｣, 平成 18 年度 財団法人マザック財団 研究開
発援助・助成.

山崎徹, ｢過渡 SEAによる実船の衝撃応答予測に関する研究｣,
ユニバーサル造船.

山崎徹, ｢SEAに関する研究｣, 富士写真フイルム株式会社.
山崎徹, ｢静音化を目的とした, 統計的エネルギー解析法を用
いた構造最適化手法の確立｣, キャノン株式会社.

山崎徹, ｢プリンタの低騒音化｣, キャノン株式会社.
笹田昌弘, ｢外科手術及び細胞診に用いるマイクロ医療用工具
の実用化に伴う強度問題に関する研究｣, 平成 18 年度文部科
学省科学研究費補助金, 若手研究 B.

笹田昌弘, ｢微細精密せん断における偏心クリアランス是正作
用｣, 平成 18 年度天田金属加工機械技術振興財団研究助成,
奨励研究助成.

鈴木健児, ｢圧力直接検知式水圧用減圧弁の開発｣, 平成18年度
財団法人油空圧機器技術振興財団研究助成金

���

山崎徹, ｢ロードノイズ中周波領域解析を可能にするSEA/FEM
モデル化技術の構築｣, 本田技術研究所栃木研究所.

山崎徹, ｢レール振動に関する基礎的な研究｣, 財団法人鉄道総
合技術研究所.

��

浦田暎三, ほか ｢アキシャルピストンポンプ｣, 特許第 3849825
(2006.9.8).

青木勇, ほか ｢立体型歪みセンサー｣, 特許第3830783号, (2006.
7.21).

����

庄司正弘, 第２回国際熱工学シンポジウム (TSE2005:2nd
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International Symposium on Thermal Science and
Engineering) にて招待基調講演, (Beijing, 2005-10).

庄司正弘, 第11回中国熱工程会議 (11th Conference of
Chinese Society of Engineering Thermodynamics) にて
基調講演 (Beijing, 2005-11).

庄司正弘, 第 13 回国際伝熱会議 (IHTC-13: Thirteenth
International Heat Transfer Conference) にて基調講演座
長及びアセンブリ日本代表委員として会議運営(Sydney,
2006-8).

庄司正弘, 日本学術振興会日中二国間共同研究 ｢東アジア巨大
都市における新エネ・省エネ技術導入の実現可能性に関する
調査研究｣ 会議に出席し調査研究と討議 (Shanghai, 2006-
10).

��

Hun-ok Lim, 2006 IEEE International Conference on
Robotics and Automation Best Paper Award Finalist 賞
(2006-5).

林憲玉, 日本機械学会論文賞, ｢２足ヒューマノイドロボット
の膝関節伸展型歩行パターン生成アルゴリズム｣ (2006-4).

中尾陽一, ｢工作機械システムの高速高精度化に関する研究｣,
平成 17 年度神奈川大学学術褒賞.

������	
���

����Ｉ

Xuehui GUAN, Zhewang MA, Peng CAI, Yoshio
KOBAYASHI, Tetsuo ANADA, Gen HAGIWARA,
Synthesizing Microstrip Dual-Band Bandpass Filters
Using Frequency Transformation and Circuit
Conversion Technique, IEICE, Vol.E89-C No.4, pp.495-
502, April, 2006.

Weiliang HU, Zhewang MA, Yoshio KOBAYASHI, Tetsuo
ANADA, Gen HAGIWARA, Dual-Mode Bandpass
Filters Using Microstrip Slotted Equilateral Triangular
Patch Resonators, IEICE, Vol.E89-C No.4, pp.503-508,
April, 2006.

Peng Cai, Zhewang Ma, Xuehui Guan, Tetsuo Anada And
Gen Hagiwara, Synthesis and Realization of Ultra-
Wideband Bandpass Filters Using the Z-Transform
Technique, Microwave and optical Technology Letters,
Vol.48, No.7, pp. 1398-1400, July 2006.
Xuehui Guan; Zhewang Ma; Peng Cai; Kobayashi, Y.;
Anada, T.; Hagiwara, G., Synthesis of dual-band
bandpass filters using successive frequency transforma-
tions and circuit conversions, IEEE Microwave and
Wireless Components Letters, Vol. 16, Issue 3, pp. 110-
112, March 2006.

遠藤信行, 土屋健伸, "海洋中の音波伝搬", 日本音響学会誌
Vol. 62 No.1, pp.71-78, (2006-1)

Yasukazu. Saito, Takenobu. Tsuchiya and Nobuyuki.
Endoh, "Numerical Analysis of Temperature Rise in
Tissue Using Ultrasound", Jpn. J. Apl. Phys. Vol. 45
No.5B, pp.4693-4696 (2006-5)

米田征司, 大野吉弘, "固体酸化物形燃料電池構成材料の熱膨
張特性", 材料の科学と工学, Vol.43, No.4, pp.187-193
(2006).

沖原健一, 稲積泰宏, 木下宏揚:"有料放送のための画像特徴を考

慮した可視型電子透かし," 映像情報メディア学会誌, vol.60,
no.2, pp.192-199(2006-2).

齊藤隆弘, 原田寛之, 佐野大志, 小松隆 ｢ぼけモデルを用いた
動きぼけ補正｣ 映像情報メディア学会誌, Vol.59,Vo.11,pp
1714-1721,2005 年 11 月.

椿 郁子, 森田 寿哉, 相澤 清晴, 齊藤 隆弘, "手ぶれ映像に含
まれる映像酔いを引き起こしやすい振動成分の解析", 電子情
報通信学会論文誌, vol.J89-A, no.3, Mar. 2006.

新中新二, 高塚康平, ｢外乱オブザーバを利用した SynRM セ
ンサレスベク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｣, 計測自動制御学会論文集, Vol. 41, No. 11,
pp.934-936 (2005-11)

新中新二, 竹内茂, ｢永久磁石同期モータを利用したセンサレ
スベクトル制御駆動, トランスミッションレス電気自動車の
開発｣, 電気学会論文誌, Vol. 125-D, No. 12, pp.1129-1139
(2005-12)

新中新二, ｢永久磁石同期モータ用センサレス起動, 駆動のた
めの電流比形ベクトル制御法, ― ミール法に立脚した有効
無効電流のフィードバック制御 ―｣, 電気学会論文誌, Vol.
126-D, No. 3, pp.225-236 (2006-3)

S. Shinnaka, "New Sensorless Vector Control Using
Minimum-Order State-Observer in Stationary Reference
Frame for Permanent-Magnet Synchronous Motors",
IEEE Trans. Industrial Electronics, Vol. 53, No. 2, pp.
388-898 (2006-4)

新中新二, ｢自励式ハイブリッド界磁同期モータ, ― 動的モ
デリング, ベクトルブロック線図, 及び動的ベクトルシミュ
レータ ―｣, 電気学会論文誌, Vol. 126-D, No. 7, pp. 971-
982 (2006-7)

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
ブザーバの存在, ― ゼロ位相遅れの新位相推定法 ―｣,
電気学会論文誌, Vol. 126-D, No. 9, pp. 1220-1226 (2006-9)

Tetsugi UEOKA, Tohru AOYAMA, Ryohei KARATSU
and Jiromaru TSUJINO, "Configurations of Large
Capacity Ultrasonic Complex Vibration Sources Using
Multiple Longitudinal Transducers Installed in Both
Sides of a Transverse Vibration Disk", Jpn. J. Applied
Physics, vol. 45 No.5B, pp.4800-4805 (2006-05)

Misugi HONGOH, Hiroyuki MIURA, Tetsugi UEOKA
and Jiromaru TSUJINO, "Temperature Rise and Welding
Characteristics of Various-Frequency Ultrasonic Plastic
Welding Systems", Jpn. J. Applied Physics, vol. 45
No5B, pp.4806-4811 (2006-05)

Jiromaru TSUJINO, Misugi HONGOH, Masafumi
YOSHIKUNI, Hiroyuki MIURA and Tetsugi UEOKA,
"Frequency Characteristics of Ultrasonic Plastic Welding -
27 kHz to 180 kHz Ultrasonic Plastic Welding Systems -",
JSME International Journal, Series C, vol. 49 No.3,
pp.634-641 (2006-09)

Jiromaru TSUJINO, Tetsugi UEOKA and Yuya
KIKUCHI, "Configurations of Large Capacity Ultrasonic
Complex Vibration Sources with Complex Transverse
Vibration Rods and a Disk with Multiple Transducers",
JSME International Journal, Series C, vol. 49 No.3,
pp.695-702 (2006-09)

佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢遺伝的アルゴリズムを用いた係数の合
成順序最適化による複数の定数乗算回路の合成手法｣, システ
ム制御情報学会論文誌, 19, 3, pp. 96-101, (2006-3)

Kunimori Aizawa, Akiyoshi Nakayama, Susumu Abe,
Norimichi Watanabe "Influence of the Nb middle layer
onthecurrentofadoubleJosephsonjunction"Superconductor
Science and Technology Vol.19, No.5, pp,s217-s220, May
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2006
Hiroshi Miyashita, Tomomasa Satoh and Takashi Hirate,
"Effects of Laser Ablation in Fabrication of ZnO
Nanorods by Chemical Vapor Deposition", Superlattices
and Microstructures, Vol.39, pp.67-74, 2006.

S. Yamaguchi, T. Matsumoto, J. Yamazaki, N. Kaiwa,
and A. Yamamoto, Thermoelectric properties and figure
of merit of a Te-doped InSb bulk single crystal, Appl.
Phys. Lett., 87, 201902-201904 (2005).

R. Izaki, N. Kaiwa, M. Hoshino, and T. Yaginuma, S.
Yamaguchi, and A. Yamamoto, Roll-type thermoelectric
devices with InN thin films, Appl. Phys. Lett., 87,
243508-243510 (2005).

渡辺良男, 大石陽, 黒川良樹, 榎亮次, ｢蛍光ランプ用共振型イ
ンバータ点灯での電極断線機構―蛍光ランプ電極の寿命時現
象―｣, 照明学会誌, Vol.89, No.11, pp.782 -787 (2005-11)

T. Yamaguchi, K. Watanabe and K. Izumi, "Neural net-
work approach to acquiring free-gait motion of quadru-
ped robot in obstacle avoidance", Artificial Life an
Robotics, Vol. 9, No. 4, pp188-193 ( 2005-12).

����Ⅱ

Keren Li, Chun-Ping Chen, Tetsuo Anada, and Toshiaki
Matsui, ｢ Electric Field in Coplanar Patch Antenna
(CPA) - Simulation and Measurement - ｣ Vol.1, M1.6,
pp.19-22, 2005-12-5 PM, 2005 Asia-Pacific Microwave
Conference December 4-7, 2005.

Weiliang Hu, Zhewang Ma, Deming Xu, Yoshio
Kobayashi, Tetsuo Anada, and Gen Hagiwara, ｢Micros
trip Bandpass Filters Using Degenerate Dual-Modes of
Slotted Equilateral Triangular Patch Resonators｣, Vol.1,
P.1.37, pp.454-457,2005-12.4, 2005 Asia-Pacific Microwave
Conference December 4-7, 2005.

Peng Cai, Zhewang Ma, Xuehui Guan, Xuexia Yang,
Yoshio Kobayashi, Tetsuo Anada, and Gen Hagiwara,
｢A Compact UWB Bandpass Filter Using Two-Section
Open-Circuited Stubs to Realize Transmission Zeros｣,
Vol.5, P.5.60, pp.3356-3359., 2005 Asia-Pacific Microwave
Conference December 4-7, 2005.

Chun-Ping Chen, Zhewang Ma, Tetsuo Anada, Jui-Pang
Hsu, and Deming Xu, "Nondestructive and Simultaneous
Measurement of Complex EM Parameters with Scalar
Reflectometer", Vol.4 W6.8 pp.2382-2385,2005-12.7 AM,
2005 Asia-Pacific Microwave Conference December 4-7,
2005.

Xuehui Guan, Zhewang Ma, Peng Cai1, Guohui Li, Yoshio
Kobayashi, Tetsuo Anada, and Gen Hagiwara, ｢A Dual-
Band Bandpass Filter Synthesized by Using Frequency
Transformation and Circuit Conversion Techniq｣, Vol.5,
W4.10, pp.2302-2305,2005.12.7, 2005 Asia-Pacific Microwave
Conference December 4-7, 2005.

Chun-Ping Chen, Zhewang Ma, Tetsuo Anada, Jui-Pang
Hsu, Determination of Absorbing Materials' Complex
EM-parameters via Scalar Reflectometer, Progress in
Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2006),
August 2-5, 2006. (Tokyo, Japan).

Ryosuke Tatsumi, Chun-Ping Chen, Tetsuo Anada,
Zhewang Ma, Semi-Vectorial Beam Propagation Method
for Calculating Wave Propagation Properties of
Multilayer 3D Dielectric Waveguide, ISBN:7-900668-43-8/
TP ・ 37, T4-1, 2006 Japan-China Joint Microwave

Conference, Microwave Theory and Techniques II, Aug.
24. 2006, China, Aug., 2006 (Presentation).

Ryosuke Tatsumi, Takenobu Tsuchiya, Nobuyuki Endoh,
et al, 'INFLUENCE OF REFERENCE WAVENUMBER
FOR PARABOLIC EQUATION IN ULTRA-LONG
RANGE OCEAN ACOUSTIC PROPAGATION',
Proceedings of the Eighth European Conference on
Underwater Acoustics, 8th ECUA, Portugal, 12-15 June,
2006 [CD version].

C.P. Chen, N. Nagaoka, T. Anada, Keren Li, Z.W Ma, C.
Christopoulos, 'Near Electric Field in Microstrip/
Coplanar Circuits and Antennas - Simulation and
Measurement -', No. TU-PM-2-2 August 15, ISBN:1-
4244-0294-8, IEEE EMC 2006.

C.P Chen, Z. Ma, T. Anada, et al, IN-SITU BROADBAND
CHARACTERIZATION OF COMPLEX PERMITTIVITY
AND PERMEABILITY OF MAGNETIC DISPERSIVE
MATERIALS, pp.341-346, OWeA2-5, ISBN:84-889-9438-
3,EMC-EUROPE2006. September 4 - 8, 2006 Barcelona,
Spain.

Chun-Ping Chen, Zhewang Ma, Tetsuo Anada,et al, Scalar
Reflectometer Based Nondestructive Technique for
Measuring Complex Permittivity and
Permeability,pp.913-916, 2-9600551-6-0 ?2006 EuMA, 36th
European Microwave Conference, 10-15 September, UK.

N. Endoh, E. Takada, N. Kudo and M. Natori, "Influence
of Contrast Agent on Liver cell," Proc. of 7th
International conference of Ultrasonic Contrast, pp.80-81
(2005-10)

S. Matsumoto, T. Tsuchiya, T. Anada, N. Endoh,
"Characteristics of Underwater Acoustic Lens Calculated
by Parabolic Equation Method," Proc. of 8th European
Conference on UNDERWATER ACOUSTICS Vol.1,
pp.57-62 (2006-6)

T. Tsuchiya, S. Matsumoto, T. Anada, N. Endoh,
"Numerical Anarysis of Underwater Sound Propagation
in ShallowWater Calculated by Elastic Finite Difference
Time Domain Method With Parallel Processing," Proc.
of 8th European Conference on UNDERWATER
ACOUSTICS Vol.1 pp.101-106 (2006-6)

S. Yoneda, Y. Ohno, Y. Isoda, Y. Imai and Y. Shinohara,
"Thermoelectric Properties of Solidified PbTe Doped
with AgSbTe2 ", 16th Symposium of MRS-J., Tokyo,
Japan, December 2005.

R. Kumar, A. Cornelius, M. Jacobsen, M. Nicol, and S.
Yoneda, "Pressure induced structural changes in
AgPb18SbTe20", APS March Meeting 2006, March 13 - 17,
Baltimore, MD, U.S.A., 2006.

Takaharu Hiraoka, Kazuhiro Hamatani, Jui-Pang Hsu
"Calculation of Foster-type equivalent network for
stripline 45 degrees bend based on novel calculation
method of the eigenmode" European Microwave
Conference(EuMC2005), EuMC18-1, (Paris, 2005.10)

Kenichi Matsumoto, Takaharu Hiraoka, and Hsu, Jui-
Pang "Analysis of Offset-Connected Rectangular
Waveguide Discontinuity Based on Equivalent Network
and Point Matching Method" 2005 Korea-Japan
Microwave Workshop(KJMW2005), Sesson III-4 (Busan,
2005.10)

Takaharu Hiraoka, Kenichi Matsumoto, Jui-Pang Hsu
"Equivalent network for H-plane rectangular waveguide
circuit based on mode theory and its application for

��8



analysis of circuit performance with network theory"
2005 Asia-Pacific Microwave Conference (APMC2005),
T1.10, pp.736-739, (Suzhou, 2005.12)

Manabu Inoue, Takaharu Hiraoka, Jui-Pang Hsu
"Analysis of eigenmode for 3-D optical waveguide based
on planar circuit equations and lateral equivalent net-
work" 2005 Asia-Pacific Microwave Conference
(APMC2005), P1.6, pp.338-341, (Suzhou, 2005.12)

Akira Hirota, Takaharu Hiraoka, Jui-Pang Hsu "Analysis
of Propagation Eigenmode for Stripline based on Planar
Circuit Equations and Lateral Equivalent Network" 2006
IEEE MTT-S International Microwave Symposium
(IMS2006) WEPA3, pp.1017-1020, (San Francisco, 2006.6)

Ding Kai, Akira Hirota, Takaharu Hiraoka, Jui-Pang Hsu
"Calculation of Propagation Eigenmode for Stripline
based on Lateral Equivalent Network" 2006 China-Japan
Joint Microwave Conference (CJMW2006) T3-5, pp.51-54,
(Chengdu, 2006.8)

Takaharu Hiraoka, Takahiro Ogawa, Jui-Pang Hsu
"Circuit analysis of four coupled rectangular-waveguide
resonators based on mode corresponding equivalent net-
work" 2006 China-Japan Joint Microwave Conference
(CJMW2006) F9-1, pp.610-613, (Chengdu, 2006.8)

S.Takahiro,T.Komatsu,"Super-resolution Sharpening-
Demosaicking with Spatially Adaptive Total-Variation
Image Regularization", Advances in Multimedia
Information Processing (PCM2005), Part I, LNCS 3767,
Springer Verlag., pp.246-236,November 2005

H.Takahashi,T.Komatsu,T.Saito,"Separation of irradiance
and reflectance from observed color images by
logarithmical nonlinear diffusion process", Proc. SPIE-
IS&T Electirical Imaging, Vol. 6065,pp.11-1～11-12,Jan.
2006.

R.Nosaka,T.Komatsu,.Saito,"Coupled nonlinear-diffusion
color image sharpening basd on the chromaticity-
brightness model", Proc. SPIE-IS&T Electirical Imaging,
Vol. 6077, pp.1H-1～1H-12,Jan. 2006.

T. Saito, T. Komatsu,"Image recovery for a direct color
imaging approach using a color filter array", Proc.
SPIE-IS&T Electirical Imaging, Vol. 6069 pp.05-1～05-
12,Jan. 2006.

T. Saito, T.Komatsu,"Spatially adaptive superresolution
sharpeningdemosaicking for a single solid state color
image sensor", Proc. SPIE-IS&T Electirical Imaging,
Vol. 6069 pp.08-1～08-12, Jan. 2006.

I. Tsubaki, T. Morita,K. Aizawa,T. Saito,"Robust global
motion estimation in video stabilization for reducing
visually induced motion sickness", Proc. SPIE-IS&T
Electirical Imaging, Vol. 6077, pp.1X-1～1X12, Jan. 2006.

Takahiro Saito, Reina Nosaka, Takashi Komatsu,"Image
Sharpening by Coupled Nonlinear-Diffusion on the
Chromaticity-Brightness color Representation", Proc.
EUSIPCO2006, Sept., 2006.

Takahiro Saito; Taishi Sano; Takashi Komatsu ,"Model-
Based Robust Variatinal Method for Motion De-
blurring", EUSIPCO2006,september,2006.

Takahiro Saito; Yuki Ishii; Yousuke Nakagawa; Takashi
Komatsu,"High-Quality Image Interpolation Based on
Multiplicative Skeleton-Texture Separation" EUSIPCO
2006, september, 2006.

Nao Ota, Takeshi Shima,"Simple and efficient Gm
linearization technique," Proc. International Conference

on Signals and Electronic Systems, Lodz, Poland, Sep,
2006.

Takeshi Shima,"Tuning technique for realizing an ideal
Gm-C integrator," Proc. IEEJ Analog VLSI Workshop,
Bordeaux, France, Oct.. 2005.

S. Shinnaka, "A New Norm-Based Current Control
Method for Energy-Efficient/ Wide-Speed-Range Drive
of Salient-Pole Permanent-Magnet Synchronous
Motors", CD Proceedings of 37th Annual IEEE Power
Electronics Specialists Conference (PESC06), pp. 1340-
1346 (Jeju, Korea, 2006-6)

Jiromaru Tsujino, Tetsugi Ueoka, Ryohei Karatsu and
Goh Kishimoto, "Welding of Thick Coated Wire
Specimens Using a 19 kHz Ultrasonic Complex Vibration
Welding System", Proceedings of 2005 IEEE
International Ultrasonics Symposium, pp.717-720 (2006-
02)

Jiromaru Tsujino, Tetsugi Ueoka, Yuya Kikuchi, Tohru
Aoyama and Takafumi Kyuzen, "27 kHz Small Diameter
Ultrasonic Complex Vibration Source with Multiple
Transducers", Proceedings of 2005 IEEE International
Ultrasonics Symposium, pp.717-720 (2006-02)

Jiromaru Tsujino, Misugi Hongoh, Masafumi Yoshikuni,
Hiroyuki Miura and Tetsugi Ueoka, "Welding
Characteristics and Temperature Rises of Various
Frequency Ultrasonic Plastic Welding", Proceedings of
2005 IEEE International Ultrasonics Symposium, pp.717-
720 (2006-02)

Kunimori Aizawa, Akiyoshi Nakayama, Susumu Abe,
Norimichi Watanabe "The measurement of Josephson
current of double Josephson junction" Journal of
Physics :Conference Series 43(2006) 1088-1091 7th

European Conference on Applied Superconductivity
Akiyoshi Nakayama, Susumu Abe, Norimichi Watanabe,
Hsu Jui-Pang, Yoichi Okabe "Hexagonal Symmetry of
Magnetic Field Dependence of Josephson Current
Through Triangle Shape Superconducting Junctions"
Journal of Physics :Conference Series 43(2006) 1092-1095
7th European Conference on Applied Superconductivity

Masato Noto and Masahito Kurihara: Experimental Study
of Hybrid-Type Distributed Maximal Constraint
Satisfaction Algorithm, Proc. of The IASTED
International Conference on Advances in Computer
Science and Technology (ACST2006), pp.67-72 (Puerto
Vallarta, 2006-1).

Jun Arikawa, Mitsutoshi Matsuda and Masato Noto:
Optimization Method for Low-power Flooding of Route
Request in Ad-hoc Networks, Proc. of The 2006
International Technical Conference on Circuits/Systems,
Computers and Communications (ITC-CSCC2006), Vol.3,
pp.325-328 (Chiang Mai, 2006-7).

Daiki Hashimoto, Mitsutoshi Matsuda and Masato Noto:
Asynchronous Search Algorithm Considering Local
Load in Distributed Constraint Optimization Problem,
Proc. of The 2006 International Technical Conference on
Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-
CSCC2006), Vol.1, pp.205-208 (Chiang Mai, 2006-7).

Takashi Hirate, Hiroshi Miyashita, Takashi Kimpara,
Kazumoto Takizawa and Tomomasa Satoh, "Roles of
Laser-Ablation of Mn in Initial Stage of Growth of ZnO
Nanorods by Chemical Vapor Deposition", Symposium
of the 2005 Material Research Fall Meeting, EE10-13,

��9



2005 (Boston, USA).
Takashi Hirate, Kazumoto Takizawa and Tomomasa
Satoh, "Luminescent Properties of Mn-Si-O Thin Films
Grown by Pulsed Laser Deposition", Materials Research
Society 2006 Spring Meeting, DD6.2, 2006 (San
Francisco, USA).

Takashi Kimpara, Shinichi Nakamura, Tomomasa Satoh
and Takashi Hirate, "Control of Diameter of ZnO
Nanorods Grown by Chemical Vapor Deposition with
Laser Ablation of ZnO", European Materials Research
Society 2006 Spring Meeting, KP-IV04, May 2006 (Nice,
France).

Takashi Hirate, Hiroshi Miyashita, Takashi Kimpara,
Kazumoto Takizawa and Tomomasa Satoh, "Roles of
Laser-Ablation of Mn in Initial Stage of Growth of ZnO
Nanorods by Chemical Vapor Deposition", MRS
Proceedings Volume 891, EE10-13.1 to 13.6, 2006.

J. Yamazaki, J. Katsumata, N. Kaiwa, S. Yamaguchi, and
A. Yamamoto, Thermoelectric properties of and device
physics based on InSb and InN semiconductors, 28th
Intern. Conf. Phys. Semicon., Austria, July 24-28, 2006.

T. Matsumoto, N. Kaiwa, S. Yamaguchi, A. Yamamoto,
M. Funato, and Y. Kawakami, Thermoelectric and elec-
trical properties of GaN and InN single crystals, 28th
Intern. Conf. Phys. Semicon., Austria, July 24-28, 2006.

T. Yamaguchi and Y. Watanabe, "Acquisition of Action
for Mobile Robots Using Neural Network", Proceedings
of the International Conference on Information and
Automation, pp 176-179 (Sri Lanka, 2005-12).

����

馬 哲旺, 清水太一, 小林禧夫, 穴田哲夫, コンポジット共振
器と回路変換によるデュアルバンド帯域通過フィルタの設計,
信学技報, vol. 106, no. 12, MW2006-2, pp. 7-11, 2006 年
４月.

馬 哲旺, 菊池 勝倫, 小林 禧夫, 穴田 哲夫, コンポジッ
ト共振器を用いたデュアルバンド帯域阻止フィルタの設計,
信学技報, vol. 106, no. 48, MW2006-13, pp. 7-12, 2006 年
５月.

立見亮介, 陳 春平, 永岡直樹, 菅原康平, 穴田哲夫, 馬
哲旺, セミベクトル波動伝搬法に基づいた多層誘電体導波路
の伝搬特性, 信学技報, OPE2006-07-, pp.53-58,

Chun-Ping Chen, Zhewang Ma, Tetsuo Anada, Jui-Pang
Hsu, IN-SITU BROADBAND CHARACTERIZATION
OF COMPLEX EM-PARAMETERS OF MICROWAVE
ABSORBERS, 信学技報, MW2006-46, pp.59-64, 2006 年 7
月27日

三木, 馬, 小林, 穴田, 広い阻止域と急峻な周波数選択性を
持つ帯域通過フィルタ, C-2-56, p.87, 電子情報通信学会総
合大会, 2006 年３月

玉井, 馬, 三木, 小林, 穴田, コンポジット共振器を用いた減
衰極を持つ小形帯域通過フィルタ, C-2-57, p.88, 電子情報
通信学会総合大会, 2006 年３月

馬, 清水, 三木, 小林, 穴田, コンポジット共振器を用いた
デュアルバンド帯域通過フィルタ - その１, C-2-58, p.89,
電子情報通信学会総合大会, 2006 年３月

馬, 清水, 三木, 小林, 穴田, コンポジット共振器を用いた
デュアルバンド帯域通過フィルタ - その２, C-2-59, p.90,
電子情報通信学会総合大会, 2006 年３月

陳, 馬, 穴田, 許, Broadband Characterization of Complex
EM-parameters of Dispersive Absorbing Materials with

Coaxial Probe,C-2-75, p.106, 電子情報通信学会総合大会,
2006 年３月.

��美枝 陳 春平 穴田哲夫 土屋健伸 遠藤信行, 多重レンズ
方式による水中映像ソーナー(第２報), A-11-2, p.158, 電子
情報通信学会ソサイエティ大会, 2006 年 9 月

遠藤信行, "超音波診断時における体内温度上昇について", 第
15 回日本乳腺甲状腺超音波診断会議, pp.36-37 (2005-10)

土屋健伸, 齋藤圭司, 石関貴裕, 遠藤信行, "超音波照射による
生体組織内部の温度推定シミュレータの開発", 日本超音波医
学会関東甲信越地方会第 18 回学術集会, p.39 (2005-10)

齋藤圭司, 石関貴裕, 土屋健伸, 遠藤信行, "電子集束超音波に
よる生体内の温度上昇シミュレーション," 第 26 回超音波シ
ンポジウム講演予稿集, pp.129-130 (2005-11)

松本さゆり, 土屋健伸, 穴田哲夫, 遠藤信行, "数値計算による
水中音響レンズシステムの収束特性," 第 26 回超音波シンポ
ジウム講演予稿集, pp.187-188 (2005-11)

遠藤信行, 土屋健伸, "フォーカスアレイ探触子による超音波診
断時の生体内温度上昇シミュレーション," 日本超音波医学会
平成 17 年度第 2回ソノポレーション研究会, (2006-1)

石関貴裕, 土屋健伸, 遠藤信行, "アクリル反射体のあるファン
トム内での超音波照射による温度上昇測定", 電子情報通信学
会技術研究報告, pp.7-12 (2006-1)

齋藤圭司, 土屋健伸, 遠藤信行, "超音波による生体組織内での
温度上昇の数値解析", 電子情報通信学会技術研究報告,
pp.13-18 (2006-1)

土屋健伸, 遠藤信行, "海洋内音波伝搬の数値解析手法," 日本音
響学会 2006 年度春季研究発表会講演論文集, pp.1223-1226
(2006-3)

松本さゆり, 土屋健伸, 穴田哲夫, 遠藤信行, "水温上昇に伴う
水中音響レンズの屈折率変化が集束点近傍の音場に与える影
響", 日本音響学会講演論文集, pp.1117-1118 (2006-3)

土屋健伸, 穴田哲夫, 遠藤信行, "弾性 FDTD 法による浅海海
底遷移層からの反射波解析",海洋音響学会講演論文集, pp.34-
37 (2006-5)

土屋健伸, 遠藤信行, "超音波照射時の生体組織内部の温度値の
数値解析と実測結果の比較",日本超音波医学会第79回学術集
会, p.277 (2006-5)

遠藤信行, 土屋健伸, 松本さゆり, "超音波音響集束レンズの波
動理論による基礎的検討," 日本超音波医学会平成 18 年度第 1
回ソノポレーション研究会, (2006-7)

土屋健伸, 遠藤信行, "FDTD 法による浅海域での音波伝搬解析
-海底遷移層からの反射波解析-," 電子情報通信学会技術研

究報告, pp.7-10 (2006-8)

土屋健伸, 松本さゆり, 遠藤信行, "数値解析による海底遷移層
からの反射パルス波の推定－流体モデルと弾性体モデルの比
較－," 日本音響学会 2006 年度秋季研究発表会講演論文集,
pp. 1003-1004 (2006-9)

松本さゆり, 土屋健伸, 穴田哲夫, 遠藤信行, "水中音響レンズ
の数値解析－音線追跡法と波動的解法との比較－", 日本音響
学会 2006 年度秋季研究発表会講演論文集, pp. 1001-1002
(2006-9)

米田征司, 佐藤允映, 關 翔一, 大野吉弘, 増田隆信, ｢中温
度域熱電発電モジュールの作製｣, 電気学会研究会 "新エネル
ギー・環境研究会：燃料電池など新エネルギー・環境技術",
(産業技術総合研究所 臨海副都心センター 東京, 2005-12).

佐藤允映, 關 翔一, 米田征司, 大野吉弘, 佐藤元彦, ｢9分割
した PEFC 単素子の各要素セルの電流分担｣, 平成 18 年電気
学会全国大会, pp.8-9[7] (神奈川, 2006-3).

關 翔一, 佐藤允映, 米田征司, 大野吉弘, ｢10セル PEFC ス
タックの静特性の検討｣, 平成 18 年電気学会全国大会,
pp.14-15[7] (神奈川, 2006-3).

��10



米田征司, 佐藤允映, 關 翔一, 大野吉弘, ｢10セル PEFC ス
タックによる複素インピーダンス計測｣, 平成 18 年電気学会
全国大会, pp.16-17[7] (神奈川, 2006-3).

日景優一朗, 佐藤允映, 關 翔一, 米田征司, 大野吉弘, ｢SP
S 法を用いた Pb0.5Sn0.5Te 焼結体の作製｣, 第 3 回日本熱電学
会学術講演会(TSJ2006) 論文集, pp.116-117 (神奈川, 2006-8).

日景優一朗, 佐藤允映, 關 翔一, 米田征司, 大野吉弘, ｢SPS
法による Pb0.5Sn0.5Te 焼結体の電気的特性に対する結晶粒径
依存性｣, 日本金属学会 2006 年秋期講演大会, pp.177 (新潟,
2006-9).

野沢理倫, 稲積泰宏, 木下宏揚: "パネル型クエリ生成インタフェー
スにおけるユーザビリティの検討" , JIQA2006,B2-4 (2006-9).

平田 一斗, 原田 裕介, 稲積 泰宏, 木下 宏揚: "コンテンツ配
信システムに適したモノクロ/カラー符号化法の検討",,
JIQA2006,A7-1 (2006-9).

山田孔太,木下宏揚,森住哲也: "情報フィルタと情報カプセルに
よる著作権・所有権保護システム" ,信学技法,SITE06-,pp.-
(2006-7)

森住哲也,木下宏揚提案するセキュリティモデルの自己準拠的シ
ステムとしての解釈について ,信学技法,SITE06-,pp.-(2006-5)

森住哲也, 木下宏揚 ：" 社会システムの中の Covert Channel
について", 技術と社会・倫理研究会, (2005)

森住哲也, 酒井剛典, 畔上昭司, 稲積泰宏, 木下宏揚："機能
分化的社会システムの属性に基づくセキュリティモデル",
技術と社会・倫理研究会, 2005 年 10 月(2005).

森住哲也, 木下宏揚："インターネット社会の情報漏えいを防
止するセキュリティモデルの提案 (社会システム論と記号学
からの着想) ", 第 2 回情報セキュリティ学際シンポジウム,
2005.12, (2005).

森住哲也,木下宏揚,寺谷葉津希,永瀬 宏："個人情報保護と情報
公開を考慮した介護・医療分野向け情報フロー監視システム
の提案", 情報システムと社会環境研究会, IS-95-1, (2006).

畔上 昭司, 森住 哲也, 酒井 剛典, 小松 充史, 稲積 泰宏, 木
下 宏揚: "形式的仕様記述言語 CafeOBJ による Community
Based Access Control Model の 評価", 2006 年暗号と情報
セキュリティシンポジウム(SCIS2006),3B2-4(2006-1).

沖原健一, 稲積泰宏, 木下宏揚:"カラーロゴマークによる画像配
信に適した可視型電子透かし," PCSJ2005/IMPS2005, I-
4.21(2005-11).

沖原健一, 稲積泰宏, 木下宏揚:"動画像配信に適した可視型電子
透かしにおける埋め込み強度の改善," 画像工学研究会(2006-
2).

酒井剛典, 森住哲也, 畔上昭司, 小松充史, 稲積泰宏, 木下宏
揚: "Covert Channel 分析メカニズムと EJB による情報フィ
ルタの構築" SCIS2006,3C3-3,(2006).

木下慶子 稲積泰宏 木下宏揚 森住哲也： "非文字資料に適
した Ontology 構築" 信学技報, SITE2005-45, pp.25-30,
(2005-10)

木下慶子 村上敦志 稲積泰宏 木下宏揚 森住哲也： "デジ
タルアーカイブにおける Ontology の活用", 信学技報, SIT
E2005-48, pp.1-6, (2005-12)

木下慶子 稲積泰宏 木下宏揚 森住哲也： "Context 間の関
連性に着目した民俗学のための Ontology 構築" 人工知能学
会研究会資料, SIG-SWO-A502-01, pp.1-6, (2005-11)

木下慶子 村上敦志 稲積泰宏 木下宏揚 森住哲也：
"Context 間の関連性を表現するメタ Ontology -民俗学研究
のための情報発信-" 情報処理学会研究報告, じんもんこん研
究会, pp.1-6, (2006-1)

宮地 信晴, 山崎 朗, 稲積 泰宏, 木下 宏揚, 森住 哲也 :"分
散ファイアウォールにおけるルール処理の最適化" 信学技法,
SITE2005-55,pp.19-24(2006-3).

小松 充史, 森住 哲也, 酒井 剛典, 畔上 昭司, 稲積 泰宏,

木下 宏揚: "関係データベース, XML データベースに於け
る Covert Channel の解析と 情報フィルタの構成について",
暗号と情報セキュリティシンポジウム ,SCIS2006,3C3-
1,pp.227-232(2006-1). "

野沢理倫, 稲積泰宏, 木下宏揚, "超低解像度クエリ生成イン
タフェースを用いた画像検索システムの提案," IMPS2005,I-
6.06 (2005-11).

野沢理倫, 稲積泰宏, 木下宏揚, "曖昧な位置情報を許容した
画像検索システム," 信学技報, vol.105, no.608, pp.83-94,
2006-2.

平田 一斗 稲積 泰宏 木下 宏揚: "ユーザの事前知識を考慮し
た要約映像による動画像検索", IMPS2005,I-2.15 (2005-11).

小松隆, 齊藤隆弘 ｢Total-Variation 正則化を用いたシャープ
ニング－デモザイキング法の画質改善｣, 映像メディア処理シ
ンポジウム(IMPS2005), I-2.13,2005 年 11 月.

高橋広美, ｢対数非線形拡散照度分離法による色補正のクロマキー
合成への応用｣, 映像メディア処理シンポジウム(IMPS2005),
I-2.14,2005 年 11 月.

浅野佑己, 小松隆, 齊藤隆弘 ｢MDPE 法によるレンジデータ
からの対象物体の幾何学的特徴の抽出｣, 映像メディア処理
シンポジウム(IMPS2005), I-2.20,2005 年 11 月.

中川陽介, 小松隆, 齊藤隆弘 ｢対数輝度からの骨格／テクスチャ
分離とその応用｣, 映像メディア処理シンポジウム(IMPS2005),
I-4.11,2005 年 11 月.

佐野大志, 小松隆,齊藤隆弘 ｢動き推定誤りにロバストな動きぼ
け鮮鋭化の実験的検討｣, 映像メディア処理シンポジウム(IM
PS2005), I-4.12,2005 年 11 月.

椿郁子, 小松隆, 齊藤隆弘 ｢ロバストなグローバルモーション
推定を用いた手ぶれ補正｣, 映像メディア処理シンポジウム
(IMPS2005), I-5.03,pp.109-110,2005 年 11 月.

野坂玲奈, 小松隆, 齊藤隆弘 ｢連立非線形拡散法の明度/色度
カラーモデルへの拡張｣, 映像メディア処理シンポジウム
(IMPS2005), I-6.09,2005 年 11 月.

大貫崇英, 小松隆, 齊藤隆弘 ｢準同形型非線形フリッカ補正法
とその高速化｣, 映像メディア処理シンポジウム(IMPS2005),
I-6.10,2005 年 11 月.

小松隆, 齊藤隆弘, ｢Direct 撮像方式のための色変換法の一検
討｣, 電子情報通信学会総合大会, D-11-54,2006 年 3 月.

齊藤隆弘, 石井勇樹, 中川陽介, 小松隆 ｢骨格/テクスチャ分
離に基づく画像拡大｣, 電子情報通信学会総合大会, D-11-90,
2006 年 3 月.

野坂玲奈, 齊藤隆弘, 小松隆, ｢連立非線形拡散のよる逐次型
カラー画像鮮鋭化手法｣ 電子情報通信学会総合大会, D-11-
93,2006 年 3 月.

高橋広美, 小松隆, 齊藤隆弘 ｢照度分離による色補正とその性
能比較｣ 電子情報通信学会総合大会, D-11-105,2006 年 3 月.

久保田彰, 齊藤隆弘 ｢画像復元に基づいた自由視点画像の生成｣
OplusE,pp.254-257,2006 年 3 月.

石井勇樹, 中川陽介, 小松隆, 齊藤隆弘 ｢乗算型骨格/テクス
チャ分離の拡張とその画像処理への応用｣ 映像情報メディア
学会年次大会, 5-8,2006 年８月

野坂玲奈, 小松隆, 齊藤隆弘 ｢カラー画像の選択的鮮鋭化のた
めの逐次画像処理｣ 映像情報メディア学会年次大会,７-7,2006
年８月

小松隆, 齊藤隆弘 ｢ハイブリッド撮像方式の色再現性能の評価｣
映像情報メディア学会年次大会,７-7,2006 年８月

椿郁子, 小松隆, 齊藤隆弘 ｢手ぶれ動画像のための動きぼけに
よるブリージングひずみの抑制｣ 映像情報メディア学会年次
大会,７-8,2006 年８月

大貫崇英, 小松隆, 齊藤隆弘 ｢非線形な輝度補正アルゴリズム
によるフィルムフリッカ補正｣ 映像情報メディア学会年次大
会,７-9,2006 年８月

��11



小松隆, 齊藤隆弘 ｢TV正則化法を用いた JPEG 圧縮画像の超
解像復元法｣ 第 5 回情報科学技術フォーラム, J-046,2006 年
9 月

浅野佑己, 齊藤隆弘小松隆 ｢曲平面を含むレンジデータからの
幾何学的構造の抽出｣ 第 5 回情報科学技術フォーラム,J-062,
2006 年 9 月

小松隆, 齊藤隆弘 ｢TV 正則化を用いた Luminance 画像の生
成法｣ 電子情報通信学会ソサイエティ大会, A-4-1,2006 年 9 月

石井勇樹, 小松隆,齊藤隆弘 A-4-2 ｢画像の骨格/テクスチャの
加算型分離と乗算型分離｣ 電子情報通信学会ソサイエティ大
会, A-4-2,2006 年 9 月

島健, ミラー容量回路に双対なインダクター回路の提案｡ 電子
情報通信学会 2006 年総合大会

大田尚, 島健, Gm回路の線形性改良に関する一考察｡ 電子情
報通信学会 2006 年総合大会

藤田陽仁, 島健, オフセットを低減したバンドギャップレファ
レンス回路｡ 電子情報通信学会 2006 年総合大会

新中新二, ｢突極形永久磁石同期モータセンサレス駆動のため
の速応楕円形高周波電圧印加法, ― 高周波電流相関信号を
入力とする一般化積分形 PLL 法による位相検出 ―｣, 平成
18 年電気学会全国大会講演論文集４, pp.192-193 (横浜,
2006-3)

新中新二, ｢永久磁石同期モータセンサレス駆動のためのＤ因
子状態オブザーバの推定速度に対する収束特性｣, 平成 18 年
電気学会産業応用部門全国大会講演論文集Ⅰ, pp. 393-398,
(名古屋, 2006-8)

新中新二, 佐野公亮, ｢永久磁石同期モータセンサレス駆動の
ためのＤ因子状態オブザーバのパラメータ誤差に対する収束
特性｣, 平成 18 年電気学会産業応用部門全国大会講演論文集
Ⅰ, pp. 399-340, (名古屋, 2006-8)

新中新二, 山崎英士, ｢同期リラクタンスモータセンサレス駆
動のためのＤ因子状態オブザーバ｣, 平成 18 年電気学会産業
応用部門全国大会講演論文集Ⅰ, pp. 401-406, (名古屋,
2006-8)

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 18 年電気学会産業応用部門全国大
会講演論文集Ⅰ, pp. 545-548, (名古屋, 2006-8)

本江美杉, 三浦宏之, 上岡哲宜, 辻野次郎丸, ｢超音波プラスチッ
ク溶接の溶接部温度および溶接特性について｣, 第 26 回超音
波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム,
vol. 26, pp.105-106 (東京工業大学すずかけ台キャンパス,
横浜, 2005-11)

上岡哲宜, 青山透, 唐津良平, 辻野次郎丸: ｢曲げ振動円盤の上
下に縦振動子を配置した大容量超音波複合振動源の構成につ
いて｣, 第 26 回超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関す
るシンポジウム, vol.26, pp.91-92 (東京工業大学すずかけ台
キャンパス, 横浜, 2005-10)

辻野次郎丸, 青山透, 菊池雄也, 唐津良平, 上岡哲宜, ｢チタニ
ウム合金製ホーンおよび曲げ振動円盤を用いた40 kHz 超音
波複合振動源 の振動特性について｣, 第 26 回超音波エレクト
ロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム, vol.26, pp.93-
94 (東京工業大学すずかけ台キャンパス, 横浜, 2005-11)

辻野次郎丸, 給前喬文, 菊池雄也, 上岡哲宜, ｢27 kHz 大容量超
音波複合振動源の振動特性の向上について｣, 第 26 回超音波エ
レクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム, vol.26,
pp.95-96 (東京工業大学すずかけ台キャンパス, 横浜, 2005-11)

辻野次郎丸, 唐津良平, 田中俊, 上岡哲宜, ｢チタニウム合金斜
めスリット振動変換器を用いた 19 kHz 複合振動超音波シー
ム溶接装置の溶接特性について｣, 第 26 回超音波エレクトロ
ニクスの基礎と応用に関するシンポジウム, vol.26, pp.97-98
(東京工業大学すずかけ台キャンパス, 横浜, 2005-10)

辻野次郎丸, 三浦宏之, 本江美杉, ｢40 kHz の直交した縦振動系

で駆動する超音波複合振動溶接装置の振動特性について｣, 第
26 回超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジ
ウム, vol.26, pp.99-100 (東京工業大学すずかけ台キャンパス,
横浜, 2005-11)

辻野次郎丸, 川崎高広, 岸本豪, 平井一紀, ｢40 kHz の斜めスリッ
ト複合振動変換器を用いた超音波溶接装置の溶接特性につい
て｣, 第 26 回超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関する
シンポジウム, vol.26, pp.101-102 (東京工業大学すずかけ台
キャンパス, 横浜, 2005-11)

辻野次郎丸, 岸本 豪, 川崎高広, 平井理光, ｢150 kHz の斜め
スリット複合振動変換器を用いた超音波溶接装置の振動特性
お よび溶接特性について｣, 第 26 回超音波エレクトロニクス
の基礎と応用に関するシンポジウム, vol.26, pp.103-104 (東
京工業大学すずかけ台キャンパス, 横浜, 2005-11)

辻野次郎丸, 久保寺優, 平井理光, ｢チタニウム合金振動変換器
を用いた直径 15 mmの超音波モータの負荷特性の検討｣, 第
26 回超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジ
ウム, vol.26, pp.85-86 (東京工業大学すずかけ台キャンパス,
横浜, 2005-11)

辻野次郎丸, 上岡 哲宜, 青山 透, 唐津良平, 給前喬文, 菊池
雄也, ｢27 kHz の大容量超音波複合振動源の構成｣, 電子情報
通信学会･音響学会超音波研究会技術研究報告, US2005-95
(2005-12), pp.13-18 (日本大学理工学部, 東京, 2005-12)

辻野次郎丸, 三浦宏之, 武田亮子, 本江美杉, ｢40 kHz の直交
した縦振動系で駆動する超音波複合振動源の構成｣, 電子情報
通信学会･音響学会超音波研究会技術研究報告, US2005-95
(2005-12), pp.19-24 (日本大学理工学部, 東京, 2005-12)

辻野次郎丸, 上岡哲宜, 青山透, 唐津良平, ｢曲げ振動円盤を用
いた大容量超音波複合振動源の固定および溶接特性について－
大容量の複合振動源の開発 (17) －｣, 日本音響学会 2006

年春季研究発表会講演論文集, pp.897-898 (日本大学理工学
部, 東京, 2006-03)

辻野 次郎丸, 青山 透, 菊地 雄也, 唐津 良平, 上岡 哲宜, ｢チ
タニウム合金製曲げ振動円盤を用いた40 kHz 超音波複合振
動源の溶接特性について － 大容量の複合振動源の開発 (18) －｣
, 日本音響学会 2006 年春季研究発表会講演論文集, pp.899-
900 (日本大学理工学部, 東京, 2006-03)

辻野次郎丸, 給前喬文, 菊池雄也, 上岡哲宜, ｢27 kHz 大容量超
音波複合振動源の振動特性および溶接特性について － 大
容量の複合振動源の開発 (19) －｣, 日本音響学会 2006 年春
季研究発表会講演論文集, pp.901-902 (日本大学理工学部,
東京, 2006-03)

辻野次郎丸, 菊池雄也, 給前喬文, 上岡哲宜, ｢27 kHz のステン
レス製縦振動円盤を用いた超音波複合振動溶接装置による各
種金属の溶接特性について －大容量の複合振動源の開発 (20)－｣,
日本音響学会 2006 年春季研究発表会講演論文集, pp.903-904
(日本大学理工学部, 東京, 2006-03)

辻野次郎丸, 唐津良平, 田中俊, 上岡哲宜, ｢19 kHz 複合振動超
音波シーム溶接装置の各種金属材料の溶接特性について － 複
合振動を用いた超音波溶接について (60) －｣, 日本音響学会
2006 年春季研究発表会講演論文集, pp.911-912 (日本大学理
工学部, 東京, 2006-03)

辻野次郎丸, 田中俊, 唐津良平, 上岡哲宜, ｢27 kHz 超音波複合
振動シーム溶接装置の振動特性について － 複合振動を用
いた超音波溶接について (61) －｣, 日本音響学会 2006 年春
季研究発表会講演論文集, pp.913-914 (日本大学理工学部,
東京, 2006-03)

辻野次郎丸, 武田亮子, 三浦宏之, ｢40 kHz の直交した縦振動系
で駆動する超音波複合振動溶接装置の溶接特性について －
複合振動を用いた超音波溶接について (62) －｣, 日本音響

学会 2006 年春季研究発表会講演論文集, pp.915-916 (日本大
学理工学部, 東京, 2006-03)

��12



辻野次郎丸, 川崎高広, 岸本豪, 平井一紀, ｢40 kHz の複合振動
変換器を用いた超音波溶接装置の振動特性の改善について
－ 複合振動を用いた超音波溶接について (63) －｣, 日本音
響学会 2006 年春季研究発表会講演論文集, pp.917-918 (日本
大学理工学部, 東京, 2006-03)

辻野次郎丸, 岸本豪, 川崎高広, ｢150 kHz の複合振動変換器を
用いた超音波溶接装置の振動特性の検討 － 複合振動を用
いた超音波溶接について (64) －｣, 日本音響学会 2006 年春
季研究発表会講演論文集, pp.919-920 (日本大学理工学部,
東京, 2006-03)

辻野次郎丸, 久保寺優, 平井理光, ｢直径 15 mm の超音波モー
タの振動特性の改善および負荷特性について － 縦ーねじ
り変換を用いた超音波回転装置 (46) －｣, 日本音響学会 2006
年春季研究発表会講演論文集, pp.927-928 (日本大学理工学
部, 東京, 2006-03)

辻野次郎丸, 平井理光, 久保寺優, 木原昌紀, ｢直径 30 mmの超
音波モータの振動特性の改善および負荷特性について －
縦-ねじり変換を用いた超音波回転装置 (47) －｣, 日本音響
学会 2006 年春季研究発表会講演論文集, pp.895-896 (日本大
学理工学部, 東京, 2006-03)

辻野 次郎丸, 上岡 哲宜, 青山 透, 唐津 良平, 山崎 真人,
今井 伸太郎, ｢小外径の (1, 1) 曲げ振動円盤により超音波振
動子を集積した27 kHz 大容量超音波複合振動源の構成 －
大容量の複合振動源の開発 (21) －｣, 日本音響学会 2006
年秋季研究発表会講演論文集, pp.891-892 (金沢大学角間キャ
ンパス, 金沢市, 2006-09)

辻野 次郎丸, 青山 透, 唐津 良平, 上岡 哲宜, ｢曲げ振動円
盤を用いた27 kHz 超音波複合振動源の振動特性の改善およ
び溶接特性について － 大容量の複合振動源の開発 (22) －｣
, 日本音響学会 2006 年秋季研究発表会講演論文集, pp.893-
894 (金沢大学角間キャンパス, 金沢市, 2006-09)

辻野 次郎丸, 唐津 良平, 田中 俊, 小田切 仁志, 上岡 哲宜,
｢斜めスリット振動変換器および曲げ振動溶接チップを用い
た超音波複合振動溶接装置の構成 － 複合振動を用いた超
音波溶接について (60) －｣, 日本音響学会 2006 年秋季研究
発表会講演論文集, pp.885-886 (金沢大学角間キャンパス,
金沢市, 2006-09)

辻野 次郎丸, 田中 俊, 唐津 良平, 山口 勝久, ｢27 kHz の
斜めスリット複合振動変換器の振動変換用スリット形状によ
る振動特性の検討 － 複合振動を用いた超音波溶接につい
て (61) －｣, 日本音響学会 2006 年秋季研究発表会講演論文
集, pp.887-888 (金沢大学角間キャンパス, 金沢市, 2006-09)

辻野 次郎丸, 給前 喬文, 土井 貴治, 高橋 篤史, 上岡 哲宜,
｢27 kHz 大容量超音波複合振動源の振動特性の改善および溶
接特性について － 大容量の複合振動源の開発 (23) －｣,
日本音響学会 2006 年秋季研究発表会講演論文集, pp.895-896
(金沢大学角間キャンパス, 金沢市, 2006-09)

辻野 次郎丸, 岸本 豪, 八百板 直規, 大澤 俊介, ｢音速の異な
る円環対複合振動変換器を用いた 150 kHz の超音波溶接装
置の振動特性について － 複合振動を用いた超音波溶接に
ついて (62) －｣, 日本音響学会 2006 年秋季研究発表会講演
論文集, pp.889-890 (金沢大学角間キャンパス, 金沢市, 2006-
09)

辻野 次郎丸, 久保寺 優, 林 佑介, ｢音速の異なる金属円環
対振動変換器を用いた直径 15 mmの超音波モータの構成 －
縦-曲げ振動変換器を用いた超音波回転装置 (1) －｣, 日本

音響学会 2006 年秋季研究発表会講演論文集, pp.993-994 (金
沢大学角間キャンパス, 金沢市, 2006-09)

辻野 次郎丸, 平井 理光, 久保寺 優, 浦崎 直樹, ｢音速の異
なる金属円環対振動変換器を用いた直径 30 mmの超音波モー
タの構成 － 縦-曲げ振動変換器を用いた超音波回転装置
(2) －｣, 日本音響学会 2006 年秋季研究発表会講演論文集,

pp.995-996 (金沢大学角間キャンパス, 金沢市, 2006-09)
辻野 次郎丸, 黒川 陽弘, 柳田 俊一, 上岡 哲宜, ｢環状電磁
形縦振動検出器を用いた超音波複合振動速度検出器の構成｣,
日本音響学会 2006 年秋季研究発表会講演論文集, pp.883-884
(金沢大学角間キャンパス, 金沢市, 2006-09)

安藤圭一, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢状態空間係数を遺伝子とし
たディジタルフィルタ回路の進化論的生成｣, 2006 年電子情
報通信学会ソサイエティ大会, A-1-4, (2006-9)

鈴木麻衣, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢遺伝的アルゴリズムを用い
た線形変換回路合成における分割最適化に関する考察｣, 第 5
回情報科学技術フォーラム(FIT2006), F-025, (2006-9)

小谷光史, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢組み合わせ最適化アルゴリ
ズムを用いた有限語長多項式近似におけるハードウェアコス
ト最小化｣, 第 5 回情報科学技術フォーラム(FIT2006), F-024,
(2006-9)

遠藤淳一, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢GA を用いた金融市場のテ
クニカルパターン生成とその予測可能性に関する考察｣, 第 5
回情報科学技術フォーラム(FIT2006), F-005, (2006-9)

小谷光史, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢GA・TS のハイブリッドア
ルゴリズムによる有限語長多項式近似の最適化｣, 第 50 回シ
ステム制御情報学会研究発表講演会, 5F4-2, (2006-5)

安藤圭一, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢状態空間係数を遺伝子とし
たディジタルフィルタ回路の進化論的生成｣, 第 50 回システ
ム制御情報学会研究発表講演会, 5F3-2, (2006-5)

鈴木麻衣, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢遺伝的アルゴリズムを用い
た線形変換回路の遅延時間・回路規模最適化｣, 第 50 回シス
テム制御情報学会研究発表講演会, 5F3-1, (2006-5)

遠藤淳一, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢遺伝的アルゴリズムを用い
た金融市場のテクニカルパターン生成法｣, 第 50 回システム
制御情報学会研究発表講演会, 4W2-1, (2006-5)

小谷光史, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢ソフトウェア記述からハー
ドウェア記述への自動変換のための演算回路最適化｣, 電子情
報通信学会東京支部学生会研究発表会(第 11 回), 23, (2006-3)
(奨励賞受賞)

鈴木麻衣, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢遺伝的アルゴリズムを用い
た線形変換回路の遅延時間・回路規模最適化｣, 電子情報通信
学会東京支部学生会研究発表会(第 11 回), 7, (2006-3)

鈴木健祐, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢金融市場における時系列デー
タ解析のための適応フィルタ｣, 電子情報通信学会東京支部学
生会研究発表会(第 11 回), 142, (2006-3)

倉林佑, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢ファジィ推論を用いたトレー
ディングシステムに関する研究｣, 電子情報通信学会東京支部
学生会研究発表会(第 11 回), 137, (2006-3) (奨励賞受賞)

加藤幸信, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢ハードウェアに関する制約
条件を考慮した複数の定数乗算回路設計｣, 電子情報通信学会
技術研究報告, CAS2005-112, (2006-3)

加藤幸信, 佐々木孝雄, 豊嶋久道, ｢ハードウェアに関する制約
条件を考慮した複数の定数乗算回路設計｣, 電子情報通信学会
技術研究報告, CAS2005-68, (2005-11)

田中, 山田, 竹村, 阿部, 河野"バイカロイ複合磁気ワイヤに
おける検出パルスの伝播と端部の影響"日本応用磁気学会
13aB-7 9月2006 年 (松江)

永松大和, 松田充敏, 能登正人, ｢マルチホップ無線ネットワー
クにおける階層化通信モデルの構築｣, 電子情報通信学会技
術研究報告, IN2005-173, Vol.105, No.628, pp.103-106 (沖
縄, 2006-3).

有川 隼, 松田充敏, 能登正人, ｢アドホックネットワークの
ルートディスカバリーにおける省電力フラッディング手法｣,
情報処理学会全国大会 (第 68 回), 4R-8 (東京, 2006-3).

橋本大樹, 能登正人, ｢分散制約最適化問題における局所負荷
軽減のための非同期分散探索手法｣, 情報処理学会全国大会
(第 68 回), 4L-5 (東京, 2006-3).
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有川 隼, 能登正人, ｢アドホックルーティングにおける省電
力フラッディング手法の提案｣, 知的＆新世代ソフトウェア・
ワークショップ (第 8 回), (札幌, 2006-3).

橋本大樹, 能登正人, ｢分散制約最適化問題における局所負荷
を考慮した探索アルゴリズム｣, 知的＆新世代ソフトウェア・
ワークショップ (第 8 回), (札幌, 2006-3).

有川 隼, 松田充敏, 能登正人, ｢アドホックネットワークに
おける無線端末の省電力に向けたルートディスカバリー方式
の提案｣, 情報科学技術フォーラム (第 5 回), L-019 (福岡,
2006-9).

橋本大樹, 松田充敏, 能登正人, ｢非同期分散最適化アルゴリ
ズムに基づく負荷分散のための探索手法｣, 情報科学技術フォー
ラム (第 5 回), F-042 (福岡, 2006-9).

宮下 裕史, 伊東 知哉, 滝澤 和元, 佐藤知正, 平手孝士, "DC
駆動型無機電界発光素子における Ni 層の挿入による発光領
域の均一化", 電子情報通信学会総合大会 (C-6-2) 2006.

金原孝志, 中村 新一, 佐藤知正, 平手孝士, "２段階成長に
よる高配向 ZnO ナノロッドの細径化", 電子情報通信学会総
合大会 (C-6-5) 2006.

滝澤 和元, 西山 晶子, 宮下 裕史, 佐藤知正, 平手孝士, "ZnO
ナノロッドを挿入した AC 駆動型無機電界発光素子の特性",
電子情報通信学会総合大 (C-6-6) 2006.

滝澤和元, 池本竜一, 佐藤知正, 平手孝士, "ZnO ナノロッド
の CVD 成長前の ZnO レーザアブレーションの効果", 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-6-2),
2006.

平手孝士, 橋本敦士, 滝澤和元, 佐藤知正, "CVD-ZnOナノロッ
ド成長におけるMn レーザアブレーションの効果", 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-6-3), 2006.

村上尚司, 天沼 博, 松澤和光, ｢係り受け情報を用いた概念ベー
スの作成｣, 人工知能学会第 22 回ことば工学研究会資料,
SIG-LSE-A503, pp1-4 (大阪, 2006-3)

山本 侑, 増田雄一, 松澤和光, ｢新聞コーパスからの固有名詞
知識の獲得と利用｣, 人工知能学会第 22 回ことば工学研究会
資料, SIG-LSE-A503, pp5-8 (大阪, 2006-3)

西村拓弥, 天沼 博, 松澤和光, ｢Webページからの商品知識の
獲得｣, 人工知能学会第 22 回ことば工学研究会資料, SIG-
LSE-A503, pp9-12 (大阪, 2006-3)

�澤千鶴, 松澤和光, 佐藤哲司, ｢ ｢話の展開｣ を推測する方
式について｣, 人工知能学会第 22 回ことば工学研究会資料,
SIG-LSE-A503, pp83-86 (大阪, 2006-3)

松澤和光, 天沼 博, 西村拓弥, 村上尚司, 山本 侑, ｢省資源
型Ｂ級機関～まどろみ～｣, 人工知能学会第 23 回ことば工学
研究会資料, SIG-LSE-A601, p47 (横浜, 2006-8)

山崎純, 貝和央, 山口栄雄, 山本淳, Ⅲ-V 族化合物半導体熱
電デバイス, 2006 年総合大会 電子情報通信学会 2006 年 3 月

松本崇之, 貝和央, 山口栄雄, 山本淳, 船戸充, 川上養一, InN
薄膜の熱電特性, 2006 年総合大会 電子情報通信学会 2006
年 3 月

松本雅史, 山崎純, 小堀裕太, 山口栄雄, 絶縁基板上 InSb 薄
膜の電気的特性, 2006 年総合大会 電子情報通信学会 2006
年 3 月

山崎純, 安齋徹, 松本雅史, 松本崇之, 山口栄雄, 山本淳,
InSb 系熱電発電および熱電冷却デバイスの作製と評価,
2006 年ソサエティ大会 電子情報通信学会 2006 年 9 月

松本崇之, 貝和央, 山口栄雄, 山本淳, 船戸充, 川上養一, InN
系薄膜の熱電特性, 2006 年ソサエティ大会 電子情報通信学
会 2006 年 9 月

松本雅史, 山崎純, 山口栄雄, 安原重雄, 下山紀男, サファイ
ア基板上 Si ドープ InSb の電気的特性, 2006 年ソサエティ
大会 電子情報通信学会 2006 年 9 月

山�純, 山口栄雄, 山本淳, 熱電発電における最大負荷電力供

給用回路, 2006 年秋季 第67回応用物理学会学術講演会
2006 年 9 月

松本崇之, 山口栄雄, 山本淳, 船戸充, 川上養一, InN単結晶
薄膜の熱電特性, 2006 年秋季 第67回応用物理学会学術講演
会 2006 年 9 月

松本雅史, 山崎純, 山口栄雄, MOVPE 法によるサファイア基
板上 InSb の結晶成長と評価, 2006 年秋季 第67回応用物理
学会学術講演会 2006 年 9 月

松本雅史, 山崎純, 山口栄雄, MOVPE 法による InSb の結晶
成長と電気的特性, 平成 18 年度電気関係学会東海支部連合
大会 2006 年 9 月

安齋徹, 松本崇之, 山�純, 松本雅史, 山口栄雄, InSb 熱電
デバイスの作製と評価, 平成 18 年度電気関係学会東海支部
連合大会 2006 年 9 月

大熊義弘, 佐久間知典, 渡辺良男, 福地哲生, 根本孝七, ｢ラ
マン散乱法を用いた準安定励起窒素分子の計測｣, 平成 18 年
電気学会基礎・材料・共通部門大会講演論文集[XVII-5], (熊
本, 2006-8)

Y.Ohkuma, T.Fukuchi, K.Nemoto, Y.Watanabe,
"Visualization of density variation accompanying pre-
breakdown phenomena using shadowgraphy", Proc. 18th
European Conference on the Atomic and Molecular
Physics of Ionized Gases, pp.361-362 (Lecce, Italy, 2006-7)

Y.Watanabe, "Ionization Coefficient of the Model for
Dielectric Barrier Discharge Lamp", Proc. 8th Asia-
Pacific Conference on Plasma Science and Technology
and 19th Symposium on Plasma Science for Materials,
p.25 (Cairns, Australia, 2006-7)

���

辻野 次郎丸, ｢大容量の複合振動源と超音波溶接｣, 超音波
ＴＥＣＨＮＯ, 日本工業出版 (株) , vol. 18 No.3, pp.34-41
(2006-05)

岩村保雄, ｢EL152シングル9W パワーアンプ｣, 無線と実験,
Vol.93, No.2, pp.112-122 (2006 年2月).

岩村保雄, ｢6BW6プッシュプルアンプ｣, 無線と実験, Vol.93,
No.5, pp.46-52 (2006 年 5 月).

岩村保雄, ｢DET-25シングルパワーアンプの改造｣, 無線と実験,
Vol.93, No.9, pp.108-111 (2006 年 9 月).

渡辺良男, ｢光の研究コミュニティー ―技術進展を支える光関
連研究会／研究グループ,照明学会光の発生･関連システム研
究専門部会｣, 月刊オプトロニクス６月号, No.294, pp.158-
159 (2006-6)

��

S.Yamaguchi and A.Yamamoto, "Thermoelectronics for
Thermo-Aware Electronics", Handbook of Semiconductor
Nanostructures and Nanodevices, pp.325-342, American
Scientific Publishers Los Angeles, 2006.

辻野次郎丸, 塑性加工便覧, 分担執筆, 日本塑性加工学会
(2006-05)

Takashi Hirate, "ZnO and Related Materials" Edited by
J. Christian, B. Gil, A. Hoffman, D.C. Look and T.
Yao, European Material Research Society (E-MRS)
Symp. Proc Vol.181 Elsevier Science Ltd, UK (2005),
pp67-74.

���	�

北島康彦, 新中新二, 井村彰宏, ｢自動車における交流電動機
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駆動システムの応用技術｣, 平成 18 年電気学会全国大会講演
論文集４, pp. S17(6)～S17(10) (横浜, 2006-3)

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) 研
究成果第5年度報告書, pp. 81-88 (2006-3)

��

穴田 哲夫, 馬 哲旺, 李 可人, マイクロ波平面回路の電磁界
測定とシミュレーションとの比較, 電磁界シミュレータと回
路設計講座, Microwave Workshops and Exhibition(MWE
2005), 2005 年 11 月 9 日(水)～11日(金)

土屋健伸, "並列演算 FDTD 法による浅海内の音波伝搬解析-
並列計算アルゴリズムの紹介と実践", 海洋音響学会 2006 年
度第 1回談話会 (東京, 2006-6)

遠藤信行, "超音波診断装置の応用－医用から海洋まで－", 港湾
空港技術研究所特別講演会, (横須賀, 2006-7)

許 瑞邦 ｢第11章 『分布定数回路の扱い方』 (理論・解析法・
解析ソフト・プラットフォームによる表示)｣, 第 12 回マイ
クロ波シミュレータワークショップおよび第３回講習会

齊藤隆弘 ｢高品質画像入力のための新しい画像処理パラダイム｣
次世代画像入力専門研究部会第 1 回 研究会開催案内, 2006
年 7 月 25 日

T. Saito, "Color Interpolation", IEEE 2006 ISSCC (Int.
Solid-State Circuits Conference), Color Imaging Forum,
Feb. 9, 2006.

小松隆 ｢単板カラーカメラのための超解像度デモザイキング－
光学ローパスフィルタによる画像ぼけの除去－｣ 日本オプト
メカトロニクス協会平成 18 年度第１回本技術部会, 2006 年
6 月 23 日

新中新二, ｢世界最高性能を誇る永久磁石同期モータのセンサ
レスベクトル制御技術｣, ㈱日本テクノセンター主催セミナー
(西新宿, 2006-5)

新中新二, ｢永久磁石同期モータの実戦的高性能センサレス駆
動制御技術｣, 三松㈱主催セミナー (港区芝公園, 2006-7)

新中新二, ｢最新のモータ駆動制御技術 (最高性能を誇る永久
磁石同期モータのセンサレスベクトル制御技術)｣, 穂高電子
㈱主催 ｢モータの設計と制御に関するソリューションセミナー｣
(新宿, 2006-9)

辻野次郎丸, High Power Applications of Ultrasonics for
Ultrasonic Welding and Machining, 【 International
Workshop】New Technologies in Sonoprocessing of
Metals. ｢強力超音波による超音波溶接・金属加工について｣,
【国際ワークショップ】 金属材料ソノプロセッシングの新
展開：主催：東北大学多元物質科学研究所 新産業創造物質
基盤技術研究センター (MSTeC)共催：日本金属学会東北支
部, 日本鉄鋼協会東北支部, 資源･素材学会東北支部(東北大
学, 仙台, 2006-02)

山口栄雄, ｢熱とエレクトロニクスと化合物半導体―サーモアウェ
アエレクトロニクスの提言｣ テクノトランスファー in かわ
さき２００６ 2006 年７月12-14日神奈川県産業貿易振興協
会

���

齊藤隆弘, 木下宏揚, 能登正人, 中山明芳, 遠藤信行, 豊嶋久
道, 穴田哲夫, 許瑞那, 辻野次郎丸, 山口栄雄, 島健, "チッ
プ上に広がる人間環境系を支える知能集積技術", 文部科学
省ハイテク・リサーチ・センター整備事業助成金 (プロジェ
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T.Nishikubo, "Synthesis of Functional Polymers by Novel
Reactions of Oxetanes", Macro 2006-world Polymer con
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山村博 ｢酸化物イオン伝導体の開発｣ 東京工業大学 (2005-12)
山村博 ｢イオン伝導材料の現状と将来｣ 第 13 回セラミックス
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山村博 ｢酸化物イオンの誘電緩和現象｣ 電子セラミックス研究
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Ba2 In2O5 -type oxide electrolytes ｣ 2005 Taiwan-Japan
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横澤 勉, ｢縮合系高分子の分子量と分子量分布の制御｣, 高分
子学会北陸支部講演会 (石川地区) , 2005 年 11 月 (金沢).
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Routes" Symposium, December, 2005 (Maui).

T. Yokozawa, "Chain-Growth Polycondensation: Living
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Polymerization" Symposium, December, 2005 (Maui).
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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 18 年度科学研究費補助金基盤 (A), ｢酸性霧の
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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 18 年度科学研究費補助金若手研究 (B), ｢雲過程
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池原飛之, 文部科学省学術フロンティア助成金 (代表者：内藤
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岡本専太郎, 学術フロンティア研究プロジェクト
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ルギー変換機能分子・材料の創製｣, 2006 年 4 月.

佐藤憲一, 学術フロンティア助成金 (プロジェクト代表者：内
藤周弌), ｢機能性物質創製研究プロジェクトを目指す化学空
間の設計と制御｣, 2006 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｣, 2006年３月迄.

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, 文部科学省 学術フロンティア助成金, ｢ナノ, およ
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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｣ 2006 年度文部科学省科学研究
費補助金 基盤研究 (B)

宮尾敏広, 内藤周弌, ｢新規な高純度水素製造プロセス開発を
目的としたメタノールの液相改質反応｣ 2006 年度文部科学省
科学研究費補助金 基盤研究 (C)

内藤周弌, 太平洋セメント㈱再委託, NEDO ｢水素安全利用等
基盤技術開発｣

冨重圭一, 奥村和, 宮尾敏広, 内藤周弌, NEDO ｢天然ガスのそ
の場熱供給型改質触媒用バイメタル微粒子の設計と構造解析｣

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｣

内藤周弌, 文部科学省・学術フロンティア・プロジェクト (プ
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18681015) ｢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｣ 2927万円 平成 18 年４
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引地史郎, ｢活性点構造を精密に制御した酵素模倣型高機能酸
化反応触媒の開発｣, 平成 18 年度文部科学省科学研究費補助
金, 若手研究(A).
柿沼克良, 2005 年度年度文部科学省科学研究費 基盤研究(B)

"ペロブスカイト型混合伝導性材料の in situ 精密構造解析"
研究分担者

山村博, 文部科学省学術フロンティア推進事業 "結晶格子ナノ
空間の化学機能"

横澤 勉, ｢生体重合酵素モデル：金属触媒による重縮合の制
御｣, 2005 年度 積水化学 自然に学ぶものづくり研究助成
プログラム.

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 18 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 18年度科学研究費補助金・
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佐藤祐一, 小早川紘一, ｢光触媒反応を用いる表面改質による
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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
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池原飛之, ｢ポリマーナノコンポジットのバウンドポリマーの
評価技術の開発｣, 新日本製鐵 (株).

小野晶, 亀山敦, 小出芳弘, 平成 18 年度神奈川大学共同研究
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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
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西久保忠臣, 工藤宏人, "酸解離性基含有重合体および感放射
線性樹脂組成物", 特開2005-272787 (JSR, 神奈川大学).

西久保忠臣, 工藤宏人, "硫黄原子含有環状化合物およびその
製造法", 特開2005-281241 (JSR, 神奈川大学).
西久保忠臣, 工藤宏人, "シクロデキストリン誘導体および
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その製造法, ロタキサンおよびその製造法, 並びに屈折率変
換材料および光－熱変換蓄積材料", 特開2005-298631 (JSR,
神奈川大学).

西久保忠臣, 工藤宏人, "燐原子を有する新規な化合物とその
製造法", 特開2005-306821 (東亞合成, 神奈川大学).

西久保忠臣, 工藤宏人, "フッ素含有シクロデキストリン誘導
体, ポリロタキサンおよび感放射線性樹脂組成物", 特開 2005-
306917 (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
クスレゾルシンアレーン誘導体及びその製法", 特開 2006-
16342 (日立化成, 神奈川大学).

西久保忠臣, 工藤宏人, "１つのオキセタニル基及び２つのカ
ルボキシル基を有する化合物, 重合物, 放射線硬化性化合物,
並びに, 硬化物", 特開 2006-213685 (神奈川大学, 東亞合成).

西久保忠臣, 工藤宏人, "エステル化合物, 放射線硬化性化合
物, 硬化物, 及び, それらの製造方法", 特開 2006-219398
(神奈川大学, 東亞合成).

西久保忠臣, 工藤宏人, "デンドリック高分子, 放射線硬化性デ
ンドリック高分子, 硬化物, 及び, それらの製造方法", 特開
2006-219544 (神奈川大学, 東亞合成).

西久保忠臣, 工藤宏人, "硫黄原子含有環状化合物およびその
製造法並びに架橋性組成物", 特開 2006-233039 (神奈川大学,
JSR).

西久保忠臣, 工藤宏人, "硫黄原子含有環状化合物およびその
製造法", 特開 2006-233040 (神奈川大学, JSR).

西久保忠臣, 工藤宏人, "オキセタニル基およびカルボキシル
基を有する化合物, 並びに, これより得られる重合物", 特
開 2006-241149 (神奈川大学, 東亞合成).

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", 特開 2006-248979 (JSR, 神奈川大学)

西久保忠臣, 工藤宏人, "シルセスキオキサン重合体およびそ
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 2006-257321 (JSR, 神奈川大学).

西久保忠臣, 工藤宏人, "スチレン系重合体およびその製造方
法並びに屈折率変換材料および光－熱変換蓄積材料", 特開
2006-257322 (JSR, 神奈川大学).

横澤 勉, 東村 秀之, ｢芳香族ポリマーの製造方法｣, 特願
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横澤 勉, 東村 秀之, ｢分岐ポリマーの製造方法｣, 特願2006-
037620.

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2006-039065.
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田中健太, 櫻井忠光, ｢新規な芳香族エーテル化合物と光重合
開始剤｣, 特願 2006-38511 (神奈川大学・住友化学).

西久保忠臣, 伊豫昌巳, "カリックスアレーン誘導体及びそれ
を含有する硬化性樹脂組成物", 特許第 3731979 (平成 17 年
10 月 21 日登録) (新中村化学工業株式会社).

西久保忠臣, 亀山敦, "重付加共重合体およびその製造法", 特許
第3807862 (平成 18 年 5 月26日登録) (学校法人神奈川大学).

西久保忠臣, 亀山敦, "重付加共重合体およびその製造法", 特許
第 3810213 (平成 18 年 6 月 2 日登録) (学校法人神奈川大学).

西久保忠臣, 亀山敦, "エポキシ樹脂組成物", 特許第 3810218
(平成 18 年 6 月 2 日登録) (学校法人神奈川大学).

西久保忠臣, 亀山敦, "エポキシ樹脂組成物", 特許第 3818792
(平成 18 年 6 月 23 日登録) (学校法人神奈川大学).

西久保忠臣, 亀山敦, "重付加共重合体およびその製造法", 特許
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西久保忠臣, 亀山敦, 田中幸夫, "熱硬化性樹脂組成物", 特
許第3850576 (平成 18 年 9 月8日登録) (大阪有機化学工業株

式会社, 学校法人神奈川大学).
山村博, 山本真之, 柿沼克良, "窒化物薄膜の製造", 特許第
27941 (学校法人神奈川大学).
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S. Akai, 23rd International Carbohydrate Symposium, July
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K. Sato, 23rd International Carbohydrate Symposium, July
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佐藤祐一 , ITE Yeager-Kozawa Award, International
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奨励賞受賞, 2006 年 3 月.
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"A Method of Flow-Shop Re-Scheduling Dealing with
Variation of Productive Capacity", International Journal
of Systemics, Cybernetics and Informatics, Vol.3, No.1,
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to prevent in-vehicle accidents of bus passengers", Ergo
Future 2006 (International Symposium On Past, Present
and Future Ergonomics, Occupational safety and
Health), Key note Lecture, pp. 46 (Bali, Indonesia, 2006-
8).

堀野定雄, ｢人間工学的観点からの交通事故過失割合の問題点｣,
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力を受ける弾塑性構造物の応答変位振幅の確率分布｣, 日本
建築学会構造系論文集, 第 604 号, pp.37-46, (2006-6).
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IBAMOTO, "Research on Thermal Storage using Rock
Wool PCM Ceiling Board", EcoStock 2006 (10th
International Conference on Thermal Energy Storage),
(2006-5)

Takeshi Kondo, Shizuo Iwamoto, Noriyuki Ichikawa,
Motoyasu Kamata, "Study on water conservation by
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(関東), C-1 分冊, p.889 , (横浜, 2006-9)

村井正敏, 岩田衛, ｢高性能硬質ポリウレタンにより小型・軽
量化した座屈拘束ブレースの研究｣, 日本建築学会 2006 年大
会 (関東), C-1 分冊, p.891 , (横浜, 2006-9)

竹内徹, 安田幸一, 湯浅和博, 岩田衛, 宮崎健太郎, 金木洋平,
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金木洋平, 竹内徹, 岩田衛, 宮崎健太郎, 岡山俊介, ｢ファサー
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