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固体高分子形燃料電池用カソード触媒の劣化挙動

についてモデル電極での評価から単セルでの評価

まで包括的に検討を行った．その結果，実機での発

電条件下に近づくにつれて，触媒能と触媒粒子の露

出比表面積の関係性が白金粒子単味の場合から変

化することが示された．これは，カソード反応であ

る酸素還元反応が進行する三相界面の形成や触媒

能の質的な変化に依ると思われる．特に単セルでの

評価では，酸素ガスやプロトンの物質拡散抵抗が発

電性能に大きな影響を与えている可能性が示唆さ

れた． 
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合理設計に基づき、水素結合性のアミド部位を取り付け

たポルフィリンが安定な一次元分子集合体を形成し、良

好なゲル化剤となった。この設計を元に、光重合性官能

基を導入した化合物が、一次元分子集合体中、ほぼ欠陥

無く重合反応が進行する事をＡＦＭ観察により示した。 
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人工光合成は，石油資源の問題と二酸化炭素削減の問

題を一挙に解決できる重要な技術である．筆者の研究室

では，合成分子を用いて光合成の主要な過程を再現する

研究を進めてきた．本稿では，電子伝達・光酸化反応・

光還元反応のそれぞれについて，これまでに得た成果を

紹介する． 

  
 

Rondomness-induced effect on asymptotic 
periodicity for random dynamical systems: 

Numerical experiments 
Kensuke ISHITANI  

(Dept. of Mathematics), et al. 
It is known that the Perron Frobenius operators of 

piecewise expanding C2-transformations have an 
asymptotic periodicity of densities. On the other hand, 
external noise or measurement errors are unavoidable in 
practical systems, and therefore, every realistic 
mathematical model should be regarded as random 
iterations of transformations. The aim of this paper is to 
discuss the effects of randomization on the asymptotic 
periodicity of densities . 
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 当研究室では，マイクロロボティクス技術を用い

て，細胞などのバイオ資料の操作や計測を行なって

いる．本論文では，その中で把持機構を有する磁気

駆動オンチップロボットとマイクロナイフを用い

て卵子の除核を行う事例を紹介する． 
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筆者のグループでは，超伝導薄膜中のボルテックスの

動きやそれに影響を与える因子の検討を数値計算により

行っている。本報告では，そのような数値計算と，それ

を超伝導回路のグランドプレーンの磁束排除効果改善お

よび非対称ナノブリッジデバイス開発に適用する試みに

ついて紹介する。 

  
 

 
 

 

自動車交通流の相転移とドライバの応答特性 

横谷 靖（交通機械工学科） 

本稿では，道路上を走行する自動車の流れ（交通流と

呼ぶ）を円滑にすることによる，道路交通の安全性の向

上や環境負荷の低減を目的として，我々がこれまでに行

ってきた渋滞の発生メカニズムに関する研究の概要を紹

介する．一連の研究において，我々は追従走行状態にお

ける車両挙動とドライバの応答特性に関するデータを，

実車およびドライビングシミュレータを用いた実験によ

りそれぞれ測定し，交通流相転移の発生機構についてド

ライバの応答特性のレベルから交通流の相転移を記述で

きる微視的なモデルの構築を行った． 
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本稿ではマイクロ・ナノ操作技術に基づいた細胞構造

体の作製と，0次元，1 次元，2次元の細胞構造体の作製・

操作について分類した．また①熱ゲルを利用したプロー

ブによる細胞操作，②磁気操作可能な細胞包埋ゲルを用

いた３次元細胞構造体のアセンブリ，③細胞包埋型マイ

クロ構造体のマイクロ

流体チップ内での自己

組織化アセンブリ，④

ハイドロゲルファイバ

巻き取り式細胞播種に

ついて述べた． 
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 風の持つエネルギーは風速の 3 乗に比例する．筆者

らは小型風力発電機を対象にして，その基礎特性を 2 種

類の方法で測定した．風力発電機の基礎特性を分析した

実験式から，風速が変化しても風速の 3 乗に比例した最

大電力を出力できる制御法 
を提案した．制御システム 
を試作し，実測した結果と 
シミュレーション特性を比 
較，検討している．その結 
果，両者の特性は近似的に 
一致することを確認した． 
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Yoshiyuki KITAOKA（Dept. of Mathematics）. 
Let f be a monic polynomial with integer coefficients. 

The aim is to state several observations on the 
distribution of roots of f modulo prime powers. They 
give new difficult problems. 
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Explosion problems for symmetric Markov 
chains 

Kanji ICHIHARA（Dept. of Mathematics）. 
This paper discusses the explosion problem for  

continuous time Markov chains associated with a class of  
difference operators of self adjoint form. In order to do 
this, we apply some techniques based on the theory of  
Dirichlet forms.
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ロボットをより広めていく上で，ロボットソフトウェ

アの再利用性の向上は重要な課題の一つである．この課

題に対して開発されている RT ミドルウェアに注目し，

これまで研究を行ってきた．本稿では，これまで RT ミ

ドルウェアについて紹介すると共に，著者が携わってき

た中での活動の一例を示す． 
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施設の配置状況や駅勢圏などに基づくフラクタル次

元解析や判別分析を用いて，歩いて施設や駅に行くこと

のできる都市の地域特性を明らかにした．また，特性ご

との地域の交通特性についても分析した結果，歩いて行

ける範囲に施設・駅がない地域では自動車を持っていな

い人はトリップ数が減少

していることなどがわか

った．  

 
y = 0.0127e1.6496x

R² = 0.4165
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本研究では，構造物に導入する制震部材として形状記

憶合金ダンパーに着目し，その超弾性特性を利用して主

構造の地震後の使用性向上を目的としている．地震応答

解析により形状記憶合金ダンパーの導入により地震後の

使用性が格段に向上できることを示している． 
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SMA ダンパーの制震効果 

筆者の名古屋大学大学院の 5 年間と，それに続く助手 5
年間，名城大学に移ってからの 40 年間の合計 50 年間の

研究生活で，数多くの世界初とも言える成果を挙げるこ

とができました． 飯島

澄男教授にカーボンナ

ノチューブ発見の基と

なる炭素試料を提供で

きたことは，その最た

るものです．ここでは，

八つの世界初とも言え

る成果を，年代順に詳

述することにします． 

総合論文「摩擦圧接の基礎的圧接特性に関する研究」
小林明発（機械工学科）

本報告は，筆者が 1975 年以来，主要な研究課題の

一つとして取り組んできた摩擦圧接の基礎的圧接特

性と知見を纏めたものである．摩擦圧接は，接合に

要するエネルギーが少なく，また主体が固相接合で

あるため接合強度が高いことと異種金属間の接合が

可能であり，高性能高機能部材の創製が強く要求さ

れる現代のものづくり技術として優れた特性を有す

る．また接合エネルギーが他の溶接法に比べ少ない

環境対応型接合法でもある．本報告は，使用頻度の

高い同種並びに異種の機械構造用炭素鋼のアプセッ

ト量や摩擦トルクの評価・推定式の導出などの圧接

特性をはじめ，非鉄異種金属による軽量高機能複合

材料の創製を試みた結果について報告する．
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近年，大気環境への影響が着目されている大気エアロ

ゾルの粒径別質量濃度及び化学成分の計測を 2012 年 5

月から2013年2月にかけて名城大学天白校地において行

った．その結果，大気エアロゾルの総質量濃度は 5～7

月に最大となり、12月に最低となる季節変動を示し，粒

径別では PM2.5～7 のエアロゾルが特にその傾向に影響

を与えていた．5 月に黄砂が飛来した時には 2.1µm 以上

の粗大エアロゾル側で土壌粒子起源イオン成分や人為発

生起源と考えられるNO3
－の重量比の増加が認められた． 

また測定期間を通して非海塩性硫酸イオンの大部分は微

小粒子側に存在していた． 

 

高速道路で意識調査を実施し，情報提供時のドライバ

ーの選択行動を捉えてモデル化した．その結果，情報提

供方法とドライバー属性は経路選択に影響があることを

明らかにした．また，交通流シミュレーションを行い，

渋滞緩和の効果も確認した． 
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Randomness-induced effect on asymptotic periodicity

for random dynamical systems: Numerical experiments

Kensuke ISHITANI 1) and Hiroshi ISHITANI 2)

Abstract

It is known that the Perron Frobenius operators of piecewise expanding C2-transformations have an asymptotic
periodicity of densities. On the other hand, external noise or measurement errors are unavoidable in practical
systems, and therefore, every realistic mathematical model should be regarded as random iterations of trans-
formations. The aim of this paper is to discuss the effects of randomization on the asymptotic periodicity of
densities.

1. Introduction

It is known that if T : [0, 1) → [0, 1) is a piecewise
expanding C2-transformation, then its corresponding
Perron Frobenius operator LT , which we define in
Section 2, has the following property of the asymp-
totic periodicity of densities: There exist probability
density functions gi,j ∈ L1 ≡ L1([0, 1)), and func-
tionals λi,j on L1 (1 ≤ i ≤ s, 1 ≤ j ≤ m(i)) sat-
isfying (i) {gi,j > 0} ∩ {gk,l > 0} = ϕ for (i, j) ̸=
(k, l), (ii) LT (gi,j) = gi,j+1 for j = 1, . . . ,m(i) − 1
and LT (gi,m(i)) = gi,1, and (iii) limn→∞

��Ln
T

(
f −∑s

i=1

∑m(i)
j=1 λi,j(f)gi,j

)��
L1 = 0 for f ∈ L1.

On the other hand, when considering practical
systems we cannot avoid either external noise or mea-
surement or inaccuracy errors, so every realistic math-
ematical model should be regarded as random itera-
tions of transformations Ty (y ∈ Y ):

Tωn ◦ Tωn−1 ◦ · · · ◦ Tω1x,

which is the first coordinate of the skew product

Sn(x, ω) = (Tωn ◦ Tωn−1 ◦ · · · ◦ Tω1x, σ
nω)

defined in Section 2 ([2]). In this paper we restrict
ourselves to the case in which transformations Tωi

are independently chosen. Under some assumptions,
the random iteration S is known to have the asymp-
totic periodicity in the above sense ([3], [4]). This
paper is concerned with the problem how the asymp-
totic periodicity would be effected by this kind of
randomization.

Let (X,F ,m) be a probability space and Ty :
X → X be a nonsingular transformation for y ∈ Y ,
i.e., a measurable transformation satisfyingm(T−1

y (A))
= 0 for allA ∈ F withm(A) = 0. L1(m) = L1(X,F ,m)
denotes the set of m-integrable functions.

We denote the set of parameters y ∈ Y for which
the Perron Frobenius operator LTy has the asymp-
totic periodicity of densities in question by Y1.

1) Department of Mathematics, Meijo University
2) Department of Mathematics, Mie University

There exist density functions g
(y)
i,j ∈ L1(m), and func-

tionals λ
(y)
i,j on L1(m) (1 ≤ i ≤ s(y), 1 ≤ j ≤

m(y, i)), satisfying the following conditions:

(i) {g(y)i,j > 0} ∩ {g(y)k,l > 0} = ϕ for (i, j) ̸= (k, l).

(ii) LTy (g
(y)
i,j ) = g

(y)
i,j+1 for j = 1, . . . ,m(y, i)− 1, and

LTy
(g

(y)
i,m(y,i)) = g

(y)
i,1 .

(iii) lim
n→∞

��Ln
Ty

(
f −

s(y)∑
i=1

m(y,i)∑
j=1

λ
(y)
i,j (f)g

(y)
i,j

)��
L1(m)

= 0,

for f ∈ L1(m), where s(y) ∈ N, m(y, i) ∈ N (1 ≤ i ≤
s(y)), and Ln

Ty
≡ (LTy )

n.
In this paper, we consider the case in which Y1

is not a set of probability 0, and the skew product
S has the asymptotic periodicity of densities: There
exist probability density functions gi,j ∈ L1(m) and
functionals λi,j on L1(m) (1 ≤ i ≤ s, 1 ≤ j ≤ m(i))
such that
(i) {gi,j > 0} ∩ {gk,l > 0} = ϕ for (i, j) ̸= (k, l),
(ii) LS(gi,j) = gi,j+1 for j = 1, . . . ,m(i) − 1 and
LS(gi,m(i)) = gi,1, and

(iii) lim
n→∞

��Ln
S

(
f−

s∑
i=1

m(i)∑
j=1

λi,j(f)gi,j
)��

L1(m)
= 0,

for f ∈ L1(m), where s ∈ N, m(i) ∈ N (1 ≤ i ≤ s),
and Ln

S ≡ (LS)
n.

It must be noted that gi ≡ (1/m(i))
∑m(i)

j=1 gi,j

and g
(y)
i ≡ (1/m(y, i))

∑m(y,i)
j=1 g

(y)
i,j are the ergodic

probability densities of S and Ty, respectively. We
have the following results: For any ergodic compo-
nent {gi > 0} of S and for almost all y ∈ Y1 there

exists at least one ergodic component {g(y)k > 0} of
Ty which is a subset of {gi > 0}, and therefore, the
number s of ergodic components of S is not greater
than s(y) of Ty for almost all y ∈ Y1. Further, the
period m(i) of S on the ergodic component {gi > 0}
is the divisor of a period m(y, k) of Ty on {g(y)k > 0}
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for almost all y ∈ Y1. We precisely present it as
Theorem 1 in Section 3.

Further, in Theorem 2, we show that if we as-
sume that Ty is an identity map Id with positive
probability, then S|{gi>0}, S restricted to an ergodic
component {gi > 0}, is exact for i = 1, . . . , s.

The remainder of this paper is organized as fol-
lows: In section 2, we briefly recall the necessary no-
tions and results from the general theory of Perron
Frobenius operators and those from the random it-
erations of transformations. In section 3, we discuss
the main results and present some examples with nu-
merical experiments.

2. Preliminaries

In the first part of this section, we give the definition
of the Perron Frobenius operator and state its basic
properties that are necessary for our discussion. In
the second part, we briefly recall the necessary no-
tions and results from the theory of random iteration
of transformations.

Let (X,F ,m) be a probability space and T : X →
X be a nonsingular transformation, i.e., a measur-
able transformation satisfying m(T−1(A)) = 0 for
A ∈ F with m(A) = 0. We denote a set of p-th
integrable functions on X with respect to the mea-
sure m by Lp(m) ≡ Lp(X,F ,m) (p ∈ [1,∞]). We
define the Perron Frobenius operator corresponding
to (X,F ,m, T ).

Definition 1. The Perron Frobenius operator LT on
L1(m) is defined by

LT f ≡ dmf

dm
, (2.1)

where mf (A) =
∫
T−1(A)

f(x)dm(x).

The Perron Frobenius operator is characterized
by the following proposition.

Proposition 2.1. For f ∈ L1(m), LT f is the unique
element in L1(m) that satisfies

∫

X

(LT f)(x)h(x)dm(x) =

∫

X

f(x)h(Tx)dm(x)

(2.2)
for h ∈ L∞(m).

As an operator on L1(m), LT has the following
properties, which are easily shown from Proposition
2.1.

Proposition 2.2. The operator LT on L1(m) is pos-
itive, bounded and linear, and has the following prop-
erties:
(1) LT preserves integrals, i.e.,

∫

X

(LT f)(x)dm(x) =

∫

X

f(x)dm(x)

holds for f ∈ L1(m);

(2) For f ∈ L1(m) we have the inequality

|(LT f)(x)| ≤ (LT |f |)(x), (m-a.e.);

(3) LT is a contraction, i.e., ∥LT f∥L1(m) ≤ ∥f∥L1(m)

holds for f ∈ L1(m);
(4) Ln

T = LTn holds, where Ln
T ≡ (LT )

n and LTn

represents the Perron Frobenius operator correspond-
ing to Tn;
(5) For g ∈ L∞(m) and f ∈ L1(m), we have g(LT f) =
(LT ((g ◦ T )f)), where (g ◦ T )(x) = g(Tx);
(6) LT f = f if and only if f(x)dm(x) is invariant
under T .

We define the random iteration of m-nonsingular
transformations as follows:
(i) Let Y be a complete separable metric space, B(Y )
be its topological Borel field and η be a probability
measure on (Y,B(Y )).
(ii) Define Ω ≡ Π∞

i=1Y and let us write B(Ω) for the
topological Borel field of Ω. We insert the product
measure P ≡ Π∞

i=1η on (Ω,B(Ω)).
(iii) Let {Ty; y ∈ Y } be a family of m-nonsingular
transformations onX such that the mapping (x, y)→
Tyx is measurable.

In order to study the behavior of the random iter-
ations, we consider the skew product transformation
S : X × Ω→ X × Ω defined by

S(x, ω) ≡ (Tω1x, σω) (2.3)

for (x, ω) ∈ X × Ω, where ω1 represents the first
coordinate of ω = (ωi)

∞
i=1 and σ : Ω→ Ω is the shift

transformation to the left (σ((ωi)
∞
i=1) = (ωi+1)

∞
i=1).

It must be noted that, for n ∈ N, we have

Sn(x, ω) = (Tωn ◦ Tωn−1 ◦ · · · ◦ Tω1x, σ
nω). (2.4)

Therefore, we can consider the random iteration
as π1S

n(x, ω), writing π1 : X × Ω → X for the pro-
jection onto X. Under these settings, T.Morita ([5])
investigated the existence of invariant measures and
their mixing properties. His method is also useful for
our purpose.

Because Ty (y ∈ Y ) are m-nonsingular transfor-
mations, S is a nonsingular transformation on (X ×
Ω,F × B(Ω),m × P ). Therefore, we can define the
Perron Frobenius operator LS : L

1(m×P )→ L1(m×
P ) corresponding to S by

∫ ∫

X×Ω

g(x, ω)(LSf)(x, ω)dm(x)dP (ω)

=

∫ ∫

X×Ω

f(x, ω)g(S(x, ω))dm(x)dP (ω)

for all g ∈ L∞(m×P ), where Lp(m×P ) ≡ Lp(X ×
Ω,F × B(Ω),m× P ) for p ∈ [1,∞].

Lemma 4.1 in [5] can be rewritten as follows:

Proposition 2.3. (i) If (LSf)(x, ω) = λf(x, ω) for
|λ| = 1, then f does not depend on ω.
(ii) For any f ∈ L1(m), we have
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(LSf)(x, ω) =

∫
(LTyf)(x)η(dy), (m× P -a.e.),

(2.5)
and hence LSf ∈ L1(m).

This proposition allows us to consider LS as an
operator on L1(m). This also gives us the following
key proposition:

Proposition 2.4. Suppose that (LSf)(x, ω) = g(x)
(m × P a.e.) holds for non-negative functions f(x)
and g(x) ∈ L1(m). Then, there exists a set Y0 ∈
B(Y ) with η(Y0) = 1 such that for ω1 ∈ Y0,

(Tω1)
−1{g > 0} ⊇ {f > 0} (m-a.e.),

i.e.,

m
(
{f > 0} \ (Tω1)

−1{g > 0}
)
= 0 (2.6)

is satisfied.

3. Main results

To present our main results we assume the asymp-
totic periodicity of densities of LS in the following
sense:

Assumption 1. There exist probability density func-
tions gi,j ∈ L1(m), and functionals λi,j on L1(m)
(1 ≤ i ≤ s, 1 ≤ j ≤ m(i)) such that
(i) {gi,j > 0} ∩ {gk,l > 0} = ϕ for (i, j) ̸= (k, l),
(ii) LS(gi,j) = gi,j+1 for j = 1, . . . , m(i) − 1 and
LS(gi,m(i)) = gi,1, and

(iii) lim
n→∞

��Ln
S

(
f−

s∑
i=1

m(i)∑
j=1

λi,j(f)gi,j
)��

L1(m)
= 0

for f ∈ L1(m), where s ∈ N, m(i) ∈ N (1 ≤ i ≤ s),
and Ln

S ≡ (LS)
n.

Let Y1 denote the set of parameters y ∈ Y for

which there exist probability density functions g
(y)
i,j ∈

L1(m) and functionals λ
(y)
i,j on L1(m) (1 ≤ i ≤ s(y),

1 ≤ j ≤ m(y, i)) satisfying the following conditions:

(i) {g(y)i,j > 0} ∩ {g(y)k,l > 0} = ϕ for (i, j) ̸= (k, l) .

(ii) LTy (g
(y)
i,j ) = g

(y)
i,j+1 for j = 1, . . ., m(y, i)− 1 and

LTy (g
(y)
i,m(y,i)) = g

(y)
i,1 .

(iii) lim
n→∞

��Ln
Ty

(
f −

s(y)∑
i=1

m(y,i)∑
j=1

λ
(y)
i,j (f)g

(y)
i,j

)��
L1(m)

= 0

for f ∈ L1(m), where s(y) ∈ N, m(y, i) ∈ N (1 ≤ i ≤
s(y)), and Ln

Ty
≡ (LTy )

n.

Let us note that η(Y1) is positive in many cases
in which the above Assumption 1 is satisfied for LS .
Remark that Proposition 2.4 can be clearly rewritten
as the following proposition under the above assump-
tion and notations.

Proposition 3.5. There exists a set Y0 ∈ B(Y ) with
η(Y0) = 1 such that

{gi,j > 0} ⊂ T−1
y {gi,j+1 > 0} (1 ≤ j ≤ m(i)− 1)

{gi,m(i) > 0} ⊂ T−1
y {gi,1 > 0}

holds for y ∈ Y0 and i = 1, . . ., s.

Remark 3.1. Define gi ≡ (1/m(i))
∑m(i)

j=1 gi,j (1 ≤
i ≤ s) and g

(y)
i ≡ (1/m(y, i))

∑m(y,i)
j=1 g

(y)
i,j (1 ≤ i ≤

s(y)). Then, gi and g
(y)
i are the densities of the er-

godic invariant probabilities of S and Ty, respectively.

Theorem 1. Suppose that Assumption 1 is satisfied.
(1) For i ∈ {1, . . . , s} and y ∈ Y0∩Y1, we have {gi >
0} ∩

∪s(y)
k=1{g

(y)
k > 0} ̸= ϕ and {gi > 0} ⊃ {g(y)k0

> 0}
for some k0 ∈ {1, . . . , s(y)}. This means that the
number s of ergodic components for S is not greater
than s(y) for Ty (y ∈ Y0 ∩ Y1).
(2) Assume that y ∈ Y0 ∩ Y1, i ∈ {1, . . . , s}, and
k ∈ {1, . . . , s(y)} satisfy the relation {gi > 0} ⊃
{g(y)k > 0}. Then, m(i) is a divisor of m(y, k).

Proposition 3.5 immediately shows the following:

Theorem 2. Suppose that Assumption 1 is satisfied.
If η({y ∈ Y ; Ty = Id}) > 0, then m(i) = 1 for
i ∈ {1, . . . , s}, where Id is the identity map on X.

4. Example

In this section, we consider the unit interval X ≡
[0, 1], Borel field F ≡ B([0, 1]), and Lebesgue mea-
sure m on (X,F). Further, we use an initial function
as f0(x) = 2x for x ∈ [0, 1], and a complete separable
metric space as Y = {y1, y2} ⊂ R (y1 ̸= y2). Thus,
the Perron Frobenius operator LSf is obtained as
follows:

(LSf)(x) =
2∑

k=1

η({yk})(LTyk
f)(x), x ∈ X.

4.1. Example 1

Figure 1: {Rτx; x ∈ [0, 1]} for τ = (2, 1).

We consider the transformationR3 given by: R3x ≡
3x (mod 1) for x ∈ X. For m0 ∈ N, we define the
subintervals Jk (1 ≤ k ≤ m0) as

Jk ≡
[
k − 1

m0
,
k

m0

)
, (1 ≤ k ≤ m0 − 1),

and Jm0 ≡
[
1− 1

m0
, 1

]
.

It must be noted that X =
∪m0

k=1 Jk holds. Then, we
define the transformation Rτ : X → X as

Rτx ≡ 1

m0
R3(m0x− k + 1) +

τk − 1

m0
,

for x ∈ Jk (k ∈ {1, . . . ,m0}),
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Figure 2: Results of (Ln
Rτ f0)(·) for τ= (3, 4, 2, 1),

n = 1, 2, 95, 96, 97, 98, 99 and 100.

Figure 3: Results of (Ln
Rτ f0)(·) for τ = (4, 5, 6, 2, 3, 1)

and 92 ≤ n ≤ 100.

Figure 4: Results of (Ln
Sf0)(·) with Ty1 = R(3,4,2,1)

and Ty2 = R(4,5,6,2,3,1), for n = 1, 2, 97, 98, 99 and
100.

where τ = (τ1, . . . , τm0) is a permutation of the set
{1, 2, . . . ,m0}. The graph of {Rτx; x ∈ [0, 1]} for
τ = (2, 1) is illustrated in Fig 1. The Perron Frobe-
nius operator LRτ f is obtained as follows:

(LRτ f)(x) =
1

3

{
f

(
x

3
+
k − 1

m0
− τk − 1

3m0

)

+ f

(
x

3
+
k − 1

m0
− τk − 2

3m0

)

+ f

(
x

3
+
k − 1

m0
− τk − 3

3m0

)}

for x ∈ Jτk = Rτ (Jk) (1 ≤ k ≤ m0).

4.1.1. R(3,4,2,1) and R(4,5,6,2,3,1)

Here, we consider the random iterations of transfor-
mations:

Ty1 = R(3,4,2,1) and Ty2 = R(4,5,6,2,3,1)

with η({y1}) = η({y2}) = 1/2.

The graphs of (Ln
Ty
f0)(·) (y = y1, y2) and (Ln

Sf0)(·)
are illustrated in Fig 2, Fig 3, and Fig 4, respectively.
Then,

Y = Y0 = Y1 = {y1, y2}, s(y1) = s(y2) = s = 1,

m(y1, 1) = 4, m(y2, 1) = 6, m(1) = 2.

can be obtained. Further, the density functions are
defined as

g
(y1)
1,j (x) = 4× 1[ j−1

4 , j4 ]
(x), x ∈ X, (1 ≤ j ≤ 4),

g
(y2)
1,j (x) = 6× 1[ j−1

6 , j6 ]
(x), x ∈ X, (1 ≤ j ≤ 6),

g1,j(x) = 2× 1[ j−1
2 , j2 ]

(x), x ∈ X, (1 ≤ j ≤ 2).

Based on the results in Fig 2 (n = m(y1, 1) × 25 =
100), Fig 3 (n = m(y2, 1) × 16 = 96) and Fig 4
(n = m(1) × 50 = 100), we can confirm that 0 <

λ
(y)
1,j (f0) < λ

(y)
1,j+1(f0) holds for j = 1, . . . ,m(y, 1) −

1 (y ∈ {y1, y2}), and that 0 < λ1,1(f0) < λ1,2(f0)
holds. It must also be noted that

( 2∪
j=1

{g(y1)
1,j > 0}

)
∪
( 3∪
j=1

{g(y2)
1,j > 0}

)
⊂ {g1,1 > 0},

( 4∪
j=3

{g(y1)
1,j > 0}

)
∪
( 6∪
j=4

{g(y2)
1,j > 0}

)
⊂ {g1,2 > 0}.

hold, and m(1) = 2 is a divisor of m(y1, 1) = 4 and
m(y2, 1) = 6, which corresponds to the results in
Theorem 1.

4.1.2. R(3,4,2,1) and Id

Here, we consider the random iterations of transfor-
mations:

Ty1 = R(3,4,2,1) and Ty2 = Id

with η({y1}) = η({y2}) = 1/2.
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Figure 5: Results of (Ln
Sf0)(·) with Ty1 = R(3,4,2,1)

and Ty2 = Id, for n = 1, 2, 95 and 96.

The graphs of (Ln
Sf0)(·) are illustrated in Fig 5. Since

LIdf = f , we have the following result

Y1 = {y1}, Y = Y0 = {y1, y2}, s(y1) = s = 1,

m(y1, 1) = 4, m(1) = 1,

which corresponds to the result in Theorem 2.

4.2. Example 2

Figure 6: {Q(a)(x);x ∈ [0, 1]} for a = 0.05.

For a constant a ∈ (0, 1/3), we define the subin-
tervals Ik (1 ≤ k ≤ 9) as

Ik ≡ [ck−1, ck) (1 ≤ k ≤ 8) and I9 ≡ [c8, c9],

where (ck)
9
k=0 is defined as c0 = 0,

ck =

{
ck−1 + a, (k = 1, 5, 9),
ck−1 +

1−3a
6 , (k = 2, 3, 4, 6, 7, 8).

It must be noted that X =
∪9

k=1 Ik holds. Then, we
define the transformation Q(a) : X → X as

Q(a)x

=




c1 +D1,4
k−1,k(x− ck−1), x ∈ Ik (1 ≤ k ≤ 4),

c1 +D1,8
k−1,k(x− ck−1), x ∈ Ik (k = 5),

c5 +D5,8
k−1,k(x− ck−1), x ∈ Ik (6 ≤ k ≤ 9),

where Dk3,k4

k1,k2
=

ck4 − ck3

ck2 − ck1

.

The graph of {Q(a)x; x ∈ [0, 1]} for a = 0.05 is
illustrated in Fig 6.

Figure 7: Results of (Ln
Q(a,b1)f0)(·) with a = 0.15 and

b1 = a/4 (n = 1, 6, 99 and 100).

Figure 8: Results of (Ln
Q(a,b2)f0)(·) with a = 0.15 and

b2 = −3a/4 (n = 1, 6, 99 and 100).

Further we define the transformation Q(a,b) by
Q(a,b)x = Q(a)x + b (x ∈ X) for b ∈ [−a, a]. The
Perron Frobenius operator LQ(a,b)f is obtained as
follows ((i)-(v)):

(i) (LQ(a,b)f)(x) = D0,1
1,4f(c0), for x = c1 + b.

(ii) (LQ(a,b)f)(x) = D4,5
1,8f(c4 +D4,5

1,8(x− b− c1))

+
4∑

k=1

Dk−1,k
1,4 f

(
ck−1 +Dk−1,k

1,4 (x− b− c1)
)
,

for x ∈ (c1 + b, c4 + b].

(iii) (LQ(a,b)f)(x) = D4,5
1,8f(c4 +D4,5

1,8(x− b− c1)),

for x ∈ (c4 + b, c5 + b].

(iv) (LQ(a,b)f)(x) = D4,5
1,8f(c4 +D4,5

1,8(x− b− c1))

+
9∑

k=6

Dk−1,k
5,8 f

(
ck−1 +Dk−1,k

5,8 (x− b− c5)
)
,

for x ∈ (c5 + b, c8 + b].

(v) (LQ(a,b)f)(x) = 0, for x ∈ [0, c1 + b) ∪ (c8 + b, 1].

For a = 0.15, b1 = a/4, and b2 = −3a/4, we define
the transformations Ty1 , Ty2 , and S as

Tyk
x ≡ Q(a,bk)x, for x ∈ X (k = 1, 2),

with η({y1}) = η({y2}) = 1/2.
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The graphs of (Ln
Q(a,bk)f0)(·) (k = 1, 2) and (Ln

Sf0)(·)
are illustrated in Fig 7, Fig 8, and Fig 9, respectively.
Then,

Y = Y0 = Y1 = {y1, y2}, s(y1) = 2, s(y2) = s = 1,

m(y1, 1) = m(y1, 2) = 1, m(y2, 1) = 1, m(1) = 1

are obtained. Further, we have the densities g
(y1)
1,k (x)

(k = 1, 2), g
(y2)
1,1 (x), and g1,1(x) such that

{g(y1)
1,1 > 0} � {g1,1 > 0} and

{g(y2)
1,1 > 0} � {g1,1 > 0}

hold, which correspond to the result in Theorem 1.

Figure 9: Results of (Ln
Sf0)(·) for Tyk

= Q(a,bk) (k =
1, 2) with a = 0.15, b1 = a/4 and b2 = −3a/4 (n =
1, 6, 99, and 100).

5. Conclusion

In this paper, we studied the effects of randomiza-
tion on the asymptotic periodicity of densities. We
showed that the supports of ergodic probability den-
sities for random iterations include at least one sup-
port of ergodic probability density for eachm-nonsingular
transformation. This implies that the number of er-
godic components for random iterations is not greater
than the number of ergodic components for each m-
singular transformations. We also discussed about
the period of limiting densities of random iterations.
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人工分子で光合成を組み立てる 

永田 央 1) 

Building Photosynthesis from Artificial Molecules 

Toshi NAGATA1) 

Abstract 
Herein described are attempts in the author’s laboratory to mimic crucial processes in photosynthesis by synthetic 

molecules. General introduction on photosynthesis is given first, and three representative works are reported: (1) synthesis 

and photoreactions of single-molecular quinone pools, (2) photooxidation of alcohols by TEMPO/porphyrin/quinone 

system, and (3) photoreduction of haloalkanes by porphyrin/cobalt hybrid system.  

1. はじめに 

再生可能エネルギー利用は，資源に乏しい我が国が戦

略的に推進すべき基幹技術である．日本の主要な一次エ

ネルギーは石油・天然ガスといった化石燃料である．近

年は，石油の可採年数の見通しが 40 年前後で安定してお

り 1)，化石燃料枯渇の危機はあまり意識されていないが、

原理的に化石燃料が有限の資源であることは忘れてはな

らない．また，化石燃料由来の二酸化炭素による地球温

暖化は国際的に解決すべき課題となっており，排出量の

削減を目指してエネルギー源の多様化を推進する必要が

ある 2)． 
日本で現在重点的に実用化が進められている再生可

能エネルギーは，太陽光・風力・地熱を用いた発電であ

る 3)．電気エネルギーは非常に使い勝手のよいエネルギ

ー形態であるが，貯蔵・運搬に不向きであり，必ずしも

万能ではない．化石燃料由来の炭化水素は，この点で極

めて優秀である．重量あたりのエネルギー密度が高いに

も関わらず，通常の条件下では極めて安定であるため，

低コストの設備で長期間にわたって保存でき，簡便に運

搬することができる．この点から，再生可能エネルギー

の利用形態として，電気エネルギーだけではなく，燃料

になる化学物質を生産することは，検討する価値がある． 
植物の光合成は，太陽光エネルギーを使って水と二酸

化炭素から燃料化学物質を大規模に生産している．光合

成のエネルギー効率は 1〜5%で，決して高いものではな

いが，それでも地球上のすべての生命を維持できる量の

有機化合物を生産することができる．太陽エネルギーが

いかに潤沢に地球上に降り注いでいるかの証左である．

光合成はまた，二酸化炭素を化学的に固定するプロセス

として，実用レベルに到達している唯一の系である．光

合成に相当する光化学変換を効率よく行う技術を手に入

れれば，石油資源の問題と二酸化炭素削減の問題を一度

に解決することができる．これは，人類が緊急に取り組

むべき研究課題であると言える． 
本稿では，人工光合成を実現するための戦略について

簡単に述べたあと，筆者の研究室でこれまで進めてきた

取り組みについて紹介する． 

2. 人工光合成の原理 

光合成を実現するには，以下の４つの過程が不可欠で

ある． 
(1) 光電荷分離 
(2) 酸化反応 
(3) 還元反応 
(4) 電子伝達 
光電荷分離とは，光を吸収して励起状態になった物質

が，近くの物質と電子の受け渡しをすることによって，

1) 応用化学科 

1) Department of Applied Chemistry 

Fig.1 Schematic representation of photoinduced charge 
separation. 
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正負の電荷が分離した状態を作ることである（Fig. 1）．
受け渡しをするのは別の物質とは限らず，一つの物質の

中の異なる部分の間で電子の授受が起きることもある． 
酸化反応 (2)，還元反応 (3) では，光電荷分離で生成

した正負の電荷を利用して化学反応が進行する．光合成

が単なるエネルギー変換ではなく「合成」と呼ばれるゆ

えんである． 
電子伝達 (4) は，酸化反応系と還元反応系の間で電子

を受け渡す役割を持つ．これが必要なのは，電子の移動

と比較して酸化還元反応が遅いためである．光電荷分離

で生成した正負電荷の対は寿命が短く，やがて再結合し

てエネルギーを失ってしまう．このため，電荷分離状態

から速やかに正負いずれかの電荷を引き離すことで再結

合を防ぎ，酸化還元反応が進むようにしなくてはならな

い．生物の光合成では，細胞膜に埋め込まれたキノンプ

ール（後述）がこの役割を果たす．なお，細胞膜は電子

伝達と同時に，酸化反応・還元反応それぞれの生成物を

空間的に分離する役目も担っている． 
以上の考察に基づいて光合成システムを模式化する

と Fig. 2 のようになる．これが，人工光合成を実現する

ための基本スキームであると言える． 

筆者の研究室では，Fig. 2 のそれぞれの過程について，

合成分子を用いたモデル化を試みてきた．具体的には，

(1) 単分子キノンプールの合成と光化学，(2) TEMPO-ポ
ルフィリン-キノン系によるアルコールの光酸化，(3) ポ
ルフィリン-コバルト錯体複合系を用いたハロアルカン

の光還元，である．それぞれについて以下に報告する． 

3. 単分子キノンプールの合成と光化学 

3.1 キノンプールの原理と役割 
キノンは光合成のみならず，生体内のエネルギー変換

において中心的な役割を担っている 4)．植物の光合成で

は，光化学系 IIが細胞膜内に埋め込まれたプラストキノ

ンを対応する還元型のヒドロキノンに変換し，これがシ

トクロム b6f で再酸化されると同時に細胞膜の両側に

プロトン濃度勾配が形成される 5,6)．このプロトン濃度勾

配は，ATP 合成に利用される．同様の化学反応が，ミト

コンドリアにおいても進行しており，我々を含む酸素呼

吸生物のエネルギー獲得の中心的なメカニズムとなって

いる． 
キノンの酸化還元にともなってプロトンの授受が起

きる仕組みは，キノンの特徴的な酸化還元過程によって

説明できる (Fig. 3)．キノンは二つの電子を受け入れるこ

とができるが，このときプロトン性溶媒中では同時に二

つのプロトンを受け取る．生成物は，中性分子のヒドロ

キノンである．細胞膜の中に埋め込まれたキノンが，膜

の界面近くの定められた位置で酸化・還元を繰り返すこ

とで，膜の両側にプロトン勾配を作り出す仕組みになっ

ている． 

光合成においては，キノンにはもう一つの重要な役割

がある．それは，光励起された葉緑素（クロロフィル）

から電子を受け取る役割である．キノンは比較的温和な

電子受容体であるが，光励起された色素は強い還元剤と

して働くため，キノンに電子を渡して電荷分離状態を作

ることができる．これが光エネルギー利用のための初期

過程であることはすでに述べた通りである．反応中心で

電子を受け取ったキノンは，還元型のヒドロキノンとし

て細胞膜内に放出され，代わりに酸化型キノンが反応中

心に結合する．こうして，細胞膜内に埋め込まれたプラ

ストキノンの集合体＝キノンプールに電子が溜め込まれ

ることになる．また，ヒドロキノンが細胞膜内にとどま

ることにより，光エネルギーから得た化学エネルギーが

拡散希釈で失われることを防いでいる． 
キノンプールの役割をまとめると，次のようになる．

Fig. 2  Basic scheme of photosynthesis.  
Fig. 3  Redox processes of quinones. 

人工分子で光合成を組み立てる 名城大学理工学部研究報告 No.54 2014

8



 

第一に，キノンプールは膜の両側にプロトン濃度勾配を

生成する．第二に，キノンプールは光化学系から受け取

った電子を一時的に溜め込む役割を持つ．第三に，キノ

ン・ヒドロキノンの拡散を空間的に限定することで，化

学ポテンシャルの拡散による低下を防ぐ． 

3.2 人工キノンプールの分子設計 
筆者らは，キノンプールの特徴のうち，電子の溜め込

みと拡散の限定の２つを人工分子系に取り入れることを

考えた．そのためには，多数のキノン分子を一定の空間

内に分布させ，その一定の空間に限定してキノンが自由

に拡散できるようにすればよい．そのためのアプローチ

として，両親媒性分子を用いてミセルやベシクルのよう

な集合体を水中で形成させ，その疎水性部分にキノンを

埋め込む方法や（Fig. 4a）7)，高分子の側鎖にキノンを化

学結合させる方法が考えられる (Fig. 4b)8,9)．これらの方

法は，工程数が少なく実用上有用と言える．一方，これ

らの系は分子レベルでの不均一性が著しいため，キノン

の挙動を詳細に解析する目的には向いていない． 
筆者らは，枝分かれ状の高分子であるデンドリマーに

着目し 10)，これを用いて人工キノンプールを実現するこ

とを発案した．デンドリマーは，直鎖状の高分子と異な

り，化学的に単一な分子を調製することが比較的容易で

ある．デンドリマーに複数の酸化還元活性基を導入する

研究には先行例があり 11)，中にはキノンを用いた例もあ

る 12)．ただし，いずれの場合も活性基はデンドリマーの

末端部に導入されている (Fig. 5a)．これに対して，筆者

らはデンドリマーの末端部分ではなく，分岐部分にキノ

ンを結合する設計を採用した (Fig. 5b)13)．実際に合成し

た分子をFig. 6 に示す．中心の色素の近傍にも，遠く離

れた場所にも，まんべんなくキノンが分布していること

がわかる．この分子設計は，キノンプールの特徴をよく

再現するものである．中心色素としては亜鉛ポルフィリ

ンを選択した． 

3.3 人工キノンプールの合成と光反応 
 
キノンプール分子はFig. 7 に従って合成した 14)．合成

した化合物は，高速液体クロマトグラフィーで精製し，
1H, 13C NMR と MALDI-TOF 質量分析で同定した．この

分子には，Fig. 6 で色を分けて示したように，三種類の

非等価なキノンが存在するが，1H NMR でそれらを区別

して観測することができた． 

Fig. 4  Hypothetical quinone pools designed by (a) 
self-assembly, (b) linear-chain polymer. 

Fig. 5  Molecular design of quinone pools by use of 
dendrimers. (a) Quinones at the terminal positions, (b) 

quinones at the internal positions. 

Fig. 6  The quinone pool molecule studied in this work. 
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この分子について，光照射によるヒドロキノンの分子

内蓄積を試みた (Fig. 8)．還元剤として 4-tert-ブチルチオ

フェノールを用いた．光源はハロゲンランプを用い，キ

ノン自身の励起状態を経由する反応を抑えるために 500 

nm より短波長の光を色ガラスフィルター (Y-52) でカ

ットした．グローブボックス（窒素雰囲気）中でキノン

プール分子 (0.5 µmol)とチオフェノール (50 µmol; キノ

ン１つあたり 3.5 当量)を重クロロホルム (0.6 mL) に
溶かし，Youngコック付きのNMR管に封入して，30°C で
光照射した．三種類のキノンがいずれも対応するヒドロ

キノンに変換され，90 分で変換が完了することが確認で

きた．反応の進行とともに，チオフェノールが酸化され

たジスルフィドが生成した．このことから，チオフェノ

ールが電子源・プロトン源として機能していることが確

かめられた．類似の反応系について速度論的検討を加え

た結果，Fig. 9 の反応機構で進行していることがわかっ

た． 

4. TEMPO-ポルフィリン-キノン系による光酸化 

4.1 電子源についての考察 
前章で述べた光反応では，チオフェノールを電子源と

してキノンをヒドロキノンに変換した． 一方，植物の光

合成では，同じ反応を水を電子源として実現している．

水は電子源として理想的な性質を備えている 15)．すなわ

ち，安価であり，酸化生成物の酸素は空気中に放出して

も何の問題もない．しかしながら，水の四電子酸化は化

学的に難しい反応であり，筆者らの反応系と組み合わせ

るのに適切な触媒はまだ見つかっていない．そこで，少

し難易度を下げて，アルコールの酸化反応を電子源とし

て利用することを考えた． 
前章と同様にポルフィリンとキノンの光化学を利用

する場合，ポルフィリンのカチオンラジカルを用いてア

ルコールを酸化することになる．この反応は熱力学的に

は十分に可能である．すなわち，ポルフィリン，アルコ

ールの酸化電位はNHE基準でそれぞれ +0.95 V，約 –0.2 
V で，ポルフィリンの方がはるかに高い．しかしながら，

実際にポルフィリンのカチオンラジカルとアルコールを

反応させても，アルコールの二電子酸化によるカルボニ

ル化合物の生成はほとんど認められない．これは，中間

に生成するアルコールの一電子酸化生成物（アルコキシ

ルラジカル、RO•）のエネルギーがあまりに高く，生成

し難いためと考えられる．二電子酸化反応を円滑に進め

るためには、アルコールの直接一電子酸化を伴わない反

応経路を用意しなければならない． 

4.2 TEMPOを触媒とするアルコールの酸化反応 
筆者らは，TEMPO (2,2,6,6-テトラメチルピペリジニル

オキシ)を触媒として用いることを検討した．TEMPO は

不対電子を持つ有機化合物としては例外的に安定で，室

Fig. 8  Photoreduction of the quinone pool molecule. 

Fig. 9  Reaction mechanism of photoreduction of quinones 
sensitized by porphyrins. 

Fig. 7  Synthesis of the quinone pool molecule. 
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温・空気中で普通に取り扱うことができる．市販試薬と

して購入することも可能である．さらに，TEMPO は安

定フリーラジカルであるため，容易に一電子酸化を受け

て，オキソアンモニウムカチオンを生成する (Fig. 10a)．
このオキソアンモニウムカチオンはアルコールと速やか

に反応して，カルボニル化合物を与える (Fig. 10b)．この

性質を利用して，TEMPO を触媒とするアルコールの電

気化学的酸化反応が開発されている 16)．このことから，

ポルフィリンカチオンラジカルによって TEMPO の一

電子酸化が実現できれば，ポルフィリン-キノン光化学系

によるアルコールの酸化が可能になると考えた． 

4.3 TEMPO-ポルフィリン-キノン三元系によるアル

コールの光酸化 
無水ピリジン (0.5 mL) 中にポルフィリン (1 µmol)，

TEMPO (25 µmol)，2,5-ジ-tert-ブチル-1,4-ベンゾキノン 
(100 µmol)，ベンジルアルコール (300 mmol)，n-ドデカ

ン (50 µmol，ガスクロマトグラフィーの内部標準)を溶

かし，アルゴンで脱気した後 30°C で 500 nm 以上の光

を照射したところ，ベンズアルデヒドと 2,5-ジ-tert-ブチ

ル-1,4-ヒドロキノンが生成した (Fig. 11)17)． 

キノン濃度に対する速度依存性から，ポルフィリンの

三重項を経由する反応であることがわかった．TEMPO
とポルフィリンの三重項の間の電子移動はエネルギー的

に不利であるため，チオールによるキノンの光還元と同

様にポルフィリンの三重項とキノンの間の光励起電子移

動が反応のトリガーになっていると考えられる． 
TEMPO がなければ反応はほとんど進行しなかった．

また，反応系に酸を添加すると反応が阻害された．これ

らのことから，TEMPO が Fig. 10(b) と同様にアルコー

ルの酸化反応を促進していることがわかる．推定される

反応機構を Fig. 12 に示す．  
Fig. 10  One-electron oxidation of TEMPO followed by 

oxidation of alcohol. 

Fig. 12  Reaction mechanism of photooxidation of 
alcohols by TEMPO-porphyrin-quinone system. 

 
Fig. 11  Photooxidation of alcohol by 

TEMPO-porphyrin-quinone ternary system (R = t-butyl). 
Fig. 13  Dependence of the initial rates of photooxidation 

on the oxidation potentials of porphyrins. 
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ポルフィリンの酸化電位を系統的に変化させてこの

酸化反応の初期速度を調べたところ，酸化電位に対して

反応速度がベル型の依存性を持つことがわかった (Fig. 
13)．この結果は，Fig. 12の反応機構によって説明するこ

とができる．すなわち，ポルフィリンの酸化電位が低い

場合は，ポルフィリンカチオンラジカルの酸化力が低く，

TEMPO を十分に酸化することができない．一方，ポル

フィリンの酸化電位が高い場合は，ポルフィリンの三重

項からキノンへの電子移動が困難になるため，ポルフィ

リンカチオンラジカルの生成量が低下する．この結果は，

光合成で要求される多段階の酸化還元系を設計する際に，

酸化電位の注意深い調節が必要であることを示している． 

5. ポルフィリン-コバルト錯体複合化合物によるハロ

アルカンの光還元 

5.1 人工の光化学系における遷移金属の利用 
植物の光化学系では，多くの遷移金属イオンが電子移

動と酸化還元反応に関わっている．たとえば，酸素発生

複合体においてはマンガン・カルシウムのクラスターが

クロロフィルのカチオンラジカルによって酸化され，水

の四電子酸化を実現している 18)．また，光化学系Ⅰでは

鉄・イオウクラスターが電子受容体として働いている 19)．

これらの遷移金属は，一電子移動である光電荷分離と，

多電子移動を伴う化学変換の橋渡しをするものと言える．

人工の光合成型反応系でも遷移金属は広く利用されてい

るが，多くの場合は第二列・第三列の遷移金属が使われ

ている 20)．第二列・第三列の遷移金属は優れた反応性を

持つことが多いが，資源量が限られているため，将来の

実用化を考慮すると不安が残る．この点で，第一列の遷

移金属を利用することは研究する価値がある．  
筆者らは，第一列遷移金属としてコバルトを選び，ポ

ルフィリンの光反応との組み合わせを検討した．コバル

トは産業界では「レアメタル」に分類されるが，資源量

や年間生産量は Ru, Rh, Re といった貴金属よりもはる

かに多いため，これらの元素の代替として十分な意味が

ある．また，通常の安定酸化数である Co(II) を一電子還

元して Co(I) 状態を生成すると，多くの有機化合物と活

発に反応することが知られている．この点から，コバル

トは光電子移動と化学変換をつなぐ触媒として有望であ

ると考えられる． 

5.2 二成分結合型配位子による遷移金属錯体の合成 
第一列遷移金属を錯体として扱う際にしばしば問題

となるのが，溶液中で簡単に配位子交換を起こして分解

していく点である．筆者らはこの性質を逆用して，電子

移動が起こったあとに金属イオンとの配位結合が切断さ

れる系をデザインした 21)．しかし一般的には，配位子交

換による錯体の分解は触媒反応の阻害過程として働くこ

とが多いため，これをできるだけ抑止する必要がある．

一方，コバルトは６配位構造をとることが多いが，この

中で１つの配位箇所だけを交換可能にすれば，触媒反応

に適した反応点を作ることができる． 
このような観点から，筆者らは３座配位子と２座配位

子を組み合わせた「二成分結合型配位子」を開発し，１

つの配位箇所だけを交換可能にしたコバルト錯体の合成

に成功した (Fig. 14) 22)．この錯体は，Co(II)状態から可逆

な二電子還元が可能であり，錯体構造を保ったままCo(I)
状態をとり得ることが示された． 

5.3 ポルフィリン-Co(II)錯体結合化合物の合成と光

反応 
二成分結合型配位子を用いるもう一つの利点として，

配位子に有機化学的修飾を加えることにより，分子の高

機能化が可能になる点がある．筆者らはこの特徴を生か

すことで，ZnポルフィリンとCo(II)錯体を結合した化合

物を合成した (Fig. 15)23)．この化合物は，二成分結合型

配位子部分とポルフィリン部分がそれぞれ１個の Co(II), 
Zn(II)イオンを結合した構造を持っており，二成分結合型

配位子を設計に組み込んで初めて合成可能になる． 
この化合物を用いて，ヒドロキノンの光化学的酸化反

応を試みた．重クロロホルムを含む溶媒中で，Fig. 15 の
化合物・ヒドロキノン・３級アミンの混合物に波長 560 
nm 以上の光を照射したところ，ヒドロキノンと重クロ

ロホルムの還元生成物が得られた (Fig. 16)．Co(II)，ポル

 

Fig. 15  Synthesis of a porphyrin-Co(II) linked molecule. 

Fig. 14  Synthesis of a Co(II) complex of a binary ligand. 
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フィリン，光照射のいずれが欠けてもこの反応は進行し

ないため，光励起電子移動によって生成したCo(I)状態が

反応に関わっていることは確実である．現時点で推定さ

れる反応機構を Fig. 17 に示す． 
この反応によって，還元体のヒドロキノンを光化学的

にキノンに戻し，同時に他の物質を還元する反応系への

道が開けた．これまでの光合成型光還元反応は「犠牲試

薬」と呼ばれる不可逆的な還元剤を用いて研究されるこ

とが多かったが，今後は本反応のヒドロキノンのように

「別の光反応によって生産・再生される」還元剤を用い

て研究を進めて行くべきであろう． 

6. 結論と今後の展望 

光合成を３つの段階（光酸化反応・電子伝達・光還元

反応）に分割し，それぞれを人工分子で実現できる段階

までは達した．人工光合成の「動作原理」に関する知見

が蓄積されつつあると言える．しかしながら，現状では

複雑な分子を用いて限られた反応のデモンストレーショ

ンを行うにとどまっており，将来の実用化に向けた展望

が開けているとは言えない． 
今後の課題として，研究を進めていくべき方向が主に

２つある．一つは，分離して実現した前述の「３つの段

階」を組み合わせて，光合成型の反応システムを構築す

ることである．もう一つは，より有用な酸化還元反応（究

極的には水の酸化と二酸化炭素の還元）を実現すること

である．いずれも困難な課題であるが，本学発信の技術

として実を結ぶことを目標として，今後も努力を続けて

行きたい． 
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非共有結合を活用した一次元分子集合体の構築と 

低分子ゲル化剤の合理設計 

藤田典史 1) 

Construction of One-dimensional Molecular Assembly by Non-covalent Bondings and Rational 
Design of Low Molecular-weight Gelators 

 
Norifumi FUJITA1) 

 

Abstract 
Aiming at rational design of low molecular weight-gelator, tetraphenylporphyrin derivatives bearing meso-phenyl 

substituents attached with amide groups as hydrogen bonding sites were synthesized.  These molecules successfully 

formed gels in various kinds of organic solvents.  The geletor molecules form one-dimensional assemblies which were 

clearly observed by transmission electron microscopy.  UV-Vis spectra and IR spectra also supported one-dimesional 

assemblies of the gelators through hydrogen bondings and - interactions.  Given such molecular design, diacetylene 
groups, photo-reactive monomer, were introduced into the porphyrin gelator.  The diacetylene-functionalyzed porphyrin 

gelator also gave gels in organic solvents and formed long one-dimensional assemblies reaching to several tens of micron 

meters long with unimolecular width. Upon irradiation of UV light to the assemblies on HOPG, photo polymerization of 

diacetylene moieties along the assemblies successfully occurred.  

1. 要約 

πスタック集積性を有するポルフィリンの meso 位に

水素結合性置換基である含アミド側鎮を導入する事で、

合理的な分子デザインによる低分子ゲル化剤の開発を目

指した。合成した修飾ポルフィリンは、様々な有機溶媒

をゲル化する良好なゲル化剤であることが判明した。こ

れらのゲル化剤分子は、ゲル中で一次元状の分子集合体

を形成していることが、透過型電子顕微鏡、紫外可視吸

光分析、赤外吸光分析により明らかとなった。この分子

デザインを元に、側鎖に光重合性を有するジアセチレン

を導入したところ、この分子は透明で良好なゲル化剤と

して振る舞うことが明らかとなった。さらに、このゲル

を基板上にキャストし、光重合を行ったところ、一次元

分子集合構造に沿ったジアセチレンの重合反応が、全く

欠陥もなく数マイクロメートルに渡って進行したことが

原子間力顕微鏡により明らかとなった。 

2. 緒論 

１９世紀中頃から、低分子量化合物が溶媒の粘性を上昇

させ、場合によっては固化（ゲル化）させてしまう現象

が確認されている。本邦でも、２０世紀中頃、ある種の

糖分子が溶媒の粘性を上昇させることが報告されている。

しかし、この現象が科学の俎上にあがってきたのは１９

８０年台になってからである。この間、高分子ゲル研究

が大きく発展し、産業材料の一角を担うまでに成長した

ことと対称的である。その後も依然として、低分子量化

合物のゲル化現象は、有機化合物の合成途中に発見され

るなど、偶然見つかったものに過ぎなかった。その後、

ステロイド誘導体の一種に有機溶媒に対するゲル化能が

あることが偶然明らかとなり、一連のステロイド誘導体

について分子構造とゲル化能の相関を明らかにする研究

1) 応用化学科 

1) Department of Applied Chemistry 
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が始まった。1)このような状況の中、我々は、デザインさ

れた分子構造による低分子ゲル化剤の設計を目指して研

究を開始した。 
 低分子ゲル化剤によって固化されたゲルから溶媒を除

き、透過型電子顕微鏡で観察すると、ナノメートルから

数マイクロメートル幅の極細繊維状の構造が確認される

ことが多い。低分子ゲル化剤を溶媒中で加熱溶解した後

に放冷すると、その冷却過程で低分子ゲル化剤が一次元

状に分子集合し発達することで、溶媒中に三次元状の網

目構造を与える。この網目構造の間に溶媒分子が補足さ

れ、溶液の流動性が極度に低下すると考えられている。 
そこで、我々は、ポルフィリンが垂直方向にスタックし

て集積する性質と水素結合の方向をデザインすることで、

安定な一次元分子集合体の設計を検討し、合理的な分子

デザインに基づいた低分子ゲルの構築を試みた。 

3. 本論 

ポルフィリンは発達した芳香族性と板状の分子構造を有

することに起因して、垂直方向に分子集積する性質が知

られている。そこで、本研究の目的である、安定な一次

元状集合体を得る事を目的として、ポルフィリンのmeso
位に水素結合部位を導入した化合物1と2をデザインし

た（Fig. 1）。 
 化合物 1 と 2 は、タンパク質にみられるシート構造

中の水素結合ネットワークを模して、アミド結合を導入

した。水素結合の方向は、ポルフィリンの集積方向と平

行となるように設計した。ポルフィリン環のスタック

は約 4.8 Å であり、アミド基間に働く水素結合距離にほ

ぼ一致する。ゲル化試験は極性・非極性媒や、アルコー

ルなどのプロトン性溶媒、計２３種類について 10.0 ~50.0 
g/dm3 の範囲で行った。所定の量と溶媒をガラス製のバ

イアルに入れ、加熱溶解させた後に室温にて十分放冷し、

バイアルを逆さにしても落ちて内容物が落ちてこないも

のをゲルと判定した。その結果、1 は１０種類、2 は１

４種類の溶媒をゲル化する良好なゲル化剤であることが

わかった。 

 興味深い事に、1 と 2 は、芳香族性溶媒や炭化水素系

溶媒と共に、水素結合を阻害するアルコール類もゲル化

する。当初の分子設計では、ポルフィリン環のπ電子が

作用するπ–π相互作用とアミド結合間に働く水素結合

がデザインされているが、一方の相互作用を弱める溶媒

を用いても、もう一方の相互作用が働くことで、集合体

の安定性が保たれていることが示唆される。すなわち、

複数種の相互作用を導入する事が、様々な溶媒をゲル化

する低分子ゲル化剤に必要であることがわかって来た。 

 偶然にも、化合物 2 において良好な単結晶が得られ、

結晶中における分子の集合状態が明らかとなった。得ら

れた結晶構造では、当初の設計通り、ポルフィリン環が

垂直方向に集積し、同時にアミド結合間に水素結合が存

在していることが確認された（Fig. 2）。ゲル中において

も同様の一次元分子集積様式が維持されているかを確認

するために、紫外可視吸光分析を行った。その結果、1

のポルフィリン環に由来する Soret バンドは溶液中にお

いて 418.5 nmに現れるのに対し、ゲル中では410.5 nmに

現れた。このことは、1 はゲル中においてH 会合を形成

していることを示唆しており、結晶構造中にみられた鉛

直方向へのポルフィリン環の集積様式を強く支持してい

る。また、化合物1 のゲル状態における赤外吸光スペク

Fig. 1  Molecular structure of 1 and 2. 

 

Fig. 2  X-ray structure of 2: side view (upper) and top 
view (lower).     
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トルでは、それぞれ1649 cm-1と1547 cm-1にamide I、amide 
II に帰属されるピークが現れ、ゲル中の 1 はアミド部位

により水素結合ネットワークを形成していることが支持

された。 

 ゲル中における会合状態を直接観察するために、1 の

シクロヘキサンゲルより溶媒を除去してキセロゲルを作

製し、走査型電子顕微鏡による観察を行った（Fig. 3）。
顕微鏡像からは一次元状の集合体が観察され、上記で支

持された1のゲル中における異次元分子集合体の形成が

より明確になった。2) 

 

 さて、化合物1 によって得られた、低分子ゲル化剤設

計指針を展開するため、1 へ光反応性官能基であるジア

セチレン部位を導入することを試みた（Fig. 4）。固相中

においてジアセチレンに紫外光を照射すると、Schmidt
則に従い重合反応が進行して共役高分子であるポリジア

セチレンを与える。化合物3が一次元分子集合体を形成

すれば、紫外線照射により集合体に沿った重合反応が進

行することが期待される。そこで、化合物3を合成して

ゲル化試験を実施したところ、デカリンを用いた際に透

明なゲルを形成した。ゲルの透明性は、光反応を行う上

で重要である。紫外可視吸光分析により、化合物 3 は、

溶液中に比べ、ゲル中において Soret バンドが短波長シ

フト（418 nm→404 nm）し、化合物2と同様に、ポルフ

ィリン環のH 会合形成が支持された。化合物3 から得ら

れたゲルの赤外分光分析によると、アミド I とアミド II
は、複数種のピークを与えた。ゲル形成と併せてこれら

の結果を解釈すると、ゲル中における一次元分子集合体

は、ゲル状態を維持するために十分な長さを有し、かつ、

ゲルの透明性を保持するために低い結晶性を持つこと、

すなわち、一次元分子集合体がほとんどバンドル化せず、

極細の繊維状集合体となっていることが示唆される。 
 化合物3により得られたゲルを用いてキセロゲルを作

製し、透過型電子顕微鏡による観察を行った（Fig. 5）。
透過型電子顕微鏡像からは、直径 3~4 nm の極細の一次

元状構造が確認された。この直径はおおよそ化合物3 の

一分子分にあたり、その長さは数 10 mにも及ぶ。ポル

フィリン環のπ–πスタック距離が約 4.8 Å であること

を考慮すると、化合物3から得られる一次元分子集合体

は、単分子幅でありながら、数万もの重合度をもつ、極

度に伸張した一次元分子集合体であることが明らかとな

った。 
 化合物3から得られるゲルの光反応性を確認するため

に、0.1 mm石英セル中で化合物3 のデカリンゲルを形成

させ、25ºC において、8 cmの距離から 500 W 高圧水銀

灯にて紫外線照射を行った。四時間照射までの紫外可視

分光分析による経時変化を観察したところ、404 nmに現

れていた Soret バンドは、紫外線照射と共に徐々に長波

長シフトした。光反応が進行したことにより、ポルフィ

リン環に何らかの摂動が加わり、ポルフィリン環のスタ

ック様式に変化が現れたと考えられる。一方、580 nmと

620 nmに、ジアセチレンが重合したポリアセチレンの生

成を示すピークが観察された。さらに、赤外分光分析に

より、ジアセチレン部位の吸収である 2250 cm-1のピーク

が、紫外線照射とともに完全に消失したことが明らかと

なり、ジアセチレンの重合反応がほぼ定量的に進行した

ことを示す結果が得られた。そこで、一次元分子集合体

に沿った重合反応が基板上でも進行するか検討を行った。

まず、ガラス基板上に化合物3 から得られたデカリンゲ

 

Fig. 3  SEM image of the xerogel prepared from 1 with 
cyclohexane. 

 

 
Fig. 4  Molecular structure of 3. 

Fig. 5  TEM image of the Decalin gel of 3. 
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ルをキャストし、大気下で溶媒を充分に乾燥除去したの

ちに、前述と同様の条件下で高圧水銀灯を用いて 4 時間

紫外線照射を行ったところ、紫外可視分光分析により、

やはり上述と同様のピークシフトが観察され、化合物 3

が与える一次元分子集合体は基板上でもジアセチレンの

重合反応が進行することが明らかとなった。 

 この重合反応の進行を原子間力顕微鏡をもちいて直接

観察した（Fig. 6）。まず、高配向性熱分解グラファイト

（HOPG）基板に化合物3 のデカリンゲルをキャストし、

化合物3の貧溶媒であるシクロヘキサンを用いてデカリ

ンを除去したのちに乾燥し、顕微鏡観察を行ったところ、

透過型電子顕微鏡観察でみられた極細の一次元分子集合

体が観察された（Fig. 6a）。この状態で、化合物3 の良溶

媒であるクロロホルムで基板の洗浄を行ったところ、先

ほど観察された一次元集合体は観察されなかった（Fig. 
6b）。基板上の分子集合体はクロロホルムにより溶解し、

基板上から除去されてしまったと考えられる。次いで、

Fig. 6a の状態で高圧水銀灯による紫外線照射を行った後

にクロロホルムによる洗浄を行い、原子間力顕微鏡観察

を行った（Fig. 6c）。すると、Fig. 6aで観察された一次元

状の構造がほぼ完全に維持されていることが明らかとな

った。各構造の高さは約 3 nm であり、化合物 3 一分子

の幅に相当することが明らかとなった。Fig. 6c にみられ

る一次元構造はすべて連続しており、クロロホルム洗浄

による欠落が全くみられない。一般に、ジアセチレンが

重合してポリジアセチレンに変化すると、不溶性となる

ことと併せて考察すると、ジアセチレン部位を含む化合

物3が与える一次元分子集合体に沿った光重合反応がほ

ぼ完全に進行したことを示している。 

 興味深いことに、化合物3が与えるデカリンゲルはチ

キソトロピー性を示す。すなわち、ゲルに力学的な刺激

を加えるとゾルになり、そのまま放置するとゲル状態を

回復する。この性質はボールペンのインクなどに応用さ

れている。上述の光重合による導電性共役高分子合成と

併せて考察すると、導電性共役高分子のモノマーを用い

て低分子ゲル化剤を設計し、微細インクジェットプリン

タのインクとして基板上に任意の回路図を描き、紫外線

照射を行うことで、導電性とともに、基板上での構造安

定性を獲得することが可能となる。3)以上のように、従来

は偶然によるものが多かった低分子ゲル化剤の発見であ

ったが、分子間に働く弱い相互作用を適切に配置すると、

極度に伸張した一次元分子集合体を構築でき、比較的低

分子量の化合物からでも溶媒をゲル化する低分子ゲル化

剤を合理的に設計可能であることが明らかとなった。さ

らに、合理的に設計された低分子ゲル化剤を核として、

様々な応用展開が可能となる。 

4. 結論 

一次元方向に進展する分子間相互作用を複数種導入する

ことで、ポルフィリンを核に有する非常に強固で安定な

一次元分子集合体の構築が可能となった。その結果、デ

ザインした分子は有機溶媒に対する良好なゲル化剤とな

ることが明らかとなった。複数種の相互作用の導入は、

様々な溶媒に対し相補的に働くため、より広範な種類の

有機溶媒をゲル化するために非常に効果的であることが

わかった。さらに、低分子ゲル内に生成する、極度に発

達した一次元分子集合体を鋳型として、分子内に組み込

んだジアセチレンの光重合にも成功した。低分子ゲルは、

比較的分子量の小さい核を用いて得られるため、様々な

目的に応じた分子デザインが容易に行える。ゲル状態の

物理的な特徴や、低分子ゲル内に生成するナノメートル

スケールの構造的な特徴は他の系ではみられない非常に

ユニークな現象である。いまや低分子ゲルは、偶然に得

られることを待つものではなく、戦略的な目的を持って

デザインするものとなった。このような観点から、今後

も新たな機能性低分子ゲルの登場が待たれる。 
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自動車交通流の相転移とドライバの応答特性 

横谷 靖 1) 

Phase Transition of Vehicular Traffic Flow Induced by Driver Response 

Yasushi YOKOYA1) 

Abstract 
Microscopic dynamic properties of traffic flow are studied from the aspects of both individual vehicle behavior and driver 

operation. We measured the time series of single-vehicle data in urban traffic and determined the nature of fluctuations 

around the nonequilibrium phase transition of local vehicular traffic. The probability-density function calculated from the 

time series of variation of velocity is transformed around the phase transition, where a Gaussian distribution changes to a 

Lévy stable symmetrical distribution. By analyzing the microscopic dynamic processes of traffic flow in the critical region 

in connection with a discrete stochastic process involving random amplification with additive external noise, we found the 

relation between the driver's response to perceptual quantities and a power-law probability density distribution. The 

empirical data of deceleration in a car-following situation obtained from driving simulator experiments indicated a large 

dispersion of perceptual quantities about the relations with a preceding vehicle during operation of the brake pedal. These 

results suggest that brake pedal operation is closely related to the random amplification in a discrete stochastic process that 

exhibits a power-law probability density distribution of the variation of velocity.  

1. はじめに 

通勤や物流における慢性的な交通渋滞は，社会全体の

生産性を阻害する要因であり，道路交通における重要な

課題の一つとなっている．道路上を走行する自動車の流

れ（交通流と呼ぶ）を円滑にすることは，社会の生産性

の向上に寄与すると同時に，道路交通の安全性向上や環

境負荷の低減にとって必要不可欠な研究領域である．安

全面では，交通渋滞に伴って生じる臨界領域において事

故率が増加することが報告されている 1)．環境面では，

交通渋滞による速度低下や減速と加速または停止と発進

の繰り返しが燃費の悪化と排出ガスの増加を招くことが

知られている 2)．本稿では，渋滞の発生メカニズムの解

明を目的として，我々がこれまでに行ってきた研究の概

要を紹介する 3)-5)． 
交通流をモデル化するアプローチとしては，流体モデ

ル，統計的モデル，および，追従モデルの3 つに大別さ

れる．流体モデルでは，交通流を連続体近似して流体と

して扱う．統計的モデルでは，系を構成する粒子，つま

り車両の速度分布関数に対して Boltzmann 方程式を仮定

する．追従モデルでは，各車両が運動方程式に従って，

先行車両との関係から速度や加速度を調節する．上記の

いずれのアプローチを採用するとしても，道路上で観測

されたデータとの照合が不可欠となる． 
これまでに得られている路側感知器等による観測デ

ータ（流量，速度，密度）6)から，渋滞発生の前後におい

て，ほぼ一定速の走行状態から減速と加速または停止と

発進の繰り返し状態へと，交通流が質的に変化すること

が示されている．道路区間全体における渋滞形成の過程

を観察すると，交通流の低密度領域での一定速度で安定

した走行状態が，密度が増加するに従って，大きい流量

を持つ部分と小さい流量を持つ部分が混在する共存領域

を経て，高密度領域では道路区間全体に渋滞流が広がっ

ていく．これらの現象を見ると，交通流が相転移を起こ

していると考えることができる．相転移は，均一な物質

の部分（相と呼ぶ）が他の形態の相へ転移する熱・統計

力学の概念であり，原子あるいは分子間の相互作用を初

めとし，結晶構造あるいは磁場や温度・エネルギー分布

などによって自発的に発生する現象に用いられる． 
交通流は，個々のドライバの運転行動に基づく各車両

の集団運動の結果として与えられるため，渋滞への相転

移を理解するためにはそれに関わるドライバの特性をい

かに抽出するかが鍵となる．特に，追従走行状態を明ら

1) 交通機械工学科 

1) Department of Vehicle and Mechanical Engineering 
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かにすることは，交通流の微視的なモデルを構築するた

めの中心的な課題である．追従走行状態のモデル化は，

先行車との相対関係（車間距離や相対速度など）に対す

るドライバの応答特性によって決定されると考えられる．

既にドライバの応答特性に基づいて交通流相転移を記述

するモデルが幾つか提案されている 7)-14)．これらのモデ

ルでは，各車両が自由に流れている均一な交通流（一様

流と呼ぶ）から密度が上昇するに従い，一様流と渋滞流

が共に安定な共存領域に入る．ここでしばらくは一様流

で持ち堪えるが（準安定状態と呼ぶ），わずかな擾乱によ

って急速に渋滞流に変化する．具体的な状況としては，

緩やかな勾配などの道路構造や前方を走行する車両の追

い越しといった運転行動によって誘発される車速のゆら

ぎが，この擾乱に相当すると考えられる．この現象は，

統計力学的な描像における一次相転移で見られる過冷却

現象に類似しており，修正Korteweg -de Vries (MKdV)方
程式によって数理構造が明らかにされている 15)．しかし，

これらのモデルで想定された追従特性をドライバの応答

特性及び，それに基づく車両挙動と直接比較することは

困難であり，数理モデルと実験データの対応関係を明ら

かにすることは，交通流の相転移機構を説明できる微視

的なモデルを構築する上では解決しておく必要がある． 
交通流モデルから得られた様々な知見と現実の交通

流で見られる渋滞転移現象を結び付けているのは，今の

ところ路側感知器等によって得られる Q-V-K（流量，速

度，密度）の関係のみである．これは，交通流の断面に

おける一定時間の平均的な流れを観測して得られる巨視

的な関係であり，感知器の設置間隔等によって時間的／

空間的に精度が制約されている（典型的には 102 [秒]程度

以上，102 [m]程度以上）16), 17)．統計力学的な描像による

と転移点の近傍では，車速などの車両挙動に関するゆら

ぎが増大することが予測されるが，この時間的／空間的

スケールとの関係によっては，これまでに観測された

Q-V-K関係が転移点近傍の状態を正確に反映できず，交

通流モデルとの対応付けが困難になることが考えられる
18)． 
上記を踏まえ，我々は追従走行状態における車両挙動

とドライバの応答特性に関するデータを，実車およびド

ライビングシミュレータを用いた実験によりそれぞれ測

定し，ドライバの応答特性のレベルから交通流の相転移

の発生機構を記述できる微視的なモデルの構築を行った． 

2. 実車による車両挙動の検討 

2.1 車両挙動の計測 
測定では，Fig.1 に示すような車載計測システムを用い，

ビデオカメラによる前方の画像データ，車速，車間距離

をはじめとする走行状態に関するデータを同期して記録

した．走行状態に関するデータの更新周期は0.1 [秒]とし

た．測定は，茨城県つくば市内の幹線道路で行った．こ

の道路では，平日の朝夕に通勤車両による渋滞が発生し

ている． 
車載計測システムを用いる場合，比較的低い車両密度

の交通流では，各車両の挙動は個々のドライバの特性を

反映し，必ずしも測定車両の挙動が交通流の状態を表し

ているとは限らない．しかし，車両密度が増加するに従

い，各車両は前後の車両（特に先行車両）の挙動に束縛

されることによって各車両の自由度は減少するため，少

なくとも測定車両近傍の局所状態を表すことができるよ

うになる．さらに，転移点近傍では，車両間の相関が交

通流全体に広がるため，測定車両によって計測された物

理量は局所状態のみならず，それを含む道路区間全体の

巨視的な交通流状態も反映していると考えることができ

る． 

 

2.2 追従走行の不安定化 
Fig.2 とFig.3 は，観測された速度変位Δv(t)，車速 )(tvT ，

及び車間距離 h(t)の時系列データである．Fig.2 (a)，及び

3 (a)は，式(1)で定義される速度変位である．ここで，サ

ンプリング周期Δt=0.1 [秒]とした．なお，測定系に含ま

れる雑音を除去することを主な目的として，式(2)により

周期T=0.3 [秒]の移動平均を取っている． 
).()()( ttvtvtv TT    (1) 

.)(1)(
1





t

Tt
T v

T
tv



  (2) 

Fig.2 (a)は，安定した走行状態で観測された結果であり、

振幅の小さいゆらぎが見られる．この領域では，速度変

動と車間距離の間に相関関係があることが確認できる．

この状態は，車間が開いたら加速し，詰まれば減速する

という式(3)で与えられるような追従モデルに従う 7)．こ

こで，κは先行車挙動に対する感度，f(t)は先行車挙動と

は無相関な確率変数である． 

Fig.1 A schematic diagram of the measurement system. 
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一方，Fig.3 (a)は，頻繁な加速・減速を示している．こ

の時，交通流は局所的かつ一時的に不安定な状態になっ

ており，この変化を路側感知器で観測することは困難で

ある．なお，この領域では，速度変動と車間距離の相関

関係が消失しており，追従モデルでは記述できない状態

になっていることを確認することができる． 

2.3 交通流の局所状態 
車載計測システムによって測定された車間距離およ

び速度を用い，式(4)と式(5)から計測車両のまわりの局所

的な流量と車両密度を求めることができる．ここで，l

は計測に使用した車両の全長を表す． 

   . vehicle/m     )()( 1
local

 thlt  (4) 

 . vehicle/s     )()()( locallocal ttvtj   (5) 

Fig.4 (a)とFig.4 (b)において，上で求めた局所的な流量－

密度関係の時間変化を示した．図中の点線は十分な長時

間平均によって与えられる平衡状態を表す．なお，ピー

クの位置は，理論上の最大流量（0.7 [台/秒]）と車両密度

（0.05 [台/m]）に対応している． 
Fig.4 (a)に安定な走行状態における流量－密度の軌跡

を示す．なお，図中には 3 回の走行で測定されたデータ

が重ねて表示した．3 走行のうちの一つは，Fig.2 (a)に示

した速度変位，車速，及び車間距離の時系列データに対

応している．Fig.4 (a)の 0.05～0.1 [台/m]の中間の密度領域

では，高流量の軌跡と低流量の軌跡に分岐しており，同

じ車両密度に対して二つの異なる流量が共存した状態が

見られる．高流量の分岐は，ほぼ定常な速度で走行する

安定な状態，低流量の分岐は，先行車両の減速によって

計測車両が減速する状態にそれぞれ対応している．分岐

点より高密度領域で見られる高流量の分岐は，追従車両

が持つ慣性の効果とドライバの応答の遅れによる過渡的

な不安定状態（準安定状態またはメタ安定分岐と呼ばれ

る）であり，長時間平均によって与えられる平衡状態に

は現れない．共存領域で見られる二つの分岐は，それぞ

れ可逆的な過程であり，各分岐において車速と車間距離

などの間には式(3)に示したような追従関係が常に成立

している． 
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Fig.4. Time evolution of local flow-density relation. Three
trajectories of (a) typical stable runs and (b) typical unstable
runs are plotted together. In these figures, dotted lines are a
guide to the eye.

Fig.3 Time series of typical unstable states: (a) successive 
variation of velocity, (b) velocity, and (c) following distance. 
Velocity and following distance are normalized by the 
maximum velocity and the maximum following distance, 
respectively. 

Fig.2 Time series of typical stable states: (a) successive 
variation of velocity, (b) velocity, and (c) following distance. 
Velocity and following distance are normalized by the 
maximum velocity of Fig.3 (b) and the maximum following 
distance of Fig3 (c), respectively. 
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2.4 速度変位の統計的性質 
Fig.4 (b)で見られた相転移に相当する状態変化の過程

を理解するために，状態変化の前後における速度変位Δ

v(t)の統計性を調べる．Fig.2 に示したように，観測され

た速度変位Δvの時系列はΔv=0 の周りで振動しており，

統計的に定常と見なすことができ，確率密度関数

（Probability Density Function, 以後PDF と略記）によって

統計性を議論することが可能となる．速度変位Δv の

PDF は式(6)によって与えられる．ここで，n は区間

 mvvv  , に入る時系列データ数，N はデータの総数

である． 

.
 

) ,(
)(

m

m

vN
vvvn

vp






  (6) 

Fig.5 (a), (b)に，Fig.2 とFig.3でそれぞれ示した安定状

態と不安定状態における速度変位Δv(t)の PDF を示す．

Fig.5 (a)は，Fig.2 (a)で示した安定な走行状態における

p(Δv)を片対数プロットした結果である．なお，図中に

は 3 回分の走行データによる結果を重ねて表示した．

p(Δv)の形状はΔv に関してほぼ対称であり，Fig.2 (a)の
Δv の時系列から得られる標準偏差σの正規分布（図中

の実線）に従っている．Fig.5 (b)は，Fig.3 (a)の不安定化

した走行状態で見られた，相転移に相当する状態変化を

含む p(Δv)を片対数プロットした結果である．こちらも

3 回分の走行データによる結果を重ねて表示した．  

 

p(Δv)の形状は，分布の裾が正規分布に比べて広い急

尖分布（または狭幅分布）に近い形状になっている．分

布の裾について調べるために，3 回の走行データのうち

の一つに対して式(7)で定義される累積分布関数を計算

した結果（白丸）を Fig.6 に示した．なお，図中には正

規分布も重ねて表示した（実線）．これによると，分布の

裾はスケーリング指数α≈1.02 の冪乗則に従っているこ

とがわかる． 

  . )()( 





v

v
dxxpdxxpvP




  (7) 

 

Fig.5 (b)で示したような，不安定化した走行状態の p(Δ
v)の形状は，式(8)で定義されるLévy 分布で表すことがで

きる 19), 20)．Lévy 分布はα<2 の場合，│Δv│→∞におい

て冪乗則に従う裾を持つ． 

     .   exp  cos  1
0


 


 ktvkdkvp  (8) 

ここで，αは式(9)で与えられるスケーリング指数である．

γはΔt=1 のときのスケール因子であり，ガンマ関数Γ

(x)を用いて式(10)によって与えられる． 

  .  vvP  (9) 

 
  . 
0  

1ln exp 

















p
t


  (10) 

Fig.5 (b)には，式(8)で与えられたLévy 分布を実線で示

した（α=1.02, γΔt=0.13）．なお，横軸は式(11)で定義

されるΔvsでスケールした． 

 
. 1 


t
vvs   (11) 

2.5 交通流相転移の起源 
車載器で観測された時系列データの分析により，安定

な走行状態では，速度変動と車間距離の間に相関関係が

あり，従来の追従モデルで記述できる．この状態では，

ゆらぎは小さく，観測量の時系列に統計的雑音を付加す

る効果しか持たない．一方，不安定な走行状態では，速

度変動と車間距離の間に相関関係が消失しており，もは

や追従モデルでは記述できない．このとき，共存領域の
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0.01 0.1 1 10
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v

 
Fig.6 Cumulative distribution of the successive variation of
velocity obtained for unstable states given in Fig.5 (b) (open
circles). The solid line represents a Gaussian distribution.

(a) 

(b) 

Fig.5 Semi-logarithmic plot of the probability density function
of the successive variation of velocity obtained for stable states 
(a) and for unstable states (b) 
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準安定状態は臨界密度に自発的に到達し，流量の急激な

低下を起こす．このとき，速度変位のゆらぎは増大する

だけでなく，そのPDF の分布は冪乗則に従う裾を持って

おり，臨界ゆらぎが発生していることを示す．ここでは，

相転移の起源を系統的に理解するために，追従モデルに

基づく動力学的な観点から解析を行う． 
既に述べたように，車両密度が増加するに従って各車

両は前後車両の挙動に束縛され，各車両の自由度は制限

される．このような状況では，先行車両の挙動をある一

定時間後に追従車両がトレースするような走行状態を示

すことになる．そこで，この束縛状態を式(12)で表現す

る 21)．F(t)は微分可能な任意の連続関数，vB は定数であ

り束縛状態にある交通流部分の平均速度を表す． 
.)()( TnvTntFtx Bn    (12) 

式(3)の右辺に式(12)を代入し，Δt→0 とすると以下のよ

うな式(13)を得る．なお，K(t)は式(14)で与えられる． 
).()()()( tftxtKTtx    (13) 

))(()( BvtxtK    (14) 

式(14)は，下に示した式(15)で記述される離散確率過程と

同じ構造を持っている． 

.1 iiii bXaX   (15) 

式(15)で記述される過程は，aiが間欠的，またはランダ

ムに変動し，かつ〈ln ai〉< 0 を満たす場合（〈…〉は確

率事象の平均），その PDF が冪乗則に従う裾を持つこと

が証明されている（biは aiと無相関な確率変数）22)．式(13)
と式(15)を対比すると，車載器で観測されたΔv の PDF
に見られる冪乗則の裾が，追従車ドライバの先行車両の

変化に対する感度と密接に関係していることがわかる． 

3. ドライビングシミュレータによるドライバの応答

特性の検討 

3.1 減速操作の計測 
追従走行時の減速過程では，ドライバは先行車両と追

従する自車両の相対関係（車間距離や相対速度など）や

道路の状態などの様々な情報処理を行っている．ドライ

バが何に基づいて減速操作を決定しているかは，交通流

ダイナミックスを決定する基本的な問題である．これは，

交通流を統計力学的描像によって理解する場合，車両間

の相互作用を規定する重要なパラメータとなる． 
我々は，追従走行状態において，先行車両の減速に対

する追従車両ドライバの応答特性を調べるために，（財）

日本自動車研究所が所有する広視野角ドライビングシミ

ュレータ（平成 20 年時点）を用いた実験を行った．Fig.7
と Table.1 にドライビングシミュレータの外観と主要緒

元を示す． 

 

Table 1 Specifications of driving simulator. 

Vehicle model 3-DOF, 4 wheels, Load-shiftable model 
 (2000cc class passenger car) 

Tire model Map data based on Magic Formula Tire model

Steering Microsoft force feedback steering system 
(Steering gear ratio: 4) 

Projector Liquid crystal, XGA, 2200ANSI Im 
Horizontal 
screen size 

237 deg (Including a 150 deg curved surface 
screen) 

Vertical screen 
size 34 deg 

 
実験では，20名の成人を被験者とし，直線道路におい

て 60 [km/h]の速度で安全な車間距離を保って先行車両

に追従するように教示した．先行車両は一定の周期（36 
[秒]）で様々な減速度（-0.02g, -0.05g, -0.075g, -0.1g, -0.125g, 
-0.15g）（g=9.8 [m/s2]）で減速するようにプログラムした．

なお，実験した追従走行状態の一部は相転移点近傍の臨

界領域に含まれている． 

3.2 減速操作とドライバの応答特性 
ドライバが減速する際には，まずアクセルペダルを緩

め，ブレーキペダルに足を移動し，ブレーキペダルを踏

む過程をたどる．このような減速する過程をドライビン

グシミュレータによって計測したデータの例を Fig.8 に

示す．Fig.8 において(a)は先行車両の加速度（この例では

-0.075g（g=9.8 [m/s2]）で減速した場合），(b)は追従車両

の加速度，(c)は追従車両のアクセルペダルストローク，

(d)は追従車両のブレーキペダルストロークの時系列を

それぞれ示している．これらの結果から，減速過程の初

期では，アクセルペダルを緩めることで生じるエンジン

ブレーキによる減速が見られる（4.2～6.7 [秒]）．それに

引き続いてブレーキペダルが踏み込まれることによって，

より大きな減速が発生していることがわかる（6.8～8.0 
[秒]）．なお，追従車両による減速操作のトリガーについ

ては，先行車の視覚的な面積の変化率や車間時間が関係

していることが指摘されている 23)-25)． 

Fig.7 Appearance of the wide-view fixed-base driving simulator.
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ドライビングシミュレータによる走行実験で観測さ

れた全被験者のアクセルペダルとブレーキペダルをそれ

ぞれ操作した時点における車間時間の平均値 ht とその

標準偏差について，先行車両の減速度 apに対する依存性

を Fig.9 に示した．アクセルペダルを緩める操作が開始

された時の ht は apにほとんど依存していないが，ブレー

キペダルの踏み込みが開始される時の ht には ap の依存

性が見られる．また，各操作が開始された時の ht の標準

偏差は，アクセルペダルの操作では小さく，ブレーキペ

ダルの操作では大きくなる傾向が見られる．これらの結

果を整理すると，アクセルペダルを緩める操作は，先行

車両の減速が発生した時に，その減速の程度に関わらず

行われている．また，アクセルペダルを操作するタイミ

ングについては，ドライバ毎のばらつきは小さい．一方，

ブレーキペダルを踏み込む操作は，先行車両の減速の大

きさに依存しており，先行車両の減速が大きい場合は，

より大きな車間時間でペダルの操作が開始されている．

また，ブレーキペダルを操作するタイミングについては，

ドライバ毎のばらつきが大きい．以上の考察から，アク

セルペダルを緩める操作は，先行車との相対関係（本稿

では車間時間を例に取った）に基づいた閾値によって決

定されているのに対し，ブレーキペダルを踏み込む操作

は，先行車との相対関係のみでは決定されていないと考

えることができる． 
 
 

 

4. まとめ 

本稿では，渋滞の発生メカニズムの解明を目的として，

我々がこれまでに行ってきた研究の概要を紹介した．実

車を用いた走行状態の観測により，交通流相転移で見ら

れる速度変位の統計的な性質は，先行車両との相対関係

に対するドライバの感度が間欠性またはランダム性を持

つことによって説明できることを示した．一方，ドライ

ビングシミュレータを用いた追従走行の実験では，先行

車両との相対関係からは単純にブレーキ操作が決定され

ていないことを示した．減速過程は，小さい減速を生じ

るアクセルペダル操作と，より大きな減速を生じるブレ

ーキペダル操作の互いに異なる特性を持つ過程から構成

されていると考えられる．小さい減速を担うアクセルペ

ダルの操作については，操作量や操作タイミングにドラ

イバ間の差異は見られなかったため，従来からの追従モ

デルのように先行車両との相対関係を用いたモデル化が

可能である．一方，より大きな減速を発生させるブレー

キペダルについては，操作量や操作タイミングにドライ

バ間の差異が見られたため，その起源を明らかにする必

要がある．実際の運転状況では，ドライバは時々刻々に

入力される視聴覚情報だけでなく，その時点までに得た

走行履歴に基づいた予測なども総合し，最終的な行動を

決定していることに加え，覚醒状態や運転のスキルなど

も減速操作に影響を与える因子となる 26)-28)．今後，実車

による走行実験から得られたドライバの先行車両に対す

る感度とドライビングシミュレータ実験から得られた減

速操作特性との関係を明らかにしていくためには，減速

操作の背後にある，認知や予測に関する脳内の情報処理

過程まで踏み込んだ研究が必要と思われる． 
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Fig. 8 Time series signal observed in deceleration of a vehicle:
(a) acceleration of the preceding vehicle, (b) acceleration of the
following (subject) vehicle, (c) ((d)) voltage proportional to
pedal stroke of accelerator (brake).
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超伝導体薄膜中の磁束挙動に関する数値計算および 
その回路・新規デバイスへの応用 

井上真澄 1) 

Numerical Calculation on the Vortex Behavior in Superconducting Films and  
Its Application to Circuits and Novel Devices 

Masumi INOUE1) 

Abstract 
Vortex behavior in superconducting films and related current distribution were studied by numerical calculation, and 
application of such analysis to superconducting integrated circuits and novel devices was investigated. Two calculation 
methods are introduced: one is the shape-dependent current distribution by finite element method, and the other is the 
distribution of parameters such as the order parameter, magnetic flux density, etc. and its time evolution by the 
time-dependent Ginzburg-Landau (TDGL) equation. As the application of such calculation to circuits and devices, vortex 
exclusion to the moat in a ground plane of superconducting circuit and properties of asymmetrical superconducting 
nanobridges are discussed.  

1. はじめに 

 超伝導エレクトロニクスで用いられるニオブや高

温超伝導体は第二種超伝導体であり，超伝導体中にボル

テックスという形で磁束量子単位で磁束が存在できる。

このボルテックスは超伝導回路やデバイスの動作に対し

てある場面では悪影響を及ぼし，別のある場面では新機

能実現の鍵になるものである。例えば，超伝導集積回路

において，基本素子のジョセフソン接合付近にボルテッ

クスが存在した場合，接合特性が変化してしまい，回路

の誤動作を招くため，ボルテックスは接合から遠ざけ，

排除する必要がある。また，ボルテックスが超伝導体を

横切る頻度により発生する電圧が決まることから，それ

を制御することによりデバイス特性の制御が可能となる。

いずれにしても，最適な設計を行うためには超伝導膜中

のボルテックスの挙動を良く理解し，その制御を行うこ

とが重要である。そのために，筆者のグループでは，ボ

ルテックスの動きやそれに影響を与える因子の検討を行

っており，これらは直接観察や解析的計算が困難である

ため，数値計算により行っている。本報告では，そのよ

うな数値計算と，それを超伝導回路のグランドプレーン

の磁束排除効果改善および非対称ナノブリッジデバイス

開発に適用する試みについて述べる。 

2. ボルテックス挙動に関する数値計算 

 ボルテックスの運動にはバイアス電流分布，外部磁場

がある時の遮蔽電流分布，他のボルテックスやその鏡像

ボルテックス，粘性などが影響を与える。また，外部か

ら超伝導体へボルテックスが侵入する際にはバイアス電

流や遮蔽電流の分布で決まる表面ポテンシャルバリアを

飛び越えて侵入する。任意の形状の超伝導薄膜での電流

分布や超伝導秩序変数分布などを数値計算で求めること

はボルテックス挙動を理解するために非常に重要である。

ここでは，形状に依存するバイアス電流分布の計算，お

よび時間依存ギンツブルク−ランダウ(Time-Dependent 
Ginzburg-Landau : TDGL)方程式による超伝導体の動力学

の計算について述べる。 

2.1 形状に依存するバイアス電流分布の計算 
 薄膜で形成された超伝導線に流れる電流は線の端に偏

って流れるが，線幅が磁場侵入長より小さくなるとマ

イスナー効果の影響が小さくなり比較的均一な電流分布

となる。このような効果の他，括れた形状のブリッジで

はその形状により電流分布が異なってくる 1)。超伝導電

流は（cgs単位系では） 

  J  2e

2m
| |2   2e

c
A







  (1) 
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と表される。は秩序変数，はその位相， A はベクト

ルポテンシャル，e は電荷素量，m は電子の質量，c は光

速である。マイスナー効果による電流分布の影響が無視

できる場合は第 2 項が無視でき，また係数を書き直すと 

  

J  c 2

8e2
     (2) 

となる。div J  0を用いると2  0となり，秩序変数

の位相についてラプラス方程式を解くことにより位相分

布や電流分布が計算できる。形状によっては解析的計算

が可能な場合もあるが，任意の形状に対応できるように，

筆者らは有限要素法による数値計算を行った 2, 3)。 
 結果の例を Fig.1 に示す。これは最も狭い部分でのブ

リッジ幅方向の電流分布を示したものである。この図か

らわかるように，ブリッジ端の形状により，電流分布が

異なり，括れた形状ではブリッジ端に電流が集中するこ

とがわかる。このような形状効果を利用するデバイスの

検討例を後で述べる。 

2.2 TDGL 方程式による超伝導状態分布とその時間

変化の計算 
超伝導体の動力学は，TDGL 方程式により記述できる。

この方程式は，GL 理論における秩序変数の空間と時間

依存性を記述した微分方程式であり，超伝導体の相転移

現象や磁束運動などの物理についての研究で用いられて

いる 4-9)。TDGL 方程式はHu とThompson により式(3)の
ように規格化された 10)。 
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ここで，は秩序変数， A はベクトルポテンシャル，
はスカラー・ポテンシャル，j は電流密度を示す。また，

D とは常伝導状態での拡散係数と伝導度である。この

TDGL 方程式では，熱による揺らぎは無視されている。

これにMaxwell 方程式の適用，ゲージ変換，無次元化な

どを行うことにより， 式(4)の無次元化された TDGL 方

程式を得る。 
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    /は磁場侵入長とコヒーレンス長の比であり，

材料の特性により決まる。a は正の定数で，数値計算を

行う際に値が収束するように決定する。  
 さらに，式(5)のようにベクトルポテンシャルを二次元

格子点間で定義されるリンク変数と呼ばれる変数に変換

する手法 7)により，式(6)のように式(4)の書き換えを行っ

た（一部を示す）。a = 1 とした。格子点とリンク変数の

表記の関係をFig.2 に示す。 
    U

x  exp(i dx Ax )      (5)  
  

Fig.2 Configuration of the lattice and the link parameters.  

Fig.1 Examples of the calculation of the bias current 
distribution for bridges with different shapes.  Current 
distribution on the x axis is shown in the case of  <w< 
(: coherence length, : magnetic penetration depth). (a) 
both sides are concaved. (b) one side is straight and the 
other side is concaved.  

(4)

(3)

, 
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これらより，秩序変数，ベクトルポテンシャル，電流密

度，磁束密度などの分布とその時間変化を計算すること

ができる。計算例として，ある時間における膜中の電流

分布を計算した例を Fig.3 に示す。冷却時の超伝導転移

直後の簡略化したモデルに対応するものとして，外部磁

場や外部からの電流はない条件で，初期値としてランダ

ムな秩序変数（平均値 0）を与え，それを時間発展させ

ている。境界条件は，x 軸方向端が周期境界条件，y 軸方

向端が自由境界条件である。ボルテックスに対応する電

流の渦が見られ，その向きにより磁束の向きがわかる（図

中に”+”と”-“で示す）。その時間変化を追っていくことで

ボルテックスの動きがシミュレーションできる。 
 

3. 超伝導回路における磁束排除効果についての検討 

 超伝導集積回路は現在は単一磁束量子(SFQ)を情報担

体とするSFQ回路方式によって1万接合程度の規模のも

のまで作られている 11)。さらに回路規模が大きくなると

誤動作を引き起こす磁束トラップ 12)は大きな問題になる。

超伝導集積回路では，グランドプレーンと呼ばれる超伝

導層が設けられているが，回路を超伝導状態にする冷却

の過程でジョセフソン接合付近に磁束がトラップされな

いように，回路動作に影響を与えない場所に磁束を逃が

すためのモートという穴がグランドプレーンに設けられ

ている。モートの形状や配置については実験的検討 13-17)

が行われているが，筆者のグループでは，より効果的な

モートの形状や配置を検討するため，TDGL 方程式によ

るボルテックス挙動のシミュレーションを行っている
18-20)。ここでは，Fig.4 に示すように領域の周囲に周期境

界条件を課した二次元超伝導体中にモートとしての長方

形の穴をあけたモデルを考え，簡単のためこの領域にボ

ルテックスが 1個発生した場合のそのボルテックスの振

る舞いについて調べた例を述べる。自由境界条件は電流

が境界を横切らないことを保証する以下の式(7)を適用

した。 

  

   

a
i
  A

a










n

 0    (7) 

外部磁場や外部からの電流はない条件で，秩序変数の初

期値はランダムに与え，ベクトル・ポテンシャルの初期

値は 0 とする。これは，十分小さい磁場環境だが，揺ら

ぎによりボルテックスが生成される状況に相当する。こ

れを時間発展させることにより，ボルテックスがモート

(a) 

(b) 
 

Fig.3 Examples of the calculation results using TDGL 
equation for a rectangular superconducting thin film. (a) 
current distribution, and (b) magnetic flux distribution. Fig.4  Simulation system and boundary conditions.  
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に捕捉される様子をシミュレーションする。これより，

モートの周りのボルテックスの軌道，速度，加速度など

を調査する。 
 シミュレーション例として形状の異なる次の二つの場

合を示す。次元のない数値は空間刻みの数（格子数）で

表した長さおよび位置である。 
[1] シミュレーションサイズ：60×168（空間刻み幅が

0.5のため物理サイズは 30×84） 
  モートサイズ：10×84（モート範囲：x:10-20, 

y:10-94） 

[2] シミュレーションサイズ：80×80（空間刻み幅が

0.3のため物理サイズは 24×24） 
  モートサイズ：10×40（モート範囲：x:10-20, 

y:20-60） 
 
ここで，超伝導材料として，超伝導集積回路で用いら

れている Nb を例に挙げて，今回のシミュレーションサ

イズの物理的な大きさを検討してみる。このシミュレー

ションにおいて温度Tは臨界温度Tc近傍において一定で

Fig.5  Vortex trajectories to the moat for the simulation 
model [1]. Position of the vortex generation for each vortex is 
shown in the upper right.  

Fig.6  Vortex trajectories to the moat for the simulation 
model [2]. Position of the vortex generation for each vortex is 
shown in the upper right. 

Fig.8  Acceleration of the vortex as a function of the 
distance between the vortex and the moat for the simulation 
model [2]. Position of the vortex generation for each vortex 
is shown in the upper right. 
 

 

Fig.7  Acceleration of the vortex as a function of the 
distance between the vortex and the moat for the simulation 
model [1]. Position of the vortex generation for each vortex 
is shown in the upper right. 
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あるとして，T = 0.99Tcと仮定する。Nb が純粋な材料で

あると仮定し，Tc = 9.2 K すると，T = 0.99Tcにおけるコ

ヒーレンス長と磁場侵入長はそれぞれ 296 nm，601 nm
となる。これより，物理サイズはシミュレーション[1]で
は 8.9m×24.9m，シミュレーション[2]では 7.1m×

7.1mとなる。また，     /は約 2 であるので，以下

では = 2 として計算を行っている。 
 Fig.5 とFig.6 はそれぞれシミュレーション[1]とシミュ

レーション[2]のモデルで，いくつかの発生位置の異なる

ボルテックスの軌跡を示したものである。また，Fig.7 と

Fig.8はそれぞれFig.5とFig.6に対応したボルテックスの

加速度のモートからの距離依存性を示す。これらの図よ

り，ボルテックスの動きはボルテックスの発生位置とモ

ートとの関係により異なってくることがわかる。 
 シミュレーション[1]のFig.5とFig.7 より，モートの短

辺を延長した二本の線の間の領域に生成されたものは初

期位置に依らず加速度の位置依存性に大きな違いが見ら

れなかった。また延長線から一番近くの 2.5内側に初期

生成された(33, 89), (32, 15)において,それらよりも内側に

ある点と同じ排除効果が得られた。しかし,この領域の外

側にある初期生成位置(27, 102)のボルテックスの排除さ

れる加速度は一桁近く小さくなっていた。 
このシミュレーションによりモートの短辺の延長線

(端)より 2.5 (1.25)内側であれば十分な排除効果が得ら

れることが確認できた。この長さは実際のスケールで表

記すると 740nmとなる。つまり実際の回路設計時におい

てジョセフソン接合をモート端の延長線から 740nm 内

側に配置することでより磁束トラップの低減が可能にな

ると推測される。 
シミュレーション[2]はモートの角近傍でのボルテッ

クスの挙動を詳細に解析するためシミュレーション[1]
よりも空間刻み幅を小さくして実施した。Fig.6のモート

の短辺の延長線付近の初期生成位置(45, 60)のボルテッ

クス排斥軌道を見ると角を避けて角から内側へ曲がるよ

うに排斥されていることからも，モートの角近傍でポテ

ンシャルが高くなっており，ポテンシャルの高い場所で

ある角をさけながら辺に向かって排除されたのではない

かと考えられる。排除される時の加速度を調べてみると，

ボルテックスの初期生成位置が 2 つの短辺延長線間で延

長線から十分離れているものに対し，生成位置が延長線

付近のものは加速度が低下し，延長線の外側にいくにつ

れて低下していることが確認できた。このような違いは

角付近と辺付近でのボルテックスの歪みの違いによると

考えられる 20)。 
 

4. 非対称ナノブリッジにおけるラチェット効果を利

用したデバイス開発 

 超伝導ナノブリッジの電気的特性の出現機構について

は不明の点も多いが，ナノブリッジ中のボルテックスの

挙動は特性を決める大きな要素である。表面バリアを超

えて侵入したボルテックスはバイアス電流で駆動されて

ブリッジを横切り，ブリッジに電圧が発生する 21, 22)。2.1
節で述べたように，非対称形状の超伝導ブリッジでは電

流分布が非対称になる。これは，括れた側からの方が表

面バリアが低くなり，ボルテックスの侵入がが括れた側

からだけになり，ボルテックスが一方向のみに動くラチ

ェット効果が現れることを示している。この点に注目し，

筆者らはブリッジ形状によりボルテックス挙動を制御す

るデバイスを検討しており，特に，ラチェット効果を利

用した，非対称な電流－電圧(I-V)特性を示すブリッジは

興味深い。ボルテックスがラチェット的挙動をする非対

称ブリッジに外部磁場を印加することで，形状効果と合

わせてボルテックスの挙動を制御し，非対称な電流－電

圧特性が得られると考えられる。 
 このことを実験的に調べるために，高温超伝導体の

YBa2Cu3O7-x (YBCO)薄膜を用いてナノブリッジを作製し

た 23, 24)のでここに紹介する。ブリッジ部の形成は，ブリ

ッジ部の形成は電子ビームリソグラフィと Ar イオンビ

ームエッチングにより行った。加工時のダメージを回復

させるために，加工後にYBCO を薄く再堆積させること

により，これまで幅 30 nmまでのブリッジの作製に成功

しており 25)，この技術に基づいて形状効果を利用したデ

バイスの検討を行った。ここでは，Fig.9 に示すような非

対称形状のブリッジを作製し，その特性を調べた結果に

ついて述べる。なお，ブリッジ幅は，ブリッジが最も狭

500nm500nm

 

Fig.9  Scanning electron microscope image of the 
asymmetrical YBCO nanobridge (bridge width: 200 nm).  
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くなる部分の幅で表す。電流－電圧(I-V)特性は四端子法

で測定した。磁場は，試料近傍にコイルを配置すること

により，基板に垂直な方向に印加した。 
 作製した非対称形状ナノブリッジについて，I-V 特性

を測定した。測定温度は 4.2 K とした。磁場を印加しな

い場合と磁場を印加した場合のブリッジの典型的な I-V
特性をFig.10 に示す。印加磁場B =+2.4 mT とした。電流

と磁場の正方向は図中に示すようにとっている。臨界電

流は正方向の電流は磁場印加により減少し，一方，負方

向の電流では磁場印加により増加していることがわかる。

また，臨界電流 Icは10%程度変化していることがわかる。

このように，I-V 特性は磁場印加により対称な特性から

非対称な特性に変化することが確認された。 
 I-V特性より，磁場印加によるIcの変化Ic,を求め，磁場印

加のない場合のIcに対する臨界電流の変化率Ic/Icを求めた。

印加磁場はB=+7.5x10-4 Tとした。YBCOの膜厚ごとに，Ic/Ic

のブリッジ幅依存性を表したものをFig.11に示す。この図

より，膜厚が厚くなるほどIc変化率が大きくなっているこ

とがわかる。また，同じ膜厚ではブリッジ幅が大きくなる

につれてIc変化率は大きくなることもわかる。 
 このような特性はバイアス電流分布と遮蔽電流分布の

重ね合わせにより，バイアス電流の正方向と負方向で括れ

た側の表面バリアが異なることにより現れたと理解でき

る23, 24)。膜厚やブリッジ幅によるIc/Icの違いは，薄膜にお

ける有効磁場侵入長eff=bulk
2/d（bulk : バルクの磁場侵入長，

d : 膜厚）が膜厚の厚いものほど小さくなり，また幅の広

くなる場合も幅に対してbulkが相対的に小さくなることに

より，遮蔽電流の効果が大きく現れ，バイアス電流の反転

による電流分布の違いが大きくなるためと考えられる。 
 磁場の印加によりIcが変化する様子をFig.12に示す。ブ

リッジ幅は200 nm，YBCO膜厚は100 nmである。正方向

と負方向の電流におけるIcをそれぞれIc
+およびIc

-として

表している。-2.5 mTから+2.5 mTまでの磁場に対してIc
+，

Ic
-ともにほぼ線形に変化し，Ic

+は減少していくのに対し，

Ic
-は増加していき，磁場の大きさが大きくなるに伴って

非対称性が大きくなっている。これは括れている側のブ

リッジ端での電流の大きさの変化に対応している。正方

向の電流について考えると，括れている側のブリッジ端

に集中している電流が，磁場を正方向から負方向へ変化

させるにつれて小さくなり，同じバイアス電流のもとで

の表面ポテンシャルが高くなることから，磁束侵入が抑

制されるため，臨界電流としては高くなると考えられる。

負方向の磁場がさらに大きくなった場合には直線状のブ

リッジ端の方が電流が大きくなり，こちら側からの磁束

侵入が優勢になってくるため，このような磁場範囲では

 

Fig.12. Variation of the critical current Ic by the applied 
magnetic field. Ic

+ and Ic
- indicate the critical current for 

positive and negative current direction, respectively.  
Fig.11.  Bridge width dependence of the variation rate of 
Ic,  Ic / Ic, at B=+7.510-4 T and 4.2 K.  

Fig.10  I-V characteristics of the bridge measured with and 
without magnetic field at 4.2 K. Bridge width: 200 nm, and film 
thickness: 100 nm. The inset shows the positive directions of the 
bias current and the magnetic field  
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単調な増加は見られなくなると考えられるが，Fig.12で
はそのような傾向は見られず，この磁場範囲では括れて

いる側のブリッジ端からの磁束侵入が起こり，ボルテッ

クスのラチェット的挙動が特性を決めていると考えられ

る。  
 まだ特性の非対称性は大きくないが，このような非対称

特性が得られたことは超伝導ダイオードの作製が可能で

あることを示唆している。その応用として，例えば超伝導

整流素子の実現が期待される。このようなデバイスが実現

できれば，SFQ回路ブロック近傍に設置可能な低消費電力

で小型の整流回路が作製できる。SFQ回路はその大規模化

により生じる直流バイアス電流の大電流化に伴う問題26, 27)

が指摘されており，いくつかの対策28-30)が提案されている

が，整流回路を用いた交流バイアス供給ができればこの問

題解決に大きく貢献すると考えられる。 

5. おわりに 

 本報告では，超伝導薄膜におけるボルテックス挙動を

理解するための数値計算として，形状に依存するバイア

ス電流分布の計算およびTDGL方程式による超伝導状態

分布とその時間変化の計算について述べるとともに，そ

の回路・新規デバイス応用について紹介した。応用につ

いて，TDGL 方程式を用いた計算では，超伝導集積回路

での効果的な磁束排除を目指して，ボルテックスがモー

トまで排斥される過程を解析した。モートとボルテック

スの位置関係について，モート短辺の延長線から 2.5内
側にあれば十分な排除効果が得られることがわかった。

またモートの角近傍でモートの辺に沿った部分より磁束

が排除されにくいことも確認でき，ポテンシャルが高く

なっていることが示唆された。形状に依存した電流分布

については，高温超伝導体ナノブリッジの電流分布への

ブリッジ形状効果に注目し，ボルテックスのラチェット

的挙動を利用したデバイスを開発するため，非対称形状

を持つYBCO ナノブリッジを作製し，その特性を検討し

た。実際にYBCO ナノブリッジを作製してその特性を測

定した。作製したブリッジの電流－電圧特性は磁場印加

により変化し，非対称特性を示すことが確認され，これ

は非対称形状を反映したバイアス電流分布と遮蔽電流分

布を考えることで理解できた。また，測定した磁場範囲

においては，括れた形状側のブリッジ端からの磁束侵入

が支配的な，ボルテックスのラチェット的挙動による特

性が現れているものと考えられた。このデバイスは超伝

導回路用整流回路への応用が期待される。 
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Cell Assembly based on Micro-Nanomanipulation Techniques 

Toshio Fukuda1), 2), Masahiro Nakajima3), Masaru Takeuchi3)

Abstract 
This paper presents some cell assembly techniques based on the micro-nanomanipulation techniques. The 3D assembly 

techniques are categorized by manipulation dimension of cell structure in 0D/1D/2D. Four different techniques developed 

in our research group are introduced in this paper for 1) thermal gel probe manipulation technique, 2) magnetic 

manipulation of cell embedded hydro gel, 3) self-assembly of cell embedded microstructures by microfluidic chip, 4) 

reeling fiber system of cell embedded hydro-gel. These cell assembly techniques are important to realize artificial 3D 

tissue construction for regenerative medicine, bionic simulator, investigation of biological systems and so on. 
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Fig. 1  Cell manipulation techniques for the directions on cell 
analysis and bio-sysnthesis depending on dimentions and 

numbers of cells. 
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Table 1  Fabrication method of cell structure depending on the 
dimention of manipulation in 0D/ 1D/ 2D spaces 

Dimension of
manipulation

Fabrication method
of cell structure

Major advantage Major dis advantage Refs.

0D

Fabrication by Photo
fabrication

Arbitrary shape by
photo patterning

2 photon laser system
for 3D arbitral
fabrication

(7)

Inkjet fabrication Arbitrary shape by
injection points

Difficulty on injection
without medium (4, 8)

Cell pattering by
Electrophoresis

Manipulation of multiple
cells

Depending on the
pattern of electrode (6, 9)

Cell aggregation
by micro well

Structure fabricated by
only cells

Depending on the
pattern of well

(10, 11,
12)

Cell aggregation
by micro fluidic flow

Structure fabricated by
only cells

Limitation on the 3D
shape (13)

Thermal gel probe
manipulation

Gentle manipulation by
thermal gel

Limitation of 3D
manipulation (14)

Magnetic gel particle
manipulation

Batch fabrication by
magnetic field

Depending on the
pattern of magnetic
field

(15,
16)

Electro deposition
for fabrication of cell
structures

Local fabrication of gel
cell structures

Depending on the
pattern of electrode (17)

1D

Cell encapsulated
Hydro gel fiber by
microfluidic chip

Continuous fabrication
of gel fibers embedding
cells

Difficulty on direct 3D
fabrication (5)

Magnetic
manipulation of
hydro gel fiber

Control of arbitral
manipulation by
magnetic force

Difficulty in arbitral
3D fabrication (18)

Reeling hydro gel
fiber system

Continuous reeling of
cell encapsulated hydro
gel fibers on 3D scaffold

Limitation of
fabricated shape
depending on scaffold

(19)

2D

Cell attached micro
plate fabricated by
Origami method

3D structure holding by
micro plate

Limitation on the 3D
shape (20)

Cell attached paper
fabricated by
stacking process

3D structure holding by
paper

Limitation on the 3D
shape (21)

Self assembly of cell
embedded
microstructures by
microfluidic chip

Contentious fabrication
of microstructures inside
microfluidic chip

Difficulty on large
scale fabrication (22)

Cell sheet fabricated
by temperature
response hydro gel

Structure fabricated by
only cells

Difficulty on arbitral
3D cell structure (23,

24)
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Fig. 3  Size of fabtricated cell structure by different fabtricaion 
method in 0D/ 1D/ 2D space as shown in Table 1. 
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把持機構を有する磁気駆動オンチップロボットによる卵細胞の除核 

市川 明彦 1)   佐久間 臣耶 2)  新井 史人 3)  赤木 悟史 4)  

Enucleation of Oocyte by On-chip robot driven by magnet with gripping mechanism 

Akihiko ICHIKAWA1), Shinya SAKUMA2), Fumihito ARAI3), Satoshi AKAGI4) 

Abstract 
We developed a highly-functional untethered on-chip robot for cell handling and micro-knife made by Si to cut zona 

pellucida of oocyte. The on-chip robot has a gripping mechanism which can grasp a cell or micro-object with sufficient 

power. The position and handling force of the robot are controlled independently by the magnetic force. The permanent 

magnets and electrical magnet are assembled together, and they are put under the microfluidic chip. The micro-knife had 

made by grayscale lithography technique. We demonstrated a cutting of zona pellucida and pushing out a part of cytoplasm 

of bovine oocyte.  

1. はじめに 

 近年，バイオ研究分野，特にクローニング等の細胞操作が

必要な分野において，細胞単体を顕微鏡観察下にて高精度で

ハンドリングを行う技術が求められている．オンチップマイ

クロロボットは，手動操作に比べ，高精度な繰り返し操作を

実現している[1]–[3]．マイクロロボットの駆動力として，磁

力による操作は強い力で非接触操作が可能であり，また，低

コストでシステム作成が可能である．それ故，磁気により駆

動するマイクロロボットの研究が盛んに行われている[4-11]． 
 従来，我々は磁気により駆動する Magnetically-driven 
Micro-Tool(MMT)による細胞ローディング，ソーティング，

そしてバルブやドロップレット発生をマイクロ流体チップ

中で実現する研究を行なってきた[12-14]．これら操作はマイ

クロ流体チップ外部からの磁場制御によって行われていた

が，磁場のon-offを行うのみであった．このような磁場の制

御を精密に行うためにヘルムホルツコイルにより，高精度に

マイクロロボットの３次元位置制御を行う研究が進められ

ている[15]が，電磁石による磁場では十分な操作力を発生さ

せることは難しく，例えば直径１００ミクロンのウシ卵子の

操作は困難である．そこで，我々は，永久磁石の強い磁場に

着目し，永久磁石をステージ操作によって駆動させることで，

電磁石での操作に比べ１０倍の力で MMT を駆動させるこ

とに成功した[16]．現在では最小移動精度1.1 m，応答速度

0.02 secの制御を実現している[17][18]． 
 このMMTを２本協調作業させること，細胞のハンドリン

グ，回転，位置決め操作が可能である．しかしながら，２本

のMMT が必要となるため，より複雑な操作，例えば，透明

帯付きの卵子を固定し除核するような操作は困難である．そ

のため，細胞を単一のMMTにて固定する技術が求められて

いる．これに対し，細胞を吸引して固定するための吸引機構

付きマイクロロボットについて研究を行った[19-21]．この吸

引機構付きマイクロロボットは，厚膜レジストにより中空構

造を持つよう作成され，その構造体に高分子で作成した薄膜

を貼り付け，さらに永久磁石を薄膜に取り付け，その磁石を

ツールの下部から電磁石により操作することで，吸引を吐出

の機能をMMT に組み入れることを実現した．これにより，

ウシ卵子を１本のMMT にて操作することを実現した． 
 しかしながら，この機構は卵子のようなある程度柔軟な細

胞に対して操作を行うことは可能であるが，例えば硬い細胞

や柔らかすぎる細胞を操作した場合，細胞が固定されない，

あるいは細胞を吸引しきってしまう問題が生じた． 
 本研究では，これら問題を解決するために，把持機構を有

する非接触磁気駆動オンチップロボットを提案する．このロ

ボットは，先端で細胞を挟み込むため，硬い細胞であっても

細胞の操作が可能である．また，細胞が柔軟である場合も，

保持力を制御することで操作が可能になる．ロボットの下部

に設置した電磁石により磁力を制御することで，ロボット中

央部の永久磁石を操作し，先端部の開閉が可能となる．この

ロボットを用いて，クローニングのための除核作業を行う． 
 また，このロボットを用いて除核を行うために，先端が鋭

利でかつマイクロ流体チップに設置可能なマイクロナイフ

を提案する．従来，卵子の穿刺にはガラス管を熱により伸長

したガラスニードルを用いている．しかしながら，ニードル

により透明帯を切開するには，卵子の透明帯にニードルを穿

刺した後に，ニードルの側面を何かに当て透明帯を切開する

必要があり，操作が煩雑となる．先鋭なマイクロナイフを用

いることで，透明帯への穿刺から切開までを卵子を固定した

ままで行うことが可能である．  
 本稿では，把持機構を有するロボットの特性評価，および

マイクロナイフの設計，作製方法，および，両者を用いた卵

子の切開操作について報告する． 
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2)大阪大学 機械工学科   2) Dept. of Mechanical Engineering, Osaka University 
3)名古屋大学 マイクロナノシステム工学科 3)Dept. of Micro-nano systems engineering, Nagoya University 
4)畜産草地研究所    4) Animal Breeding and Reproduction Research Division, NILGS 

47



2. 卵子除核作業 
 オンチップロボットとマイクロナイフを用いた除核の概

要をFig.1に示す．図は，マイクロ流体チップ内部のもので

ある．オンチップロボットは，梁構造の中心に永久磁石を横

置きに設置しており，ロボット下部の電磁石から発せられる

磁場により，この永久磁石がスライドすることで先端部分の

グリッピングが可能となる．また，ロボットに取り付けた４

個の磁石が，ロボット下部の４個の磁石に吸引されて動くこ

とで，平面を２自由度で駆動することが可能である．マイク

ロナイフは流体チップの底面に固定されている． 
 卵子は透明帯付きのウシ卵子を用いる．ウシ卵子の直径は

約150 mで，透明帯の厚みは約20 mである．ウシ卵子の

除核を行う際には，極体が発生している卵子を用いる必要が

ある．この極体に核が隣接している．そこで，除核のために

は，透明帯の切除後に，極体および周辺の細胞質を透明帯外

に押し出す必要がある．これにより，除核が実現する．Fig.2
にこの工程をオンチップロボット及びマイクロナイフで実

現するプロセスを示す．オンチップロボットにより卵子を把

持し，その後マイクロナイフ先端に近づけ透明帯を切除する． 
従来の除核の手法は，ガラスニードルとガラスピペットを用

いており，透明帯にガラスニードルを穿刺した後に，ガラス

ピペットの壁面にニードルを押し付けることで透明帯を切

除する．その後，切除面が顕微鏡で観察できるよう卵子を回

転し，極体と周辺細胞質が切除面から押し出されるよう調整

する．本手法は，細胞を切除した後に，卵子を把持したまま

卵子に力を加えて細胞質を押し出すことにより，卵子を再度

回転する必要がなく，従来手法に比べ工程が短縮されている． 
 

3. オンチップロボット及びマイクロナイフ作製 
3.1 オンチップロボット製作 
 オンチップロボットの素材としてシリコンを用いる．オン

チップロボットは，マイクロ流体チップ内部で駆動すること

ができるように薄型に作製する必要が有り，また，駆動機構

をミクロンオーダーの精度で加工する必要がある．また，細

胞を操作するため，細胞への害が無いように生体適合性材料

を用いる．以上の理由から，素材としてシリコンを用いる．

シリコンをMEMSプロセスにより加工することで，大面積の

高精度加工が可能である． 

Motorized stage
(2 DOF motion)

Micro-knife

Manipulation point
(1 DOF gripping)

Permanent magnet

Electromagnetic coil

Oocyte

Fig.1 Concept of the enucleation by using on-chip robot and 
micro-knife. 

Oocyte

Tip of on-chip robot

Micro-knife

Zona pellucida

Polar body

(a) Holding (b) Piercing

(c) Cutting (d) Pushing

Fig.2 Enucleation process by using on-chip robot and micro-knife. 
This method reduces the process of the enucleation. 

2. Exposure

3. DRIE

1. OFPR coating OFPR

Si

4. Acid treatment

5. Assembling

Neodymium magnet

Fig.3 Fabrication process of on-chip robot.  

1 mm
 

(a) On-chip robot which was assembled neodymium magnets. 

50 m
160 m

(b) Microscopic image of tip of the on-chip robot. 
Fig.4 Over view and microscopic image of fabricated on-chip 
robot. 
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 ツール作製方法をFig.3に，作製したツールをFig.4に示

す．シリコンへレジスト OFPR-800(200cp, 東京応化工業)を
塗布し，露光することで，マイクロハンドのパターンをレジ

ストでシリコン上部に作製する．次に，Deep Reactive-Ion 

Etching(D-RIE)によりウェハをパターン通りに掘削する．ツ

ールを洗浄し，最後に作製したツールにネオジム磁石を取り

付ける．ウェハは厚み200 mの物を使用しているため，マ

イクロハンドの厚みも200 mとなる．これは，マイクロ流

体チップ内部での作業は十分に可能な薄さである．駆動機構

の梁の幅は 50 m である．使用した永久磁石は，オンチッ

プロボット中心のものは1.0 mm ×1.0 mm ×1.0 mmのネオ

ジム磁石を，駆動用には 0.5mm ×0.5 mm の円柱ネオジム

磁石を用いた．オンチップロボットの位置決め精度は，底面

のガラス面の状態によるが，最小で約5 m，最大で約20 m
であった．また，把持機構部分の精度は約3 mである．対

象を把持と同時にオンチップロボットそのものを駆動させ

ることで，対象を把持したまま操作が可能となる．把持機構

の先端形状については，実験的に形状を定め，透明帯付き卵

子の大きさが約150 m であるため，間隙を160 m にし，

また，透明帯切断時に卵子が把持機構から抜けないよう先端

部分に突起を作成した． 

  

3.2 マイクロナイフ製作 
 クローニングのための卵子切開において，細胞質の膜を破

損しないことが重要となる．マイクロナイフは，透明帯のみ

を切開し，細胞質部分へ傷を付けないよう透明帯を切開する． 
Fig.4 に示すように，卵子の透明帯と細胞質に隙間がある部

分をマイクロナイフに近づけ，卵子を把持して動かし，透明

帯のみを切断する．この手法を用いるにあたって，マイクロ

ナイフの設計では，卵子のパラメータを考慮してマイクロナ

イフの設計値を決定した．マイクロナイフに必要な刃のスト

ローク L と先端の角度 θの関係は式(1)で表され，δは式(2)
で定義する．  
 
 
 
 (1) 
 

Dtd  22  (2) 
 Fig.5 に(1)式をグラフ化したものを示す．卵子の各パラメ

ータは，卵子を画像により計測し，卵子の直径はD=150 μm，

透明帯の厚さは t=20 μm とした．ストローク L は短いほど

よいが，θが大きいほどナイフの切れ味が悪くなる．そこで，

Fig.5 より，細胞質が小さいものの場合を考慮し，先端の角

度 θ=10 deg， ストロークL=550 μmとした． 

 マイクロナイフを作製する手法には，大量生産性があり，

任意の形状を作製できるという理由でグレースケールリソ

グラフィーを用いる．作製にあたり，まずグレースケールリ

ソグラフィーのキャリブレーションを行った．その結果，

OFPR-800を7000 rpm ,30 secでスピンコートし，90℃で30 

min プリベークする，という膜厚条件で，露光装置-PG 
101(UV_N, Heidelberg Co., LTD)の出力が 2 mW，デューテ

ィー比70 %，h線フィルターOFFという露光条件で，現像時

間は2 minが適当であるという条件を出した．その条件を利

用し，レジストを露光，現像したSi基板を，DRIE加工で100 

m 程度削った結果をFig.6 に示す．ここでグレー度は光量

を割り振ったものであり，まったく露光されない部分がグレ

ー度0で，最も露光が強い部分がグレー度255である．Fig.6

から，DRIEによるSiとレジストの選択比が120:1程度であ

ることが確認できる．これによって，グレー度が 0 から 40

の部分のレジストはエッチング後も残っており，Si が削ら

れないので，グレー度40前後から75を用いて，厚さ200 m
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(a) Parameters of oocyte (b) Parameters of zona pellucida cutting

Fig.4 Parameters for design of the micro-knife. D is diameter of the zona 
pellucida, d is diameter of cytoplasm, and t is thickness of the zona 
pellucida. We measured bovine oocytes, and D is about 150 m, d is 
from 80 m to 110 m, and t is 20 m. 

 

Fig.5 Relationship between degree of knife edge and stroke. From this 
graph, we decided θ is 10 deg. 
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Fig.6 Gray-scale calibration data.  
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Fig.7 SEM image of fabricated micro-knife.  
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のSi 基板を両側から100 mのDRIE加工を行うことでニー

ドル部分にテーパーをつけて削り，作製した．作製したマイ

クロナイフのSEM画像をFig.7に示す． 

 

4. ウシ卵子の透明帯切開実験 
 作製したオンチップロボット並びにマイクロナイフを用

いて，ウシ卵子の透明帯切除と細胞質の押し出し実験を行っ

た（Fig.8）．ウシ卵子は，ウシ卵巣から取得して４８時間培

養した．その後，卵丘細胞を除去した．培地にはウシ血清入

り培地(FBS, Sigma-aldrich CO., LTD)を用いた． 

 ウシ卵子を投入し，オンチップロボットにより把持する．

(Fig.8 (a))ウシ卵子を把持し，透明帯と細胞質間に隙間が

ある部分にマイクロナイフ先端を穿刺する．(Fig.8 (b))さ

らにオンチップロボットをマイクロナイフ方向に移動し，透

明帯を切開する．(Fig.8 (c))切開した状態から，把持機構

を更に駆動させて，切開した透明帯部分から細胞質を押し出

す(Fig.8 (d)．この際に，押し出された細胞質が球形になっ

ていることが顕微鏡画像から分かる．これにより，細胞質表

面の細胞膜への破損が無いことが分かる．以上の実験より，

作製したオンチップロボット並びにマイクロナイフにより，

細胞膜の破損が無く細胞質の一部除去に成功した． 

 この手法を用いて，畜産草地研究所にてウシ卵子の除核実

験を行った．３個の卵子を行い，３個の卵子の除核に成功し

た．除核された卵子を Fig.8(g)に示す．この卵子に繊維芽

細胞を移植して融合し，その後約１００時間培養することで

桑実胚にまで成長した(Fig.8(h))．以上の結果より，本手法

の有効性を確認した． 

 

5. 結言 
 本研究では，把持機構を有するオンチップロボットとマイ

クロナイフを用いて卵子のオンチップ除核動作を実現した．

オンチップロボットは，永久磁石と梁構造を用いて先端部分

の開閉制御を実現した．マイクロナイフは透明帯切開のため

のパラメータ設定ならびに作製手法を確立した．両者を用い，

卵子の透明帯切除並びに細胞質の押し出しに成功した．今後

の課題として，透明帯切開量の制御並びに，押し出す細胞質

の制御を行う． 
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Fig.8 Result of enucleation and growth test of bovine oocyte. We 
succeeded in enucleation of three oocytes. These oocytes were grown to 
morula. 
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ロボット用ミドルウェアを用いたロボットシステム開発 

大原 賢一 1) 

Robot System Development with RT Middleware 

Kenichi Ohara1) 

Abstract 
To solve the reusability of robot control software, middleware platforms for robot have been developed. The robot 

middleware has possibilities to decrease working time for robot system programing. RT middleware, which is one of the 

major middleware platforms, is focused in this paper. To show the activities for RT middleware-based robot system 

development, several approaches based on RT middleware, which include service robot systems and intelligent home 

automation system, are introduced.  

1. はじめに 

ロボットシステムは，センサ，アクチュエータなど，

様々な要素から構成される．これらの要素を用いて，所

望の機能を実現するためには，アクチュエータの制御，

センサ情報の取得，センサ情報の処理，システム全体と

して統括など，様々なソフトウェアが必要となる．ロボ

ットシステムは実世界とのインタラクションを行うため，

アームや，グリッパー，移動台車などのハードウェアの

存在は無視することができず，これらのハードウェアが

個々の仕様を有していることから，それぞれのロボット

向けに開発されたソフトウェアの再利用は困難である．

ロボットを研究開発レベルから実用化レベルにシフトさ

せ，製品を創出していくためには，ハードウェアのコス

トダウンはだけでなく，ソフトウェア開発の工数削減も

合わせて重要な課題といえる． 
この課題に対し，ソフトウェアの再利用性を高めるこ

とを目的として，ロボット用ミドルウェアの開発が行わ

れてきている．特にこれらのミドルウェアはオープンソ

ースソフトウェアとして提供されていることが多く，広

く研究開発に利用されるようになってきている． 
WillowGrageにより開発されてきたROS[1]は現在世界

で幅広く利用されているロボット用ミドルウェアの1 つ

である．国内においてもロボット用ミドルウェアの開発

は行われており，産業用ロボットを対象とした ORiN[2]
が策定されている．また，ロボットによるサービス実現

に向けた基盤プラットフォームとして，ロボットサービ

スイニシアチブ（RSi）により，RSNP が提案されている

[3]．これらに加えて，産業技術総合研究所を中心として，

RT ミドルウェアの開発が進められてきている[4][5]． 
RT ミドルウェアはオープンソースソフトウェアであ

り，ロボットを構成するハードウェアレベルの制御から，

ロボットシステム全体の制御まで，幅広いレベルで利用

できるミドルウェアである．開発支援ツールも多く開発

されており，ロボットシステム開発者による RT ミドル

ウェアの導入を手助けしている． 
本稿では，ロボットシステム開発における再利用性向

上を目的として開発されている RT ミドルウェアに注目

し，その概要を示す．また，RT ミドルウェアを適用した

システムとして，著者がこれまで開発に携わったロボッ

トシステムについて紹介する． 

2. RTミドルウェア 

RT ミドルウェアはロボットシステムを構成するソフ

トウェアの再利用性の向上を目的として，産業技術総合

研究所を中心として開発が進められているロボット用ミ

ドルウェアである．2002 年から開発が行われ，2004 年か

らソフトウェアの国際標準化団体である OMG(Object 
Management Group)において，RT ミドルウェア上で動作

するソフトウェア部品である RT コンポーネント(RTC)
の標準仕様の策定が行われ，2006 年に RT Component 
Specificationとして採択され，国際標準仕様となった．こ

1) メカトロニクス工学科   

1) Department of Mechatronics Engineering 
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の仕様に基づいた RT コンポーネントが動作する環境と

して，産業技術総合研究所を中心に RT ミドルウェアの

開発が行われており，現在では，産業技術総合研究所以

外でも標準仕様に従ったミドルウェアが開発され，公開

されている[6][7]． 
RT ミドルウェアは分散アーキテクチャに基づいてお

り，ネットワーク透過性が高いミドルウェアである．そ

のため，ロボットシステムを構成する要素がネットワー

ク上に分散していても，ネットワーク構成を意識するこ

となく，システムを構築・運用することができる． 
RT ミドルウェア上で動作するRTC は，ロボットシス

テムに求められる機能を実現するために，下記の4 つの

機能を有している． 
１） データポート 
２） サービスポート 
３） コンフィグレーション 
４） アクティビティ 
RTC の持つ機能の概略をFig.1 に示す． 
 データポートはRTC 間での連続的なデータ送信（たと

えばカメラ画像やアームの各軸の情報など）を送受信に

適したポートであり，InPort とOutPort で構成される．サ

ービスポートは機能を提供する ServiceProvider と機能を

利 用 す る ServiceConsumer に 機 能 分 け さ れ ，

ServiceProviderを提供するRTCの挙動を別のRTCから制

御することが可能である．そのため，コンポーネント間

で連動させた動作の実現などに利用できる．コンフィグ

レーションは，RTC 内部で使われるパラメータを動的に

変更できる機能であり，モータの回転速度など，システ

ム動作時にパラメータ変更したい場合などに利用できる．

アクティビティは RTC の振る舞いを規定する機能であ

り，ロボットシステムの状態遷移に基づき，InActive（RTC
が動作していない状態），Active(RTC が動作している状

態)，Error(RTC で不具合が起こっている状態)を中心にい

くつかの状態が規定されている．  
 ロボットシステム開発者は，他のRTC との関連性，再

利用性を考えながら，データポート，サービスポート，

コンフィグレーションにより RTC 全体のデザインを行

い，アクティビティに具体的な処理を実装していくこと

で，RTC を開発していくことになる．開発した RTC は

Fig. 2 に示すようにMATLAB/SimLink と同じような形で，

線でつなぎ合わせていくことで，データの送受信が可能

になり，必要なRTC を組み合わせていくことで，ロボッ

トシステムが構築できるようになる． 

3. RTC普及に向けた共通インタフェースの策定 

RT ミドルウェアで動作するRTC は前述のように 4 つ

の機能を持っている．現状の RT ミドルウェアはこの４

つの機能の実装について，細かい制約を設けずに，開発

者に自由度を与えている．そのため，開発グループ毎の

コンセプトに基づいたRTC の設計が行われている．RTC
の数を増加させ，RTC の再利用時の選択肢を増やすこと

は重要であるが，開発グループ毎で実装が異なることで，

これらのグループで開発された RTC 同士を組み合わせ

たシステムの構築が行えないと言った不具合が生じる．

こうした問題を解決し，各グループで開発されたRTC を

有効に再利用していくためには，RTC 間のインタフェー

ス仕様を各機能に合わせて厳密に取り決めていく必要が

ある． 
NEDO の事業として行われた「次世代ロボット知能化

技術開発プロジェクト」では，RTC の再利用性向上に，

標準となる RTC 間のインタフェース仕様が必要という

観点から，特にロボットでも重要な機能である，移動機

能，マニピュレーション機能，操作インタフェース，セ

ンシング機能に対して，プロジェクト内共通インタフェ

ースの策定が進められた．著者はこの中でセンシング機

能として，ロボットシステムで広く用いられるセンサで

あるカメラに関連する共通インタフェースの策定に取り

組み，共通カメラインタフェースとして，仕様の公開を

行っている[8]．世の中には多くのメーカからカメラが販

Fig. 2 Example of RTC-based system 

Fig. 1 RT component basic architecture 
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売されており，各カメラによって仕様は異なるものの，

カメラから得られる画像を用いて処理を行う部分につい

ては，再利用が可能である．そこで，共通カメラインタ

フェースでは，Fig.3 に示すように，ロボットでよく利用

される単願のカメラ，複眼のカメラに対応したデータの

扱いを可能としているだけでなく，カメラ画像ではなく，

静止画を扱う場合にも適用可能なものとなっている．ま

た，ロボットビジョンでは，距離情報なども必要になる

ことから，この導出に必要となるカメラパラメータも扱

える仕様となっている．さらは，レンズの歪み補正に利

用可能な歪みパラメータも同時に扱うことができる． 
 共通カメラインタフェースを普及させていくためには，

仕様の策定だけでなく，開発事例を多く提供していく必

要がある．そこで，共通カメラインタフェースに対応さ

せた RTC を開発し，公開を行っている[9]．ここで公開

している RTC は，OpenCV[10]が提供する基本的な画像

処理をRTC 化しており，共通カメラインタフェースの実

装や利用方法の参考となるだけでなく，画像処理の教育

用ツールとしても利用可能な形態になっている．このほ

かにも産業技術総合研究所では，ステレオカメラによる

3 次元計測と物体認識機能を有する RTC 群を

OpenVGR[11]として公開しており，この中のカメラコン

ポーネントは共通カメラインタフェースに対応している． 
 今後は，さらなる普及を図るために，OpenRTM-aist の
サンプルプログラムへの採用や，共通カメラインタフェ

ースに対応する様々な優良なコンテンツを開発・公開し

ていくことで，さらなる普及を行っていく予定である． 

4. RTミドルウェアを適用したロボットシステム 

4.1 RTミドルウェアを用いたサービスロボット開発 
 RT ミドルウェアの特徴として，他機関で開発されたソ

フトウェアリソースを再利用して，自身のシステムに運

用できる点が挙げられる．このことが RT ミドルウェア

の最大のメリットである．そこで，他機関と著者らが開

発した RT コンポーネントを統合したサービスロボット

システムの構築を行った． 
 本サービスロボットは，音声認識によりユーザから指

示された物体をロボットのカメラからの情報を元に認識

し，推定される位置・姿勢情報を用いて，指定物体を把

持，搬送するシステムである．対称とするロボットとし

て，NEDO「次世代ロボット知能化技術開発プロジェク

ト」内で開発されたリファレンスハードウェア2 号機お

よび川田工業によって開発されたHIRO を用いている． 
 ロボットによる作業の様子をFigs. 4, 5 に，本システム

Fig. 4 Example of service robot system based on RTCs with 
HIRO 

Fig. 3 Overview of common camera interface 

 
Fig. 5 Example of service robot system based on RTCs with 
reference hardware version 2. 

 
Fig. 6 Example of RT components on reference hardware 

version 2. 

ロボット用ミドルウェアを用いたロボットシステム開発 名城大学理工学部研究報告 No.54 2014

53



で用いた RT コンポーネントの例を Fig. 6 に示す．本シ

ステムはサービスロボットに求められる多くの機能を有

したシステムといえ，RT コンポーネントの数も多い，大

規模なシステムとなっている．しかし，ロボットの制御

部分，音声認識部分は他機関で開発されたものを運用し

ており，著者らが開発したものは，物体認識部，および

システム統合化の部分である．従来のサービスロボット

の開発では，再利用することなく，全て自前で用意して

いたことから，人的リソースを多く求められたが，再利

用を行うことで，真に開発すべきパートに人的リソース

を割くことができるようになり，開発効率の向上できる

ことを確認した． 
 これらの成果の一部は参考文献[12][13]として公開さ

れているため，興味を持たれたら是非利用していただき

たい． 

4.2 RTミドルウェアによる知的居住空間の実現 
 現状の住宅に設置する機器は，各メーカで通信方式な

どが異なることがあり，A 社とB社の機器を導入したい

場合は，A 社用，B 社用それぞれのコントローラを導入

する必要がある．ユーザの立場に立つと，複数のコント

ローラを制御することは手間がかかる．そこで，通信規

格を統一し，1 つのコントローラで全ての機器を制御で

きる枠組みが望まれてきた．通信規格の統一は，大手メ

ーカ以外の市場への参入を手助けし，市場を活性化させ

ることができるというメリットも有する．この課題に対

して，著者らは， NEDO「オープンイノベーション基盤」

の元で RT ミドルウェアをベースとした知的居住空間実

現に向けた研究開発を行った．本研究では，Fig. 1 に示

すような階層的なシステムの開発を目指した[12]．本シ

ステムでは，住宅に設置する設備機器レベルの制御を可

能にする基盤通信モジュール，一定のエリアの機器を統

括し，各機器の状態を管理する要素部品管理モジュール，

住宅システム全体を制御するホームコントローラから構

成される．産業技術総合研究所で開発される

OpenRTM-aist は，一般的なロボットの制御に主眼を置い

ており，これらの制御系は PC クラスの処理能力を有す

るコンピュータと想定している．一方で，住宅設備機器

に設置するコントローラは低コスト化が望まれており，

PCのようなものを1つ1つの機器に設置することは現実

的ではない．そのため，一般的には組み込みマイコンが

用いられている．しかし，組み込みマイコンの処理能力

は高くないことから，OpenRTM-aist を動作させることは

困難である．この課題に対して，組み込みマイコン用ミ

ドルウェアであるminiRTCs，microRTCsの開発を行った．

これらのミドルウェアは，RT ミドルウェアに準拠して作

られているため，一般的なRTCとも運用することが可能

である．これらのミドルウェアの開発に加え，住宅にお

ける省配線，ロボットシステムにおける基盤配線として

の可能性を模索することを目的として，PLC(Power Line 
Communication)を採用したことも本研究の特徴といえる．

さらに，長期間運用が求められる住宅システムにおける

メンテナンス性向上のために，国際標準規格に基づくモ

デリング言語であるSysML を用いたシステム記述と，そ

のもとでのリスク分析を行った． 
 本研究において実現した模擬実験住宅の様子を Fig. 7
に示す．この図のように，実験住宅にはアクチュエータ

付きの窓や天窓，温度センサ，赤外線通信で制御可能な

エアコン，シーリングファンが設置されており，これら

Fig. 6 System architecture for intelligent home automation 
system based on RT middleware 

Fig. 7 Constructed experimental home environment 

Fig. 8 User interface as web application 
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全てに基盤通信モジュールが設置されている．Figure 8
のようなWebアプリケーションを用意することで，iPad
などのタブレット端末からも制御が可能になっている．

個々の要素がRTC 化していることで，住宅システム開発

者は，これらの接続を組み替えるだけで住宅購入者所望

のサービスを構築することができる．また，今後ユーザ

インタフェースを整備し，システム構築を行いやすくな

れば，DIY 的に住人自身が新たな要素を住宅システムに

参加させることができる．このように，RT ミドルウェア

を住宅システムに導入することで，住宅システム開発に

おいて，大きなメリットが得られることを確認した．課

題として，実用化するためには住宅設備メーカに RT ミ

ドルウェアを普及させていく必要があることが挙げられ

る．今後は事例を示し，かつコンソーシアムなどをたち

あげていくことで，普及の足がかりの構築を目指す． 

5. おわりに 

本稿では，ロボットシステムにおけるソフトウェア再

利用性の改善を目的として開発が進められている RT ミ

ドルウェアについて紹介すると共に，著者のこれまでの

取り組みの一例を示した．RT ミドルウェアのようなミド

ルウェア技術は，ロボットのソフトウェアリソースの再

利用性向上に向けて，非常に有効な技術といえる．しか

しながら，有効性を発揮するためには，コミュニティを

拡大し，幅広い RT コンポーネントが開発されていく必

要がある． 
今後は，現在公開を行っている RT コンポーネントの

改良を進めるだけでなく，入手がしやすいロボットをリ

ファレンスハードウェアに据え，基盤となる RT コンポ

ーネントパッケージの開発と，このパッケージの普及を

進めていく． 
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Explosion problems for symmetric Markov chains

Kanji Ichihara1)

Abstract

This paper discusses the explosion problem for continuous time Markov chains associated with a class of difference

operators of self adjoint form. In order to do this, we apply some techniques based on the theory of Dirichlet

forms.

1. Introduction

Let S be a denumerably infinite set. In this paper

we shall investigate explosion properties of a continu-

ous time Markov chain defined on S whose transition

probability matrix {pt(x, y)}x,y∈S satisfies the follow-

ing condition:

every state is stable i.e. for each x in S,

q(x) := lim
t↓0

1

t
{1− pt(x, x)}

(which always exists) is finite.

Our basic tools are certain techniques based on the

Dirichlet form theory, which was introduced in Ichi-

hara[6]. In Section 2 we prove some general crite-

ria for conservativeness and explosion of minimal re-

versible Markov chains on S which are associated with

a class of Dirichlet forms. These criteria are applied

to give tests for conservativeness and explosion of the

processes in terms of their jump rates and invariant

measures in Section 3. Finally Section 4 is devoted to

a discussion of conservativeness for a class of Markov

chains which are not necessarily symmetric. It will be

shown there that conservativeness is invariant under

a small perturbation of the corresponding coefficients

in the infinitesimal generators.

2. Criteria for conservativeness and explosion

of reversible Markov chains

Let a(x, y) and m(x) for x, y ∈ S be nonnegative

numbers satisfying the following conditions:

(A.1) for any x, y ∈ S

a(x, y) = a(y, x) � 0, a(x, x) = 0,

1)

1) Department of Mathematics

(A.2) for any x ∈ S

0 < a(x) :=
∑
y∈S

a(x, y) < ∞,

(A.3) for any x ∈ S

m(x) > 0.

Througout this paper, m is viewed as a measure on

S. Define a nonnegative definite symmetric bilinear

form E by

E(u, v) =
1

2

∑
x,y∈S

a(x, y) {u(x)− u(y)} {v(x)− v(y)}

for u, v ∈ C0(S) , the set of real valued functions on

S with finite support. The bilinear form E defined

above is called a symmetric form on L2(S,m) , the set

of square integrable, real valued functions on (S,m).

Since the symmetric form E on L2(S,m) is closable,

the smallest closed extension Ē of E is a regular Dirich-

let form. Consequently there exists a unique minimal,

m-symmetric, stable Markov chain (Xt, ζ, Px) whose

Dirichlet form is Ē, where ζ denotes the life time of the

process Xt. Let pt(x, y) denote the transition matrix

of the chain Xt. Note that the process (Xt, ζ, Px) co-

incides with Feller’s minimal Markov chain associated

with the infinitesimal generator L defined by

Lu(x) =
1

m(x)

∑
y∈S

a(x, y)(u(y)− u(x)), x ∈ S.

In fact, the transition probability pt(x, y) satisfies;

lim
t↓0

pt(x, y)

t
=

a(x, y)

m(x)
for x ̸= y,
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lim
t↓0

1− pt(x, x)

t
=

a(x)

m(x)
,

m(x)pt(x, y) = m(y)pt(y, x).

See Feller[2] and Silverstein[9] for the details.

Denote by {σn(ω), n � 1} the successive times for
jumps of Xt(ω) until the life time ζ(ω). This is

an increasing infinite sequence such that ζ(ω) =

lim
n→∞

σn(ω). Let σ0(ω) := 0. Set Yn(ω) := Xσn(ω)(ω).

It follows that {Yn, n � 1} is a Markov chain with the
transition matrix defined by

P (x, y) =




a(x, y)

a(x)
, for x ̸= y,

0 , for x = y.

The chain Yn is called the embedded jump process of

Xt. See for example Chung[1]. From now on, we put

the following hypothesis on the Markov chain:

(A.4) Yn, n � 1 is irreducible.

Remark 1. The hypothesis (A.4) guarantees that the

α(> 0) - order Green function

Gα(x, y) =

∫ ∞

0

e−αtpt(x, y) dt

is positive for any x and y in S.

Fix a point x0 in S and define the hitting time of

x0 by

τ0(ω) =



inf {t � 0 |Xt(ω) = x0} , if such t exists,

∞, otherwise.

The α-equilibrium potential of the set {x0} is defined
by

eα(x) =




Ex[e
−ατ0 ], for α > 0,

Px[τ0 < ζ], for α = 0,

for x in S where Ex denotes the expectation with

respect to the probability law Px. Let (·, ·) denote
the inner product in the Hilbert space L2(S,m). Set

Eα(u, v) = E(u, v) + α(u, v), α � 0, for u, v in C0(S).

Let Fα = Fα(S) be the closure of C0(S) relative to

the norm Eα. For α > 0, (Fα,Eα) is a Hilbert space

and (F0,E0) is a Hilbert space if Xt is transient. Let

us define the α-capacity of the set {x0} as follows: for
α > 0,

Cα({x0}) := inf {Eα(u, u) |u ∈ Fα, u(x0) � 1} > 0

and for α = 0, Xt being transient,

C0({x0}) := inf {E0(u, u) |u ∈ F0, u(x0) � 1} > 0.

We have the following lemma due to Fukushima[3].

Lemma 1. (1) For α > 0, eα ∈ Fα and

Cα({x0}) = Eα(eα, eα) > 0.

(2) For α = 0 and Xt being transient, e0 ∈ F0 and

C0({x0}) = E0(e0, e0) > 0.

From the minimizing property of eα, we obtain

Remark 2. For each u ∈ Fα with u(x0) � 0,

Eα(eα, u) � 0. In particular, if u(x0) = 1, it holds

that Eα(eα, u) = Eα(eα, eα) = Cα({x0}).

We are now in a position to state our general criteria

for conservativeness and explosion.

Theorem 1. The following statements are euivalent.

(1) Xt is conservative i.e. P·[ζ =∞] = 1 on S.

(2) For some α > 0,

∑
x∈S

αeα(x)m(x) = Cα({x0}).

(3) For all α > 0,

∑
x∈S

αeα(x)m(x) = Cα({x0}).

Theorem 2. Suppose Xt is transient. Then the limit

of
∑

x∈S αeα(x)m(x) as α ↓ 0 exists and

lim
α↓0

∑
x∈S

αeα(x)m(x)





= C0({x0}), if P·[ζ =∞] = 1 on S,

∈ (0, C0({x0})), if 0 < P·[ζ =∞] < 1 on S,

= 0, if P·[ζ =∞] = 0 on S.

As a simple consequence of Theorem 2, we have the

following

Corollary 2.1. Suppose Xt is transient. If

∑
x∈S

e0(x)m(x) < ∞,

then P·[ζ < ∞] = 1 on S.
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The next lemma which is an immediate consequence

of Remark 2 plays an important role in the proofs of

Theorems 1 and 2.

Lemma 2. (1) For α > 0,

Eα(eα, u) = u(x0)Cα({x0}), u ∈ Fα.

(2) For α = 0 and Xt being transient,

E0(e0, u) = u(x0)C0({x0}), u ∈ F0.

Proof of Theorem 1. Let f be a function in C0(S).

Set

Gαf(x) =
∑
y∈S

Gα(x, y)f(y), α > 0.

Then Gαf ∈ Fα. Consequently we get by virtue of

Lemma 2 (1),

∑
x∈S

αeα(x)f(x)m(x) = α(eα, f)

= αEα(eα, Gαf)

= αGαf(x0)Cα({x0}).

Letting f ↑ 1, we obtain from the monotone conver-

gence theorem,

∑
x∈S

αeα(x)m(x) = αGα1(x0)Cα({x0}).

Since αGα1(x0) = α
∫∞
0

e−αtP (t, x0, S) dt

= Ex0 [

∫ ζ

0

αe−αt dt] = 1− Ex0 [e
−αζ ],

we obtain

∑
x∈S

αeα(x)m(x) = Cα({x0})(1− Ex0 [e
−αζ ]).

If the condition (1) holds, E·[e
−αζ ] = 0 on S. Thus

the conditions (2) and (3) are valid.

Conversely, suppose the condition (2) in Theorem

1 holds. Then Ex0 [e
−αζ ] = 0 , i.e. Px0 [ζ = ∞] = 1.

Introduce p0(x) := Px[ζ =∞]. Then

p0(x) = Ex[PXt [ζ =∞], t < ζ]

= Ex[ p0(Xt), t < ζ]

=
∑
y∈S

pt(x, y)p0(y).

Performing the Laplace transform, we get

p0(x) = αGαp0(x), x ∈ S.

Thus p0(x0) = 1 implies that p0(x) = 1, Gα(x0, ·)−
a.e. on S. Since the support of the measure Gα(x0, ·)
coincides with the space S and αGα(x0, S) � 1, p0(x)

is identically equal to the constant 1 on S.

In order to prove Theorem 2, we need the following

lemma which can be verified in the same way as in

Ichihara[5], Proposition 1.2.

Lemma 3. Suppose Xt is transient. Then

lim
α↓0

Cα({x0}) = C0({x0}) > 0

.

Proof of Theorem 2. As was shown in the proof of

Theorem 1, we have

∑
x∈S

αeα(x)m(x) = Cα({x0})
{
1− Ex0 [e

−αζ ]
}

.

Letting α tend to zero together with Lemma 3 shows

lim
α↓0

∑
x∈S

α eα(x)m(x) = C0({x0})Px0 [ζ =∞].

The proof of Theorem 2 is now completed by the

same arguement as that of Theorem 1.

3. Tests for conservativeness and explosion

Our objective here is to give sufficient conditions

for conservativeness and explosion of the chain Xt in

terms of the coefficients a(x, y) and m(x) of the in-

finitesimal generator L.

We start with the following theorem for conserva-

tiveness, which is a special case of Theorem 1, II.19.

in Chung[1].

Theorem 3. The chain Xt is conservative, if the fol-

lowing condition is satisfied:

(∗) sup
x∈S

a(x)

m(x)
< ∞.

Proof. First note that eα(x) is the unique solution of

the Dirichlet problem:



Lu(x)− αu(x) = 0, x ∈ S \ {x0}

u(x0) = 1.

Using the α−harmonicity of eα, we obtain

∞ >
∑
x∈S

αeα(x)m(x) = αm(x0)
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+
∑

x∈S\{x0}



∑
y∈S

a(x, y)(eα(y)− eα(x))


 ,

from the assumptions (A.2) and (∗)

= αm(x0) +
∑

x∈S\{x0}

∑
y∈S

a(x, y)eα(y)

−
∑

x∈S\{x0}

∑
y∈S

a(x, y)eα(x)

= αm(x0) +
∑
y∈S

eα(y)
∑

x∈S\{x0}

a(x, y)

−
∑

x∈S\{x0}

a(x)eα(x)

= αm(x0) +
∑
y∈S

eα(y)(a(y)− a(x0, y))

−
∑

x∈S\{x0}

a(x)eα(x)

= αm(x0) + a(x0)−
∑
y∈S

eα(y)a(x0, y).

On the other hand, for the function u0 defined by

u0(x) =



1, for x = x0,

0, otherwise,

Remark 2 gives

Cα({x0}) =
1

2

∑
x,y∈S

a(x, y)(eα(x)− eα(y))

×(u(x)− u(y)) +
∑
x∈S

αm(x)eα(x)u(x)

=
∑
x∈S

a(x0, x)(eα(x)− 1)(−1) + αm(x0)

= a(x0)−
∑
x∈S

a(x0, x)eα(x) + αm(x0)

These imply that the condition (3) in Theorem 1 is

satisfied.

In case of linear birth and death processes, Karlin

and McGregor[7] have obtained a necessary and suffi-

cient condition for conservativeness. We shall recover

it from our point of view. Let S denote the set con-

sisting of all the nonnegative integers. Suppose the

infinitesimal generator of the chain given by

Lu(x) = α(x)(u(x+1)−u(x))+β(x)(u(x−1)−u(x)),

where α(x) > 0 for all x in S, β(x) > 0 for all x in

S � {0} and β(0) = 0. Let (Xt, ζ, Px), x ∈ S be the

minimal birth and death process corresponding the

difference operator L. Set

a(x, y) =




α(x)α(x − 1) · · · α(1)α(0)

β(x)β(x − 1) · · · β(1)
, y = x+ 1,

α(x − 1) · · · α(1)α(0)

β(x − 1) · · · β(1)
, y = x − 1,

0, otherwise

and

m(x) =




α(x − 1) · · · α(1)α(0)

β(x)β(x − 1) · · · β(1)
, x � 1

1, x = 0.

It is evident that a(x, y) = a(y, x),
∑

y∈S a(x, y)< ∞
and that α(x) = a(x, x + 1)/m(x), β(x) = a(x, x −
1)/m(x). Thus the above linear birth and death pro-

cess is the symmetric stable Markov chain associated

with the Dirichlet form endowed with a(x, y) andm(x)

defined above. Let e∞0 denote the hitting probability

of x = 0 by the chain Xt.

We have

Lemma 4.

P·[ ζ =∞ ] =



1, if

∑
x∈S e∞0 (x)m(x) =∞,

0, if
∑

x∈S e∞0 (x)m(x) < ∞.

Proof. By virtue of Corollary 2.1, it is obvi-

ous that P·[ζ = ∞] = 0 if
∑

x∈S e∞0 (x)m(x)

< ∞. In order to verify the other case, we introduce

σy = inf {t � 0 |Xt = y } , y ∈ S

and

τ1 = inf {t � 0 |Xt = 0 } .

Set

ẽy(x) = Ex[ e
−σy ; τ1 > σy ], x ∈ S,

eyo(x) = Px[τ1 < σy], x ∈ S.

The Dirichlet Principle ensures

E(ey0, e
y
0) = E(ey0, 1− ẽy0)

= −
y−1∑
x=0

a(x, x+ 1)(ey0(x)− ey0(x+ 1))

×(ẽy(x)− ẽy(x+ 1))
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=

y−1∑
x=1

[a(x, x+ 1)(ẽy(x+ 1)− ẽy(x))e
y
0(x)

+a(x, x − 1)(ẽy(x − 1)− ẽy(x))e
y
0(x)]

−a(0, 1)(ẽy(0)− ẽy(1))e
y
0(0)

−a(y, y − 1)(ẽy(y)− ẽy(y − 1))ey0(y)

=

y−1∑
x=1

m(x)ẽy(x)e
y
0(x) + a(0, 1)(ẽy(1)− ẽy(0)),

since ẽy is the solution of the Dirichlet problem:




Lu(x) = u(x), x = 1, 2, . . . . y − 1,

u(0) = 0, u(y) = 1.

Suppose that Xt is not conservative. Observe

that ẽy(x) is nonincreasing in y and convergent to

Ex[ e
−ζ ; τ1 > ζ ] as y → ∞. Since Ex[ e

−ζ ; τ1 > ζ ]

is positive for all x � 1 and has a nondecreasing prop-

erty in x, there exists a positive constant C1 such that

ẽy(x) � Ex[ e
−ζ ; τ1 > ζ ] � C1

for x = 1, 2, . . . , y. Therefore we obtain

E(ey0, e
y
0) � C1

y−1∑
x=1

ey0(x)m(x) + a(0, 1)(ẽy(1)− ẽy(0)).

Letting y tend to ∞, we obtain

∞∑
x=1

m(x)e∞0 (x) < ∞,

since E(ey0, e
y
0) is nonincreasing as y tends to ∞.

It is easy to see that

e∞0 (x) =




∑∞
y=x a(y, y + 1)−1/

∑∞
y=0 a(y, y + 1)−1

(when Xt is transient),

1, (when Xt is recurrent).

Combining all of this, we finally obtain

Theorem 4. The linear birth and death process is

conservative if and only if

∞∑
x=1

m(x)
∞∑

y=x

a(y, y + 1)−1 =∞.

Let Xt be a general symmetric stable Markov chain

in S = Z1 (1 dimensional square lattice). For this case,

we have a very crude sufficient condition for explosion.

Theorem 5. If

∞∑
x=1

m(x)

����
∞∑

y=x

a(y, y + 1)−1 < ∞

and

−∞∑
x=−1

m(x)

����
−∞∑
y=x

a(y, y + 1)−1 < ∞,

then P·[ ζ < ∞ ] = 1 on S.

Let e∞0 (x) be the hitting probability of x = 0 by

the chain Xt as above. For the proof of Theorem 5, it

suffices to verify that Xt is transient and satisfies

∞∑
x=−∞

e∞0 (x)m(x) < ∞.

Thus the theorem is immeadiate from the following

lemma.

Set σ̃z = inf { t � 0 | |Xt| � z } and define ẽz0(x) =

Px[ τ1 < σ̃z ].

Lemma 5. Under the assumption in Theorem 5, the

following bounds are valid.

e∞0 (x) �




√
C0({0})

√∑∞
y=x a(y, y + 1)−1, x � 1

√
C0({0})

√∑−∞
y=x a(y, y + 1)−1, x � −1,

and therefore Xt is transient.

Proof. Compute the zero-order capacity of {0} with
respect to the killed process

{Xt, t � τ0 ∧ σ̃z} for z � 1:

Cz
0 ({0}) :=

1

2

∞∑
x,y=−∞

a(x, y)(ẽz0(x)− ẽz0(y))
2

�
z−1∑
y=t

a(y, y + 1)(ẽz0(y)− ẽz0(y + 1))
2

�
(

z−1∑
y=t

(ẽz0(y)− ẽz0(y + 1))

)2(z−1∑
y=t

a(y, y + 1)−1

)−1

= ẽz0(t)
2

(
z−1∑
y=t

a(y, y + 1)−1

)−1

.

Thus we get

ẽz0(t)
2 � Cz

0 ({0})
z−1∑
y=t

a(y, y + 1)−1.

Explosion problems for symmetric Markov chains 名城大学理工学部研究報告 No.54 2014

60



Noting that limz→∞ ẽz0(t) = e∞0 (t), it is easy to show

that

lim
z→∞

Cz
0 ({0}) =



0, if Xt is reccurrent

C0({0}), if Xt is transient.

(See Ichihara [6]) Therefore Xt is transient under the

assumption and the first inequality in Lemma 5 follows

immediately. The other inequality is also proved in the

same way.

In what follows, we assume the embedded chain Yn

is an n dimensional simple random walk in Zn(n di-

mensional square lattice). Hence the infinitesimal gen-

erator of the chain Xt is expressed as

Lu(x)

=
1

m(x)

n∑
i=1

1

2n
{u(x+ ei) + u(x − ei)− 2u(x)}

where ei = (0, . . . ,
i

1̌, . . . , 0), i = 1, . . . , n. In this case

we have

Theorem 6. If

∑
x∈Zn\{0}

m(x)

|x|n−2
< ∞,

then the explosion of the Markov chain Xt is sure.

This theorem also follows from Corollary 2.1 com-

bined with P1,page 308, Spitzer[10].

We shall next give a new criterion for conservative-

ness of symmetric stable Markov chains. To state it,

we assume that S can be partitioned as S = ∪∞
j=0Λj

so that whenever x ∈ Λj and a(x, y) > 0, then

y ∈ Λj−1 ∪ Λj ∪ Λj+1 (Λ0 = ϕ). Furthermore we as-

sume
∑

x∈Λk
a(x) < ∞. Finally for convenience, we

assume that Λ0 = {x0}. If S = G

=a graph and if Xt is a chain on G which can only

jump from a site to neighboring sites, then it is natural

to take

Λj = {j − neighbors of x0}

= {x ∈ G| the minimal number of edges

in a chain connecting to x is j} .

Set

Ak =
∑

x∈Λk,y∈Λk+1

a(x, y),

Bk = sup
x∈Λk

a(x)

m(x)
, for k � 1.

Then we have

Theorem 7. If it holds that for some α > 0

lim
N→∞

N∏
j=1

1

1 +
√
2α/Bj

∞∑
j=N

A−1
j

= 0,

then the chain Xt is conservative.

It should be remarked here that Xt is recurrent if∑∞
j=1 A−1

j = ∞. See Nash-Williams[8] or Griffeath

and Liggett[4] for the details.

Proof. As was shown in the proof of Theorem 3, we

have

Cα({x0}) = Eα(eα, eα)

= a(x0) + αm(x0)−
∑
y∈S

a(x0, y)eα(y).

On the other hand,

∑
x∈S

αeα(x)m(x) =
∞∑
j=0

∑
x∈Λj

αeα(x)m(x).

Using the α-harmonicity of eα in S � {x0}, we get for
x ∈ Λj , j � 1,

∑
y∈Λj−1∪Λj∪Λj+1

a(x, y)(eα(y)− eα(x)) = αm(x)eα(x).

Hence
N∑
j=0

∑
x∈Λj

αeα(x)m(x)

= αm(x0) +

N∑
j=1

∑
x∈Λj

∑
y∈Λj−1∪Λj∪Λj+1

a(x, y)(eα(y)− eα(x))

= αm(x0) +

N∑
j=1

[ ∑
x∈Λj ,y∈Λj−1

a(x, y)(eα(y)− eα(x))

+
∑

x∈Λj ,y∈Λj

a(x, y)(eα(y)− eα(x))

+
∑

x∈Λj ,y∈Λj+1

a(x, y)(eα(y)− eα(x))

]

= αm(x0) +
∑

x∈ΛN ,y∈ΛN+1

a(x, y)(eα(y)− eα(x))
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−
∑
y∈Λ1

a(x0, y)(eα(y)− 1).

Consequently we obtain

∑
x∈S

αm(x)eα(x)

= αm(x0) + a(x0)−
∑
y∈Λ1

a(x0, y)eα(y)

+ lim
N→∞

∑
x∈ΛN ,y∈ΛN+1

a(x, y)(eα(y)− eα(x)).

In view of the proof of Theorem 1, we have thus ar-

rived at the following criterion for conservativeness.

Proposition 1. The Markov chain Xt is conservative

if and only if

aα := lim
N→+∞

∑
x∈ΛN ,y∈ΛN+1

a(x, y)(eα(y)− eα(x)) = 0.

Therefore in order to complete the proof of The-

orem 7, it suffices to show that aα = 0 under the

assumption. Set

V α
N :=

1

2

∑
x,y∈∪∞

j=NΛj

a(x, y)(eα(x)− eα(y))
2

+α
∑

x∈∪∞
j=N+1Λj

m(x)eα(x)
2.

It is obvious that

V α
N = Eα(eα, eα)−

1

2

∑
x,y∈∪N

j=0Λj

a(x, y)(eα(x)− eα(y))
2

−α
∑

x∈∪N
j=0Λj

m(x)eα(x)
2+

1

2

∑
x,y∈ΛN

a(x, y)(eα(x)−eα(y))
2.

On the other hand, making use of the α - harmonicity

of eα, we have

1

2

∑
x,y∈∪N

j=oΛj

a(x, y)(eα(x)− eα(y))
2

= −
∑

x∈∪N
j=0Λj

eα(x)
∑

y∈∪N
j=0Λj

a(x, y)(eα(y)− eα(x))

= −
∑

x∈∪N−1
j=1 Λj

eα(x)
∑

y∈∪N
j=0Λj

a(x, y)(eα(y)− eα(x))

−
∑
y∈S

a(x0, y)(eα(y)− 1)

−
∑

x∈ΛN

eα(x)


 ∑
y∈ΛN

a(x, y)(eα(y)− eα(x))

+
∑

y∈ΛN−1

a(x, y)(eα(y)− eα(x))




= −
∑

x∈∪N−1
j=1 Λj

m(x)eα(x)
2 −
∑
y∈S

a(x0, y)(eα(y)− 1)

+1/2
∑

x,y∈ΛN

a(x, y)(eα(y)− eα(x))
2

−
∑

x∈ΛN

eα(x)
∑

y∈ΛN−1

a(x, y)(eα(y)− eα(x))

= Eα(eα, eα)− α
∑

x∈∪N−1
j=0 Λj

m(x)eα(x)
2

+1/2
∑

x,y∈ΛN

a(x, y)(eα(y)− eα(x))
2

−
∑

x∈ΛN

eα(x)
∑

y∈ΛN−1

a(x, y)(eα(y)− eα(x)).

Thus we have,

V α
N = −

∑
x∈ΛN

αeα(x)m(x)

+
∑

x∈ΛN

eα(x)
∑

y∈ΛN−1

a(x, y)(eα(y)− eα(x)).

Hence

V α
N �

∑
x∈ΛN

eα(x)
∑

y∈ΛN−1

a(x, y)(eα(y)− eα(x))

=
∑

x∈ΛN

√
αm(x)eα(x)

√
2

α

√
a(x)

m(x)

√
1

2

×
∑

y∈ΛN−1

√
a(x, y)(eα(y)− eα(x))

√
a(x, y)

a(x)
,

by the Schwarz inequality,

�
∑

x∈ΛN

√
αm(x)eα(x)

√
2

α

√
a(x)

m(x)

√
1

2

∑
y∈ΛN−1

a(x, y)(eα(y)− eα(x))2

�
√

BN

2α




∑

x∈ΛN
y∈ΛN−1

1

2
a(x, y)(eα(y)− eα(x))

2

+
∑

x∈ΛN

αm(x)eα(x)
2

}
�
√

BN

2α
(V α

N−1 − V α
N ).
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Thus

V α
N � 1

1 +
√

2α
BN

V α
N−1 � ΠN

j=1

1

1 +
√

2α
BN

V α
0 . (1)

Turning to the lower bound for V α
N ,

V α
N � 1/2

∑
x,y∈∪∞

j=NΛj

a(x, y)(eα(x)− eα(y))
2

�
∞∑

j=N

∑
x∈Λj

y∈Λj+1

a(x, y)(eα(x)− eα(y))
2.

Since the Schwarz inequality gives

∑
x∈Λj

y∈Λj+1

a(x, y)(eα(x)− eα(y))
2
∑
x∈Λj

y∈Λj+1

a(x, y)

�



∑
x∈Λj

y∈Λj+1

a(x, y)(eα(x)− eα(y))




2

,

we get ∑
x∈Λj

y∈Λj+1

a(x, y)(eα(x)− eα(y))
2

�

{
∑

x∈Λj

y∈Λj+1

a(x, y)(eα(x)− eα(y))

}2

Aj
� a2

α

Aj

because of the fact that

∑
x∈Λj

y∈Λj+1

a(x, y)(eα(y)− eα(x)) ↑ aα � 0

as j tends to ∞. Thus we obtain,

V α
N �

∞∑
j=N

∑
x∈Λj

y∈Λj+1

a(x, y)(eα(y)− eα(x))
2

� a2
α

∞∑
j=N

1/Aj .

Consequently it follows that

a2
α �

ΠN
j=1

1

1+
√

2α/Bj∑∞
j=N 1/Aj

V α
0 ,

which implies aα = 0 by virtue of the assumption in

our theorem.

The following example illustrates Theorems 6 and

7.

Example 3.1 Let S = Zn. Suppose the embedded

chain Yn is a simple random walk in Zn as in Theorem

6. If

(i) m(x) � C2

1 + |x|2
, x ∈ Zn

with a positive constant C2, then the chain Xt is con-

servative. As for explosion, if n � 3 and if

(ii) m(x) � C3

(1 + |x|2)1+ε
, x ∈ Zn

with positive constants C3 and ε, then the chain Xt is

explosive a.s..

Indeed in view of Theorem 6, it is obvious that (ii)

implies the explosion of Xt. In order to prove conser-

vativeness, set Λk = {k − neighbours of 0} and apply
Theorem 7.

4. A perturbation of conservative Markov

chains

In this section we shall make a remark on conserva-

tiveness for a stable Markov chain which is not neces-

sarily reversible.

Let (Xi
t , P

i
x), i = 1, 2 be Markov chains on a denu-

merable set S as before. Denote by Li the infinitesimal

generator of the chain Xi
t and assume Li is expressed

as

Lif(x) =
∑
y∈S

ai(x, y)(f(y)− f(x)), x ∈ S

where

ai(x, y) ≥ 0, 0 < ai(x) :=
∑
y∈S

ai(x, y) < ∞.

We now have

Theorem 8. Suppose

sup
x∈S

∑
y∈S

|a1(x, y)− a2(x, y)| < ∞.

If the chain X1
t is conservative, so is X2

t .

Denote by ξ the life time of X2
t and introduce two

semigroups T i
t , i = 1, 2 on Cb(S), the set of bounded

continuous functions on S as follows:

T 1
t f(x) = Ex[f(X

1
t )], T 2

t f(x) = Ex[f(X
2
t ) : t < ξ]

and set

LBf(x) = L1f(x)− L2f(x).

In order to prove Theorem 8, we need the following.
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Lemma 6. For a bounded function f(x) on S, we

have

T 2
t f(x)− T 1

t f(x) =

∫ t

0

T 2
t−sLBT 1

s f(x)ds

Proof. Let K be a finite subset of S and τK
i be the

first leaving time of Xi
t from K. Set

T i,K
t f(x) = Ex[f(X

i
t); t < τK

i ], x ∈ K

for a bounded function f . Then the infinitesimal gen-

erators of T i,K
t are expressed as

LK
i f(x) =

∑
y∈K

ai(x, y)f(y)− ai(x)f(x), x ∈ K.

Now we have for x ∈ K,

d

dt

(
T 2,K
t f(x)− T 1,K

t f(x)
)

= LK
2 T 2,K

t f(x)− LK
1 T 1,K

t f(x)

= LK
2

{
T 2,K
t f(x)− T 1,K

t f(x)
}
+ LK

BT 1,K
t f(x),

where LK
B = LK

2 − LK
1 . Duhammel’s formula gives

T 2,K
t f(x)− T 1,K

t f(x) =

∫ t

0

T 2,K
t−s LK

BT 1,K
s f(x)ds.

First note that for a bounded function f(x),

lim
K↑S

T i,K
t f(x) = T i

t f(x) i = 1, 2.

Since LB is bounded on Cb(S) and limK↑S τK
2 =

ξ a.s., we obtain

lim
K↑S

T 2,K
t−s LK

BT 1,K
s f(x)

= lim
K↑S

Ex[L
K
BT 1,K

s f(X2
t−s); t − s < τK

2 ]

= Ex[LBT 1
s f(X2

t−s); t − s < ξ].

Thus we get

T 2
t f(x)− T 1

t f(x) =

∫ t

0

T 2
t−sLBT 1

s f(x)ds

Now letting f ≡ 1 in Lemma 6, we obtain

T 2
t 1(x)− T 1

t 1(x) =

∫ t

0

T 2
t−sLBT 1

s 1(x)ds.

From the assumption that X1
t is conservative, it fol-

lows that T 1
s 1(x) = 1 and so LBT 1

s 1(x) = 0. Thus

T 2
t 1(x)− T 1

t 1(x) = 0,

which implies T 2
t 1(x) = 1. This completes the

proof of Theorem 8.
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On the distribution of roots of a polynomial modulo prime powers

Yoshiyuki Kitaoka1)

Abstract

Let f be a monic polynomial with integer coefficients. The aim is to state several observations on the distribution

of roots of f modulo prime powers. They give new but difficult problems.

f(x) = xn + an−1x
n−1 +

· · · + a1x + a0 . , p

. f(x) p

p f(x) = 0 Q
Q(f) Q 1

.

.

.

.

SplX(f) := {p ≤ X | f(x) Qp }

, p ∈ SplX(f)

f(x) ≡
n∏

i=1

(x − ri,pm) mod pm (1)

. ri,pm

:

0 ≤ r1,pm ≤ · · · ≤ rn,pm ≤ pm − 1. (2)

(

...)

an−1 +
∑
i

ri,pm ≡ 0 mod pm, (3)

kpmpm := an−1 +
∑
i

ri,pm

1)

1) Department of Mathematics

kpm , .

f(x) pm

kpm 1 n − 1 .

p,m

. ri,pm (3)

.

f(x) = g(x)h(x)

f (f

) g, h (3)

. f .

f(x) = g(h(x)) (1 < deg h < n)

. h(x) = xv + hv−1x
v−1 + · · · + h0 ,

f(x) mod pm g(x) ≡
∏

(x− si) mod pm

,

f(x) ≡
deg g∏
i=1

(h(x)− si) mod pm,

h(x)− si ≡
v∏

j=1

(x − ri,j) mod pm, (4)

, 1 ≤ ∃k i ≤ v − 1

hv−1 +
∑
j

ri,j = k i p
m (1 ≤ ∀i ≤ deg g)

(3) .

. f(x) = g(h(x))

, .

, f1(f2(· · · (ft(· · · ))))
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,

([6]). (

f g Q(f) = Q(g)

.) , ,

.

1.

(2) ri,pm

p Spl∞(f)

ri,pm/pm(∈ [0, 1))

. kpm

(r1,pm/pm, . . . , rn,pm/pm) [0, 1)n

∵ −an−1/p
m(=

kpm) → 0 .

.

f(x) n−1 n!

(rσ(1),pm/pm, . . . , rσ(n−1),pm/pm) (σ

[0, 1)n−1

(

n = 2 , ri,p/p [0, 1)

([1],[8])). ((2)

, σ

.)

m

PrX(f)[k] :=
#{p ∈ SplX(f) | kpm = k}

#SplX(f)

Pr∞(f)[k] = limX→∞ PrX(f)[k] ,

Eulerian number A(n, k) (1 ≤ k ≤ n)

En(k) := A(n − 1, k)/(n − 1)! . (cf.

[4],[5](m = 1 ), 3.1 (m > 1 ).) Eulerian

number A(1, 1) = 1,

A(n, k) =

(n − k + 1)A(n − 1, k − 1) + kA(n − 1, k)

. p

kpm = ⌈rσ(1),pm/pm + · · · + rσ(n−1),pm/pm⌉
, Pr∞(f)[k]

{x ∈ [0, 1)n−1 | ⌈x1 + · · · + xn−1⌉ = k} En(k)

, .

⌈x⌉ x .

. (

m = 1 .)

f(x) = g(h(x)) , deg(h)

= ,

((4) ) i = 1, . . . ,deg g

h(x)− si deg h − 1

[0, 1)(deg h−1) deg g

Edeg g
v ([5]).

Pr∞(f)[k] =
∑

i1+···+ideg g=k

Ev(i1) · · ·Ev(ideg g). (5)

.

.

. f(x) = h3
1 + d = h2(h2 + c)3 + d

(h1 = x4 + cx, h2 = x3) ,

(Pr∞(f)[4], . . . , P r∞(f)[8]) = (1/15, 7/30, 2/5,

7/30, 1/15) k Pr∞(f)[k] = 0

. (5)

.

f(x) = (x3)5 + 2 = (x5)3 + 2

(5) (deg h = 3, deg g = 5 )

. f(x) = (x5)3 + 2

,

. kp

,

,

f(x) = g(h(x)), deg(h) = 2

(5) deg h = 2

( ).

,

2.

2.1.

([2]).

Theorem 1. a, b , (10a, b) = 1, a < b

. a/b e = nk (n, k )

, n ≥ 2 .

L = (10k − 1, b), b = BL

,

a/b = 0.ċ1 · · · ċe

c1 · · · ck + ck+1 · · · c2k + · · ·+ c(n−1)k+1 · · · cnk
=κ · (10k − 1)/L
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. , κ

κ =

n−1∑
i=0

ri/B, ri ≡ 10kia mod b (0 ≤ ri < b) (6)

. a = 1, n = 2 κ

Bκ ≡ 2 mod L, 1 ≤ κ ≤ L

.

10k ≡ 1 mod L E 10 mod L

k = KE ,

(10k − 1)/L

=(10E − 1)((10E)K−1 + (10E)K−2 + · · ·+ 1)/L

1/L = 0.Ċ1 · · · ĊE C1 · · ·CE = (10E − 1)/L

K . L = 1

(10k − 1)/L = 9 · · · 9 . κ

,

.

f(x) = xn − an (6) f(ri) ≡
0 mod B, ri ≡ a mod L , B = pm κ =

kpm .

.

p � L p ∈ Spl∞(f) , f(x) ≡ 0 mod p

ri




f(ri) ≡ 0 mod p,

ri ≡ 0 mod L, (i = 1, . . . , n)

0 ≤ ri ≤ pL − 1,

(7)

( ).

B = p, b = BL ri ≡ a mod L ri ≡
0 mod L . an−1 +

∑
ri = kpp

(kp ∈ Z) kp

PrX(f, L)[k] :=
#{p ∈ SplX(f) | kp = k}

#SplX(f)

Pr∞(f, L)[k] .

Fn(x) .

Fn(x) :=
1

(n − 1)!

∑
0≤i≤x

(−1)i
(

n

i

)
(x − i)n−1,

i .

{(x1, . . . , xn−1) ∈ [0, 1)n−1 | x − 1 <
n−1∑
i=1

xi ≤ x}

En(k) = Fn(k) (1 ≤ k ≤ n − 1, k ∈ Z)

. , N = (an−1, L), T = L/N

PrX(f, L)[j] ̸= 0 (i) j < nT , (ii) (j, L) = N ,

(iii) an−1/N j/N Q(f) ∩ Q(ζT )

, ,

f

Pr∞(f, L)[jN ] =



[Q(f)∩Q(ζT ):Q]
φ(T ) Fn(j/T )

((j, T ) = 1 and [[j]] = [[an−1/N ]] ),

0 ( ).

ζT 1 T , [[a]] Q(ζT )

ζT �→ ζaT . f

([7]).

, p

, pm , (7) m,Ri




f(ri) ≡ 0 mod pm,

ri ≡ Ri mod L, (i = 1, . . . , n)

0 ≤ r1 ≤ · · · ≤ rn ≤ pmL − 1,

(8)

(deg f = 1

).

2.2.

(2) . ri,pm

. L 1

. 0 L−1 (R1, . . . , Rn)

ri,pm ≡ Ri mod L (i = 1, . . . , n) (9)

PrX(f,m,L, {Ri})

:=
#{p ∈ SplX(f) | (1), (2), (9)}

#SplX(f)

. n = 1 Pr∞(f,m,L,R1)

, Dirichlet

. n ≥ 2

pr(f,m,L, {Ri}) :=∑
K,q

En(K) · L−(n−1) · [Q(ζL) : Q(f) ∩Q(ζL/d)]
−1
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, n 5

Pr∞(f,m,L, {Ri}) = pr . d := (K,L),

Rf := an−1 +
∑

Ri , K, q

.



1 ≤ K ≤ n − 1,

1 ≤ q ≤ L, (q, L) = 1,

Rf ≡ Kqm mod L,

[[q]] = [[1]] on Q(f) ∩Q(ζL/d).

[[a]] Q(ζL/d) ζL/d �→ ζaL/d

. K, q

.

{Ri} Rf mod L

, En(K) kpm = K

p , {Ri} Rf mod L

1/Ln−1 , q [Q(ζL) :

Q(f)∩Q(ζL/d)]
−1 , pr .

, (?) n = 6

( Rf {Ri}
)

.

. Q(ζ7)

f(x) = x6+x5+x4+x3+x2+x+1, g(x) = x6−2x5+

18x4−22x3+163x2−116x+631 f(x)

Pr = pr , g(x) .

,

,

(R1, . . . , R6) → (L−1−R1, . . . , L−1−R6)

(R1, . . . , R6) → (R6, . . . , R1) ,

.

.

3. m

3.1.

f(x) ,

1 . .

lim
X→∞

#{p ∈ SplX(f) | k pm = k}
#{p ∈ SplX(f)}

(m : )

= lim
X→∞

#{ℓ ≤ X | k qℓ = k}
#{ℓ ≤ X}

(q : )

q ∈ Spl(f) k

. (1) ri,pm m

p q ∈ Spl(f)

m

3.2.

p (∈ Spl(f)) L (> 1)

p , 0 ≤ R1, . . . , Rn ≤ L− 1

. , c ,

PrX(f, p, L, {Ri}; c)

:=

#

{
m ≤ X

�����
m ≡ c mod φ(L), (1), (2),

ri,pm ≡ Ri mod L (i = 1, . . . , n)

}

#{m ≤ X | m ≡ c mod φ(L)}

. f(x)

Pr∞(f, p, L, {Ri}; c) ̸= 0 , 1 ≤ ∃k ≤ n− 1

Rf ≡ kpc mod L

Pr∞(f, p, L, {Ri}; c) = 1/(n − 1)Ln−1. (10)

f 3 X = 5 · 105

4 X = 106

, 4

(10)

, .

f(x) = x4 + 1 = (x2)2 + 1

.

4.

.

. , ,

.
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小型風力発電機の����制御 

林 和彦 1) 

MPPT Control for Small Wind Turbine 

Kazuhiko HAYASHI1) 

Abstract 
This paper deals with MPPT (Maximum Power Point Tracking) control method for a commercially available small wind 

turbine. The characteristics under the rectified wind produced by a large wind blower are much the same as that of the 

direct drive rotated by a motor. Following properties at the maximum power points are made clear by the analysis of the 

measured characteristics. (1) The product of wind speed and output load resistance becomes approximately constant. (2) 

Output voltages are approximately proportional to the wind speed. (3) The maximum output power is proportional to the 

wind speed cubed. A MPPT control method taking account of such properties is proposed. The MPPT control 

characteristics compared with the measured and simulated results are described. The characteristics by the proposed 

method are well tracking.  

1. ���� 

風力エネルギーは古くから世界各地で利用されてき

た 1），2）．近年になってから，再生可能エネルギーが注目

されるようになり，各種の風力発電機について色々な制

御法が研究，提案され応用されている 3) ~ 5)． 

本研究では小型風力発電機を扱う．小型風力発電機は

高所にある公園などに太陽電池と併用して，保安用電源

などに利用可能である．その基礎特性を次の 2種類の方

法で測定し，MPPT (Maximum Power Point Tracking) 制御

法を検討した． 
(1)自然風の下では①渦流があること，②風速を任意に

可変できないことなどのため，風速の変化に伴う正確な

発電特性を得るのは困難である．そこで，自然風の影響

を受けない広い部屋を借用し，大型のブロワーを可変速

運転して，一方向の風に整流し，その下で発電特性を測

定した 6), 7)． 
（2）風力発電機を直流電動機に直結し，可変速運転

をして，発電特性を測定した 8）． 
上記（1），（2）の測定結果を分析した結果から，風速

の3乗に比例した出力が得られるMPPT制御法を考案し

た．この制御系についてのシミュレーション結果と実験

結果を比較したところ両者の特性はほぼ一致することが

解った．本文では風力発電機の基礎特性およびMPPT 制

御法と制御特性 9),10)などについて報告する． 

2. ������������ 

��� �������� 

風力発電機(クレイ工業製，PS3-K31)の仕様を表 1 に示

す． 
Table 1 Specifications of the Wind Turbine 

発電機の形 水平軸型 

ロータ 3 枚翼型 木製ウレタン塗装仕上げ 

ロータ直径 1.58ｍ 

発電機 永久磁石式三相同期発電機(16 極) 

定格出力 300Ｗ（定格風速 12.5ｍ/ｓのとき） 

最大出力電力 500Ｗ 

整流回路 三相ダイオードブリッジ整流回路 

強風対策 ロータ上方向偏向方式 (風速15m/s以上)

 
��� �������������� 

 Fig.1 に可変速大型ブロワー(ブレード数：8，直径 1.75
ｍ)と風の整流装置から成る実験装置を示す．ブロワーの

回転速度を変えて風速を可変にする．蜂の巣状の整流装

置は，風の流れを同図のＸ軸方向への一様な流れにする

ために必要である．３次元（3Ｄ）のディジタルアネモメ

ータを用いて風速を測定した結果の一例をFig.2に示す．

また，自然風の下での風速の３次元分布例を Fig.3 に示
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す．自然風の下では風速は各方向にランダムに変化する

のに対し，実験装置の環境下では，風速のＸ軸，Ｙ軸方

向成分が小さくなり，Ｘ軸方向に一様に整流されている

ことが分る．Fig.1 に示すように，実験は整流装置の前面

から風力発電機ブレードの回転面前面までの距離を 2ｍ
に設定して行った． 
 Fig.4 に風力発電機の出力回路を示す．発電機の出力電

圧を三相ダイオードブリッジ回路で整流し，直流出力側

にコンデンサＣと負荷抵抗Ｒを接続した． 
 ブロワーの回転速度を調整して風速V を 1 ～13 [m/s]
までに変えるとともに，負荷抵抗R[Ω]の値を変化させ，

 

Fig.1 Fundamental setup using wind blower and wind rectifier 
 

 
Fig.2 Wind distributions in the 3D measurement space 

 
Fig.3 Natural wind distributions  

各風速の下において，風力発電機の回転速度 n [rpm]，整

流器出力電圧Ｅo[V]，出力電流 Io[A]を測定した． 
 測定は風速を上げていく場合と下げていく場合の両者

について行っている．風速V に対する回転速度 n の特性

を Fig.5 に示す．負荷抵抗値 R が小さく負荷が重くなる

ほど，風力発電機が始動するカットイン風速は大きくな

っている．また，Fig.5に示すように，ヒステリシス特性

が現れた．これは風力発電機の慣性エネルギーによるも

のと考えられる．風速が高くなると，回転速度は風速に

比例する特性になっている． 
 各風速において負荷抵抗Rに供給した出力電力特性を

Fig.6 に示す．R=4 [Ω]以下では，風速を高くしていって

もブレードは静止したままであった．また，一定風速の

下では，出力電力が最大になる負荷状態が存在すること

が分った．Fig.6 の特性から，最大出力電力点における風

速V と負荷抵抗Rの関係は式(1)で近似できる． 
 6.78 RR KKVR      （1）                   

 回転速度ｎに対する出力電力の特性をFig.7に示す．最

大出力電力 Pmax は風速 V の３乗に比例し，供試風力発

電機では，式(2)で近似できることが分った． 

)212.0(3
max  PP KVKP     （2）                 

 

G C R Eo

Io

Fig.4 Output circuit of the wind generator 

 

Fig.5 Rotational speed n to the wind speed V 

 Generator 

Rectifier 

小型風力発電機のＭＰＰＴ制御 名城大学理工学部研究報告 No.54 2014

71



 

Fig.6 Output power Po to the load resistance R 
 

 
Fig.7 Output power Po to the rotational speed n 

 

整流された風の下での発電特性と比較するために，風

力発電機の回転軸を直流電動機の回転軸に直結し，発電

特性を測定した．風力発電機の出力特性測定システムを

Fig.8 に示す．直流電動機の回転速度を変えて測定した結

果をFig.9，Fig.10 に示す．同図には整流された風の下で

測定した結果も合わせて示した．両者の特性はほぼ一致

している．これらの結果から，次のことが分る． 

（1）整流器出力電圧Eo の値は回転速度ｎに正比例し，

負荷抵抗Rが小さいほどEo は小になる(Fig.9)． 
（2）出力電力Po は回転速度ｎの２乗に比例して増加

する(Fig.10)． 

R Eo

Fig.8 Output characteristics measurement system 

 
Fig.9 Output Voltage Eo to the rotational speed n 

 
Fig.10 Output Power Po to the rotational speed n 

RV=78.6 

V= 

13m/s

12 

11
10

9 
8 
7 
6 
5 

Rectifier Rectifier 

DC Motor 

Generator Voltage Regulator 

3phase 

Pmax =0.212V3 
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 最大電力点における風速 V と回転速度ｎの関係を

Fig.11 に示す．両者は正比例の関係になり，その間の関

係は式(3)で表せる． 
      n=KnV  ( Kn=72.4 )       （3） 
最大電力点における風速と整流器出力電圧 Eo の特性を

Fig.12 に示す．両者もほぼ正比例の関係になり，その間

の関係は式（4）で表せる． 
        09.4 EEo KVKE          (4) 

 

Fig.11 Rotational speed n to the wind speed V 
At the Maximum Power Point 

 
Fig.12 Output Voltage Eo to the wind speed V 

At the Maximum Power Point 

3. 

 これまでに得られた最大電力点における特性をまとめ

ると，次のようになる． 
（1）風力発電機が発生する最大電力は風速の３乗に比例

する【式(2)】． 
（2）風速と負荷抵抗の積はほぼ一定である【式(1)】． 
（3）風力発電機の回転速度は風速に正比例する【式(３)】． 
（4）整流器の出力電圧は風速に正比例する【式(４)】． 
式(1)，式(4)および Eo=RIo の関係から，最大出力電力

Pmax を求めると，式(５)となり，式(２)と同じ結果が得

られる． 

33
22

max VKV
K
K

R
EIEP P

R

Eo
oo     (5) 

従って，式(1)と式(4)の関係を満たしていれば，風力発電

機の出力電力は風速の３乗に比例し，最大電力点を追従

制御できることになる． 
 式(1)と式(4)の関係から，式(6)の関係が得られる．本文

では式(6)の関係を用いて MPPT 制御する方法を提案し

ている． 
     Eo2-KIo=0    ( K=KRKE=321.5 )          (6) 
 

 MPPT 制御系の構成をFig.13 に示す．整流器の出力電

圧Eo を電圧センサVS で，出力電流 Ioを電流センサCT
で検出し，Eo2-KIo=0 に制御する． 
風速の変化に伴って，整流器の出力電圧 Eo は変化す

る．そこで，Fig.13 のような昇圧チョッパを用いた制御

系を考案した．式(6)の関係を満たすように，昇圧チョッ

パのデューティファクタｄ(t)を制御する．ｄ(t)の制御に

より出力電圧Vo を制御し，バッテリー（本研究では 
Vb=150[ V]）と負荷側に流れる電流を制御する． 

 

G

LPF

K

LPF
20kHz

1

CT
oE

Io

oV b R1C

L2

C2 V

SV

S
D1L

Fig.13 MPPT control system of the wind turbine 

Controller 

Step up Chopper 

Drive circuit 

V ref  

Battery 

Generator 

Rectifier 
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 昇圧チョッパの制御信号S(t)は次に示す計算から求

めた．Fig13から式(7)が成り立つ． 

            00
0

1 )1( EtSV
dt
Id

L            (7) 

定常状態では Io の微分値は０になるので，信号波S(t)は
式(8)のようになる． 

       
o

o

V
E

tS 1                  (8) 

この信号波と 20[ｋHz]の搬送波（三角波）を比較してデ

ューティファクタ d(t)の信号を発生し，IGBT(S)を制御す

る．コントローラとしてはPI制御器を用いた． 
 
��� ���������� 

シミュレーションを行うに当たって，システムに設定

した制御系各部の定数をTable2 に示す． 
 

Table 2 Parameters of the MPPT control system 

 チョップ部インダクタンス L1 1mH (抵抗: 0.05 ) 

出力インダクタンス L2 1mH (抵抗: 0.05 ) 

整流器出力側コンデンサ  C1 1000μF  

チョップ部出力コンデンサ  C2 200μF  

IGBT Sの順電圧降下 2.5V 

ダイオード Dの順電圧降下 1.0V 

バッテリー電圧 150V  

チョッパの昇圧基準電圧 150V 

搬送波周波数 20kHz 

LPF のカットオフ周波数 1000Hz 

 

Fig.14 Characteristics of  Eo and Vo (simulation) 

風力発電機の定数の測定結果は，一相分当りの電気

子巻線抵抗が 1.3［Ω］，直軸インダクタンスが 0.6
［mH］,横軸インダクタンスが 0.7［mH］であった． 
定常状態における昇圧チョッパの出力電圧 Vo［V］

と整流器出力電圧 Eo［V］の特性を Fig.14 に示す．Eo

の特性は整流された風の下で測定した結果とほぼ一致し

ている． 

 最大出力電力 Pmax の特性を Fig.15 に示す．回転速度

の高い領域を除いて，ほぼ一致する結果が得られた． 

 

 
Fig.15 Characteristics of maximum output power 

 
��� �������11) 

 実機での実験は，Fig.8 のように風力発電機を直流電動

機に直結し，直流電動機を可変速運転して行った．負荷

としては抵抗 R の代わりに電子負荷装置(マイウエイ技

研製 APL2)を用いた．Fig.13 の制御回路部分はアナログ

回路で作成し，実機のシミュレーションと運転特性の測

定をした．システムに設定した定数はTable2と同様であ

る．Fig.16に実機の定常状態におけるEoとVoの特性を，

Fig.17 に最大出力電力の特性を示す．シミュレーション

はアナログ制御回路を含めて行っているので，Fig.14 お

よび Fig.15 の特性とは若干異なった特性になっている．

実機での実験特性から，シミュレーション特性に近似し

た測定結果が得られることを確認した． 
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Fig.16 Characteristics of measured Eo and Vo  

for target wind turbine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.17 Characteristics of measured maximum output power  
for target wind turbine 

 

4. ��� 

 小型風力発電機の基礎特性を調べるため，整流された

風の下での測定結果と直流電動機を可変速運転して測定

した結果と比較した．両者の特性はほぼ一致することを

確認した．これらの特性を分析し，風速を検出すること

なく，風速の変化に追従して最大電力点を追従制御でき

る新しいMPPT 制御法を提案した．この制御系について

シミュレーションを行うとともに，実機を製作して実験

を行った．これらの特性から次のようなことが分った． 

（1）風速と風力発電機に接続する整流器出力側負荷抵抗

の両者の値の積はほぼ一定になる． 
（2）最大電力点における回転速度は風速に正比例する． 
（3）最大電力点における整流器出力電圧は近似的に風速

に比例する． 
（4）提案した MPPT 制御系では，風速の 3 乗に比例し

た出力電力を発生できる． 
今後は他の機種の風力発電機についてもMPPT制御特性

を検証する必要がある． 
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私の 50 年間の研究において特筆すべきこと 

安藤義則 1)   

Specialized Results in My 50 Years’ Research  

Yoshinori ANDO1) 

Abstract 
In my 50 years’ research after graduate school in Nagoya University, I had done many world-class studies. First of all, I 

could provide carbon specimens which Prof. S. Iijima found carbon nanotubes. Here, I describe eight specialized results, 

which should be said as “the first in the world” in chronological order.   

1. はじめに 

私は，名古屋大学大学院工学研究科修士課程・博士課

程の 5 年間と，それに続く名古屋大学工学部の助手の 5
年間，そして名城大学に移ってからの 40 年間，合わせ

て 50 年もの長い間，研究を続けてくることができました．

その研究生活の中で，“世界初”とも言える少なくとも

八つの成果を得ることができました．飯島澄男教授に，

カーボンナノチューブ発見の基になる試料を提供できた

ことは，その最たるものです．ここでは，それらの八つ

の“世界初”を，年代順に記述することにします． 

2. 名古屋大学における10年間の研究 

私の大学院 5 年間は，加藤範夫教授の指導のもとに，

弾性歪を持つ結晶のX線回折現象を明らかにする研究を

行いました．実験は，X 線回折装置の Lang カメラのゴ

ニオメターにセットした試料のX線トラバース写真やセ

クション写真を撮って行いました．試料は，<111>軸方

向に引き上げた Si の単結晶棒から切り出した円板や正

方形板であり，一軸圧縮が加えられる簡単な治具に取り

付けられています．得られたX線回折強度を説明するた

めに，Kato によってなされた歪んだ結晶による X 線回

折の動力学理論 1-3)をさらに発展させました．その結果，

X 線回折強度は，完全結晶のそれと比較したとき，歪み

勾配の大きさ(Z) とその符号，そして吸収因子(M) に依

存して変化し，1 より大きくなったり小さくなったりす

ることが分かりました 4)．Fig. 1 に，規格化された X 線

回折強度のZとMに対する変化の様子を示します．それ

らの実験と理論の結果は，発刊間もない Journal of 
Applied Crystallography に 16 ページの論文として掲載さ

れました4) ．その論文の結果は，歪んだ結晶によるX線

回折強度を議論するとき，今でも，しばしば引用されて

います．これが，1 番目の世界初と言える成果です． 

 

Fig. 1 Integrated intensity of absorbing distorted crystal in 
thickness 0.8mm. Black and white means larger and lower 
intensity compared to perfect crystal, respectively. Upper and 
lower circles correspond to positive and negative signs of Z.  
その後の 5 年間の助手のときは，当時の美浜和弘助教

授に電子顕微鏡の使い方を師事させて頂き，Al-2%Cu合
金や Al-4%Cu 合金の透過型電子顕微鏡研究の成果をい

くつか発表しています 5-6)．しかし，それらは，世界初

とまで言うことができるほどのことではありません． 

3. 名城大学における40年間の研究 

3.1 金属超微粒子の研究からSiC超微粒子の作製へ 
1974 年に名城大学に移ってからは，比較的手軽に電

子顕微鏡試料が作製できる方法ということで，ガス蒸発

法で金属の超微粒子を作製することを始めました．その

1) 材料機能工学科   

1) Department of Materials Science and Engineering  
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装置は，日本真空製の油回転ポンプと油拡散ポンプがセ

ットになった真空排気装置の上に，名古屋大学工学部応

用物理学科工作室の平野憲一氏にお願いして作製しても

らった真空ベルジャーを載せたものです．その写真を，

Fig. 2 に示します．この装置は，以下に示します私の名

城大学における 40 年間の研究生活で，非常に重要な役

割を果たすことを確認いただけます． 
また，私が名城大学に赴任した１年後には，上田良

二教授が名古屋大学を定年退官して名城大学に移ってこ

られました．それを機に，日製産業の方から，上田先生

のためにと言って，新しい透過型の電子顕微鏡(HU- 
12A)を納入して頂くことができました．その電子顕微

鏡の費用の原価(1,500万円)だけでも支払えるようにとい

う配慮を，当時の石橋新太郎理工学部長が，して頂けま

した．そして，1976 年に，理工学部の実験実習費で支

払って貰えました．理工学部では，実験実習費の1 割を

高額物品購入費として，各学科に毎年順番に配布されて

いますが，その先駆けとなる制度を作って支払って頂け

た訳です．また，その配布の順番の回り方が，教養教育

が最初で，通常とは逆の順番になっている所以です． 

 

    Fig. 2 Arc evaporating vacuum bell-jar. 
その頃(1978年)，名古屋大学理学部の上田研の卒業生

で，豊田中央研究所に勤務されていた上垣外修巳博士

（後に豊田中央研究所所長）が，上田先生の所に来られ

てニューセラミックスの話をされる機会があり，私も一

緒に聞かせて頂きました．その話では，「Si3N4やSiCは

ファインセラミックスとも言われ，耐熱材料として，大

変注目されている．」とのことでした． 
そこで我々も，金属の超微粒子を作製する装置で，

ファインセラミックスの超微粒子も作ってみようという

ことになりました．手元にあった Si の単結晶の表面に

黒鉛電極を接触させて通電し，Siを蒸発させようと試み

ました．ところが，丁度 Si が加熱されて溶けはじめよ

うとするときに，電源ボックスの中のヒューズが飛んで

しまうことが立て続けに起きました．どうしてかと疑問

に思って理科年表で調べてみたら，Siが融点近くの高温

になると急激に抵抗が下がるため，それまでスライダッ

クを使って印加していた電圧のままでは，電圧が高すぎ

て過電流になってしまってヒューズが飛ぶらしいという

ことが分かりました．それなら電気コンロで加熱してSi
の温度を上げることによって，初めから Si を低抵抗に

した状態で通電を始めれば，過電流になることはないだ

ろうということで試してみることになりました．そこで

真空装置の中に電気コンロを入れて，Siを加熱した状態

で適当な電流を流すことによって，Siを蒸発させること

に成功しました．その結果，黒鉛の電極も一緒に蒸発す

ることができて，念願のSiC の超微粒子を作製すること

ができた訳です 7)．この方法は，1979 年に特許出願して，

1984 年に特許1191663 号として登録されています．  

 
Fig. 3 Schematic diagram of arc evaporation apparatus for  

 producing ultrafine powders of SiC. 
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その直接通電法によるSiCの超微粒子作製の 1年半ほ

ど後に，分子科学研究所の装置開発室を定年退官された

高橋重敏氏に，Si と黒鉛電極を少し離してアーク放電さ

せた方がより効率的に蒸発できるのではないか，という

アイディアを頂きました．実際に，その通りであること

が確認できて8)，その方法も1981年に特許出願し，1985
年に特許1241048号として登録されています．Fig. 3に，

アーク放電法によるSiC超微粒子作製装置の模式図を示

します． 
これら二つの特許で代表されるSiC超微粉の大量生産

法の開発は，私の 2 番目の世界初と言うことができます． 

3.2 フラーレン作製からカーボンナノチューブへ 
1991 年の正月明けの上田シンポジウムのときに，当時

三重大学の齋藤弥八助教授（現名古屋大学大学院工学研

究科教授）から，上述のSiC の超微粒子作製装置を用い

て，フラーレン作製の実験を一緒にやろうという呼びか

けがありました．それは，ガス蒸発法で作製した炭素超

微粉の中に 10%近くものフラーレンが含まれている 9)こ

とが，その前年に見つけられたから，我々のSiC 超微粒

子作製装置を用いてフラーレンの大量作製をしようとい

う呼びかけだった訳です．私の所では，Si を黒鉛電極で

置き換えて，黒鉛と黒鉛の間のアーク放電で炭素の微粒

子を作った経験もあったので，齋藤先生の呼び掛けには

一も二もなく応じることができました．早速，1 月末か

ら齋藤先生が私の研究室へ来られて，炭素煤を作製して

持ち帰り，同じ三重大学の篠原久典助教授（現名古屋大

学大学院理学研究科教授）の研究室で，そこからフラー

レンを抽出するという実験が始まりました 10-11)． 
たまたま，その年の 4 月から，Ⅱ部の学生のための物

理学実験(4 週毎の日曜日に開講)の 1 コマを，つくばの

NEC 基礎研究所の飯島澄男博士（現名城大学大学院理工

学研究科教授）に非常勤講師として担当して頂くことに

なりました．私とペアの担当でしたので，学生への最初

のガイダンスの後，私の研究室に来て頂いて，装置をお

見せしながら，今，この装置でフラーレン作製をやって

いるのだと説明しました．飯島先生は，前年のフラーレ

ンの大量作製法の発表以来 9)，世界中でフラーレンフィ

ーバーが起きていることはよくご存じでした．私の装置

を見て，「自分は，今さらフラーレン研究の後追いをする

気はないけれど，ここにある電極についているのもカー

ボンだよね．これを持って行って，高分解能透過型電子

顕微鏡(HRTEM)で調べてみても良いですか？」と尋ねら

れました．それは，蒸発台の上に放置されたフラーレン

作製に使った使い古しの黒鉛電極(陰極)で，先端に炭(す
み)のような堆積物が数 mm の厚さに付着したものでし

た．「もちろん良いですよ．どうぞ調べてみてください．」

と言ってお渡ししました．それは，私にとっては単なる

廃棄物でしたが，1980 年代初頭から種々のカーボンの高

分解能 TEM 像を調べて来られていた飯島先生にとって

は，全く違って“宝の山”に見えたのでした．  
その後，7 月終わり頃の日曜日，飯島先生と一緒に日

進のテニスコートに行く途中の車中で，「この前の試料は

とても面白く，今まで見たこともないファイバー状のカ

ーボンが沢山できていたから，もっと色々の条件で作っ

てみてくれませんか？」と頼まれました．その時は，ま

だカーボンナノチューブという名前は付けられていなか

ったのですが，まさにカーボンナノチューブ発見の第 1
報だった訳です．その論文は，その年の 11 月に Nature
に発表されました 12)．その論文の最後の謝辞のところに， 
“I thank Y. Ando for the carbon specimens.”と私の名前を書

いて頂けています．それ故，“私は，カーボンナノチュー

ブの生みの親であり，名城大学は，カーボンナノチュー

ブ発祥の地である”と宣伝することにしています． 
このカーボンナノチューブ発見の試料を飯島先生に

提供できたことが，私の第 3 の世界初と言えます． 

3.3 種々の条件下でのカーボンナノチューブ作製 
黒鉛を直流アーク放電で蒸発させたとき，陰極上に

堆積した炭素質の固まりの中に，カーボンナノチューブ

ができていることが見つけられた訳です．その構造は，

炭素原子が六角網目の平面状に配列したグラフェンシー

トを筒状に巻いた形であり，そのグラフェンの筒が同心

円状に何層も重なった多層カーボンナノチューブである

ことが最初の論文で解明されました 12)．しかもその直径

は，数 nm から数 10nm とナノメートル・オーダーであ

り，極めて細いことが分かったのです．そのカーボンナ

ノチューブの発見以来，私も種々の条件下でカーボンナ

ノチューブを作製していくことになります． 
もともとカーボンナノチューブは，SiC の超微粉を作

製するためのFig. 3の装置で作製していた訳ですから，

雰囲気ガスとしては，通常のガス蒸発に使われる不活性

ガス(He やAr）が導入できるように配管されています．

それ以外に，SiCの超微粉の場合は，純Siの粒子の混入

を防ぎ，ストイキオメトリーを挙げるために，CH4 ガス

が有効であることが分かっていましたから 8)，CH4 ガス

もすぐに導入できるように配管されていました．そこで，

雰囲気ガスとして 3 種類のガス（He，Ar，CH4）をそれ

ぞれFig. 2 の真空容器に適当なガス圧まで充満して，直

流アーク放電で黒鉛電極の蒸発を行ってみました．その

結果，He やAr ガス中の蒸発でも確かに多層カーボンナ

ノチューブはできるけれども，CH4 ガス中の黒鉛蒸発の
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方が，より多く多層カーボンナノチューブが作製できる

ことが分かりました 13)．Fig. 4に，CH4ガス中の黒鉛蒸発

で作製した多層カーボンナノチューブ(MWNTs)の SEM
像を示します．この頃，C60に代表されるフラーレンは，

水素原子を含む雰囲気ガス中のアーク蒸発では作製でき

ないことが分かっていましたので，カーボンナノチュー

ブとフラーレンでは，作製条件に決定的な違いがあるこ

とが明らかになったのです 14)． 

 

Fig. 4 SEM image of MWNTs and carbon nanoparticles 
produced by CH4 ambience arc discharge. 

CH4 ガス中の黒鉛蒸発の利点を明らかにするために，

CH4 ガス中蒸発後の雰囲気ガスを質量分析して成分を調

べてみました．その結果，CH4 ガスがアーク放電後に熱

分解して，次式(1)のような化学反応が生じていること

が分かりました 15)． 
2CH4 = 3H2 + C2H2         (1) 

そうだとしたら，CH4 ガス中アーク放電のみならず，

C2H2 ガス中のアーク放電も意味があるのではないかと

思われましたので行ってみました．結果として，C2H2 

ガス中蒸発の場合でも，CH4 ガスの場合と同じく多層カ

ーボンナノチューブが多く作製できることが明らかにな

りました．それでは，純粋な H2 ガス中のアーク放電で

はどうなるかを確かめてみたところ，CH4 ガスや C2H2 

ガスよりも，さらに良質の多層カーボンナノチューブが

作製できることが明らかになりました 16-17)．そして，そ

の純粋な H2 ガス中のアーク放電は，以下に記述するい

くつかの世界初につながっていくのです．しかし，後に

なって分かったことなのですが，H2 ガス中でアーク放

電を行うということ自体は，我々よりも前にアメリカで

行われていた 18)という報告がありますので，我々が世界

初という訳ではありません． 

3.4 グラフェンの発見 
H2 ガス中アーク放電で作製した陰極堆積物を詳しく

調べた結果，堆積物の中心を含む数mmの厚さの部分に

は結晶性の高い高品質の多層カーボンナノチューブがで

きていることが分かりました．その分厚い堆積物の外側

に，薄くではありますが，陰極表面の色が黒く変わる程

度に堆積物ができていることが分かりました．その部分

を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察すると，Fig. 5 に示す

ようなバラの花のような粒子状の物質が無数に集まって

いることがわかりました 16)．我々は，それを“炭素のバ

ラ”と名付けましたが，個々の一片は数枚のグラフェン

層が不規則に集合して構成されたものです． 

 
Fig. 5 SEM image of “carbon rose” (graphene layer).  

類似の構造を持つ物質は，後に全く異なる方法で作

製され，“カーボンナノウォール”といった名前も付け

られています19)．さらに、2004年には，究極の1枚のグ

ラフェン層が作られ 20)，それを作った人たちは 2010 年

にノーベル物理学賞を受賞しています． 
我々も，そのグラフェン膜の先駆けとなる試料を作る

ことができたという意味で，これは，私の第 4の世界初

と言うことができます． 

3.5 最内殻の極めて細い多層カーボンナノチューブ 
H2 ガス中アーク放電で作製した陰極堆積物の主要部

分には，高結晶性の多層カーボンナノチューブが作製で

きています．Fig. 6(a) に，H2ガス中アーク放電で作製し

たMWNTsのSEM 像を示します．Fig. 6(b) には，500℃
で 20 分間赤外線を照射して，ナノ粒子が除去できて精製

できたMWNTsのSEM像を示します 21)． 
個々の多層カーボンナノチューブを高分解能 TEM で

観察すると，内側まで間隔 0.34nm で規則正しく詰まっ

た多層カーボンナノチューブができていることが確認さ
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れます 16-17)．最内殻の直径は極めて細く，1nm を切るも

のもあることが分かってきました． 

 

Fig. 6 SEM micrographs of MWNTs produced by H2 arc 
discharge. (a) as grown, (b) thermally purified. 

     
Fig. 7 HRTEM image of 4Å innermost diameter tube. 
Fig. 7 に最内殻の直径 4Åの多層カーボンナノチュー

ブの高分解能TEM像を示します 22)．後に，4Åよりさら

に細い最内殻の直径 3Åの多層カーボンナノチューブも

作製できていることを報告することになります 23)． 
また，これらの最内殻の極めて細い多層カーボンナノ

チューブにレーザー光を照射して，ラマンスペクトルを

とると，最内殻の直径の逆数に比例した 500cm-1 を超え

る大きな波数の所にまで，ラジアルブリージングモード

(RBM)と呼ばれるピークがちゃんと観測できることが確

認できました 24)．このように，多層カーボンナノチュー

ブの最内殻が極めて細いことによって，その逆数に比例

するRBMピークが観測できたのも我々が最初でした． 
このようにして，最内殻の極めて細い 4Åを切る多層

カーボンナノチューブが作製できたことは，私の第5 の

世界初と言うことができます． 

3.6 カーボンナノワイヤの作製 
H2 ガス中アーク放電で作製した最内殻の極めて細い

多層カーボンナノチューブ(MWNT)の中には，最内殻の

中心に一本の炭素チェーンを含むものまであることが分

かりました．我々は，それをカーボンナノワイヤ(CNW)
と名付けました 25)．Fig. 8(a)と(b)に，CNW の高分解能

TEM 像の二つの例を示します．C-chain と書かれている

のは，最内殻の中心に挿入された炭素チェーン(C-chain)
の高分解能TEM像であることを示します 25)．Fig. 8(a)は，

右側半分はC-chainが挿入されたCNW であるのに対し，

左側半分には C-chain が挿入されていないことが分かり

ます．また，Fig. 8(b)では，先端までC-chainが挿入され

て，キャップが閉じた二つの CNW が同時に一つの

MWNT の中に取り込まれていることが分かります． 

 
Fig. 8 (a) and (b). Two HRTEM images of CNWs. 

 

Fig. 9 Atomic model of CNW including C-chain. 
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中心に炭素チェーンを含むCNW の原子モデルを，Fig. 
9 に示します 25)．このような試料にレーザー光を照射し

て，ラマンスペクトルをとると，通常のグラファイトや

多層カーボンナノチューブでは観測されない1800cm-1を

超える高い波数の領域に，2 または 3 本の強いラマンピ

ークが生じることを見出しました．Fig. 10 に，そのラマ

ンスペクトルの例を示します．その図では，雰囲気ガス

としてH2ガスを使っても，その同位元素であるD2 ガス

を使っても，ほとんど同じようにピークが現れることが

確認できます 26)．この結果，1800cm-1を超える高い波数

のピークは，それ自身の構造に由来すると考えられます． 

 
Fig. 10 Raman spectrum of CNWs in high frequency range. 

Transverse axis is wave number in the unit of cm-1. 
y-axis is Raman intensity in arbitrary unit. Blue line 
and red lines mean H2-arc and D2-arc, respectively.  

このように，中心に炭素チェーンを含む CNW が作製

できたことが，私の第 6 の世界初です． 

3.7 単層カーボンナノチューブ巨大ネットの作製 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 Photograph of macroscopic net of SWNTs. 
2000 年頃までは，我々はカーボンナノチューブの発見

の経緯にこだわって，多層カーボンナノチューブの作製

に主力を注いでいました．しかし，グラフェンシートが

1 重にだけ巻いた単層カーボンナノチューブ(SWNT)が，

金属触媒入りの黒鉛電極を適当な雰囲気ガス中でアーク

蒸発することによって作製できることが，MWNT の発

見の 2 年後(1993 年)に見つけられていました 27-28)． 1995
年に中国から来日して以来，我々の研究室でポスドクを

していた趙新洛博士が，2000 年頃に，「我々の研究室で

も，SWNT の作製もやりましょうよ．」と持ちかけてき

ましたので，応じることにしました．そして，Journet ら
によって行われた Ni4%+Y1%の触媒を用いる方法 29)を

発展させ，電極を 30°の鋭角に対置させてアーク放電し

て，SWNTが大量に作製できるAPJ法を開発しました30)．  
さらに，金属触媒として Fe を選び，雰囲気ガスとし

てH2+Arの混合ガスを用いることにより，SWNTの10cm
以上に広がる巨大ネットを作製することに成功しました
31)．Fig. 11 に，数分間の蒸発で作製したSWNT の巨大ネ

ットの写真を示します．これだけのSWNT の巨大ネット

の質量は，わずか 20mg です．このようなSWNT の巨大

ネットを 1 ㍑の容器に入れた写真をFig. 12 に示します．

その質量はわずか 1g です．いかに，かさ密度が小さいか

を確認頂けます． 

 

Fig. 12 Photograph of macroscopic SWNTs net bottled in 
1litter bottle, which mass is only 1g. 

このように，SWNTの巨大ネットが作製できたことが，

私の第 7 の世界初です． 

3.8 樟脳を先躯体とするカーボンナノチューブ作製 
ここまで述べてきたカーボンナノチューブの作製法

は，MWNT の場合も SWNT の場合も，アーク放電法に

限られていました．それに対して，2000 年 11 月に IIT 

私の 50 年間の研究において特筆すべきこと 名城大学理工学部研究報告 No.54 2014

81



Bombay から日本学術振興会の外国人特別研究員として

私の研究室に来たMukul Kumar 博士は，化学気相成長法

(CVD)でカーボンナノチューブを作製することを試みま

した．通常の CVD 法と異なるのは，炭素源として樟脳

(camphor: C10H16O)を用いたことです 32-33)．そして，下地

を用いた場合は，下地の上に垂直に成長した多層カーボ

ンナノチューブを作製することができました．Fig. 13に，

Si 基板上に垂直に配向したカーボンナノチューブの

SEM像を示します． 

 
Fig. 13 SEM micrograph of MWNTs grown by CVD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 14 TEM micrograph of CVD grown MWNTs from 

camphor using Fe-Co/zeolite support. 

 
Fig. 15 Rotary kiln apparatus for mass producing MWNTs. 

また，ゼオライトにFe やCo 触媒などを含有させたと

きは，樟脳を先躯体とする多層カーボンナノチューブの

大量作製が可能になりました 34)．Fig. 14 に，Fe-Co 触媒

をゼオライトに担持させて，樟脳を前駆体として，CVD
法で作製した MWNTs の TEM 像を示します．この方法

は，工業的に用いられているロータリーキルンを用いて，

生産量 300g / 時間の中規模生産が可能になっています
35)．Fig. 15 は，(株)名城ナノカーボンに設置されているロ

ータリーキルンを用いた中規模生産装置の写真です． 
このように，我々のグループで，樟脳を先躯体とする

CVD 法によるカーボンナノチューブの作製に成功した

ことは，第 8 の世界初ということができます． 

4. おわりに 

私の名古屋大学における 10 年間と，名城大学に移っ

てからの 40 年間の合計 50 年にわたる研究生活で，実に

多くの，八つにまとめられるような，“世界初”とも言え

る成果を挙げることができました．これは，私の研究テ

ーマが理学的なものであり，そういったことに向いてい

たということは間違いないでしょう．さらに，理学系と

言っても，たまたま私の対象としたテーマが，成熟段階

と言うよりは，比較的初期の段階で，世界初の挑戦に向

いていたということも確かでしょう．おそらく，私の研

究テーマが工学系の研究だったら，そのようなことは難

しかったと言えるでしょう． 
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総合論文「摩擦圧接の基礎的圧接特性に関する研究」 

小林明発 1)   

Comprehensive Report: Study on the Fundamental Characteristics of Friction Welding  

Akiyoshi KOBAYASHI1) 

Abstract 
Recently, it has been clarified that the friction welding has many advantages as the joining technique from the perspective 

of environmental protection and energy conservation. This report is summarized about the fundamental characteristics of 

friction welding, achieved by author et al. since 1976. The clarifications of friction welding characteristics are examined   

based on the joined strength, the macro and micro structure of interface, the temperature change during friction and so on 

under various friction welding conditions. Friction welding tests were done for the similar materials and dissimilar 

materials.    

1. はじめに 

摩擦は，いうまでもなくエネルギー消失現象である．

このため，省エネルギーによる地球環境・地球温暖化問

題に対応しさらなる高機能･高精度が要求される現代の

各種機械においては，摩擦をいかに減ずるかまたいかに

コントロールするかが最重要命題となっている． 
一方，摩擦圧接は，その名が示すとおり摩擦を利用し

た接合技術であり，機械対偶では最もカタストロフィッ

クな摩擦現象である「焼付き」を巧みに利用した接合技

術である．摩擦圧接は，1954年にソ連のA. T. Chudikov
が旋盤を改造した摩擦圧接機により，金属丸棒の接合に

成功したのがその始まりである１）．我が国では，新しい

接合技術として注目されはじめた摩擦圧接を組織的に研

究するため，1964 年に「摩擦圧接懇談会（現（一社）摩

擦接合技術協会）」が発足し鋭意研究がなされてきた．そ

の結果，摩擦圧接は現在の強いニーズである環境にやさ

しい接合技術として，また高機能複合部材創製技術とし

て優れた特性を有することが明らかになり，近年改めて

高い注目を集め，自動車産業をはじめ土木建設分野にお

ける異形鉄筋接合技術として，さらにはリニア新幹線用

超伝導部材など，多くの分野で利用される技術となって

きた． 
本報告は，1975年以来筆者らが行ってきた各種同種金

属および異種金属の摩擦圧接に関し，得られた摩擦圧接

特性に関する基礎的特性や知見について報告する．  

2. 摩擦圧接技術の特徴１） 

摩擦圧接は，接合に摩擦を利用していながら以下のよ

うな特長を有する. 
１）機械的回転エネルギーを利用し接合部を直接摩擦に

よって接合するため，接合に利用されるエネルギー

の集中性がよく，また要するエネルギーが少ない． 
２）加熱領域が回転軸対象であることから，溶接変形が

少なく寸法精度が高い． 
３）接合の主体が固相接合であるため，融接では不可能

な異種材料の接合が可能である． 
４）他の溶接法のように溶接棒や溶剤を必要とせず，ま

た溶接中有害ガス等を発生しない． 
５）一度圧接条件が定まれば，要求を満たす継手が再現

性よく得られる． 
６）摩擦圧接過程の制御条件が，回転数，加圧力（摩擦 

1) 機械工学科，   

1) Department of Mechanical Engineering,  
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推力，アプセット推力），寄り代または圧接時間（摩擦時 
間およびアプセット時間），アプセットタイミングである 
ことから，制御しやすく安定度が高く自動化しやすい． 
一方．制約条件として 

１）少なくとも一方の母材は円形断面が望ましく．高速

回転に耐えられる材料である必要がある． 
２）両素材および素材把握部は．摩擦過程初期および回

転停止時に生じる大きなトルクに耐える強度が必要

である． 
等が挙げられる． 

3. ＳＣ材の摩擦圧接特性 

3.1同種ＳＣ材の摩擦圧接 

筆者らが摩擦圧接の研究を進めるにあたり，まず摩擦

圧接材料としては，最も一般的で工業的利用度が高い各

種機械構造用炭素鋼（SC材）を用いて行った．摩擦圧接

機は，Fig.1 に示すように中古の小型旋盤ベッドを利用し

てブレーキ方式のものを製作した．最大使用圧力

200MPa，使用電動機 5.5kW，最高回転数 4100 min-1，回

転停止方法は市販 DB ユニットによる直流励磁式である．

また摩擦圧接過程中のトルクとスラストは加圧側シリン

ダロッドに歪みゲージを貼付し検出した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最初に行った熱間圧延S25C材による実験の結果 2)，各

種摩擦圧接条件による全アプセット量と接合強度に大き

く影響する熱影響部（HAZ）の関係として，（1）アプセ

ット量5mm以下ではHAZはアプセット量とともに増加

するが 5mm 以上では減少すること，（2）真応力の値は

それぞれ異なるがアプセット量5mm以下でも5mm以上

の領域でもアプセット量の増加とともに真応力は減少す

ること，（3）圧接材の衝撃強さ（吸収エネルギー）はア

プセット量 5mm 以下の領域のほうが大きいこと，（4）
熱間圧延材の場合圧接面が最も硬度が高いこと，等の知

見を得た． 

次に，摩擦圧接法の信頼性が増すにつれ高精度部材や

高加工された部材の完品摩擦圧接が行われるようになっ

た．しかしながら，摩擦圧接時の極めて短時間の急熱急

冷作用と強加工は接合特性に大きな影響を及ぼすことが

考えられた．そこで，S45C材の熱間圧延材と冷間引抜き

材の摩擦圧接を行い圧接特性の違いを検討した 3)．その

結果，（1）引張り強さに関しては，冷間引抜き材では圧

接後は素材の引張り強さよりやや低い値となるが，熱間

圧延材は素材よりも高くなり破断は母材部で生ずること，

（2）衝撃強さに関しては，冷間引抜き材は高圧接条件下

では素材よりも高い値を得ることができるが，熱間圧延

材は素材衝撃値の 1/2 程度となる．なお 650℃の焼鈍処

理を施しても衝撃値の回復はほとんどみられなかったこ

と，等の知見が得られた． 
上述の摩擦圧接特性に及ぼす冷間引抜き材の予加工

の影響をより詳しく調べるため，S45C材の熱間圧延材を

完全焼鈍し，予め歪み率 20，40，60％の予ひずみを施し

た試験片による摩擦圧接実験も行った 4)．その結果，（1）
予ひずみ率は全アプセット率（mm/sec）にはほとんど影

響しないが，（2）摩擦圧接後の軸方向硬さ分布において

完全焼鈍材では圧接面のごく近傍で最大硬さが生ずるの

に対し，予ひずみ材は圧接面から 3～4mmに硬さの極小

点が生ずること，（3）予ひずみ材同士の摩擦圧接後の衝

撃値は圧接前の予ひずみ材（基準材）と同様な傾向を示

し再焼鈍しても基準材の衝撃強さまでしか回復しないこ

と，等が明らかになった． 
 

3.2アプセット量実験式 

前節の結果において，摩擦圧接においては摩擦圧接過

程中に発生するアプセット量が 圧接材の機械的性質と

密接に関係することが明らかになった．このため，摩擦

圧接におけるアプセット量は，適正摩擦圧接条件の判断

基準すなわち圧接材の機械的強度を保証する重要な目安

となる．しかしながら，摩擦圧接過程は非定常な加熱冷

却状態と素材の変形過程が極めて複雑なため，適正摩擦

圧接条件の判断基準となるアプセット量を容易に求める

ことができない． 
そこで本節では，使用頻度の高い各種 SC 材について

摩擦圧接条件を広範に変化させ，非定常なアプセット過

程を精確に測定しアプセット量の実験式を算出した結果
5), 6),8)  について報告する．アプセット量実験式の算出に際

し，ブレーキ法による実態に則し，摩擦過程およびアプ

セット過程それぞれを考慮したアプセット量の実験式を

求めた． 
 

3.2.1実験装置 

 
 
 

Fig.1 Friction Welding Machine 
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 本研究では，研究実験用に摩擦圧接機メーカーにより 

製作された摩擦圧接機（Fig.2）を使用した．なお摩擦圧

接過程中のアプセット変化過程を精確に測定するため，

固定試験片側にアプセット変化過程装置を新たに製作し，

実験に供した． 
 
 3.2.2アプセット量実験式 
Fig.3 はアプセット量の変化過程の測定例を示す．また

Fig.4 は，Fig.3 をモデル化した図である．両図より，摩

擦圧接過程における全アプセット量U は，摩擦過程のア

プセット U1とアプセット過程のアプセット U２の和とし

て式（1）のように表される． 
U=U1 +U2                           （1） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U1については，摩擦時間 t1との関係が二次式の形となる

ことから，次式の関係が成り立つ． 
 U1＝αt1２+ βt1 + γ                      （2） 
式（2）中の各係数については，摩擦圧接条件および各鋼

種の炭素量（C%）との関連で求めた． 
 次に，アプセット過程のアプセット量U2は，アプセッ

ト時間 t１の一次の関数となり，次式のように表される． 
 U2 = (δt1 + ε)t2                            （3）  
式（3）において，式中の係数は式（2）と同様に求めら

れ，またアプセット時間 t2はアプセット条件によって定

まる定数である． 
 以上のような手順により求めた結果の一例を Fig.5 に
示す．実験値と計算値は良い一致を示している． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.2.3異種 SC�のアプセット量実験式 7), 9) 

同様な手法により，異種 SC 材の摩擦圧接におけるア

プセット量実験式についても導出した．この場合，同種

SC材の摩擦圧接においては，回転側試験片と固定側試験

片のアプセット量はちょうど 1/2 ずつになるのに対し，

異種の SC 材の組合せにおいてはそれぞれのアプセット

量は異なる．そこで異種の SC 材の組合せのアプセット

量を検討するため，異種 SC 材のアプセット量を同一摩

擦圧接条件における各同種 SC 材の 1/2 ずつの和として

実験値と比較したところ良い一致を見たのでこの検証結

果に基づき，異種 SC 材の摩擦圧接におけるアプセット

量の算出式も求めることができた． 

4. 高温引張り特性に基づくアプセット量の推定 

前章において，摩擦圧接材の機械的特性と密接に関係

し摩擦圧接条件の重要な判断基準となるアプセット量に

ついて種々検討した．しかしながら，摩擦圧接による接

合過程は極めて複雑なため，適正摩擦圧接条件は圧接材

料および寸法形状ごとに試行錯誤的に求められているの

が現状である．  

 

 

 

 

Fig.3 Measured example of upset change 

Fig.4 Model of upset change  

Fig.5 Comparison of calculated value with experimental 
result 

 

Fig.2 Friction welding machine 
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そこで本章では，摩擦圧接過程は加熱軟化と強加工を

伴うことから，圧接素材の高温引張り特性に着目し，圧

接条件とアプセット量の関係すなわちアプセット量の推

定式の導出を試みた． 
 

4.1純アルミニウムと純銅のアプセット量推定式 10)-12) 

 

4.1.1圧接面温度の測定 

摩擦圧接においては，摩擦過程の進行に伴い加熱軟化

した素材が順次バリとなって圧接面より外周部へはみだ

していく．したがって，圧接面は相対的に常に素材軸方

向に移動するため，圧接面温度を精確に測定することは

極めて困難となる．そこで，このような非定常な移動熱

源状態の圧接面温度を精確に測定するため，圧接素材を

異種金属の組合せとした直接熱電対法を用いた．純 Al
と純 Cu の起電力特性の検定は，圧接試験片を電気炉内

に入れ，約 100℃ずつ上昇させ各温度で１時間保持しな

がらAl 材溶融温度の 660℃まで加熱して求めた． 

Fig.6 は摩擦時間と圧接面温度の関係を，Fig.7 は圧接

面温度とアプセット量の関係を示す．Fig.6より，摩擦圧

力P1が高いほどより早く最高到達温度に達するが，その

温度はFig.7 に示すようにAlの溶融温度である660℃で

はなく 522℃で飽和した. Cu とAl の共晶温度は 548℃
であることから，共晶温度近くで接合が行われているこ

とがわかる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 純 Alの高温引っ張り特性とアプセット量推定式 

 Fig.8 は純 Al 材の高温引っ張り試験結果である．同図

との関連において，圧接時に発生する熱量のすべてが圧

接材の軸方向に伝えられると仮定した Fig.9 に示す一次

元熱伝導モデルに単純化し，アプセット量を推定する． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 8，9 より，摩擦圧力 p で t 秒摩擦圧接したとき，

温度Tに到達している圧接面からXの位置までがアプセ

ット量になるものする．フーリエの式等により，t 秒後

のアプセット量Lを求め，実験値と比較した結果をFig.10
に示す．図より，実験値より計算値のほうがかなり大き

な結果となった．この一因として，純Al 材の強固な酸化

膜の存在が考えられ，摩擦開始後 2 秒弱アプセットが生

じない．このため計算値よりも実験値のアプセット量が

少なかったと考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig.6 Relationship between friction time and interface 
  temperature  

 

Fig.7 Relationship between interface temperature  
and upset length 

 

Fig.8 High temperature tensile strength of pure aluminum 
 

Fig.9 One dimensional heat transfer model 
 

Fig.10 Comparison of calculated value with experimental result 
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4.2 同種ＳＣ材のアプセット量の推定 13),14) 

 本節では，各種同種ＳＣ材の摩擦圧接に対するアプセ

ット量の推定式を，前節と同様に各ＳＣ材の高温引張り

特性との関連で求めた結果について報告する． 

 Fig.11 は，一例としてＳ45Ｃ材の高温引張り特性を示

す．図より，ＳＣ材の摩擦圧接においては約 400℃以上

において軟化が顕著となることから，アプセットとなる

のは主として約 400℃以上の領域であると考えられる．

この領域では引張り強さは温度に対し指数関数的に減少

する．そこで，各ＳＣ材の軟化領域の引張り強さ Yと温

度Θを炭素含有量Ｃ（％）との関連で求めた関係を式(4）
に示す． 

（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 補正項としての摩擦圧接時のトルクと摩擦時間の

関係 

 摩擦圧接における温度履歴の非定常性を考慮するため

の補正項として，トルク変化過程は摩擦過程中温度履歴

と密接に関係すると考えられることから，トルク変化に

よる補正を行う．Fig.12 は，一例としてＳ45Ｃ材の摩擦

時間と摩擦トルク（歪で表示）の測定結果を示す．この

トルク変化特性を各ＳＣ材について求め，前節と同様に

フーリエの一次元熱伝導モデルと高温引張り特性および

トルク変化による補正を加えて求めたアプセット量と摩

擦時間に関する実験値と推定式に基づく計算値を比較し

た結果である．これらの結果より，摩擦過程におけるア

プセット量は導出した推定式で表すことができることが

明らかとなった． 
 
4.3 摩擦圧接中のトルク変化とアプセット量 

4.2.1 節でも述べたように，摩擦圧接中のトルク変化

は温度変化履歴と密接に関係し，ひいてはアプセット量

と密接に関係する．そこで，Ｓ25Ｃ材による摩擦面全面

が接触する仮定に基づくトルクの理論式において，せん

断応力τの変化を高温引張り特性との関連でトルク変化

を求めた．さらに二次元熱伝導モデルに基づく差分法に

より、アプセット量の算出を試みた.15)  

一般に摩擦圧接に供する素材端面は旋削によって加

工されている．そこでFig.13 に示すように，端面を三角

柱粗さが同心状に配列されているモデルにより，トルク

の変化過程および圧接面温度を数値解析により求めた 16)．

さらに各種ＳＣ材の摩擦圧接中のトルク変化とせん断強

さおよび温度変化の関係を詳細に検討することにより，

発生熱量を求めるとともにアプセット量を算出した 17)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，Al とCu の摩擦圧接特性に関し，アプセット過

程のアプセット量を摩擦圧力とアプセット圧力の差に基

づく影響も含めより詳細に検討 18)するとともに，温度履

歴を摩擦トルクの算出と発生熱流から差分式を用いアプ

セット変化過程を詳細に検討した 19)． 

 

５． 初期トルク特性 

 

4.3 節においても述べたように，摩擦圧接中に発生す

るトルクおよびその変化は，摩擦過程中の加熱状態と材

料の変形状態，すなわち摩擦圧接の圧接機構と密接に関

係する．また完品圧接部品が増えてきている摩擦圧接に

 

 

 

 

Fig.11 High temperature tensile strength of S45C 

Fig.12 Relationship between friction time and torque 
 

Fig.13 Contact model by triangular columns roughness 
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おいて，過大な初期トルクは圧接機の性能や圧接材の精

度に大きな影響を及ぼす．したがって，初期トルクの発

生機構の解明は摩擦圧接特性向上の観点から極めて重要

である．そこで，Fig.13 に示す三角柱による表面粗さモ

デルを用い，初期トルクを理論的に検討した．次いで，

各種ＳＣ材を用い旋削加工により圧接面の粗さを変化さ

せた試験片で圧接条件を変化させた時の初期トルクを測

定し，理論と実験結果の比較を行い初期トルク特性につ

いて検討した．20), 21) 

 

4.4.1三角柱モデルによるトルク理論式 
 Fig. 13 において，突起円間ピッチをｐ，中心から i 個
めの突起円の接触幅を biとすると，この部分において発

生するトルクTi は次式で表される． 
 
 
 

 

 

 

 

したがって，摩擦面全面に発生するトルクＴは全突起数

を n個とすると次式となる． 

 

 

 また摩擦面の全接触面積Ａcnは次式で表される． 

 

 

 

 

このＡcn を真実接触面積Ａr と等しいと置くことにより，

突起円の接触幅 bnは次式となる． 

 

 

 

ここで，Ｐst は引張り強さであり，摩擦圧接においては

温度の関数であること，また荷重Ｗは圧力ｐの関数であ

ることから，突起円の接触幅ｂnは温度と摩擦圧力Ｐの関

数として表される． 

 

4.4.2トルク理論値と実験値の比較 

 Fig. 14 は，4.4.1で求めた初期トルク計算値と測定結

果を比較した結果の一例である．得られた結果から，摩

擦圧接において，(1)表面粗さの違いは摩擦圧接条件が同

じであれば圧接開始後ほぼ同じ時間で粗さが消滅するこ

と，（２）また表面粗さがなくなる時間すなわち接触幅が

表面粗さのピッチと等しくなる時間にトルクのピーク値

である初期トルクに達し，その値は表面粗さの大小にか

かわらず一定の値なること，したがって摩擦圧接前に存

在する摩擦面の表面粗さの影響は考慮しなくてよい等の

知見が得られた． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．摩擦圧接による高機能軽量複合部材創製をめざし

た試み 

  

 ２章で述べたように、摩擦圧接は主体が固相接合であ

ることから，異種材料接合が可能であるといった優れた

特性を有する．そこで本章では，最近の各種機械の高性

能化・高機能化に伴いますます強く要求されるようにな

った高機能軽量複合部材について，筆者らが摩擦圧接を

用い創製を試みた結果について報告する． 

 

6.1 A5056と S45Cの摩擦圧接特性 22)-25) 

  機械構造用材料として広く用いられる S45C とアルミ

ニウム合金 A5056の摩擦圧接により強度と軽量化を併せ

持つ複合材の創製をめざした．この一連の研究において，

摩擦圧力，アプセット圧力，摩擦時間とも広範に条件を

変え，温度変化の測定，圧接後の組織・引張り試験等か

ら摩擦圧接特性を検討した． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig.15 Relationship between friction time and tensile 
strength by friction welding of S45C and A5056 

 

(5) 

(6) 

 (7) 

(8) 

Fig.14 Comparison of experimental results with calculated one 
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Fig. 15は，各摩擦圧接条件と引張り試験の結果を示す．

同一圧接条件でもわずかな摩擦時間の違いで圧接強度が

大きく異なる結果となることがわかる．異種接合の場合，

界面に生成される金属間化合物の影響が大きいとされる

ことから，金属間化合物の生成状態を観察するとともに, 
Fig.16 に示すように良好な接合強度が得られる微視的組

織構造が存在することを明らかにした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 アルミニウム合金とマグネシウム合金の摩擦圧接特

性 

 本節では，実用金属中もっとも軽量で比強度が高いた

め急速に実用化が拡大している Mg 合金と，Al 合金の摩

擦圧接をはじめとする軽量高機能複合部材の創製をめざ

した結果について報告する． 

 

6.2.1 AZ31 Mg合金と Alの摩擦圧接 

 Mg合金のうち最も多く実用化されている AZ31 Mg合金

と Al合金のうち A5056 Al合金の摩擦圧接を試みた．26) 

この結果，両者の摩擦圧接は金属間化合物が生成されや

すく，本圧接条件下の最大接合強度でも母材の 73％程度

であった．またこの最適条件より摩擦時間が 0.5秒増減

しただけでも接合強度が急減することが明らかとなった． 

 次に，Mg 合金と Al 合金の摩擦圧接の接合機構を解明

するため，純 Al（A1070）と AZ31 Mg 合金の摩擦圧接実

験を行った．27) 実験に際し，純 Al（A1070）は，素材

製造過程で硬さに著しい差があり圧接特性に影響するた

め，予ひずみを変化させた試験片により実験を行った． 
 以上のような結果を踏まえ，次に AZ31 と A6061 の摩

擦圧接特性を調べた．28), 29)  

Fig. 17 は，摩擦時間と引張り強さの関係を示す．図よ

り，摩擦圧力30MPa では摩擦時間 4 秒以下では接合でき

ず，直後の 4.5 秒で引張強度は最大となるが，その強度

は母材強度の 62％の継手強度であった．最大引張強度と

なる摩擦時間は，摩擦圧力が高くなるほど短い時間で得

られることがわかるが，一方で摩擦寄り代の発生は引張

強度を著しく低下することも明らかとなった．これより，

AZ31 と A6061 の摩擦圧接で良好な接合強度を得るには，

金属間化合物を発生させず酸化膜のみを破壊するように

低回転数，高摩擦圧力，短時間で達成されることが示唆

された． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

6.3 純アルミニウムと SUS304 ステンレスの摩擦圧接特

性 

 ヒートシンク部材は一般にろう接によって作製される．

これが摩擦圧接によって製作できれば環境負荷や強度の

点からも望ましい．そこで純 Al（A1070）と SUS304の摩

擦圧接を試みた．30) その結果，圧接材の接合強度は摩

擦時間 0.2 秒以上において A1070 の母材強度よりも高く

なり母材強度の 1.8倍程度に落ち着くこと等が明らかに

なった． 
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SMA ダンパーの導入による鋼製ラーメン橋脚の 

地震後の使用性の向上に関する解析的研究 

丸山 陸也 1)     漢彬 2) 

Analytical Study on Upgrading of Serviceability After the Earthquake of Steel Frame-Typed 
Piers by Introducing SMA Dampers 

Rikuya MARUYAMA1)， Hanbin GE2) 

Abstract 
In this study, shape memory alloy (SMA) dampers are introduced into steel frame-typed piers with different width-thickness 
ratio parameters. Then its seismic upgrading effect is revealed by conducting time-history analysis against 6 modified ground 
motions based on the Hyogo-ken Nanbu earthquake. The response strains, response displacements, especially residual 
displacements obtained from numerical simulations of frames using SMA dampers are compared with those from simulations 
of frames with or without BRBs. The applicability of SMA is verified by the comparison of response displacement and 
response strain. Based on numerical results, introducing the BRBs into the frame can not always effectively reduce the 
residual displacement of structures, and however, introducing the SMA dampers can successfully reduce the residual 
displacement. It is demonstrated that the effects of the SMA dampers are obvious to improve the serviceability after the 
earthquake of such structures. 

 

1. はじめに 

地震時に構造物の安全性を確保する方法として耐震，

免震，制震構造が挙げられる．本研究では，近年橋梁構

造物への施工例が増え，検討が盛んに行われている制震

構造に着目する．制震構造とは，構造内にエネルギー吸

収を意図した取替え可能な 2 次部材を取り込み，地震時

における塑性変形による損傷を，その部材に集中させる

ことを目的とする構造である．つまり，履歴減衰を付与

するために，制震部材を塑性化させ，柱や梁を極力弾性

域に留めることで主構造の損傷を可能な限り制御する構

造である．また，制震構造は地震後の補修が容易となる

利点も兼ね備えている． 
近年，土木構造物に制震部材を導入した検討例が数多

く報告されてきている．これらの検討において導入され

る制震部材はBRB（座屈拘束ブレース）や SPD（せん断

パネルダンパー）が一般的であるが，残留変位の低減に

着目して，SMA（形状記憶合金）を使用した SMA ダン

パーの研究が進められている 1)-4)． 
本研究では，制震部材としての SMA ダンパーの材料特

性の効果的な適用を，鋼製ラーメン橋脚基部の平均圧縮

ひずみ，頂部の最大応答変位および残留変位を用いて，

解析的な検討によって論証する．比較のため，ブレース

材をモルタルなどの座屈拘束材で覆ったBRBを鋼製ラー

メン橋脚に導入したモデルと制震部材を導入しない非制

震モデルの 2 ケースの解析も行った．これらの各応答値

との比較を行い，構造安全性の照査についてはひずみ照

査法を適用し，地震後の使用性の照査については残留変

位を用いる． 
なお，前報 5)では橋脚高さ 12m のケースについて検証

を行っているが，本研究では橋脚高さ 16m のケースを対

象としている． 
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2. SMAダンパーの構成 

2.1 SMAの基本的性質 

SMA には，主に 2 つの特徴的な性質がある．まず 1 つ

目は形状記憶効果である．これはある一定の温度以下で

塑性変形を与えた後，温度を上昇させることで元の形に

戻るというものである．もう 1 つは超弾性である．ある

一定の温度以上で載荷すると，初期の弾性変形に続いて

降伏が起こる．そして，除荷の際には弾性変形分が回復

するだけでなく，数%に及ぶ大きな変形が回復する．この

特性はその変形の様子から擬弾性とも呼ばれる．Fig. 1に
これらの形状変化における原子の移動を示す． 

2.2 SMAの構成則 

SMA の構成則はマルチリニア型構成則を用いる 6)．こ

れは Motahari ら 7)によって開発されたモデルを修正した

ものである．その概要を Fig. 2 に示す．図中の A 点と B
点はそれぞれオーステナイト相からマルテンサイト相へ

変換する始点と終点である．D 点と E 点はそれぞれマル

テンサイト相からオーステナイト相へ変換する始点と終

点である．OA とDC はそれぞれ完全なオーステナイト相

とマルテンサイト相での載荷または除荷を表している．

AB とDE は降伏棚のようなもので，それぞれオーステナ

イト相からマルテンサイト相への正相変換過程と，マル

テンサイト相からオーステナイト相への逆相変換過程を

表している．EAとEMはそれぞれオーステナイト相とマル

テンサイト相の弾性係数である．εLはSMA の最大残留ひ

ずみである． 

形状回復温度 

冷却 加熱 

負荷

マルテンサイト相 

実線：形状記憶効果 
破線：超弾性 

オーステナイト相 

負荷 除荷

Fig. 1 Atom movement in SMA 

Fig. 2 Multi-linear constitutive model for SMAs 

Fig. 3 SMA damping device 

Part A Part B

SMA Wire A SMA Wire B
Part A

SMA Wire A SMA Wire B
Lubricating material

Part BPart A Part B

SMA Wire A SMA Wire B
Part A

SMA Wire A SMA Wire B
Lubricating material

Part B
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2.3 SMAダンパーの概要 

SMA ダンパーはFig. 3 に示されるようにPart A，Part B
の二つの部材に分かれている．Part A，Part B 内の SMA
部材をそれぞれSMA Wire A，SMA Wire B とし，ダンパ

ーの軸方向の挙動に反応する．また，SMA Wire A，SMA 
Wire B は引張時のみ機能し SMA Wire A が機能している

ときSMA Wire B は機能せず，その逆もまた同様である．

つまりSMAダンパーが圧縮を受けるときSMA Wire Aが

引張を受けて機能し，SMA ダンパーが引張を受けるとき

SMA Wire B が引張を受けて機能するというものである． 
また，これら 2 つのSMA Wire から成るSMA ダンパー

の構成則をFig. 4 に示す．内側のヒステリシスループは，

オーステナイト相からマルテンサイト相への変換，また

その逆相変換過程で除荷または載荷をした場合のループ

の動きを表す． 

3. 解析概要 

3.1 鋼製ラーメン橋脚の解析モデル 

本解析では Fig. 5(a)に示すような鋼製ラーメン橋脚を

モデル化している．メインフレームにはSM490材を用い，

構成則は修正 2 曲面モデル 8)を用いる．フレームの高さは

16m，幅は 12m である．また，汎用解析プログラム

ABAQUS を用いてFig. 5(b)に示すような要素分割とした
9)．隅角部付近はせん断変形が起こらないように板厚を 2
倍にしている（Fig. 6）．2 倍にする柱高は 1.5Bfb，梁長は

1.5Bfpとする．断面は計算の簡略化のために，補剛箱形断

面を断面積は不変，断面の外形は不変，全塑性モーメン

トは不変の 3 つの条件を満足する等価な無補剛箱形断面

に置き換えた．なお，本研究では幅厚比パラメータ Rfを

0.3，0.4，0.5 と変化させている．基本的な寸法と構造パ

ラメータ，鋼種，上部構造質量M をTable 1 に示す． 

3.2 解析に用いた地震動 
入力地震動は，独立行政法人土木研究所が提案してい

るレベル 2 地震動（海溝型地震波として KAI-LG-M，

KAI-TR-M，SHI-LG-M の 3 波，直下型地震波として

Fig. 4 Constitutive law for SMA damping device 
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Fig. 5 Frame pier with SMA damping device 
and FEM model of frame pier 

(a) SMA ダンパーを導入した鋼製ラーメン橋脚

(b) フレームの分割 
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  12m 
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0.5Bb
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Fig.6 Beam-column connection with double plate thickness 
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HAN-NS-M の 1 波の計 4 波）である 10)，11)．各地震動の時

刻歴加速度波形を Fig. 7 に示す． 
これらの最大加速度を見ると，直下型地震動であるHA

N-NS-M は 780cm/s2である．また，海溝型地震動であるK
AI-LG-M は 319 cm/s2，KAI-TR-M は 346 cm/s2，SHI-LG-
M は 323 cm/s2であり，直下型地震動の HAN-NS-M は海

溝型地震動の 3 波と比較して最大加速度が約 2 倍以上と

大きいことがわかる．KAI-LG-M，KAI-TR-M，HAN-NS-
M の 3 波は最大加速度が早い時間に発生しているが，SH
I-LG-M は最大加速度が 20 秒以降に発生している．さら

に，同地震動は強震継続時間がほかの地震動と異なり，4
0 秒である． 

Table 1 Structural parameters and dimensions of steel pier 

鋼種 Rf   M [ton] Bf [mm] Bw [mm] ft  [mm] wt  [mm] 

SM490 

0.3 0.44 1248 

Bfp Bwp 柱 
1000 2000 35.5 43.8 
Bfb Bwb 梁 

1200 2000 27.4 34.8 

0.4 0.56 1368 

Bfp Bwp 柱 
1000 2000 35.0 41.2 

Bfb Bwb 梁 
1200 2000 26.9 32.5 

0.5 0.44 1570 

Bfp Bwp 柱 
1000 2000 34.6 45.8 
Bfb Bwb 梁 

1200 2000 35.0 38.8 
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Fig.7 Input earthquake motions 
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4. 解析結果 

4.1 対象構造物の固有周期 

 Table 2 に対象構造物の固有値解析結果を示す．橋脚高

さ 12m5)と 16m のケースの固有周期を各幅厚比パラメー

タ毎で比較すると，１次モードで 0.3~0.5 秒，2 次モード

で 0.01~0.02 の違いがみられた．また，非制震モデルと制

震ブレース導入モデルの差はみられなかったため，Table 
2 では非制震モデルの固有周期のみ記載している． 

 

4.2 橋脚基部におけるひずみ応答 

 ひずみ照査法 12)に基づき，地震応答解析で得られた各

モデルの橋脚基部における応答ひずみを照査していく．

ひずみの抽出は有効破壊長領域を 5 分割し，その平均と

している．ここで，幅厚比パラメータ Rf=0.4 のケースの

結果をFig. 8に示す． 
 Fig. 8 において，点線で示す非制震モデル(Bare model)
は，全てのケースで橋脚基部の最大応答ひずみが 2εyを超

えた．その結果，ひずみ照査において部材健全度 2 以上

h=12m 固有周期(s) 有効質量比(%) 固有周期(s) 有効質量比(%) 

Rf 1 次モード 橋軸方向 橋軸直角方向 2 次モード 橋軸方向 橋軸直角方向

0.3 0.771 99.12 0 0.079 0 99.98 
0.4 1.014 99.48 0 0.103 0 100 
0.5 0.999 94.96 0 0.102 0 99.99 

h=16m 固有周期(s) 有効質量比(%) 固有周期(s) 有効質量比(%) 

Rf 1 次モード 橋軸方向 橋軸直角方向 2 次モード 橋軸方向 橋軸直角方向

0.3 1.153 98.82 0 0.092 0 99.97 
0.4 1.521 99.31 0 0.121 0 100 
0.5 1.312 99.08 0 0.105 0 99.99 

Table 2 Results of eigenvalue analysis 

Fig. 8 Compressive strain responses at bases 

(a) (b) 

(c) (d) 

0 10 20 30-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

ε
/ε

ｙ

Time (s)

HAN-NS-MBare model

Model with SMA
Model with BRB

0 10 20 30-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

Time(s)

ε
/ε

y

KAI-LG-M
Bare model

Model with SMA
Model with BRB

0 10 20 30-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

Time(s)

ε
/ε

y

KAI-TR-M

Bare model

Model with SMA
Model with BRB

0 10 20 30 40
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

Time(s)

ε
/ε

y

SHI-LG-M
Bare model

Model with SMA
Model with BRB 

SMA ダンパーの導入による鋼製ラーメン橋脚の地震後の使用性の向上に関する解析的研究 名城大学理工学部研究報告 No.54 2014

96



を満たすことができなかったので，制震ブレースの導入

を検討する必要があることがわかる． 
 破線および実線で示すBRB および SMA ダンパー導入

モデルでは，構造物全体の固有周期（Table 2）は非制震

モデルと変わらないものの，橋脚基部の最大応答ひずみ

は全てのケースにおいて照査を満足する結果となってい

る．また，解析に用いたすべてのケースで，BRB 導入モ

デルでは平均で 75%，SMA ダンパー導入モデルでは平均

で 87%の最大応答ひずみの低減が見られた．このことか

ら，制震ブレースを導入したことによる耐震性能の向上

効果が大きいといえる． 
 

4.3 橋脚上部における応答変位 

 地震後の使用性の照査として橋脚上部の応答変位を

Fig. 9 に示す．変位は左側橋脚上部の変位から橋脚基部の

変位を引いた相対変位で表すこととする．点線で示す非

制震モデルでは最大応答変位および残留変位が大きく，

それぞれの残留変位はHAN-NS-M で 0.046m，KAI-LG-M
で 0.309m，KAI-TR-M で 0.276m，SHI-LG-M で 0.190m と

なっており，HAN-NS-M を除くすべての地震動で地震後

の使用性の照査 13)における最重要路線にある構造物の許

容残留変位（橋脚高さの 1/300，16m の場合約 0.053m）を

満足できていない．破線で示したように，BRB を導入す

ることにより，強震時間の後半部に集中していた変位が

前半部に集中し，最終的な残留変位の発生を抑えること

が出来たと考えられる．次に，実線で示す SMA ダンパー

を導入したケースを見てみると，非制震モデルおよび

BRB 導入モデルと比べて，全てのケースで最大応答変位

及び残留変位のさらなる低減を確認することができ，構

造安全性と地震後の使用性の照査を満足できていること

がわかる．特に，残留変位に着目すると，ほぼ 0 に抑え

ることができている．このことから，SMA の残留変位に

対する低減効果の高さが証明された．なお，解析に用い

たすべてのケースで，BRB 導入モデルでは平均で 68%，

SMAダンパー導入モデルでは平均で95%の残留変位の低

減が見られた． 

 

4.4 制震ダンパーの応力―ひずみ関係 

 Fig. 10 に制震ダンパーの応力―ひずみ関係を示す． 
HAN-NS-M のケースでは，SMA ダンパー導入モデルにお

いて Fig.4 に示すような履歴ループを描くことができた．

しかし，KAI-LG-M のケースでは完全なマルテンサイト

変態がみられず，エネルギー吸収が少なくなってしまっ

た．その他の地震波についても同様の現象が見られた．

BRB に関しては，どの地震波のケースも SMA に比べて

応答が小さくなった．また，ダンパーのエネルギー吸収

能については次節で累積塑性ひずみを用い考察する． 
 

4.5 制震ダンパーの累積塑性ひずみ 

 制震ダンパーの累積塑性ひずみをTable 3 に示す．BRB
とSMAは斜材として左右に1つずつ配置しているので2
つの値を平均し，各地震動ごとに算出した．また，前節

と同様に幅厚比パラメータRf=0.4のケースについて示す． 
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Fig. 9 Top displacement responses 
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 BRB については，全てのケースで累積塑性ひずみが

0.9~1.6%程度と，ほぼ同じような値になっているのに対し，

SMA ダンパーではHAN-NS-M が最も大きく，KAI-LG-M
でも他の地震波での値に比べ大きい結果となった．また，

SMA ダンパーの応力ひずみ曲線において Fig. 2 に示す構

成則の DC の部分である完全なマルテンサイト相での除

荷が発生した場合，累積塑性ひずみが大きくなる傾向が

見られた．このことからSMA ダンパーの設計時に，応力

誘起マルテンサイト変態によって載荷時に完全なマルテ

ンサイト相へ変換させることができるようにする必要が

あるといえる． 
 

(a) SMA damper：HAN-NS-M 

(e) BRB：HAN-NS-M 

(b) SMA damper：KAI-LG-M 

(f) BRB：KAI-LG-M 

(c) SMA damper：KAI-TR-M (d) SMA damper：SHI-LG-M 

(g) BRB：KAI-TR-M (h) BRB：SHI-LG-M 
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Fig. 10 Stress-strain curves of SMA dampers and BRBs 
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5. あとがき 

本研究では，制震ブレースとして BRB 及び SMA ダン

パーを鋼製ラーメン橋脚に導入し，地震応答解析を行い，

各制震ブレースによる制震効果についての検討を行った．

また，構造物の地震後の使用性の向上に対する SMA ダン

パーの効果についての検討も行った．以下に本研究で得

られた知見を示す．  
(1) BRB 及び SMA ダンパーを鋼製ラーメン橋脚に導入

することによって，最大応答ひずみはそれぞれ平均

で 75%，87%程度低下し，残留変位はそれぞれ平均

で 68%，95%程度低減することができた． 
(2) SMA ダンパーを導入することで，すべてのケースに

おいて残留変位をほぼ 0 にすることができた．これ

は SMA の超弾性効果によってブレースが見かけ上

の塑性変形を起こした後，除荷する際に数%におよ

ぶ大きな変形が回復し，橋脚全体の部材挙動を抑え

たことに起因すると考えられる．このことから，SMA
ダンパーの導入により，構造物の地震後の使用性が

格段に向上できることが明らかになった． 
 
 本研究では SMA ダンパー導入モデルの制震デバイス

として，SMA ダンパーと剛棒との長さの比を 1：3 とし

ているが，効率的なエネルギー吸収能を発揮するために，

適切なパラメータを検証する必要がある． 
 また，BRB と比較して，SMA ダンパーは製作コストお

よび材料費が高価である．その点に配慮し，実橋梁に導

入する際には，本研究のように斜材の一部を SMA とする

導入方法や，最低限の性能を発揮できる大きさまで縮小

し，BRB のようなその他の制震ブレースと複合させる複

合モデルの考案などが必要であろう． 
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Table 3 Cumulative inelastic deformation (CID) 

地震動 
累積塑性ひずみ(%) 

BRB 
SMA 

damper 
HAN-NS-M 1.38 12.9 
KAI-LG-M 1.55 7.09 
KAI-TR-M 1.02 1.96 
SHI-LG-M 0.96 0.06 
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施設配置と PT データに基づく駅勢圏に着目した 

交通手段分担率・トリップ数に関する分析 

八幡一憲 1)  松本幸正 2) 

Analysis of modal split and trip numbers focusing on  
facility placement and station territory based on PT survey data 

Kazunori YAHATA1)，Yukimasa MATUMOTO2) 

Abstract 
Residents in some urban area are difficult to live without a car due to the progress of motorization. To solve such a 

problem, it’s important to design a city where anyone without a car can walk to the destination. In this study, we analyze 

the regional and traffic characteristics of a walkable city to facilities and a station. Fractal Analysis is used to quantify the 

facility placement and clarify the relationship between the facility placement and trips of walking. The share of walk is 

high where facilities are placed equally in whole area. The station territory is determined by the PT survey data. The share 

of walk as a trip end is high in the area including the station territory. Walkable area is defined as one can walk from 

facilities and a station to the destination. Discriminal analysis is also used in order to clarify the regional characteristics of 

walkable area from facilities and a station. As a result, the walkable area is influenced by the facility territory and cover 

ratio of the station territory. The non-walkable area is influenced by a slope angle and a difference in elevation. In 

non-walkable area, where it is difficult to walk to facilities and station, the average trip a day decreases. 

1. はじめに 

 我が国ではモータリゼーションの進展により，1 世帯

に 1 台以上の自家用車を保有するようになった 1)．その

結果，外出時の移動は自動車に依存する傾向が強くなり，

それを支えるべく道路が整備され，自動車中心の街づく

りが進められてきた．自動車中心の生活は，自動車を利

用できる人たちにとって便利である一方で，自動車を利

用できない人たちにとっては，日常的な移動でさえも大

きな支障を来すことになる．また，交通渋滞や交通事故

などの自動車に起因する問題も未だ解決されず，さらに

は，地球資源・環境の点や中心市街地の魅力向上などの

点からも，自動車を中心とした街づくりからの方向転換

が求められていると言える． 
 人々の移動に着目すると，自動車利用とそれ以外に大

きく分類することが可能である．つまり，自動車に依存

しない交通体系を構築するためには，徒歩により目的地

までの移動ができ，かつ，ある程度の距離を移動する場

合には公共交通の利用が可能であることが不可欠である．

さらに，目的地においても，徒歩ならびに公共交通で移

動ができる必要がある．このように，出発地から目的地

までが自動車以外の交通手段によってネットワーク化さ

れている必要がある．その中でも最も基本となる移動は

徒歩であり，徒歩で各施設あるいは駅やバス停へ行ける

「歩いて移動できる都市」を目指すことが自動車依存か

らの脱却の第一歩であると考えられる． 
 「歩いて移動できる都市」を目指していくために，そ

のような都市にはどのような地域特性があるのかを明ら

かにする必要がある．歩いて施設や駅に行きやすい地域

とその逆の地域にはどのような地域特性が影響している

のかを明らかにすることで，その地域間の地域特性の違

いを明らかにすることができる．施設・駅まで歩いて行

きやすい地域と歩いて行きにくい地域では，地域特性だ

けでなくそこに住む人々の交通特性にも違いが生まれる

と考えられる．歩いて施設・駅まで行きやすい地域は鉄

道も利用しやすいため交通手段が選択可能な地域である

と考えられる．一方で，歩いて施設・駅まで行きにくい

地域というのは，自動車に交通手段が限られてくるので

はないかと考えられる． 

1) 大学院 理工学研究科建設システム工学専攻  2)社会基盤デザイン工学科 
1) Graduate School of Science and Technology, Department of Civil Engineering  2) Department of Civil Engineering 

100



 地域特性を考慮した人々の交通特性に関する研究はこ

れまでに数多く行われており，小林ら 2）は地域の交通特

性から地域区分を設定し，交通不便地域と移動不便者の

抽出を行った．さらに，人口及び公共交通サービス水準

の変化を推計することで，移動困難(不便)者の将来推計

を行っている．また，土井ら 3）は交通政策を進めるため

の地域特性の認識や働き盛り世代の交通行動などについ

て明らかにしている．このように，地域特性を考慮した

上で人々の交通特性について研究を行っているものは多

数存在する．しかし，人々の交通特性を考える上で交通

手段が選択可能かどうかでその特性は異なってくると思

われる．したがって，目的地となる施設や駅の有無・配

置状況などの地域特性と交通手段の選択可能性を考慮し

て交通特性を分析する必要があるが，そのような例はあ

まり見られない．例えば，歩いて行ける範囲に施設・駅

があったとしても，交通手段が複数ある地域とその逆の

地域では，交通特性が異なると考えられる．また，自動

車に依存する傾向が強い現在では，それぞれの地域ごと

に自動車の有無を考慮する必要がある．自動車の有無と

交通特性の関係を見ることによって，自動車への依存が

高い地域，自動車無しでも生活ができている地域を明ら

かにすることができると考えられる． 
 そこで本研究では，はじめに施設・駅の有無や配置状

況から歩いて行ける範囲に施設・駅がある地域，歩いて

行ける範囲に施設・駅がない地域を定め，それらの地域

の地域特性を明らかにする．その地域ごとの交通特性の

違いを見ていく．さらに，地域ごとの自動車の有無によ

る交通特性の違いについても明らかにする． 

2. データ概要 

本研究では，愛知県と岐阜県，三重県の一部の地域を

対象圏域とした第 4 回中京都市圏パーソントリップ調査

(以下，PT調査)のデータを用いる．一つ一つの地域をよ

り詳細に見ていくために，夜間人口約 1 万人を目安とす

るゾーンレベルで区切られている小ゾーンを分析の単位

とする．なお，名古屋市は多くの都市機能が集約してい

る大都市であり，他の都市に比べて人の動きが異なると

考えられるため，本研究の対象から外すこととする． 

3. 歩いて施設まで行きやすい地域に関する分析 

 歩いて施設まで行くことのできる地域を，ゾーンごと

の施設の配置状況から明らかにし，その施設配置状況と

交通特性との関係を明らかにする．本研究で対象とする

施設は，学校や病院，役所などの公共施設とする． 

 施設の配置状況の定量化を行うために既存研究3）で用

いられているフラクタル次元解析を用いる．フラクタル

次元解析にはいくつかの手法があるが，本研究では平面

における施設の分布状況を表すことを目的とし，ボック

スカウンティング法を用いて容量次元解析を行う．ボッ

クスカウンティング法とは，対象となる図形を格子状に

分割し，対象点を含むマス目の数を数えるものであり， 
マス目の1辺の長さをr，対象点を含むマス目の個数を 
M(r)とする．フラクタル次元 D は以下のように定義さ

れる． 
logM(r) =Dlogr + b +ε(r)  (1) 
b：定数項，ε(r)：誤差項 

 この式を満足する回帰係数Dを求めると，その絶対値

が対象空間のフラクタル次元（容量次元）となる． 
 フラクタル次元Dは0~2の実数で表され，0に近いほど

対象物は1点に集中し，1に近いほど線的な分布を示し，

2に近いほど対象物は面内に均一に分布していることを

示す． 
 Fig.1，Fig.2はゾーン内にある施設と，施設のカバー範

囲をそれぞれ地図上に示した一例である．Fig.1は徒歩の

分担率が高いゾーン(約20％)，Fig.2は徒歩の分担率が低

いゾーン(約8％)である．それぞれの図の実際の施設配置

を示したものが左図，施設のカバー範囲を示したものが

右図である．各施設のカバー範囲は，PT調査の出発地か

ら目的地までの徒歩の平均所要時間(14.2分)と，一般的

な歩行速度(分速80m)から1000mとした．この施設のカ

 

Fig.1 Example of facility placement and facility territory in area 
of higher walk ratio 

 

 

Fig.2 Example of facility placement and facility territory in area 
of lower walk ratio 
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バー範囲は施設まで歩いて行ける範囲を表している．

Fig.1の地域では，施設が地域内の様々な場所にあるため，

施設カバー範囲が全体に広がっていることが見て取れる．

この地域の徒歩の利用割合を示す徒歩分担率は高く，フ

ラクタル次元は約1.8と大きい．反対に，Fig.2の地域は施

設が一点に集中しているため，施設のカバー範囲が狭い

ことが見て取れる．この地域の徒歩分担率は低く，フラ

クタル次元も約0.5と小さい． 
 中京都市圏の各地域のフラクタル次元 D の値と徒歩

分担率の関係をプロットすると Fig.3 のようになる．図

よりフラクタル次元 D の値が大きくなるほど徒歩分担

率が高くなる傾向がみられる．つまり，地域内全体に施

設が均一に分布されていると徒歩分担率が高い傾向がみ

られる．地域内全体に施設が配置されているということ

は，その地域内の施設カバー範囲を広くすることになり，

徒歩でのアクセスがゾーン内のどこからでも容易になる

からであると考えられる． 

4. 歩いて駅まで行きやすい地域に関する分析 

4.1 駅勢圏の有無による分担率の比較 
 出発地から駅までの端末交通手段としての徒歩分担率

と駅勢圏との関係を見ていく． 
 本研究では，PT調査のデータより出発地から駅までの

徒歩の平均所要時間を算出し，駅勢圏（駅まで歩いて行

ける範囲）を設定した． 
 Fig.4は出発地から駅までの端末交通手段に着目し，そ

の分担率を示したものである．中京都市圏全体と駅勢圏

を含むゾーンと駅勢圏を含まないゾーンに分類して示し

ている。図からもわかるように，駅勢圏を含んでいるゾ

ーンでは徒歩分担率が高いのに対し，駅勢圏を含まない

ゾーンでは徒歩分担率が低くなり，自動車分担率が高く

なっていることがわかる．駅勢圏が含まれているかどう

かで出発地から駅までの交通手段に違いがあることがわ

かる．これは，駅勢圏が含まれているゾーンでは歩いて

駅まで移動しやすいが，駅勢圏が含まれていないゾーン

では歩いて行ける範囲に駅がないため自動車で駅まで行

かざるを得ないためであると考えられる． 
 

4.2 徒歩分担率と駅勢圏カバー率の関係 
 端末交通手段としての徒歩分担率に対する駅勢圏カバ

ー率の不平等性を見ていく．端末交通手段として徒歩分

担率の高いゾーンと低いゾーンでは，駅勢圏カバー率に

違いがあるのかを明らかにする． 
 対象となる地域間の平等性，不平等性を示す指標とし

てジニ係数を用いる．ジニ係数は対象となる地域内でお

互いがどの程度，駅勢圏のカバー率に差があるのかを示

す指標である．値域は0から0.5であり，0に近づくほど不

平等性が低く，0.5に近づくほど不平等性が高いとみなさ

れる． 
 端末交通手段としての徒歩分担率が高いゾーンと低い

ゾーンの2つに分けた．徒歩分担率の違いによってゾーン

間で駅勢圏カバー率に違いがあるのか，どちらが平等に

駅勢圏によってカバーされているのかを明らかにする．

なお，端末交通手段としての徒歩分担率が75％以上のゾ

ーンを徒歩分担率の高いゾーン（端末交通手段としての

徒歩分担率が中京都市圏全体の上位25％のゾーン），徒歩

y = 0.0127e1.6496x

R² = 0.4165
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Fig.3 Relation of Fractal dimension and share of walk 
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Fig.5 Comparison of Lorenz curve by share of walk 
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分担率が50％以下のゾーンを徒歩分担率の低いゾーン

（端末交通手段としての徒歩分担率が中京都市圏全体の

下位25％のゾーン）とする． 
 Fig.5はその2種類のゾーンに対する駅カバー率のロー

レンツ曲線と45度線を示しており，45度線とローレンツ

曲線で囲まれた部分の面積がジニ係数を表している． 
 図からもわかるように，徒歩分担率の高いゾーンの方

がローレンツ曲線と45度線で囲まれた面積が小さく，徒

歩分担率の低いゾーンの方が大きいことがわかる．ジニ

係数の値は徒歩分担率の高いゾーンは0.18，徒歩分担率

の低いゾーンは0.48という結果になった．徒歩分担率が

高いゾーンでは対象となるゾーンすべてで駅勢圏が平等

にカバーされており，徒歩分担率の低いゾーンでは対象

となるゾーンにおいて駅勢圏によってカバーされている

ゾーンとされていないゾーンがあり，カバーされていて

もそのカバー率に差が生まれてしまっていることがわか

る．つまり，徒歩分担率の低いゾーンは多様なゾーンか

ら構成されているといえる． 

5. 歩いて行ける範囲に施設・駅がある地域の地域特性

に関する分析 

 施設の配置状況，駅勢圏の有無で中京都市圏の小ゾー

ンを4つのグループに分けた．その4つのグループに対し

て地域特性を説明変数とし，どのような地域特性によっ

て分類することができるのかを判別分析を用いて明らか

にする． 
 

5.1 ゾーンの分類 
 施設の配置状況についてフラクタル次元の値で2つの

グループに分けた．中京都市圏の各ゾーンのフラクタル

次元Dの平均値が約1.2であり，Fig.3よりフラクタル次元

の値が大きくなるほど徒歩分担率が大きくなる傾向が見

られたため，フラクタル次元Dの値が1.2以上のゾーンは

歩いて行ける範囲に施設があるゾーン，1.2未満のゾーン

は歩いて行ける範囲に施設がないゾーンとした． 
 駅勢圏の有無についても2つのグループに分けた．駅勢

圏が含まれているゾーンは歩いて行ける範囲に駅がある

ゾーン，駅勢圏が含まれていないゾーンは歩いて行ける

範囲に駅がないゾーンとした． 
 Fig.6は分類方法を示している．中京都市圏の各ゾーン

を『歩いて行ける範囲に施設・駅があるゾーン(施設○駅

○)』，『歩いて行ける範囲に施設・駅がないゾーン(施設

×駅×)』，『歩いて行ける範囲に施設はあるが，駅はない

ゾーン(施設○駅×)』，『歩いて行ける範囲に駅はあるが，

施設はないゾーン(施設×駅○)』の4つのグループに分け

た． 
 

5.2 判別分析による分析結果 
 Fig.7は判別分析で用いた地域特性の指標と判別係数

の値を示している．Fig.8は横軸に判別得点1の値を取り，

縦軸に判別得点2の値を取ったものであり，4つのグルー

プの判別得点の重心をプロットしたものである．Fig.8よ
り4つのグループは横軸によって歩いて行ける範囲に施

設があるかどうか，縦軸によって歩いて行ける範囲に駅

歩いて行ける範囲に施設がある
【フラクタル次元Dの値が1.2以上 or Not】

歩いて行ける範囲に駅がある
【駅勢圏がゾーン内に含まれているか or Not】

Yes No

No YesYes No

施設○駅○

施設○駅×

施設×駅○

施設×駅×

Fig.6 Classification flow of zones 
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があるかどうかの判別を行っていることがわかる． 
 Fig.7，Fig.8より「施設まで歩いて行ける範囲」を示し

ている施設カバー範囲が，歩いて行ける範囲に施設があ

るゾーンかどうか判別するのに影響を与えていることが

わかる．歩いて行ける範囲に施設が配置されているので

施設まで歩いて行きやすく，その範囲が広ければ広いほ

ど施設まで歩いて行きやすい範囲が広がることになると

考えられる．傾斜角度や標高差などは歩いて行ける範囲

に施設がないゾーンに影響を与えていることがわかる．

徒歩で移動するうえで肉体的に負荷がかかる傾斜角度や

標高差が大きいことは歩いて暮らすには不適切であるの

ではないかと考えられる． 
 「駅まで歩いて行ける範囲」を示している駅勢圏カバ

ー範囲やその駅勢圏内の施設数は歩いて行ける範囲に駅

があるかどうかを判別するのに影響を与えていることが

わかる．歩いて行ける範囲に施設があるゾーンと同様に，

歩いて行ける範囲内に駅が配置されており，なおかつそ

の駅勢圏内に施設が配置されている地域ほど歩いて行け

る範囲に駅があるゾーンであると考えられる． 
 Fig.9は分類した各グループの代表交通手段の分担率

を示している．歩いて行ける範囲に施設があるゾーンで

は徒歩の割合が20％以上あり，徒歩で移動している人が

多いことがわかる．また，歩いて行ける範囲に駅がある

ゾーンは歩いて行ける範囲に駅がないゾーンに比べて鉄

道分担率が高いことから鉄道の利用が容易であることが

わかる．歩いて行ける範囲に施設・駅がないゾーンでは，

利用しやすい自動車の割合が高い．歩いて施設や駅まで

行きにくいゾーンでは，歩いて暮らすには不便な地域で

あり，自動車に頼らざるを得ないことがわかる． 

6. 各ゾーンの自動車の有無による比較 

 前章までは，歩いて行ける範囲に施設・駅があるかど

うかに着目していたが，自動車に依存する傾向が強い現

在では，自動車の有無が生活に与える影響は大きいと考

えられる．歩いて行ける範囲に施設・駅があれば問題な

いが，施設・駅がない地域では自動車に頼らざるを得な

い．そのような地域において自動車を使うことができる

人とできない人ではどのような違いがあるのか見ていく． 

6.1 日トリップ数による比較 
 一日の平均トリップ数に，グループ間でどのような違

いがあるのかを見ていく．Fig.10は，前章で分類したグ

ループそれぞれで，自動車を持っている人と持っていな

い人の日平均トリップ数を示している．『歩いて行ける範

囲に施設・駅があるゾーン』では，自動車の有無で約0.3

トリップの差が生まれている．一方，『歩いて行ける範囲

に施設・駅がないゾーン』では，自動車の有無で約1.3
トリップ以上の差が生まれている．歩いて行ける範囲に

施設・駅がないゾーンでは自動車を所有していないと一

日のトリップ数が大きく減少していることが明らかにな

った．歩いて行ける範囲に施設・駅がない地域では交通

手段が限られてくるので移動が容易な自動車の有無によ

って一日のトリップ数に大きな差が生まれてしまったの

ではないかと考えられる．  

6.2 代表交通手段による比較 
 次に，交通手段分担率で見たとき，歩いて行ける範囲

に施設・駅がありかつ自動車を持っていて交通手段が複

数ある人と，歩いて行ける範囲に施設・駅がなくかつ自

動車を持っていて交通手段が限られてくる人とでは，交

通手段分担率にどのような違いがあるのかを見ていく． 
 Fig.11 は前章で分類したグループを，自動車を持って

いる人と持っていない人でさらに 8 グループに分類し，

代表交通手段の分担率を比較したものである． 
 どのグループに関しても自動車を持っている人の自

動車分担率は70％以上と高く，自動車を持っていない人

の自動車分担率は 30％以下である．『①施設○-駅○-自
動車・有』は，歩いて行ける範囲に施設・駅がある地域

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設× -駅×

施設×-駅○

施設○-駅×

施設○-駅○

代表交通手段分担率

鉄道 バス 自動車 二輪車 徒歩

Fig.9 Share of dominant mode by each group 
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 Fig.10 Trip numbers by each group and car ownership 
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の自動車を所有している人の分担率を表している．この

ような人たちは，歩いて施設，駅まで行けるが自動車を

所有しているので，移動が容易な自動車の利用割合が高

くなっている．一方，『③施設○-駅○-自動車・無』は歩

いて行ける範囲に施設・駅がある地域で自動車を持って

いない人の分担率を示しており，①と比較すると自動車

を保有していない分，自動車の割合が減り，徒歩・鉄道

での移動が中心になっていることがわかる．『⑥施設×-
駅×-自動車・有』『⑧施設×-駅×-自動車・無』は歩い

て行ける範囲に施設・駅がない地域であり，⑥は自動車

を持っている人の分担率，⑧は自動車を持っていない人

の分担率を示している．これらの地域は歩いて行ける範

囲に施設・駅がないため自動車に頼らざるを得ない地域

であると考えられる．自動車を持っている⑥に関しては

自動車の割合が70％以上であり，多くの人が自動車を利

用していることがわかる．一方，⑧は自動車を保有して

いないので自動車の割合が30％ほどである．歩いて行け

る範囲に施設・駅がなく自動車に頼らざるを得ないよう

な地域では，自動車を持っている人は自動車の分担率が

圧倒的に高く，徒歩・鉄道の分担率が他の地域に比べて

も低いことがわかる．この地域は分担率からも自動車へ

の依存傾向が高い地域であることが見て取れる． 

7. おわりに 

 本研究では，歩いて施設・駅まで行きやすい地域特性

を分析するとともに，自動車の有無による日トリップ数

について明らかにした．フラクタル次元解析を用いて施

設配置の定量化を行い，徒歩のトリップとの関係を見た

ところ，施設が地域全体に配置されている地域は代表交

通手段としての徒歩の分担率が高いことが明らかになっ

た．このような地域は歩いて行くことのできる範囲に施

設が存在し，歩いて施設まで行きやすい地域ではないか

と考えられる．また，PT 調査の結果から駅勢圏を設定

し，その駅勢圏の有無による端末交通手段としての徒歩

と自動車の分担率の違いを見たところ，徒歩，自動車と

もに大きな違いが見られた． 
 施設の配置状況と駅勢圏の有無により4つのグループ

に分け，歩いて行ける範囲に施設・駅がある地域やない

地域をどのような地域特性によって分けることができる

のかを明らかにした．その結果，歩いて行ける範囲に施

設・駅がある地域では，施設カバー範囲や駅勢圏カバー

範囲などの影響が見られた．一方，歩いて行ける範囲に

施設・駅がない地域は，歩く上で肉体的に負荷がかかる

傾斜角度や標高差などの影響が見られた． 
 4 つのグループに分けられた地域で自動車を持ってい

る人と自動車を持っていない人の交通手段分担率や日ト

リップ数を明らかにした．歩いて行ける範囲に施設・駅

がある地域で交通手段が複数ある人には，自動車を保有

していなくても一日のトリップ数に大きな変化が見られ

ないが，歩いて行ける範囲に施設・駅がない地域で交通

手段が限られている人には，自動車を保有していないと

一日のトリップ数が大きく減少していることが見られた．

歩いて行ける範囲に施設・駅がない地域で交通手段が限

られている場合には，人々の交通機会を減少させている

のではないかと考えられる． 
 今後は過去の PT 調査の結果からそれぞれの地域ごと

の交通特性の経年変化を見ていくと共に，住居の分布や

市街化調整区域などの土地利用との関連にも着目してい

く必要がある． 
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個人属性に着目した高速道路における所要時間の付加的情報が経路選択に

及ぼす効果分析 

魯 旭海 1)  松本幸正 2) 

Impact analysis of providing additional travel time information on route choice behavior focusing 
individual attribute on expressways  

Xuhai LU1)，Yukimasa MATSUMOTO2) 

Abstract 
Providing travel time information on expressways will affect drivers’ route choice behavior, which will improve traffic 

congestion. A questionnaire survey was conducted for obtaining the consciousness of drivers on expressways in central 

Japan area. The effects of providing additional travel time information such as an up-arrow and a down-arrow were also 

grasped by the survey. We analyzed the impact of the additional information on route choice behavior focusing individual 

attribute by a Multinomial Logit model and a Nested Logit model based on the survey results. The results show that drivers 

with different attribute tend to change their routes differently. Elderly or female drivers tend to keep their route more than 

male drivers. Then, we simulated traffic flows with the constructed Nested Logit model. The simulation results highlight 

the additional information on travel time has an impact on the traffic flows on expressways and also the possibility to 

change the impact when the component ratio by each attribute of a driver changes. 

1. はじめに 

中部都市圏では，新東名高速道路と新名神高速道路の

開通に伴い，選択可能な経路数が増加した．しかしなが

ら，自動車交通量の多さから，渋滞は日常的に発生して

いる．渋滞を緩和させる施策の一つとして，的確な所要

時間情報の提供が考えられる．これによって，ドライバ

ーに自発的な経路選択行動を促し，その結果，渋滞緩和

につなげられると思われる．実際，全国の高速道路では,
渋滞による所要時間の情報提供が実施されている． 
所要時間の提供による経路選択に関する研究は，これ

までにも豊富な研究蓄積がある．田中ら 1) は情報提供の

高度化による経路選択行動及び道路網交通流への影響を

検討をしており，Dia 2)はリアルタイムな情報提供がドラ

イバーの経路選択行動へ及ぼす影響を分析している．し

かしながら，個人属性を考慮した有効な情報提供内容を

明らかにする研究はあまり多くない． 
そこで本研究では，中部都市圏の都市間高速道路を対

象とし，SA や PA でドライバーに SP 質問を含めた意識

調査を実施することで，所要時間の情報提供時や付加情

報提供時のドライバーの属性別の経路選択行動を把握す

る．この調査結果からドライバーの属性を考慮した経路

選択モデルを作成することで，所要時間情報と付加情報

がドライバーの経路選択行動にどのような影響を及ぼす

のかを個人属性に着目して分析する．また，モデルの分

析結果をもとに交通流シミュレーションを行うことで，

美濃関JCTから豊田JCTまでの経路交通量の変化を捉え

るとともに，高速道路のドライバー属性が変化した場合

1) 大学院 理工学研究科建設システム工学専攻  2) 社会基盤デザイン工学科 

1) Graduate School of Science and Technology, Department of Civil Engineering  2) Department of Civil Engineering 

Fig.1 Location of questionnaire survey 
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の情報提供の効果を見る． 

2. ドライバー意識調査の概要 

2.1 調査概要 
Fig.1 に示す名古屋を中心とした都市間高速道路の中

央自動車道・恵那峡SA，東海北陸自動車道・関SA，東

海環状自動車道・美濃加茂SA，東名高速道路・美合PA，
上郷SA の 5 地点で，平成 18年 11 月 25 日(土)，26 日(日)
の 2 日間に，SA・PA で休憩しているドライバーを対象

にインビュー形式のアンケート調査を実施した．アンケ

ートの回収部数は，合計 672部であった． 
アンケート項目には，回答者属性，所要時間情報提供

時の経路選択意識，所要時間情報提供に対するニーズな

どがある． 
回答者の属性をTable 1 に示す．表より，利用目的では，

「自由」が約 7割を占めていることに対し，「業務」が 1
割であることがわかる．また，高速道路の利用頻度では，

｢月 1，2 回｣や｢年に数回｣の割合が高いことがわかる． 

2.2 経路選択の理由と基づいた情報 
 調査地点までの経路を選んだ理由を Fig.2 に示す．最

短距離および最短時間を理由に挙げた割合がほとんどを

占めている．代替経路がなく“この経路しかないから”

と答えた回答を除くと，最短経路を理由とした割合は

72%と，全体の約 3/4 を占めている． 
この理由としては，都市間高速道路は，経路が異なっ

ても運賃は同額であり，また，平常時には最短距離経路

はほぼ最短時間経路となるからである．したがって，所

要時間が経路決定に最も影響を及ぼす要因であると考え

ることができる． 

2.3 仮想ネットワークの概要 
本調査では，所要時間情報提供時の経路選択意識を把

握するため，仮想ネットワークをドライバーに提示し，

いくつかの質問をした．Fig.3にその仮想ネットワークを

示す．渋滞時に考えられるドライバーの 3 つの行動パタ

ーンを選択肢として，回答してもらった．以下にその 3
つの選択肢を示す． 
ルート1: ルート１をそのまま行く． 
ルート2: SAで休憩して，ルート1で行く． 
ルート3: 高速道路または一般道を利用した迂回． 
 現在位置から目的地までは最短のルートを含む3 つの

Table 1. Attributes of interviewees 
 Description 

Purpose 「leisure」73％，「business」10％ 

Frequency 
「1 or 2 times a week」16％， 
「1 or 2 times a month」37％ 
「several times a year」26％ 

Vehicle type 「passenger car」93％ 

Gender 「male」88％，「female」12％ 

Age 「The aged」17％ 
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ルートがあり，目的地までの所要時間として 30 分，60
分，90 分の 3パターンを仮定した．ドライバーへの質問

では，最短ルートの途中で渋滞が発生したことを想定し，

そのときの所要時間が，上記の3 つの所要時間に対して，

+15 分，+30 分の 2 パターンの渋滞時間を与えた． 
それぞれの情報提供では，Fig.4に示した所要時間のみ

を表示する場合と，付加的な所要時間増減傾向情報を表

示する場合を考えた．上矢印で所要時間の増加傾向を追

加する場合，直近将来の所要時間が表示されている所要

時間より増えると予測されていることを表す．逆に，下

矢印で減少傾向を追加した場合，所要時間は今後減少す

ることを表している． 

3. モデルの構築と分析 

調査結果をもとに，経路選択モデルを構築する．経路

選択モデルとして最も一般的に用いられている多項ロジ

ットモデル（ML）では，選択肢間の類似性の相違を表

現しにくい．そこで本研究では，ML の分析結果と比較

するために，経路選択問題においても多く用いられてい

るNested Logit モデル（NL）も用いる．MLモデルの構

造はFig.5 のように，NLモデルのツリー構造はFig.6 の

ようにした． 
MLモデルの分析結果をTable 2，NLモデルの分析結

果をTable 3 に示す． 

 

Fig.5 Structure of ML model 

 
Fig.6 Structure of NL model 

                             Table 2. Result of ML model (**1% significant，*5％ significant) 
Multinomial Logit Model 30min（t-value） 60min（t-value） 90min（t-value） 

Constant 
Route1 1.882（2.326）** 0.074（0.188） -0.433（-2.898）** 
Route2 -1.491（-2.077）* -3.744（-5.242）** -3.349（-4.663）** 

Travel time -0.063（-2.595）** -0.037（-2.595）* -0.032（-2.337）* 

Up-arrow Route1 -0.096（-4.287）** -0.058（-2.472）** -0.048（-2.193）** 

Route2 0.621（1.141） 0.233（4.329）** 1.448（1.878） 

Down-arrow Route1 0.462(3.123)** 0.214( 0.964) 0.327(2.3437)** 

Route2 0.886（2.309）* 0.541（2.769）** 0.489（2.485）** 
AIC 677.651 703.203 684.998 

Table 3. Result of NL model  

Nested Logit Model 30min（T-value） 60min（T-value） 90min（T-value） 

Constant  Route1 2.556（2.092）** 3.635（3.185）** 3.000（2.713）** 

Route2 -1.224（-3.095）** -1.792（-4.100）** -1.181（-1.367） 
Travel time Route3 -0.037（-3.572）** -0.030（-3.696）** -0.004（-5.１39）** 

Up-arrow Route1 -0.474（-1.964）* -0.474（-1.375） -0.144（-3.148）** 

Route2 0.357（2.062）* 0.312（4.443）** 1.545（2.287）** 

Down-arrow Route1 0.773（2.263）** 0.169（2.696）** 0.659（2.4414）** 

Route2 0.937（1.311） 0.489（3.712）** 0.256（1.528） 
AIC 633.472 658.116 644.741 
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Table 4. Result of NL model including individual attributes  (**1% significant，*5％ significant) 

Nested Logit Model 30min(t-value) 60min(t-value) 90min(t-value) 

Constant 
Route1 -0.608(-4.34)** -0.319(-0.553) -0.041(-0.594) 

Route2 2.173(1.090) -4.924(-2.165)* -2.680(-2.561)* 

Travel time -1.215(-2.130)* -0.652(-1.730) -0.473(-2.007)* 

Up-arrow 
Route1 -0.317(-2.209)* -0.218(-2.571)* -0.109(-2.849)** 

Route2 0.698(1.187) 0.353(1.175) 0.154(1.985) 

Down-arrow 
Route1 0.222(2.183)* 0.132(2.215)* 0.052(2.688)** 

Route2 1.495(3.159)** 0.681(1.786) 0.205(2.719)** 

Route1 

Frequency -0.001(-0.023) -0.167(-0.429) -0.101(-0.754) 

Gender 0.378(1.331) 1.277(2.515)* -0.083(-0.354) 

Vehicle type -0.413(-1.289) -1.247(-1.353) 0.158(0.921) 

Aged 2.182(0.728) 2.645(2.477)* 0.025(0.179) 

Route2 

Frequency -0.003(-0.079) -0.164(-0.420) -0.101(-0.763) 

Gender 0.830(2.128)* -0.667(-1.438) 0.089(0.175) 

Vehicle type -0.517(-0.644) -2.559(-1.478)* -0.263(-0.737) 

Aged -0.151(-0.387) -0.315 (-1.475) -0.051(-0.170) 

Route3 

Frequency 0.647(3.572)** -0.167(-0.429) -0.099(-0.753) 

Gender -0.717(-3.066)** -1.810(-2348)* -0.071(-0.024) 

Vehicle type -0.017(-0.036) 0.312(0.594) 0.105(0.541) 

Aged -0.452(-1.459) -2.670(-1.475) 0.026(0.154) 

所要時間の値に着目すると，どの所要時間のモデルで

もパラメータは有意な負の値を示しており，ドライバー

が渋滞に対して経路変更する意欲があるといえる．また，

どのモデルでも，ルート 1 における「増加表示」パラメ

ータの値が負になっている．つまり，増加情報を提供す

ると，経路変更が促されると考えられる．一方，減少情

報を提供した場合，ルート 1 と 2 ではパラメータが正の

値を示している．このことから，減少情報によって経路

変更せずにそのままの経路を進む可能性が高くなること

がわかる．また，提供時間が長くなるほどそれらの値は 0
に近づいている傾向があることがわかる．これは，目的

地までの所要時間が長くなると付加的情報提供が経路変

更へ及ぼす影響が小さくなっていくことを示している．

つまり，付加的な情報提供は，所要時間が小さいときほ

どドライバーの経路選択行動を促すが，所要時間が大き

くなるほどその効果が減少すると考えられる． 
モデル構造の違いから，今回のモデルの比較では修正

ρ2値ではなくAIC（赤池情報量規準）を用いることが相

応しい．そこで本研究で作成した2つモデルのAICを計

算する． 
その結果は，所要時間が 30 分，60 分，90 分とも，AICNL

に対してAICMLの方がその値が大きく，MLモデルの適

合度が低いことがわかる．これは類似した選択肢間の関

係を通常のMLで表現しきれていないことを示唆してい

る．このことから，「SAで休憩」と「他の道路利用」に

は観測されない類似性がみられ，NL モデルの方が相応

しいといえる． 

4. 個人属性が経路選択に及ぼす影響 

付加的所要時間情報の提供による経路選択行動には，

ドライバーの個人属性の違いが影響を及ぼす可能性があ

ると考えられる．経路変更行動を効果的に促すためには，

付加的所要時間情報を提供すると共に，ドライバーの性

別，年齢，車種，利用頻度などの属性を検討することも

重要であり，属性別の影響を把握することによってより

効果的にドライバーの経路変更を促すことができると考

えられる。 
そこで，個人属性の差異が経路選択に及ぼす影響を考

慮するため，経路選択に影響を及ぼす可能性が高いと考

えられる 3 属性をダミー変数として設定し，経路選択モ

デルを作成する．個人属性として利用頻度，性別(男=0
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女=1)，車種(乗用車=0，非乗用車=1)，高齢者(高齢者=1，
非高齢者=0)をダミー変数として設定し，NLモデルを用

いて分析する． 
設定した4つの個人属性を含めたモデルの推定結果を

Table 4に示す．提供所要時間が30分の時，ルート2の

女性ダミーのパラメータは有意な正の値を示している．

このことから，女性は休憩をする傾向があると考えられ

る．ルート3の頻度ダミーは有意な正の値はである．こ

のことから，経路利用頻度が高くなるほど経路変更の意

欲が高くなる傾向が見られる．それに対してルート3の

女性のパラメータは有意な負の値を示し，女性は経路変

更しない傾向がわかる．提供所要時間が 60 分の時，ル

ート1の女性ダミーのパラメータならびに高齢者ダミー

のパラメータの値は正であることから，女性と高齢者は

所要時間情報提供時にそのままの経路を行く傾向が強く

なることがわかる．それに対して非高齢者は，経路変更

する可能性が高くなることになる．提供所要時間が 90
分の時，付加的情報のパラメータは 1%有意であり，そ

れに対してすべての個人属性パラメータには有意性がな

いことがわかる．これから，所要時間が長くなるほど，

個人属性による違いがあまり見られなくなっているとい

える． 

5. シミュレーションによる情報提供効果の分析 

5.1 シミュレーションの概要 
 所要時間情報の提供によって各ドライバーの経路が変

更されても，必ずしもネットワークの混雑状況が改善さ

れるとは限らない．付加情報の提供効果は情報を受け取

る対象によって異なり，個人の情報に対する反応に依存

しているとも考えられる．例えば，ドライバーの個人属

性を考えてない付加情報を提供することは，むしろネッ

トワークの混雑状況を悪化させる可能性も考えられる．

安 3）は，提供された交通情報からドライバーが現在の交

通状況を把握して経路を選択しても，その状況は運転中

に変化する可能性があることを指摘している．このため，

本研究で構築したモデルをもとに，特定の個人属性を持

つドライバーの量を変化させた場合の交通流配分シミュ

レーションを行う．これまでに，属性の違う高速道路利

用者は付加情報から経路変更に対して異なる影響を受け

ることがわかったため，高齢運転者の割合が高い場合と

女性の割合が高い場合の 2 パターンを想定し，シミュレ

ーションを行う． 

5.2 道路ネットワークとデータ構成 
本研究では，調査対象の高速道路である東海北陸自動

車道の美並 IC～一宮 JCT，名神高速道路の一宮 JCT～小

牧 JCT，東名高速道路上りの小牧 JCT～名古屋 IC，東海

環状自動車道の美濃関 JCT～豊田 JCT，東名高速道路下

りの豊田 JCT～名古屋 IC，中央自動車道の土岐 JCT～一

宮JCTの道路ネットワークをシミュレーションの対象と

した．そのネットワークをFig.７に示す．  
シミュレーションに必要なデータは，各 IC，各 JCT か

ら道路ネットワークに流入する車両と流出する車両の時

間ごとの台数である.これらの値はH18年11月26日(日)
の OD 表データから算出した．本研究では 15:00～21:00
の期間の美濃関 JCT～豊田 JCT のデータ(合計 20,580 台)
を用いた． 

5.3 シミュレーション結果 
 Fig.8 は，美濃関 JCT より豊田方向へ進行した合計

20,580 台のうち，最短経路を利用した車両の台数を示す．

渋滞時間は 15 分，20 分，25分，30 分の 4パターンを設

定する．所要時間の増加とともに，ドライバーの経路変
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更行動が多くなっていることがわかる．一方，付加的な

情報を加えた場合，ドライバーに経路変更を促し，渋滞

を緩和させる効果が見込まれる．また，所要時間が長く

なるほど，ドライバーが経路変更しない傾向があること

がわかる．結果的に，所要時間情報に付加的情報を追加

して提供することにより，ドライバーの経路変更を促進

させることができることを交通流の面からも確認できた． 
 Fig.9 は，高齢者運転者の割合を 17％から 30％へ増加

させた場合のシミュレーション結果を示している．付加

的な情報を加え，高齢運転者の人数が多い場合には経路

を変更しない割合が3%程度増加することが見て取れる．

ここから，高齢運転者が多くなると付加的情報提供によ

る効果が下がり，渋滞の緩和効果が小さくなる可能性が

あるといえる． 
 Fig.10 には，女性の運転者の割合を 12％から 24％に増

加させた場合のシミュレーション結果を示す．女性運転

者の人数が多い場合，通常と比べ，全体的に最短経路の

交通量が増えていることがわかる．これより，高齢者運

転者を増やした時と同様，渋滞の緩和効果が小さくなる

可能性があると考えられる． 

6. おわりに 

本研究では，高速道路上のドライバーに対して行った

調査結果をもとに，所要時間増減情報提供時のドライバ

ーの経路選択行動の影響を把握することを目的とし，道

路ネットワークの交通流分析を行った． 
本研究ではアンケート調査の結果から 2 つの経路選択

モデルを作成した．このモデルから，付加的情報提供は

ドライバーの経路選択行動に影響を及ぼすことが明らか

になった． 
このモデルを用いて，仮想ネットワーク上で付加的な

情報提供を行った場合の経路変更傾向を捉えた．さらに，

4 つの個人属性をモデルに組み込むことで，ドライバー

の個人属性が経路選択行動に及ぼす影響の分析も行った． 
これらの結果から，提供される所要時間情報が同じで

も，付加的な情報の有無によって，経路選択行動が変化

することがわかった．付加的な情報提供は所要時間が短

いほどドライバーに経路の変更を促すが，長くなるほど

その効果が薄れるということがわかった．個人属性では，

女性よりも男性の方が付加情報により経路変更が促され

ることがわかり，高齢者は付加情報を得たとしても経路

変更につながりにくいということがわかった．  
今後の課題として，所要時間情報に対する感度や情報

の入手方法などについても考慮し，より効果の高い情報

提供手法について検討を進めていく必要がある．また，

曜日別など高速道路におけるドライバーの構成が変化し

た場合の付加的情報の提供手法なども考えていく必要が

ある．  
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大気エアロゾルの季節変動と黄砂による影響 
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Abstract 

 
Each aerosol particle concentration was measured using 4-stage classification particle mass monitor from spring 

2012 to winter 2012 at Meijo University. As a result, mass concentration of PM2.5-7.0 accounted for about 60%.  
It was recognized that mass concentration of PM2.5-7.0 variation effected seasonal concentration variation. 
Inorganic ionic components of aerosol were collected using an Andersen low - volume air sampler and analyzed by 
ion chromatograph. 
Comparing the ionic components of the Kosa and non-Kosa, calcium ion and anthropogenic nitrate ion increased in 

coarse particles. Comparing the ionic components of each month, chlorine ion, sodium ion, and potassium ion in 
coarse particles increased from May to October. By contrast, anthropogenic nitrate ion and non-sea salt sulfate in 
fine particles increased in September, January and February. 
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大気中に比較的長く浮遊する大気汚染物質のひとつで

粒径10µm以下の浮遊粒子状物質は現在，日本の各地に設

置された一般環境大気測定局，自動車排出ガス測定局で常

時観測されている．大気エアロゾルを構成する浮遊粒子状

物質は呼吸器系に吸入され気道に吸着することが知られ

ており，呼吸器系に影響を及ぼすことが指摘されている1）．

このようなことから環境基準によって粗大粒子の健康影

響から保護を図っている．大気エアロゾル中の濃度を上昇

させる一因として晩冬から春に多く日本に飛来する黄砂

現象があり，黄砂のために年間の環境達成率が下がる事例

も報告されている2）．また，黄砂は中国のタクラマカン砂

漠，ゴビ砂漠，黄土高原で主に発生し，中国の都市域を通

過する際に，人体に影響のある人為起源大気汚染物質を取

り込み風下側に輸送する働きもあり，環境影響を考えるう

えで重要な物質でもある．しかし近年，黄砂のような粗大

粒子だけでなく，より微小な粒子の影響が注目されており，

疫学調査により発生源（自動車排気など）から直接排出さ

れる一次粒子や大気中で反応し生成される二次粒子で構

成されている粒径2.5µm以下のPM2.5と死亡率との間に

関連性があると言われるようになった3）．そこで，我が国

ではPM2.5に対して中央環境審議会大気環境部会で検討

を重ね，呼吸器疾患，循環器疾患及び肺がんの疾患に関し

て人々の健康に一定の影響を与えていることが示された

4）．PM2.5を形成する主な成分はNO3－，SO42－，NH4+で

ある．窒素酸化物は人体に取り込まれると強い酸化作用を

示し，粘膜の刺激，気管支炎，肺水腫の原因となる．一方，

硫黄酸化物は呼吸器を刺激し気管支喘息，気管支炎の原因

となる．これらの健康影響を踏まえ，我が国では今までに

報告されている諸外国の疫学調査デザインを整理，検討し，

毒性学の観点から短期曝露実験が行われた5）．その結果，

曝露濃度分布全体を平均的に低減する意味での１年平均

値と1日平均値に関する環境基準が設定され6），平成21年

から各都道府県でPM2.5の測定が順次開始されている．し

かし，その測定は主要測定局に限られている．PM2.5の環

境基準においては設定されて間もないため，1）微小粒子

状物質の体系的な成分分析の必要性，2）固定発生源や移

動発生源に対し実施してきた粒子状物質全体の削減対策

の着実な推進，3）微小粒子物質やその原因物質の排出状
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況の把握及び排出インベントリの作成という課題が挙げ

られている．こうした課題への取り組みの出発点としては

質量濃度と成分濃度の測定や分析，実態の把握が重要な事

柄である7）．また，環境省の大気暴露調査の結果から，

PM2.5 の地域間の濃度差が小さくなるという傾向が見ら

れた5）．しかし，大気中曝露濃度の全国的な傾向をより詳

細に把握するために，都市部，非都市部，地域性等の分類

や，光化学反応が活発に行われる地域等を考慮して，随時，

調査地点の追加，見直しも行う必要がある5）．  

以上より，粗大粒子，微小粒子を含めたエアロゾルの汚

染状況や実態を解明するためには粒径別濃度だけでなく，

その化学組成を知る必要がある．そのため，本研究では1）

愛知県名古屋市天白区名城大学4号館屋上で2012年の晩

春から冬季にかけてエアロゾルの粒径別濃度を測定し，季

節ごとの変動を明確にする，2）黄砂日と非黄砂日のエア

ロゾル成分を比較し，発生時期の違いによる黄砂が及ぼす

大気エアロゾルへの汚染の影響を明確にすることを目的

とした． 
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 粒径ごとのエアロゾル濃度を測定するために光分散式

によって散乱光を計測してエアロゾルの粒径 0.5～

10.0μm，0.5～7.0μm，0.5～2.5μm，0.5～1.0μm を分級

し，各質量濃度を測定できるパーティクルマスモニター

（GT‐331，柴田化学株式会社）を用いて愛知県名古屋市

天白区名城大学 4 号館屋上で 2012 年 5 月 14 日から 2 月

まで 2.83 l/min の吸引速度で連続測定を行った．ローボ

リウムエアサンプラー（AN‐200，柴田化学株式会社）

の専用シェルターに格納し風雨に曝され機器が故障しな

いようにした．また，粒径別に季節ごとの質量濃度の変動

を明確にすることが本研究の目的であるため，0.5～

10.0μm と 0.5～7.0μm の濃度差を「PM7～10」，0.5～

7.0μm と 0.5～2.5μm の差を「PM2.5～7」，0.5～2.5μm

と0.5～1.0μmの差を「PM1～2.5」，0.5～1.0μmを「PM0.5

～1」と定義した．測定間隔は 4 分間サンプリングを行い，

16 分間待機するという 1 サイクルに設定した．連続測定

を行っているため 1 時間に 3 回分の測定値が得られる．1

時間の粒径別合計濃度を 1 時間に測定した回数で除した

値を 1 時間平均値とする(1)式を用いて計算した．この機

器の表示単位は µg/m3 なので粒径 10μm 以下の浮遊粒子

状物質の表示単位である mg/m3 に変換して考察を進める． 

(1))(mg/m
)/(

3

3

・・・　
　１時間に測定した回数

量濃度　１時間の粒径別合計質

平均粒径別質量濃度　

N

mmg 
 

 
��� ��������������� 

 GT‐331 と同じシェルター内 で 5 月 17 日，21 日～24

日と 10 月 22 日，24 日と 12 月 6 日～13 日と 1 月 21 日

～28 日と 2 月 7 日～14 日の期間でローボリウムエアサン

プラーAN‐200 を専用シェルターに設置し 1）11.0μm 以

上，2）7.0～11.0，3）4.7～7.0，４）3.3～4.7，5）2.1

～3.3，6）1.1～2.1，7）0.65～1.1，8）0.43～0.65，9）

0.43μm以下の 9段階で各段にテフロンバインフィルター

T60A20 を設置して大気エアロゾルを分級し，吸引量 28.3 

l/min で 24 時間捕集を行った．本研究ではフィルター捕

集したエアロゾルのイオン成分を 2.5μm 以上の粗大粒子

と 2.5μm 以下の微小粒子の大まかな 2 区分に分けて考察

を進めていく．しかし，AN‐200 で捕集可能な粒径は

2.5μm で区切られていないので，本研究での粗大粒子，

微小粒子の区分については 2.1μm 以上，2.1μm 以下の値

を適用した．12 月からの捕集については 7 日間連続で

AN‐200 を稼働させ，分級区分を 11.0μm 以上，11.0～

2.1μm，2.1～0.43μm，0.43μm 以下の 4 段にした． 

 

��� ��������������� 

 粒径別エアロゾルの捕集後，フィルターから水溶性イオ

ンを抽出し，パーソナルイオンアナライザー（PIA‐1000，

島津製作所）を用いてイオンクロマトグラフ法によるイオ

ン分析を行った．分析したイオン成分は陰イオンが Cl－，

NO3－，SO42－で，陽イオンは Na+，NH4+，K+，Mg2+，

Ca2+である．また，機器に装着する分析用カラムは陰イオ

ンが Shim‐pack IC‐A3，陽イオンは Shim‐pack IC‐

C3 を使用し，移動相はそれぞれ「8mM p‐ヒドロキシ安

息香酸+3.2mM ビストリス」，「2.5mM シュウ酸」を用い
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て各移動相は流量 0.2ml/min で送液し，機器のオーブン

温度は 40℃に保った．フィルターからの抽出作業は，フ

ィルターを 4 分の 1 に裁断し，20%エタノール（エタノー

ル：水＝20：80）0.1ml でフィルターの表面を濡らし浸水

処理を施した後，フィルターを抽出瓶に入れ，イオン交換

水 5ml 中で超音波洗浄機により 10 分×3 回の計 30 分水

溶性成分抽出を行った．抽出作業終了後，容量 1ml のマ

イクロシリンジにクロマトディスク(濾過用)とニードル

を装着し，マニュアル注入量 0.01ml で分析を行った．イ

オンクロマトグラフによって求まったクロマトグラムの

面積値を標準試料で作成した検量線に照らし合わせるこ

とで，各水溶性成分の濃度を求めた．そして，測定平均値

と大気エアロゾルを捕集していないフォルターを分析し

たブランク値の差を求め分析値とした．分析時に ppm で

濃度が表示されるため，式（2）を用いて，質量濃度 ng/m3

に変換した． 

)2(
)(40.752m

(ppm)1040.005
)(ng/m

3

6

3

・・・　
サンプラー総吸引量　

分析値　抽出水量　

質量濃度　






 

 

 アンダーセンサンプラーを用いて大気捕集を行う際に，

黄砂日と非黄砂日のエアロゾル成分を比較し黄砂の影響

を明確にするために黄砂を含む大気も捕集した．そのため，

黄砂が捕集地点に飛来することを予測し，いつ黄砂が飛来

するか知る必要がある．そこで，黄砂を含む大気の捕集期

間の決定には，九州大学応用力学研究所が開発し，国立環

境研究所が Web（http://www-cfors.nies.go.jo）で公開し

ている黄砂輸送モデルの化学天気予報図（以下 CFORS）

を参考にした． 

 

大気捕集時に捕集地点に流入した気塊の経路を知る手

法として後方流跡線解析を用いた．この手法はある時間に

おける捕集地点の気塊を，気象データを基に一定時間ごと

にその位置をさかのぼることができる． 

 この後方流跡線解析では米国海洋大気局 NOAA によっ

て Web（http://www.arl.noaa.gov/ready/hysplit4.html）

で提供されている HYSPLIT モデルを使用した．測定地

点は愛知県名古屋市天白区名城大学 4号館屋上(座標：北

緯 35.135°, 東経 136.976°)を設定し，上空 150m，500m，

1000m を起点として 1 週間前まで計算し後方流跡線を求

めることで大気捕集時に黄砂の影響がある地点上空を通

過したか，発生起源はどこかを知るために使用した． 

 

 

 パーティクルマスモニターGT‐331 を用いて愛知県名

古屋市天白区名城大学 4 号館屋上で粒径ごとのエアロゾ

ル濃度の測定を 2012 年 5 月から行った．また，同じ図に

国設大気観測所の国設名古屋の総質量濃度の 11 年平均を

プロットし標準誤差を加えたもの，GT‐331 で測定した

総質量濃度 TSP，PM2.5～0.5 の平均値をプロットしたも

のが Fig．1 である． 

 

この図に示されているように測定した大気エアロゾル

は、7 月に最大質量濃度となり，その後，徐々に質量濃度

は減少し，2 月に再び増加する傾向にあった．この濃度変
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Fig．1  大気エアロゾルの粒径別質量濃度 
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動は 6 月～8 月に最大になり，12 月～2 月に最少となる国

設名古屋の 11 年平均とほぼ似たような動きをしており，

本研究で得た測定値は一般性があると言える．また，Fig．

2より各月のPM2.5～7が全質量濃度の50%～70%程度を

占めており，月ごとの質量濃度変動には最も粒径範囲の広

い PM2.5～7 が大きく関わっていることが明らかとなっ

た． 

 
 

 

 

夏に高濃度となる原因として考えられるのは雨季によ

る相対湿度の上昇が考えられる．相対湿度の上昇により粒

子が何らかの影響を受けて合体し粒子が成長する凝集が

発生した．または，粒子が多量の水分を含んで大きくなり，

光分散式による測定であったために散乱強度が増して濃

度が増加したことが考えられる．上田と三浦の都心の大気

エアロゾルの粒子の湿度特性の季節変化 8）の研究によれ

ば 25℃時の平衡相対湿度が 78%，83％の実験の場合，成

長粒子割合が 5 割以上増加し，粒子の成長率も急激に増加

したと報告されている．特に 75%付近で潮解し，水蒸気

を吸収しさらに湿度が上昇すると成長する無機物として

NaNO3や NaCl が挙げられている 6）．これらは主に海塩

粒子であり，本研究で区分した 2.1µm 以上の粗大粒子側

に多く存在する無機物である．相対湿度の上昇により，

NaNO3や NaCl が潮解し，粒子が成長することで 7 月の

PM2.5～7 が総質量濃度の高かった 5 月，6 月よりもさら

に増加して今回の測定でピークとなったと考えられる．一

方，測定期間中最低濃度となった 12 月，1 月，2 月は大

気中の水蒸気量が低いために PM2.5～7 の範囲の粒子が

成長せず，低濃度となったと考えられる． 

 

��� 黄砂日�非黄砂日の���イオン成分��� 

 黄砂日と非黄砂日の大気エアロゾル成分を比較するた

めに，イオンクロマトグラフ法で分析したイオン濃度を質

量濃度に変換し，分析した全イオン成分中の重量比を求め

た．黄砂を観測したのが 5 月 16 日，非黄砂日を 5 月 17

日とし，関谷の行った 2005 年 4 月 20 日の黄砂日におけ

るエアロゾル中の成分分析 9）のそれぞれの値も用いて検

討した．黄砂は主に粗大粒子側に影響を与えるため，本報

告書では粗大粒子側だけに着目する．Fig．3 より NO3－，

Na+，Ca2+が非黄砂日に比べて増加している．しかし，

Na+と同じ海塩粒子起源とされるCl－については非黄砂日

より低い．これは汚染大気である HNO3中を通過するこ 

とで塩素損失が起こったからだと考えられる．NaCl が

HNO3と反応し，Cl－の損失した分を，NO3－が NaNO3

として置換され，Cl－は HCl として抜けることで Cl－が低

くなっており，本来ならば黄砂日においても Cl－が高くな

っていた可能性がある． 

 

   Fig.3 黄砂日、非黄砂日のイオン成分分析結果 
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��� 黄砂飛来予測結果 

 CFORS の土壌性ダストの予測結果を Fig．4 に示す．

Fig．4 は捕集開始時刻に近い 5 月 16 日 12 時の予測図で

ある．これを見ると中国大陸の黄土高原やゴビ砂漠で発生

したとみられる濃い黄砂が西からの風によって輸送され

日本上空に本州全体を覆うように飛来していることが予

測結果として出ている．このことから黄砂捕集日を決定し

た． 

 

 

��� ���������������� 

 黄砂日，非黄砂日の大気捕集地点への気塊の流入経路を

推測するために，NOAA（米国大気海洋庁）の HYSPLIT 

モデルにより，一週間の後方流跡線解析を行った．また， 

5 月 16 日，17 日とも捕集開始から 12 時間後を解析開始

時間としている．それぞれの結果を Fig．5 に示す．黄砂

日の 2012 年 5 月 16 日では黄砂の発生源である黄土高原

やゴビ砂漠上空を通過し，上海上空や関西地方を通過して

捕集地点に流入しており，黄土高原やゴビ砂漠が発生由来

であることが推測され，非黄砂日の 5 月 17 日は海洋上を

経由し，大韓民国の都市上空や関西地方を経由しているこ

とが推測され，黄砂の影響はないものと考えられる． 

 

 

 

��� � ���� ���� ��� ��� ����������

������������  

大気エアロゾル中に存在する 5 月，10 月，12 月，1 月，

2 月のどの成分が各月で多く含まれているかを知り，大気

エアロゾル成分の各特徴を明確にするために分析を行っ

た．その結果を Fig．6 に示す．粗大粒子側では，5 月，

10 月で Cl－，Na+，K+の海洋起源とされる成分が多く，

海洋大気の流入の影響が大きいと考えられる．人為起源成

分について注目すると，NO3－は 12 月，1 月，2 月の方が

Fig．4 CFORS 予測結果 

 

Fig．5 5 月 16 日、17 日の後方流跡線解析 
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若干高い傾向にある．SO42－は見た目では 5 月，10 月が

高いが，SO42－は非海塩性，海塩性が存在するため非海塩

性 SO42－を溝畑と伊藤による黄砂粒子の化学成分の変質

の研究 10）で用いられた（3）式を用いて計算した．

(3)252.02
4

2
4 ・・・　  NaSOnssSO  

5 月，1 月，2 月の重量比が 10 月，12 月に比べ 4.7％，

4.4％，4.5％と高かったが，海塩性のものは 5 月，10 月

が高く，海洋起源とされる成分が多いことが示唆された．

一方，微小粒子側では 12 月，1 月，2 月で NO3－，SO42

－，NH4+が高く都市大気特有のアンモニウム塩として大気

中に存在していた可能性がある．また，粗大粒子側と同じ

ように非海塩性 SO42－を計算した結果，12 月，1 月，2 月

で 33.4％，29.7％，42.1％と顕著に重量比が高かった． 

しかし、重量比であって実際に量がどのように変化したか

わからないため質量濃度について着目した．Fig．7 より，

3016 ng/ｍ3，3799 ng/ｍ3，5973ng/ｍ3と 12 月，1 月，2

月で顕著に高く存在する量自体も増加していることが明

らかとなった．同じように NO3－についてみてみると，

1734 ng/ｍ3，3197 ng/ｍ3，1934 ng/ｍ3と顕著に高く，冬

に人為起源大気汚染物質とされる成分が増加する傾向が

明らかとなった．  

 

 

 

�� �� 

 

本研究では 2012 年 5 月から大気エアロゾルの質量濃度

を粒径別に連続測定した．また，2012 年 5 月に日本に飛

来した黄砂日の大気エアロゾルを粒径ごとに捕集し，水溶

性成分の分析を 2.1µm 以上の粗大粒子と 2.1µm 以下の微

小粒子に区分して行った．同じように 10 月，12 月，1 月，

2 月においても大気エアロゾルを粒径ごとに捕集し，水溶

性成分の分析を 2.1µm 以上の粗大粒子と 2.1µm 以下の微

小粒子に区分して行った．これらにより得られた結果を以

下に述べる． 

 

１. 5月から2月までの大気エアロゾルの質量濃度を粒径

別に連続測定したところ，5 月から 7 月に総質量濃度
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が高く，7 月がピークとなった．一方，12 月に最低

濃度となった．各月ごとの質量濃度の変動には粒径

2.5～7µm のエアロゾルが影響していた． 

２. 2012 年 5 月に日本に飛来した黄砂日の大気エアロゾ

ルに含まれる水溶性成分の陰イオン，陽イオンを非黄

砂日のそれと比較したところ，黄砂日の粗大粒子側で

NO3－，Na+，Mg2+，Ca2+の重量比が増加していた． 

３. 後方流跡線解析の結果，黄砂日では内モンゴル自治区

の砂漠地帯やゴビ砂漠，黄土高原上空を通過し，大気

捕集地点に気塊が流入していた．一方，本研究で捕集

を行った非黄砂日は黄海や日本海上空を通過して，大

気捕集地点に気塊が流入している傾向がみられた． 

４. 5 月，10 月，12 月，1 月，2 月の大気エアロゾルに

含まれる水溶性成分の陰イオン，陽イオンを比較した

ところ，5 月，10 月では Cl－，Na+，K+が多く含まれ

ていた．12 月，1 月，2 月においては 5 月，10 月に

比べて NO3－，SO42－，NH4+が顕著に増加していた． 

５. 非海塩性の SO42－nss を計算した結果，分析の結果得

られた各月の SO42－のうち 5 月，10 月，12 月，1 月，

2 月のすべての月で 65%以上が非海塩性であること

が明らかとなった．特に 12 月，1 月，2 月で多く含

まれていた． 

６. 大気捕集した各月の全 SO42－nss のうち 65%以上が

微小粒子側に含まれており、特に冬では全 SO42－nss 

のうち 90%以上が微小粒子側に含まれていた． 

 

  

 

本研究を進めるにあたり，愛知県環境部からは大気汚染

常時監視結果のデータを，国立環境研究所からは東アジア

域の黄砂・大気汚染物質分布予測のデータを頂きましたこ

とを深く感謝申し上げます． 
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10）溝畑朗，伊藤憲男：「黄砂粒子の化学成分の変質」，

エアロゾル研究 10(2)，p.127‐134，（1995) 

         （原稿受理日 平成 25 年 10 月 3 日） 
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理工談話会は本学部主催の行事として，昭和 47 年（1972 年）2 月にスター卜してから今日まで 408 回の談話会を開
催してきました．この会は学問の急速な進歩，細分化にともなってお互いに見えにくくなった各学問分野の知識交流の
場として開設されたものであります．講演者はそれぞれの専門分野の第一線で研究に携わられた国内外の大学，企業の
方々で，講演の内容は学部高学年，大学院のレベルから研究者のレベルにわたり，工学 ･ 理学の基礎的テーマや専門分
野を越えて興味の持たれているテーマについて分かりやすく解説して頂いています．現在は私たち教員の他に学生諸君
も多数参加されています．以下に，平成 25 年度に開催された談話会について報告します．

題　　　　　　　　目　　　　　　　　講　　　　師　　　　　所　　　　属　　　　　 年
平成

・月・日

第 405 回　 線形確率成長模型について 吉 田 　 伸 生 名古屋大学大学院多元数理科
学研究科教授 25・10・19

講演要旨：d 次元格子上で確率的に時間発展する多粒子系を定式化し，いくつかの数学的結果を紹介する．この定式化
はオリエンテッドパーコレーションや，コンタクトプロセスなど，従来から研究されてきた様々な多粒子系を特別な場
合として含み，その時間発展は，独立同分布な無限次のランダム行列の積により記述できる．この多粒子系には非局在
相から局在相への相転移があり，粒子分布の長時間挙動には，それぞれの相における特徴が反映される．

第 406 回　 未来機械のための超高機能性表
面の創成と評価 梅 原 　 徳 次 名古屋大学大学院工学研究科

教授 25・11・30

講演要旨：未来機械を実現し，機械の更なる高性能化のためには，接触面での機能を高めることが必要である．例えば，
次世代自動車や風車のためには，高面圧・低すべり速度下で超耐摩耗・超低摩擦の表面が求められる．また，医療器具
の電気メスでは凝固血液の付着を抑制する先端チップが求められている．本講演では，イオンビーム，プラズマ援用成
膜などの機能性表面の創成方法と nm スケールの構造変化層の評価方法について紹介する .

第 407 回　 活断層と大地震の長期予測 岡 田 　 篤 正 京都大学名誉教授 25・12・７

講演要旨：最近，活断層についてマスコミなどを通じて大きく報道されていることが多いので，活断層から起こる大地
震の長期的な評価結果を兼ねて最近の主な話題について紹介する．
１．活断層と大地震の長期予測．中部地方，とくに中央構造線より北側には，規模の大きな活断層が分布する．1995
年兵庫県南部地震以後に行われた活断層調査により，長さが約 20km を越すような活断層は M（マグニチュード）７以
上の地震を引き起こす能力があるとみなされ，各種の調査が行われてきた．それらの成果を総合的に取りまとめて，活
断層の長期的な評価が政府の地震調査委員会が公表してきた．中部地域の主要な活断層（帯）の事例として，糸魚川−
静岡断層帯，濃尾（根尾谷）断層帯，阿寺断層帯，養老（―桑名―四日市）断層帯等を取り上げる．比較的近い過去 ( 歴
史時代 ) に大地震を発生させた活断層は長期評価では逆に切迫性が無いとされるが，一方，歴史時代の初期に活動し，
活動間隔や変位速度の点からみて，糸魚川−静岡断層帯は確率が高いとされる．また，阿寺断層帯北西部では，歴史時
代の活動が無く，過去の活動履歴からみて確率が高いとされる．こうした経緯の概要を紹介する．
２．2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災を契機として，各地の原子力発電所近傍に位置する活断層あるいはその
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分岐断層が可能性を含めて調査され，取りざたされている．演者が関与した大飯発電所の事例を中心に，その成果を紹
介する．
３．徳島県では，中央構造線活断層帯沿いの土地利用規制条例が施行されたが，その経緯や内容等について，簡単に概
要を述べる．
4. これからの活断層研究の問題点や動向などについても話題提供をしたい．

第 408 回　 自動車の衝突事故解析 感 本 　 広 文 静岡理工科大学理工学部
機械工学科教授 25・12・21

講演要旨：現在の交通社会において，自動車の衝突事故は大きな社会問題となっている．近年では衝突軽減・防止技
術の発達が目覚ましいが，事故が皆無となるまでにはかなりの年月を要すると思われる．そのため，不幸にも発生した
事故については，その原因を究明し，事故の予防に役立てることが望ましい．しかしながら，実車による衝突実験には
多大な設備と費用を要するため，基本的な物理法則に基づく簡便な数値解析が有益となる．

一般に自動車の衝突は非常に短時間で終了する．そのため，上記の目的で行われる衝突解析には，運動量−力積法則
に基づく剛体衝突解析が用いられる．本講では，剛体衝突理論に基づく自動車の衝突解析手法，ならびに衝突後の車両
の運動解析について解説する．また，剛体衝突解析で用いる反発係数に関連する話題について紹介する．
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平成 25 年度研究費補助金交付者一覧表

1．文部科学省戦略的研究基盤形成支援事業

研 究 科 研 究 代 表 者 研 究 課 題

理 工 学 研 究 科 教 授 赤 﨑 　 勇 窒化物半導体・新領域エレクトロニクス

2．文部科学省戦略的研究基盤形成支援事業

研 究 科 研 究 代 表 者 研 究 課 題

理 工 学 研 究 科 教 授 小 高 猛 司 21 世紀型自然災害のリスク軽減に関するプロジェクト

3．（独）科学技術振興機構（JST）　戦略的創造研究推進事業（CREST）

学 科 研 究 代 表 者 研 究 課 題

情 報 工 学 科 教 授 吉 川 雅 弥 耐タンパプログラマブルＬＳＩ設計ＣＡＤ構築

4．（独）科学技術振興機構（JST）　戦略的創造研究推進事業（先端的低炭素化技術開発）〔ＡＬＣＡ〕	 	 	

学 科 研 究 代 表 者 研 究 課 題

電気電子工学科 教 　 授 平 松 美 根 男 ハイブリッドナノカーボン材料合成技術の開発

5．NEDO〔（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構〕
新エネルギー技術開発　革新的太陽光発電技術研究開発（革新型太陽電池国際研究拠点整備事業）

学 科 研 究 代 表 者 研 究 課 題

材料機能工学科 准 教 授 岩 谷 素 顕 ポストシリコン超高効率太陽電池の研究開発（広帯域 AlGaInN）

6．経済産業省中部経済産業局　戦略的基盤技術高度化支援事業

学 科 研 究 代 表 者 研 究 課 題

交通機械工学科 教 授 小 川 宏 隆 高Ｑ・低誘電率高密度実装用ＬＴＣＣ基板の開発准 教 授 菅 　 章 紀

7.（財）科学技術交流財団　愛知県「知の拠点」重点研究プロジェクト　低環境負荷型次世代ナノ・マイクロ加工技術の開発プロジェクト

学 科 研 究 代 表 者 研 究 課 題

材料機能工学科 教   授 宇 佐 美 初 彦 難加工性材料の超精密・高能率加工技術の開発

8.（財）科学技術交流財団　愛知県「知の拠点」重点研究プロジェクト　低環境負荷型次世代ナノ・マイクロ加工技術の開発プロジェクト

学 科 研 究 代 表 者 研 究 課 題

機 械 工 学 科 教 　 授 ペトロス・アブラハ 難加工性材料の超精密・高能率加工技術の開発

9. 国土交通省　建設技術研究開発助成制度

学 科 研 究 代 表 者 研 究 課 題

社会基盤デザイン工学科 教 　 授 小 髙 猛 司 地震・洪水およびその複合災害に対する統合型河川堤防評価技術の開発

10. 総務省　戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE）

学 科 研 究 代 表 者 研 究 課 題

情 報 工 学 科 教 　 授 渡 邊 　 晃 スマートフォンとモバイルネットワークを用いた弱者見守りシステム TLIFES の実現

11.（独）科学技術振興機構（JST）　復興促進プログラム（A－ STEP）探索タイプ

学 科 研 究 代 表 者 研 究 課 題

電気電子工学科 准 教 授 飯 岡 大 輔 大規模ウインドファームの安定した系統連系を実現する限流器の適用可能条件に関する研究
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12．（独）科学技術振興機構（JST）　研究成果展開事業
研究成果最適展開支援プログラム（A－ STEP）フィージビリティスタディ（FS）ステージ探索タイプ

学 科 研 究 代 表 者 研 究 課 題

交通機械工学科 准 教 授 菅 　 章 紀 高周波化に対応した低誘電損失コンポジット基板材料の開発

13．（独）科学技術振興機構（JST）　研究成果展開事業
研究成果最適展開支援プログラム（A－ STEP）フィージビリティスタディ（FS）ステージシーズ顕在化タイプ

学 科 研 究 代 表 者 研 究 課 題

材料機能工学科 准 教 授 岩 谷 素 顕 波長制御可能な深紫外固体レーザ光源

14．NEDO〔（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構〕
戦略的省エネルギー技術革新プログラム /実用化開発 /低コスト高効率 LED用モスアイ加工サファイア基板の開発

学 科 研 究 代 表 者 研 究 課 題

材料機能工学科 教 　 授 上 山 　 智 低コスト高効率ＬＥＤ用モスアイ加工サファイア基板の開発（大項目）光取出し効率改善
検討（中項目）低転位 GaN 下地層の開発 / 低コスト化、大面積化検討（小項目）

15．（公財）ＪＫＡ　平成 25年度自転車等機械工業振興事業

学 科 研 究 代 表 者 研 究 課 題

メカトロニクス工学科 教 　 授 大 道 武 生 環境保全推進のためのリニア発電エンジンシステムの展開研究補助事業

16．( 独）宇宙航空研究開発機構（JAXA)

学 科 研 究 代 表 者 研 究 課 題

環 境 創 造 学 科 准 教 授 広 瀬 正 史 長期衛星搭載降雨レーダデータによる降水気候値の評価

17．経済産業省　戦略的基盤技術高度化支援事業

学 科 研 究 代 表 者 研 究 課 題

機 械 工 学 科 教 　 授 ペトロス・アブラハ
金型の 60％長寿命化を実現するニュートラル窒化処理装置の開発ユニット交換方式を採
用したドライプレス金型の開発、および両者を活用した量産システムの確立による加工油
洗浄工程の削減

18．（独）日本原子力研究開発機構（国）東北大学金属材料研究所　ヘリウムおよび水素の捕捉、放出、透過特性に及ぼす照射効果に関する研究

学 科 研 究 代 表 者 研 究 課 題

教 養 教 育 准 教 授 土 屋 　 文 ヘリウムおよび水素の捕捉、放出、透過特性に及ぼす照射効果に関する研究

19．NEDO〔（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構〕　イノベーション実用化助成事業

学 科 研 究 代 表 者 研 究 課 題

材料機能工学科 教 　 授 宇 佐 美 初 彦 高機能固体潤滑材を適用した鉛フリー摺動部材の開発に関する共同研究
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20．文部科学省科学研究費補助研究一覧

研 究 種 目 学 科 研 究 代 表 者 研 究 課 題

新学術領域研究 電 気 電 子 工 学 科 教 授 伊 藤 　 昌 文 プラズマと菌細胞ミクロ構造体との相互反応ダイナミクス
基盤研究（A）

海外 建 築 学 科 教 授 溝 口 　 明 則 クメール帝国の空間構造と地方拠点都市遺跡に関する研究

基盤研究（Ｂ） 材 料 機 能 工 学 科 教 授 成 塚 　 重 弥 Si 集積回路の限界打破のための結晶成長からのアプローチ

基盤研究（Ｂ） 理 工 学 部 教 授 宇 佐 美 　 勉 シナリオ型の地震動および進行性破壊を考慮した鋼橋の高度耐震・制
震設計法の開発研究

基盤研究（Ｃ） 数 学 科 准 教 授 前 野 　 俊 昭 有限次元代数の組み合わせ論と量子対称性

基盤研究（Ｃ） 数 学 科 教 授 江 尻 　 典 雄 複素ラグランジュ部分多様体の生成関数の研究と応用

基盤研究（Ｃ） 数 学 科 教 授 鈴 木 　 紀 明 放物型ハーディ空間のポテンシャル解析

研究活動スタート支援 社会基盤デザイン工学科 准 教 授 溝 口 　 敦 子 河床表層状態に着目した土砂の流下性および流砂量に関する研究

新学術領域研究 メカトロニクス工学科 教 授 福 田 　 敏 男 ナノスケール超高速細胞選別・操作に基づく３次元細胞システムの超
高速アセンブリ

基盤研究（A） メカトロニクス工学科 教 授 福 田 　 敏 男 ナノサージェリシステム構築を基盤とした高速バイオセンシング技術
の開発

新学術領域研究 応 用 化 学 科 准 教 授 藤 田 　 典 史 階層分子プログラミングによる機能性有機・無機複合材料の開発

基盤研究（Ｂ） メカトロニクス工学科 教 授 井 上 　 真 澄 形状効果によるラッチェット挙動に基づく超伝導ナノブリッジダイオ
ード開発とその応用

外国人特別研究員奨励費 応 用 化 学 科 教 授 丸 山 　 隆 浩
（GHOSH,R.）

単一カイラリティ実現に向けたカーボンナノチューブの構造制御に関
する研究

外国人特別研究員奨励費 社会基盤デザイン工学科 教 授 葛　漢彬
（カン　ラン）

極低サイクル疲労の評価を考慮した橋梁鋼構造物の耐震性能評価法の
開発

基盤研究（Ｂ） 理 工 学 部 教 授 田 中 　 啓 介 ナノ結晶組織制御による高疲労強度薄膜構造の創製と疲労寿命予測

基盤研究（Ｂ） 材 料 機 能 工 学 科 教 授 上 山 　 智 可視光通信のための超高速発光・受光デバイスの実証

若手研究（Ａ） 材 料 機 能 工 学 科 准 教 授 岩 谷 　 素 顕 太陽光スペクトルに近い究極的な照明用・蛍光体フリー・白色 LED

基盤研究（Ｃ） 情 報 工 学 科 教 授 山 田 　 宗 男 高齢者の QOL 向上のための運転能力向上および見守りシステムの開
発

基盤研究（Ｃ） 電 気 電 子 工 学 科 教 授 山 﨑 　 初 夫 高校教科「情報」の実態調査と大学初年次の情報リテラシー教育に関
する研究

基盤研究（Ｃ） 材 料 機 能 工 学 科 准 教 授 竹 内 　 哲 也 ワイドギャップ半導体トンネル接合による新規電流注入構造の実現

基盤研究（Ｃ） 電 気 電 子 工 学 科 教 授 中 條 　 渉 複数のビート光を利用したテラヘルツ帯連続波の電力合成技術の開発

基盤研究（Ｃ） 電 気 電 子 工 学 科 教 授 伊 藤 　 昌 文 非平衡大気圧プラズマを用いた懸濁態金属の原子発光メカニズムの解
明

若手研究（Ｂ） 数 学 科 助 教 村 瀬 　 勇 介 日本酒醸造過程を表現する数理モデルの導出と仮似変分不等式による
解析

若手研究（Ｂ） 数 学 科 准 教 授 日比野　正樹 羃零型 1 階線型および半線型偏微分方程式におけるジュブレイ漸近理
論

基盤研究（Ｃ） 情 報 工 学 科 教 授 高 橋 　 友 一 エージェントシステムによる避難指示と避難行動の解析と減災への応
用

基盤研究（Ｃ） 情 報 工 学 科 教 授 山 田 　 啓 一 歩行者事故防止のためのドライバの歩行者への気付きの推定に関する
研究

基盤研究（Ｃ） 機 械 工 学 科 准 教 授 塚 田 　 敦 史 重度障がい者用車いすシーティングにおける身体の長期変形過程シミ
ュレーション

基盤研究（Ｃ） 数 学 科 教 授 橋 本 　 英 哉 スピノール群の作用する空間の幾何学

基盤研究（Ｃ） 数 学 科 教 授 齊 藤 　 公 明 無限次元確率解析による量子情報論の新展開および力学系理論への応
用

基盤研究（Ｃ） 機 械 工 学 科 准 教 授 久 保 　 貴 反応性液相多成分物質の乱流拡散・混合現象の解明と確率過程モデル
に関する研究

基盤研究（Ｃ） メカトロニクス工学科 教 授 大 道 　 武 生 リニア発電エンジンの研究開発

基盤研究（Ｃ） 社会基盤デザイン工学科 教 授 葛 　 漢 彬 溶接未溶着を有する鋼構造物の延性き裂の発生に対する評価手法の開
発に関する研究

基盤研究（Ｃ） 社会基盤デザイン工学科 教 授 松 本 　 幸 正 ドライバーへの信号情報の提供と信号制御の連携による道路交通環境
の改善

基盤研究（Ｃ） 建 築 学 科 教 授 寺 西 　 浩 司 粉粒体の粒度分布を合理的に考慮できるコンクリートの調合設計法の
確立
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挑戦的萌芽研究 情 報 工 学 科 教 授 柳 田 　 康 幸 風を用いた触覚提示における方向定位特性の解明

若手研究（Ｂ） 情 報 工 学 科 准 教 授 亀 谷 　 由 隆 識別パターン発見手法に基づく確率モデルの説明的分析手法の開発

若手研究（Ｂ） 電 気 電 子 工 学 科 准 教 授 堀 田 　 一 弘 適応的な認識法に基づく画像理解の研究

若手研究（Ｂ） 機 械 工 学 科 教 授 來 海 　 博 央 角度分散型顕微ラマン分光法によるサブミクロン空間分解能の応力マ
ッピング技術の開発

若手研究（Ｂ） 社会基盤デザイン工学科 准 教 授 岩下　健太郎 ハイブリッド連続繊維緊張材および緊張接着補強技術の開発

若手研究（Ｂ） 社会基盤デザイン工学科 准 教 授 崔 　 瑛 小土被りと地質不良地山に掘削するトンネルに対する耐震補助工法の
設計基準の提案

若手研究（Ｂ） 情 報 工 学 科 助 教 鈴 木 　 秀 和 広域無線センサネットワークを利用したバスロケーションシステムの
開発と実証実験

若手研究（Ｂ） 材 料 機 能 工 学 科 准 教 授 赤 堀 　 俊 和 特異強化メカニズムを応用した歯科用低カラット貴金属合金の新規な
展開

若手研究（Ｂ） メカトロニクス工学科 准 教 授 大 原 　 賢 一 多自由度微小力ｾﾝｻを用いた細胞剛性計測

挑戦的萌芽研究 メカトロニクス工学科 教 授 福 田 　 敏 男 ケミカル・ロコモーシヨンによるマイクロ・ナノロボットの創製

基盤研究（Ｃ） 情 報 工 学 科 教 授 吉 川 　 雅 弥 セキュリティ LSI に対するハードウェアトロイの対策と検出に関する
研究

基盤研究（Ｃ） 情 報 工 学 科 教 授 中 野 　 倫 明 高齢者の認知機能測定とその日常生活活性化支援技術の開発

基盤研究（Ｃ） 応 用 化 学 科 教 授 坂 東 　 俊 治 酸化物ナノチューブとグラフェンの複合化と光電気化学によるキャラ
クタリゼーション

基盤研究（Ｃ） 社会基盤デザイン工学科 教 授 石 川 　 靖 晃 化学エネルギー的視点に基づいた RC 構造の劣化予測に関する研究

基盤研究（Ｃ） 応 用 化 学 科 教 授 坂 　 え り 子 プロトン導電性固体電解質材料の接合と電気伝導特性の向上

基盤研究（Ｃ） 教 養 教 育 准 教 授 土 屋 　 文 反跳粒子検出法を用いたリチウムイオン二次電池中のリチウム挙動の
ダイナミクス研究

基盤研究（Ｃ） 機 械 工 学 科 准 教 授 松 田 　 淳 空力特性改善応用へ向けた放電プラズマと衝撃波の干渉による流体力
学的効果の現象理解

挑戦的萌芽研究 応 用 化 学 科 教 授 丸 山 　 隆 浩 液相エピタキシャル成長法による高品質グラフェンの作製

若手研究（Ｂ） 建 築 学 科 准 教 授 柳 沢 　 究 インドにおける既存寺院を核とした増築による都市空間の更新過程に
関する調査研究

若手研究（Ｂ） 情 報 工 学 科 准 教 授 坂 野 　 秀 樹 声帯振動の特殊性に起因する声質を制御可能な音声分析合成方式の開
発

若手研究（Ｂ） 教 養 教 育 助 教 松 浦 　 智 子 中国近世北方系「家将もの」通俗文芸普及に関する考察　−構造形成
期と量産期から−

基盤研究（Ｃ） 応 用 化 学 科 教 授 永 田 　 央 電子伝達膜を用いた光合成型物質変換システムの構築
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平成 25 年度受託研究一覧

学 科 受 託 研 究 担 当 者 研 究 課 題

電 気 電 子 工 学 科

教 授 辰 野 恭 市 遠隔操作型マニプレータシステムのビジュアルフィードバック制御に関する設計研究

准 教 授 飯 岡 大 輔
分散型電源を持つ高圧需要家の連係点における系統側事故（地絡・短絡）時
及び構内側事故（地絡・短絡）時の事故様相の解析（Xtap) ならびに検証
電圧分布の推定手法および電圧制御手法に関する研究

機 械 工 学 科 教 授 藤 山 一 成 蒸気タービン低圧ロータにおける腐食・腐食疲労

社会基盤デザイン工学科

教 授 葛 　 漢 彬 腐食した鉄板巻立コンクリート橋脚の耐震性と補強方法に関する研究業務委託

教 授 松 本 　 幸 正
平成 25 年度　日進市移動支援に関する調査研究等

くるりんばすの利用実態と利用者意識に関する調査研究

環 境 創 造 学 科 教 授 垣 鍔 　 直 夏期冷房時における体温の日内変動を考慮した快適な室内温湿度コントロール

建 築 学 科

准 教 授 谷 田 　 真 オフィス家具デザインの研究・開発

准 教 授 柳 沢 　 究 インドにおける 2018 年住まいのビジョン作りのためのインド住宅の将来予測等の
調査研究

准 教 授 吉 永 　 美 香 一般家庭向け分散型エネルギー機器の組合せ・運転方法の最適化及び
それらを使用した伝熱融通のシュミレーションとシュミレーションソフトの作成

理 工 学 部 教 授 田 中 　 啓 介 軽水炉機器・構造物の繰り返し複合荷重下における破壊評価に関する研究
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平成 25 年度共同研究一覧

学 科 共 同 研 究 者 研 究 課 題

情 報 工 学 科

教 授 津 川 　 定 之 自動車の自動運転におけるヒューマンファクタに関する研究

教 授 山 田 　 啓 一 車両電子キーに用いる G センサを応用したユーザの行動状態推定に関する共同研究

准 教 授 川澄 未来子
インターホンのユニバーサルデザインに関する共同研究

金属の素材感に関する官能評価の開発に関する共同研究

電 気 電 子 工 学 科

教 授 伊 藤 　 昌 文
先進プラズマナノ基盤技術の開発－先進ラジカル計測・診断技術及び装置の開発（超
高速、大面積対応自立型装置）に係る研究教 授 平 松 美 根 男

准 教 授 太 田 　 貴 之

教 授 多和田 昌弘 光応答性有機無機ハイブリッドを用いた新規構造制御膜の創製

教 授 山中 三四郎 太陽光発電システムの出力低下・異常検出手法開発に関する研究

准 教 授 村 田 　 英 一
一般三次元境界電荷法を用いた電子軌道解析による、感光体上に形成された様々な
潜像電荷分布の導出
金属ナノワイヤを用いた電子源の電界計算方法に関する共同研究

材 料 機 能 工 学 科

教 授 宇 佐 美 初 彦

局所塑性加工による表面機能向上に関する共同研究

表面改質技術を利用したトライボロジー特性改善に関する研究

高機能固体潤滑材を適用した鉛フリー摺動部材の開発に関する研究
摺動損失低減と高耐久性を併せ持つテクスチャー技術の開発ＭＤＬ展開ＲＩＥによ
る摺動材料の弗素脆化特性評価とその対応策導出
軸受表面の形状加工技術開発に関する研究

准 教 授 岩 谷 素 顕 波長制御可能な深紫外個体レーザ光源

准 教 授 竹 内 　 哲 也

MOCVD 装置部材に関する共同研究

365nm 帯 GaInN 系 LED の高出力化に関する開発
Ｃ面上に半導体 DBR を有する 400 ～ 470nm 帯 GaInN 系面発光レーザの開発に
関する共同研究

応 用 化 学 科
教 授 永 田 　 央 キノンを用いた光エネルギー貯蔵・変換に関する共同研究

准 教 授 小 澤 　 理 樹 爆発合成ダイヤモンドが有する最外層グラファイトの金属 - 炭素化合物への変換に
関する共同研究

機 械 工 学 科 教 授 小 林 　 明 発 難削材のゼロエミッション継続切削用硬質薄膜被覆切削工具の開発に関する共同研
究

メカトロニクス工学科 准 教 授 大 原 　 賢 一 住宅および住宅街区の行動観察に関する研究

社会基盤デザイン工学科 教 授 藤 田 　 晃 弘 避難誘導用の表示体の視認性に関する共同研究

環 境 創 造 学 科 教 授 伊 藤 　 政 博 巨大地震津波による三陸地方港湾海岸施設の被災要因調査研究

教 養 教 育 准 教 授 土 屋 　 文
ヘリウムおよび水素の捕捉、放出、透過特性に及ぼす照射効果に関する研究

透明酸化・窒化物へのイオンビーム照射による改質に関する研究

理 工 学 部 教 授 田 中 　 啓 介
樹脂材料におけるき裂進展挙動の評価に関する研究

樹脂材料の残留応力測定技術開発に関する研究
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学 科 役 職 氏 名 助 成 団 体 名 研 究 課 題

材 料 機 能 工 学 科

准 教 授 赤 堀 俊 和

㈶軽金属奨学会
Mechanical performance and biocompatibility of 
biomedical beta-type titanium alloy subjected to micro-
shot peening

㈶日比科学技術振興財団 単純固溶化処理による歯科用低カラット合金の特異強化機
構発現とその応用

㈶天田財団 強加工複合表面改質処理を施した金属系バイオマテリアル
の高力学特性化

准 教 授 竹 内 哲 也
㈶豊田理化学研究所 窒化物半導体 GaInN/AlInN へテロ構造の巨大分極効果によ

るモノポーラ LED の実現

㈶旭硝子財団 高効率深紫外発光素子のための新規 npn 接合発光素子構造
の確立

機 械 工 学 科 准 教 授 大 島 成 通 ㈶内藤科学技術振興財団 最適動作生成のための最適化筋骨格モデルシミュレーショ
ンシステムの開発

建 築 学 科
教 授 高 井 宏 之 ㈶日東学術振興財団 香港とシンガポールの高層住宅の経年変化に関する研究－

住宅計画と居住実態の視点から－

准 教 授 岡 田 恭 明 ㈶カワイサウンド技術・
　音楽振興財団 風力発電施設から発生する騒音の伝搬予測に関する研究

平成 25 年度学外研究助成一覧	
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学 科 寄 付 金 受 納 者 件 数

情 報 工 学 科 情報工学科長 1 件

材 料 機 能 工 学 科 准 教 授 竹 内  哲 也 1 件

応 用 化 学 科 准 教 授 藤 田  典 史 1 件

メカトロニクス工学科

教 　 授 井 上  真 澄 1 件

教 　 授 福 田  敏 男 1 件

准 教 授 大 原  賢 一 1 件

社会基盤デザイン工学科

教 　 授 葛 　 漢 彬 1 件

准 教 授 岩下 健太郎 2 件

准 教 授 溝 口  敦 子 1 件

准 教 授 渡 辺  孝 一 1 件

環 境 創 造 学 科
准 教 授 谷 口  義 則 1 件

准 教 授 深 谷  実 2 件

建 築 学 科
教 　 授 武 藤  厚 2 件

准 教 授 吉 永  美 香 2 件

平成 25 年度奨学寄付金一覧



発 表 論 文 題 目
（＊印 環境関連論文題目を示す）

平 成 25 年
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石谷 謙介

【学術論文】
K.Ishitani and K.Sato：“An Analytical Evaluation Method 

of the Operational Risk Using Fast Wavelet Expansion 

Techniques”，Asia-Pacific Financial Markets，pp.283-

309，（2013-5）
【その他】

K.Ishitani and K.Sato：“Calculation methods of the 

operational risk：Haar wavelets-based approach and the 

Bromwich integral approach”，Proceedings of the 44th 

ISCIE International Symposium on Stochastic Systems 

�eory and Its Applications，pp.131-136，（2013-4）

北岡 良之

【学術論文】
Y.Kitaoka：“A statistical relation of roots of a polynomial in 

di�erent local �elds IV”，Uniform Distribution �eory，
Vol.8，pp.17-30，（2013-3）

【その他】
Y.Kitaoka：“The distribution of roots of a polynomial 

modulo prime powers”，The Seventh China-Japan 

Seminar on Number �eory，口頭発表，（2013-10）

齊藤 公明

【学術論文】
K.Saito：“Infinite dimensional Laplacians associated 

with derivatives of white noise”，QP-PQ：Quantum 

Probability and White Noise Analysis，Vol.29，pp.233-

248，（2013-1）
L.Accardi，U.C.Ji and K.Saito：“The exotic Laplacians 

generate the Markov processes given by distribution 

derivatives of white noise”，Infinite Dimensional 

Analysis，Quantum Probability and Related Topics，
Vol.16，No.3，pp.1-26，（2013-9）

【その他】
K.Saito：“Remark on the exotic Laplacian and white noise 

polynomials”，Seminar on probability theory，p.2，
Chungbuk National University，Korea，（Invited），（2013-5）

K.Saito：“In�nite dimensional Laplacians and distribution 

derivatives of white noise”，Joint research on Infinite 

Dimensional Analysis and Quantum Probability，Volterra 

Center，University of Rome II，Italy，Preprint N.637 

（Invited），（2013-6）

K.Saito：“Infinite dimensional analysis based on higher 

order derivatives of white noise”，�e 8th Jikji Workshop：
In�nite Dimensional Analysis and Quantum Probability，
NIMS，Daejeon，Korea，p.14，（Invited），（2013-8）

K.Saito：“Higher powers of delta distributions”，Joint 

research on In�nite Dimensional Analysis and Quantum 

Probability，Volterra Center，University of Rome II，
Italy，（Invited），（2013-11）

鈴木 紀明

【著書】
鈴木 紀明：『解析学の基礎』，学術図書，（2013-10）

【学術論文】
R.Sakai and N.Suzuki：“Mollification of exponential 

weights and its application to Markov-Bernstein 

inequality”，Pioneer J.of Mathematics and Mathematical 

Sciences，Vol.7，No.1，pp.83-101，（2013-1）
R.Sakai and N.Suzuki，“A characterization of real entire 

functions by polynomial approximation for exponential 

weights”，Potential Theory and its related fields，RIMS 

Kokyuroku Bessatsu B43，pp.141-154，（2013-9）

長郷 文和

【学術論文】
F.Nagasato：“On the trace-free characters”，RIMS 

Kokyuroku，No.1836，pp.110-123，（2013-5）

前野 俊昭

【著書】
T.Harima，T.Maeno，H.Morita，Y.Numata，A.Wachi and 

J.Watanabe：“The Lefschetz properties”，LNM 2080，
Springer，（2013-8）

【その他】
T.Maeno：“The Fomin-Kirillov quadratic algebra and 

its affinization”，Bethe Ansatz，Quantum Groups and 

Beyond，京都大学，口頭発表，（2013-3）
前野 俊昭，沼田 泰英：「有限幾何とレフシェッツ性」，

第 35 回可換環論シンポジウム，京都大学，口頭発表，
（2013-12）

村瀬 勇介

【学術論文】
R.Kano and Y.Murase：“Solvabi l ity  of  nonlinear 

数学科
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evolution equations generated by subdifferentials and 

perturbations”，DCDS-S，Vol.7，Issue 1，pp.75-93，
（2013-10）

【その他】
村瀬 勇介：「日本酒醸造過程モデルの単一ステージ可

解性について」，第 38 回発展方程式研究会，（2012-

12）
村瀬 勇介：「日本酒醸造過程モデルの導出と解析」， 第

22 回岐阜数理科学セミナー，（2013-1）
佐藤 直紀，愛木 豊彦，村瀬 勇介，白川 健：「吸着現

象を表すある 1 次元自由境界問題の時間大域解の存
在について」，日本数学会 2013 年度年会，（2013-3）

伊藤 昭夫，剣持 信幸，村瀬 勇介：「終了時刻が未知
関数に依存する日本酒醸造過程モデルの可解性につ
いて」，日本数学会 2013 年度年会，（2013-3）

Y.Murase：“Solvability of mathematical modeling for 

brewing process of Japanese Sake with unknown finish 

time”，EQUADIFF ＇13，（2013-8）
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佐川 雄二

【学術論文】
福田 泰大，田中 敏光，佐川 雄二：「清掃を考慮した

床面汚れの表現」，映像情報メディア学会誌，Vol.67，
No.6，pp.J163-J170，（2013-5）

【その他】
Y.Fukuda，T.Tanaka and Y.Sagawa：“Floor Texture 

Generated in Consideration of Walkers and Cleaning”，
Proc.IWAIT2013，pp.880-885，（2013-1）

安岡 拓也，佐川 雄二，田中 敏光：「両親指ジェス
チャーを用いたタブレット PC 向け日本語入力イン
タフェース」，照明学会東海支部平成 24 年度若手セ
ミナー予稿集，pp.7-8，（2013-3）

武田 陽平，佐川 雄二，田中 敏光：「表層的特徴に対
する個人の嗜好を反映した Web ページの好感度判
定手法」，照明学会東海支部平成 24 年度若手セミ
ナー予稿集，pp.13-14，（2013-3）

小牧 厚哉，佐川 雄二，田中 敏光：「専門用語の説明
文に着目した文章の難易度変換手法」，照明学会東
海支部平成 24 年度若手セミナー予稿集，pp.15-16，

（2013-3）
大脇 隆宏，佐川 雄二，田中 敏光：「質問タイプ分類に

基づく Q&A 検索支援システム」，照明学会東海支部
平成 24 年度若手セミナー予稿集，pp.17-18，（2013-3）

深谷 佳介，佐川 雄二，田中 敏光：「リアルタイムコ
メントに基づく生放送番組アーカイブの見どころ抽
出」，照明学会東海支部平成 24 年度若手セミナー予
稿集，pp.19-20，（2013-3）

岡島 好孝，佐川 雄二，田中 敏光：「キャラクタを設定
した感情により振る舞いを変える会話 bot」，平成 25
年度電気関係学会東海支部連合大会，P1-7，（2013-9）

井上 大也，佐川 雄二，田中 敏光：「文章中の略語の
意味をポップアップするシステム」，平成 25 年度電
気関係学会東海支部連合大会，P1-8，（2013-9）

窪田 享祐，佐川 雄二，田中 敏光：「Twitter からの評
判情報抽出システム」，平成 25 年度電気関係学会東
海支部連合大会，P2-2，（2013-9）

宮林 周寛，佐川 雄二，田中 敏光：「音声操作と知的読
み上げ機能を備えた視覚障害者用ブラウザ」，平成 25
年度電気関係学会東海支部連合大会，P2-3，（2013-9）

吉田 成寿，佐川 雄二，田中 敏光：「医療情報取得ナ
ビゲーションシステム」，平成 25 年度電気関係学会
東海支部連合大会，O3-5，（2013-9）

高橋 友一

【学術論文】
M.Shimizu and T.Takahashi：“Training platform for rescue 

robot operation and pair operations of multi-robots”，
Advanced Robotics 27，No.5，pp.385-391，（2013-3）

M . Ok ay a，and  T. Ta k a hash i：“Appl i c at i on  of  an 

Information Transfer Model to Evacuation Guidance 

during Emergencies”，Planet@Risk，Vol.1，No.1，http://

www.planet-risk.org/index.php/pr，（2013-10）
【その他】

岡谷 賢，高橋 友一 ：「動的避難誘導を考慮したエー
ジェントベース避難シミュレーション」，社会シス
テムと情報技術研究ウィーク WSSIT2013，（2013-3）

M.Okaya，M.Southern，and T.Takahashi：“Dynamic 

Information Transfer and Sharing Model in Agent Based 

Evacuation Simulations”，AAMAS 2013，Minnesota，
（2013-5）

岡谷 賢，高橋 友一 ：「エージェントシミュレーショ
ンを用いた動的環境における避難管理システム」，
2013 年度人工知能学会全国大会，2B4-NFC-02a-5，

（2013-6）
T.Niwa，M.Okaya，and T.Takahashi：“Parallel Computation 

using GPGPU to Simulate Crowd Evacuation Behaviors 

planning e�ective evacuation guidance at emergencies”，
RoboCup 2013 Symposium，Nederland，（2013-7）

丹羽 俊徳，岡谷 賢，高橋 友一：「PGPU を用いたマル
チエージェントシステムにおける並列化」，平成 25
年度電気関係学会東海支部連合大会，N2-7，（2013-9）

西村 秀樹，高橋 友一，清水 優：「不整地作業におけ
るロボットによる地図計測アルゴリズムの評価環
境」，平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会，
I2-3，（2013-9）

和田 拓也，高橋 友一：「ミュレーション結果を用いた
平常時非常時共に利用可能な誘導システムの提案」，
平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会，N4-4，

（2013-9）
丹羽 俊徳，岡谷 賢，高橋 友一：「避難シミュレーショ

ンにおける SNS 上の情報伝達の効果について」，人
工知能学会「社会における AI」研究会  第 17 回研
究会，（2013-10）

西村 秀樹，清水 優，高橋 友一：「RoboCup Rescue 

Virtual Robot League の紹介」，人工知能学会「社会
における AI」研究会  第 18 回研究会，（2013-11）

情報工学科
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和田 拓也，高橋 友一：「ロボットサッカーを例にし
たロボットの行動説明機能」，2013 年電子情報通信
学会総合大会 ISS 特別企画「学生ポスターセッショ
ン」，（2013-3）

田中 敏光

【学術論文】
福田 泰大，田中 敏光，佐川 雄二：「清掃を考慮した

床面汚れの表現」，映像情報メディア学会誌，Vol.67，
No.6，pp.J163-J170，（2013-5-24）

【その他】
Y.Fukuda，T.Tanaka and Y.Sagawa：“Floor Texture 

Generated in Consideration of Walkers and Cleaning”，
Proc.IWAIT2013，pp.880-885，（2013-1）

今津 友邦，田中 敏光，佐川 雄二：「さまざまな歩行
により生じる床面の汚れの生成」，電子情報通信学
会 2013 年総合大会予稿集，A-16-6，（2013-3）

柴田 祐希，田中 敏光，佐川 雄二：「超小型タッチデ
バイスを想定した文字入力方法」，電子情報通信学
会 2013 年総合大会予稿集，D-9-38，（2013-3）

福田 泰大，田中 敏光，佐川 雄二：「親指のジェスチャー
による文字の入力」，電子情報通信学会 2013 年総合
大会予稿集，D-9-41，（2013-3）

岡崎 和雄，田中 敏光，佐川 雄二：「顔画像を使った
学生の授業集中度評価」，電子情報通信学会 2013 年
総合大会予稿集，D-11-87，（2013-3）

伊藤 健太，阿知葉 征彦，田中 敏光：「係数自動調整
型 NL-means を用いたランダムノイズ削減」，電
子情報通信学会 2013 年総合大会予稿集，D-11-32，

（2013-3）
安士 景祐，阿知葉 征彦，田中 敏光：「距離画像を用

いた 3 次元個人モデル作成手法の検討」，電子情報
通信学会 2013 年総合大会予稿集，D-11-43，（2013-3）

辻 拓実，阿知葉 征彦，田中 敏光：「前進位置視点に
おける画像生成を考慮した Kinect を用いた撮影シ
ステムの検討」，電子情報通信学会 2013 年総合大会
予稿集，D-11-82，（2013-3）

柴田 祐希，田中 敏光，佐川 雄二：「超小型タッチデ
バイス向けの文字入力方法」，照明学会東海支部若
手セミナー予稿集，pp.1-2，（2013-3-2）

田中 亜弥，田中 敏光，佐川 雄二：「タッチデバイスを
用いた幼児向け空間認識学習プログラム」，照明学
会東海支部若手セミナー予稿集，pp.3-4，（2013-3-2）

福田 泰大，田中 敏光，佐川 雄二：「タッチデバイス
を使用した親指のジェスチャーによる文字入力」，
照明学会東海支部若手セミナー予稿集，pp.5-6，

（2013-3-2）
竹本 良，田中 敏光，佐川 雄二：「Kinect を用いたリ

ハビリゲームの開発」，照明学会東海支部若手セミ
ナー予稿集，pp.9-10，（2013-3-2）

深谷 友美，田中 敏光，佐川 雄二：「高齢者にも見や
すい Web ページ配色変換システム」，照明学会東海
支部若手セミナー予稿集，pp.11-12，（2013-3-2）

空 翔太，田中 敏光，佐川 雄二：「電線着雪の CG 表
現」，照明学会東海支部若手セミナー予稿集，pp.21-

22，（2013-3-2）
久保 雅貴，田中 敏光，佐川 雄二：「窓ガラスに降る

雪の CG 表現」，照明学会東海支部若手セミナー予
稿集，pp.23-24，（2013-3-2）

今津 友邦，田中 敏光，佐川 雄二：「多人数の歩行で
生じる床面の汚れの生成」，照明学会東海支部若手
セミナー予稿集，pp.25-26，（2013-3-2）

高橋 尚史，田中 敏光，佐川 雄二：「圧力を反映した
地面の質感表現」，照明学会東海支部若手セミナー
予稿集，pp.27-28，（2013-3-2）

脇田 隼人，田中 敏光，佐川 雄二：「地面の硬さに応
じた 3D 足跡のリアルタイム生成」，照明学会東海
支部若手セミナー予稿集，pp.29-30，（2013-3-2）

岡崎 和雄，田中 敏光，佐川 雄二：「顔方向に着目し
た学生の授業集中度評価」，照明学会東海支部若手
セミナー予稿集，pp.47-48，（2013-3-2）

安岡 拓也，佐川 雄二， 田中 敏光：「両親指ジェス
チャーを用いたタブレット PC 向け日本語入力イン
タフェース」，照明学会東海支部若手セミナー予稿
集，pp.7-8，（2013-3-2）

武田 陽平，佐川 雄二， 田中 敏光：「表層的特徴に対
する個人の嗜好を反映した Web ページの好感度判
定手法」，照明学会東海支部若手セミナー予稿集，
pp.13-14，（2013-3-2）

小牧 厚哉，佐川 雄二， 田中 敏光：「専門用語の説明文
に着目した文章の難易度変換手法」，照明学会東海
支部若手セミナー予稿集，pp.15-16，（2013-3-2）

大脇 隆宏，佐川 雄二， 田中 敏光：「質問タイプ分類に
基づく Q&A 検索支援システム」，照明学会東海支
部若手セミナー予稿集，pp.17-18，（2013-3-2）

深谷 佳介，佐川 雄二， 田中 敏光：「リアルタイムコメ
ントに基づく生放送番組アーカイブの見どころ抽
出」，照明学会東海支部若手セミナー予稿集，pp.19-

20，（2013-3-2）
伊藤 健太，阿知葉 征彦，田中 敏光：「係数自動調整

型 Non local means algorithm の検討」，照明学会東海
支部若手セミナー予稿集，pp.35-36，（2013-3-2）
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辻 拓実，阿知葉 征彦，田中 敏光：「多視点画像の取
得のための Kinect を用いた撮影システムの検討」，
照明学会東海支部若手セミナー予稿集，pp.39-40，

（2013-3-2）
安士 景祐，阿知葉 征彦，田中 敏光：「通信向け３次

元個人モデル作成手法の検討」，照明学会東海支部
若手セミナー予稿集，pp.45-46，（2013-3-2）

石黒 裕紀，佐川 雄二，田中 敏光：「ニュース関連情
報の Twitter からの抽出手法」，平成 24 年度信学会
東海支部卒業研究発表会論文集， OC1-4，（2013-3-5）

中嶋 隼，田中 敏光，佐川 雄二：「再学習機能を持つ
Web ベースのごみ分別学習支援システム」，平成 24
年度信学会東海支部卒業研究発表会論文集，OC1-6，

（2013-3-5）
久保 雅貴，田中 敏光，佐川 雄二：「窓ガラス上の雪

の CG による表現」，平成 24 年度信学会東海支部卒
業研究発表会論文集，OB2-4，（2013-3-5）

高橋 尚史，田中 敏光，佐川 雄二：「圧力を反映した
地面の質感表現」，平成 24 年度信学会東海支部卒業
研究発表会論文集，OB2-5，（2013-3-5）

白井 宏成，田中 敏光：「気温の変化を考慮した蔦の紅
葉表現」，平成 24 年度信学会東海支部卒業研究発表
会論文集，OB2-6，（2013-3-5）

辻 拓実，阿知葉 征彦，田中 敏光：「Kinect を用いた前
進位置視点画像の生成手法」，平成 25 年度電気関係
学会東海支部連合大会予稿集，L1-1，（2013-9-24）

伊藤 健太，阿知葉 征彦，田中 敏光：「NL-means と
時間フィルタ処理によるランダムノイズ削減」，平
成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会予稿集，
L1-2，（2013-9-24）

安士 景祐，阿知葉 征彦，田中 敏光：「通信向け 3 次
元個人モデル作成手法の検討」，平成 25 年度電気関
係学会東海支部連合大会予稿集，L1-4，（2013-9-24）

今津 友邦，田中 敏光，佐川 雄二：「多人数の歩行に
より生じる床面の汚れの表現」，平成 25 年度電気関
係学会東海支部連合大会予稿集，L2-1，（2013-9-24）

岡崎 和雄，田中 敏光，佐川 雄二：「顔方向を考慮し
た学生の授業集中度評価」，平成 25 年度電気関係学
会東海支部連合大会予稿集，L2-8，（2013-9-24）

福田 泰大，田中 敏光，佐川 雄二：「タッチデバイス
を用いたジェスチャー操作による文字入力」，平成
25 年度電気関係学会東海支部連合大会予稿集，Po1-

23，（2013-9-24）
柴田 祐希，田中 敏光，佐川 雄二：「超小型タッチデ

バイス向けの文字入力」，平成 25 年度電気関係学会
東海支部連合大会予稿集，Po1-24，（2013-9-24）

高橋 尚史，田中 敏光，佐川 雄二：「圧力を反映した
地面の質感表現」，平成 25 年度電気関係学会東海支
部連合大会予稿集，L2-4，（2013-9-24）

久保 雅貴，田中 敏光，佐川 雄二：「窓ガラス上の雪
の動きの CG 表現」，平成 25 年度電気関係学会東海
支部連合大会予稿集，L2-5，（2013-9-24）

小木曽 智，田中 敏光，佐川 雄二：「降雨時のアスファ
ルト路面の質感表現」，平成 25 年度電気関係学会東
海支部連合大会予稿集，L2-2，（2013-9-24）

加藤 龍拡，田中 敏光，佐川 雄二：「ブラウザ上での
Web ページの配色変換」，平成 25 年度電気関係学会
東海支部連合大会予稿集，N3-3，（2013-9-24）

藏地 辰弥，田中 敏光，佐川 雄二：「Web ページのア
イコンの配色変換」，平成 25 年度電気関係学会東海
支部連合大会予稿集，N3-5，（2013-9-24）

亀山 翔平，田中 敏光，佐川 雄二：「Web 閲覧を重視
したタブレットのための文字入力手法」，平成 25
年度電気関係学会東海支部連合大会予稿集，O2-4，

（2013-9-24）
池永 聖人，田中 敏光，佐川 雄二：「Kinect を用いたポー

ズイラスト作成支援ツール」，平成 25 年度電気関係
学会東海支部連合大会予稿集，L2-6，（2013-9-24）

田中 雄也，田中 敏光，佐川 雄二：「Kinect と AR マー
カーを用いた家具の配置換えシミュレーション」，
平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会予稿集，
L2-7，（2013-9-24）

岡島 好孝，佐川 雄二，田中 敏光：「キャラクタを設
定した感情により振る舞いを変える会話 bot」，平
成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会予稿集，
P1-7，（2013-9-24）

井上 大也，佐川 雄二，田中 敏光：「文章中の略語の
意味をポップアップするシステム」，平成 25 年度電
気関係学会東海支部連合大会予稿集，P1-8，（2013-9-

24）
窪田 享祐，佐川 雄二，田中 敏光：「Twitter からの評

判情報抽出システム」，平成 25 年度電気関係学会東
海支部連合大会予稿集，P2-2，（2013-9-24）

宮林 周寛，佐川 雄二，田中 敏光：「音声操作と知的
読み上げ機能を備えた視覚障害者用ブラウザ」，平
成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会予稿集，
P2-3，（2013-9-24）

吉田 成寿，佐川 雄二，田中 敏光：「医療情報取得ナ
ビゲーションシステム」，平成 25 年度電気関係学会
東海支部連合大会予稿集，O3-5，（2013-9-24）

柴田 祐希，田中 敏光，佐川 雄二：「超小型タッチデ
バイスに適した文字入力手法」，2013 年映像情報メ
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ディア学会冬季大会予稿集，（2013-12-18）
福田 泰大，田中 敏光，佐川 雄二：「片手親指のタッ

チジェスチャーによる文字入力」，2013 年映像情報
メディア学会冬季大会予稿集，（2013-12-18）

津川 定之

【著書】
＊津川 定之（分担執筆）：｢ITS 技術による省エネルギー

化 ｣，『電気学会 125 年史』，pp.635-637，一般社団法
人電気学会，（2013-10）

【その他】
S.Tsugawa：“An Automated Truck Platoon within Energy 

ITS”，92th Transportation Research Board Annual 

Meeting，Session 366，（2013-1）
津川 定之：「自動運転システムの展望」，IATSS Review 

Vol.37，No.3，pp.199-207，（2013-1）
津川 定之：「自動運転システム−展望と課題−」，エ

ネルギー ITS 推進事業成果報告会，（2013-3）
加藤 晋（産業技術総合研究所），橋本 尚久（産業技術総

合研究所），津川 定之：｢ 隊列走行および CACC に
おける HMI の研究開発 ｣，2013 年自動車技術会春
季大会学術講演会前刷集，No.83-13，（2013-5）

津川 定之：「自動車の自動運転システム−展望と課題
−」，ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2013 セミ
ナー，（2013-5）

津川 定之：「ITS の課題−安全・環境・モビリティを
目指して−」，IEEE ITSS 名古屋チャプタ設立記念講
演会，（2013-6）

＊S.Tsugawa：“Energy and Environmental Implications 

of Automated Truck Platooning within Energy ITS 

Project”，2nd Transportation Research Board Road 

Vehicle Automation Workshop，（2013-7）
津川 定之：「自動車の自動運転システム−展望と課題

−」，情報処理学会第 54 回高度交通システム研究会，
（2013-9）

S.Tsugawa：“An Overview on an Automated Truck Platoon 

within Energy ITS Project”，Proc.7th IFAC Symposium 

on Advances in Automotive Control，pp.41-46，（2013-9）
安瀬 海渡，津川 定之：「車輪型ロボットの自律走行制

御−デッドレコニング機能の検証−」，平成 25 年度
電気関係学会東海支部連合大会，（2013-9）

榊原 邦晃，津川 定之：「高速道路入り口における合流
支援に対する車車間通信の効果」，平成 25 年度電気
関係学会東海支部連合大会，（2013-9）

三宅 孝征，津川 定之：「ソナーを用いた移動ロボット
の追従走行制御−アルゴリズムの設計と実装−」，

平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会，（2013-

9）
S.Tsugawa：“Final Report on an Automated Truck Platoon 

within Energy ITS Project”，Proc.International Task 

Force on Vehicle Highway Automation 17th Annual 

Meeting，（2013-10）
S.Tsugawa：“Applications of the Results of Automated 

Truck Platooning within Energy ITS”，20th ITS World 

Congress，（2013-10）
S.Tsugawa：“Trends in Vehicle Safety and Sustainability 

Communications”，20th ITS World Congress，（2013-10）
K.Sakakibara and S.Tsugawa：“Merging Assistance 

at an Expressway Ramp with Vehicle-to-Vehicle 

Communications”，Proc.20th ITS World Congress，（CD-

ROM），（2013-10）
T.Miyake and S.Tsugawa：“Design of Lateral Control 

Algorithms for a Flexible Platoon”，Proc.20th ITS World 

Congress，（CD-ROM），（2013-10）
A.Matsushima and S.Tsugawa：“Optimization of Look-

ahead Distance for a Vision-based Vehicle”，Proc.20th 

ITS World Congress，（CD-ROM），（2013-10）

中野 倫明

【著 書】
山田 宗男，中野 倫明（分担執筆）：「視界視認性に基づ

く自動車ワイパ払拭性能評価手法」，第 4 章 各用途
/ 目的に合わせたセンサの組合せ方・使われ方とそ
の周辺 技術，5 節 画像認識・車間距離検知と運転
支援システム [8]，技術情報協会「次世代自動車の
夢を実現するセンサ開発と制御技術」，pp.671-680，

（2012-10）
【その他】

小川 雄矢，加藤 渉，毛利 佳之，毛利 佳年雄，内山 剛，
中野 倫明，山田 宗男：「磁気刺激による新たな居眠
り運転防止技術の提案とその覚醒効果」，名古屋大
学 予防早期医療創成センター 第３回ワークショッ
プ，ポスターセッション No.12，（2013-1）

中野 倫明：「レポート 2012・2013 ～高齢ドライバーの
事故防止～“思い込み”が招く危険」，輸送経済新
聞社「2013 日本の物流事業」，pp.104-107，（2013-1）

宮部 公寛，山田 宗男，中野 倫明：「高齢者の自動車
運転時の認知機能測定方法」，照明学会東海支部 平
成 24 年度 若手セミナー予稿集，第 4 部，33，p.63，

（2013-3）
小椋 有記，山田 宗男，中野 倫明：「高齢者の自動車

運転時の認知機能測定システムの試作」，照明学会
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東海支部 平成 24 年度 若手セミナー予稿集，第 4 部，
34，p.64，（2013-3）

安藤 紀貴，山田 宗男，中野 倫明：「高齢者の運動プ
ログラムによる認知機能向上の検討」，照明学会東
海支部 平成 24 年度 若手セミナー予稿集，第 4 部，
35，p.65，（2013-3）

山崎 裕介，山田 宗男，中野 倫明：「初心運転者の運
転能力の評価と向上技術の検討」，照明学会東海支
部 平成 24 年度 若手セミナー予稿集，第 4 部，36，
p.67，（2013-3）

槙田 喬介，中野 倫明，山田 宗男：「スマートフォン
操作を伴う歩行ながら状態検出手法の検討」，照明
学会東海支部 平成 24 年度 若手セミナー予稿集，第
4 部，38，p.69，（2013-3）

鈴木 麻里，中野 倫明，山田 宗男：「スマートフォン
による運転挙動検出と評価に関する検討」，照明学
会東海支部 平成 24 年度 若手セミナー予稿集，第 4
部，39，p.71，（2013-3）

小川 雄矢，中野 倫明，山田 宗男：「香りの含有成分
によるドライバの疲労回復効果の検証」，照明学会
東海支部 平成 24 年度 若手セミナー予稿集，第 4 部，
40，p.73，（2013-3）

岡本 幸大，中野 倫明，山田 宗男：「ドライバへの香
り提示による覚醒効果に関する検討−嗅覚リセット
効果の検証−」，照明学会東海支部 平成 24 年度 若
手セミナー予稿集，第 4 部，41，p.75，（2013-3）

加藤 渉，中野 倫明，山田 宗男：「ドライバへの生体
磁気刺激による覚醒効果の実験的検証」，照明学会
東海支部 平成 24 年度 若手セミナー予稿集，第 4 部，
42，p.76，（2013-3）

鷲見 海王，中野 倫明，山田 宗男：「香り刺激による
睡眠リバウンド現象の確認と検証」，照明学会東
海支部 平成 24 年度 若手セミナー予稿集，第 4 部，
43，p.78，（2013-3）

山崎 裕介，山田 宗男，中野 倫明：「初心運転者の運
転能力の測定とその向上方法に関する研究」，平成
24 年度 電子情報通信学会東海支部 卒業研究発表
会，ポスター発表 PA，PA-1，（2013-3）

小椋 有記，山田 宗男，中野 倫明：「高齢者の自動車
運転時の認知機能測定システムの試作」，平成 24 年
度 電子情報通信学会東海支部 卒業研究発表会，ポ
スター発表 PA，PA-3，（2013-3）

槙田 喬介，中野 倫明，山田 宗男：「スマートフォン
を用いた歩行ながら状態検出手法の検討」，平成 24
年度 電子情報通信学会東海支部 卒業研究発表会，
ポスター発表 PA，PA-7，（2013-3）

鈴木 麻里，中野 倫明，山田 宗男：「スマートフォン
による運転挙動検出と評価に関する検討」，平成 24
年度 電子情報通信学会東海支部 卒業研究発表会，
ポスター発表 PA，PA-8，（2013-3）

宮部 公寛，小椋 有紀，山﨑 初夫，川澄 未来子，山田 

宗男，山本 新，中野 倫明：「高齢者の自動車運転時
の認知機能測定システムの試作」，2013 年電子情報
通信学会総合大会・情報・システムソサイエティ

（ISS）特別企画「DK-1. 学生ポスターセッション」，
ISS-SP-315，p.157，（2013-3）

山崎 裕介，山田 真以，川澄 未来子，山田 宗男，山本 新，
中野 倫明：「危険予測シミュレータの試作と初心運
転者の訓練への応用」，自動車技術会 2013 年春季学
術講演会前刷集，No.33-13 運転者教育，174，（2013-5）

宮部 公寛，小椋 有紀，山﨑 初夫，山田 宗男，山本 新，
中野 倫明：「高齢者の自動車運転時の認知機能の測
定方法」，自動車技術会 2013 年春季学術講演会前刷
集，No.33-13 運転者教育，175，（2013-5）

岡本 幸大，鷲見 海王，中野 倫明，山本 新，山田 宗男：
「スマートフォンにおける操作ながら状態検出手法
の提案」，2012 年交通予防安全コンソーシアム年次
報告書，2. 技術報告，2-1 運転行動，pp.6-8，（2013-6）

増田 光太，大島 優治，中野 倫明，山本 新，山田 宗男：
「脳波による睡眠リバウンド効果の検証」，2012 年
交通予防安全コンソーシアム年次報告書，2. 技術報
告，2-1 運転行動，pp.9-12，（2013-6）

山田 真以，山崎 裕介，山田 宗男，山本 新，中野 倫
明：「初心運転者の運転能力の評価・訓練システム」，
2012 年交通予防安全コンソーシアム年次報告書，
2. 技術報告，2-1 運転行動，pp.13-16，（2013-6）

宮部 公寛，小椋 有記，安藤 紀貴，松浦 悟史，沼山 達哉，
山田 宗男，山本 新，中野 倫明：「高齢者の運転時
の認知機能測定システム」，2012 年交通予防安全コ
ンソーシアム年次報告書，2. 技術報告，2-1 運転行動，
pp.17-21，（2013-6）

鷲見 海王，岡本 幸大，中野 倫明，山本 新，山田 宗
男：「スマートフォンを用いた運転支援システムの
検討」，2012 年交通予防安全コンソーシアム年次報
告書，2. 技術報告，2-2 運転支援，pp.45-48，（2013-6）

岡本 幸大，鷲見 海王，槙田 喬介，中野 倫明，渡邊 晃，
山田 宗男：「スマートフォンにおける歩行ながら
状態検出手法の提案」，マルチメディア，分散，協
調とモバイル（DICOMO2013）シンポジウム論文集

（CD-ROM），セッション 6D 行動認識応用，6D-4，
pp.1483-1486，（2013-7）

鷲見 海王，岡本 幸大，鈴木 麻里，渡邊 晃，中野 倫
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明，山田 宗男：「スマートフォンを用いた運転支
援システム開発の検討−運転挙動弁別可能性の検
討−」，マルチメディア，分散，協調とモバイル

（DICOMO2013）シンポジウム論文集（CD-ROM），
セッション 6D  行動認識応用，6D-5，pp.1487-1490，

（2013-7）
宮部 公寛，小椋 有記，山﨑 初夫，山田 宗男，山本 新，

中野 倫明：「自動車運転時の高齢者の認知機能測
定・評価法とシステムの一検討」，ヒューマンイン
タフェースシンポジウム 2013，対話発表（ポスター
発表），1514P，（2013-9）

宮部 公寛，小椋 有記，山﨑 初夫，山本 新，山田 宗男，
中野 倫明：「高齢者の日常生活に必要な認知機能の
測定方法の検討」，平成 25 年度電気関係学会東海支
部連合大会，情報システム・ネットワーク，Po1-28，

（2013-9）
安藤 紀貴，山崎 裕介，山本 新，山田 宗男，中野 倫

明：「事故多発地点のシミュレーションによる事故
低減方法の検討」，平成 25 年度電気関係学会東海支
部連合大会，情報システム・ネットワーク，Po1-29，

（2013-9）
加藤 渉，小川 雄矢，毛利 佳之，中野 倫明，山田 宗男，

毛利 佳年雄：「生理的磁気刺激による新たなドライ
バ覚醒手法とその効果」，平成 25 年度電気関係学会
東海支部連合大会，情報システム・ネットワーク，
Po1-30，（2013-9）

小川 雄矢，加藤 渉，毛利 佳之，中野 倫明，山田 宗男，
毛利 佳年雄：「生理的磁気刺激を用いたドライバ覚
醒手法における睡眠リバウンド抑制効果の検証」，
平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会，情報
システム・ネットワーク，Po1-31，（2013-9）

山崎 裕介，山田 宗男，山本 新，中野 倫明：「初心運
転者の危険予測に関する運転能力の評価法」，平成
25 年度電気関係学会東海支部連合大会，情報シス
テム・ネットワーク，Po1-32，（2013-9）

槙田 喬介，岡本 幸大，鷲見 海王，山崎 初夫，中野 倫明，
山田 宗男：「スマートフォン搭載加速度センサによ
るながら歩行検出手法の検討」，平成 25 年度電気関
係学会東海支部連合大会，情報システム・ネットワー
ク，Po1-33，（2013-9）

小椋 有記，宮部 公寛，安藤 紀貴，山﨑 初夫，山本 新，
山田 宗男，中野 倫明：「高齢者の自動車運転に必要
な認知機能の評価方法」，平成 25 年度電気関係学会
東海支部連合大会，情報システム・ネットワーク，
Po1-34，（2013-9）

Y.Ogawa，H.Yamasaki，T.Nakano，S.Yamamoto and 

M.Yamada：“Verification on the Effect in Relieving 

Fatigue of the Driver by Component Content of 

Fragrance”，Proceedings of 2013 International Workshop 

on Smart Info-Media Systems in Asia（SISA2013），
Regular Session 2（RS2）：Wireless Systems & Intelligent 

Transport Systems（Poster Session），RS2-5，（2013-10）
K.Sumi，Y.Okamoto，M.Suzuki，A.Watanabe，T.Nakano 

and M.Yamada：“Study on E�ective Methods to Detect 

Driver Behavior with Smartphones”，Proceedings of 

2013 International Workshop on Smart Info-Media 

Systems in Asia（SISA2013），Regular Session 2（RS2）：
Wireless Systems & Intelligent Transport Systems（Poster 

Session），RS2-6，（2013-10）
Y.Okamoto，K.Sumi，K.Makita，T.Nakano，H.Yamasaki 

and M.Yamada：“An Examination of a Detection for 

Simultaneous Smartphone Operation”，Proceedings 

of 2013 International Workshop on Smart Info-Media 

Systems in Asia（SISA2013），Regular Session 2（RS2）：
Wireless Systems & Intelligent Transport Systems（Poster 

Session），RS2-7，（2013-10）
K.Miyabe，Y.Ogura，H.Yamasaki，M.Yamada，S.Yamamoto 

and T.Nakano：“Study on System for Measuring and 

Evaluating Elderly Cognitive Function while Driving”，
Proceedings of 2013 International Workshop on Smart 

Info-Media Systems in Asia（SISA2013），Regular 

Session 2（RS2）：Wireless Systems & Intelligent 

Transport Systems（Poster Session），RS2-8，（2013-10）
Y.Okamoto，K.Sumi，D.Kato， M.Kawasumi，T.Nakano，

S.Yamamoto and M.Yamada：“A Proposal of a Detection 

Method for Simultaneous Smartphone Operation”，
Proceedings of 20th ITS World Congress TOKYO 

2013（第 20 回 ITS 世界会議 東京 2013）， Technical/

Scientific Sessions TS002-Smart Phones and Speech 

Recognition，3910，（2013-10）
Y. O g aw a，H . Yam a s a k i，M . Kaw a s u m i，T. Na k an o，

S.Yamamoto and M.Yamada：“Veri�cation on the E�ect 

in Relieving Fatigue of The Driver by Fragrance that 

Stimulates the Serotonin Secretion”，Proceedings of 20th 

ITS World Congress TOKYO 2013（第 20 回 ITS 世界
会 議 東 京 2013），Technical/Scienti�c Sessions TS024-

Driver Detection System（1），3911，（2013-10）
K.Sumi，Y.Okamoto，D.Kato， M.Kawasumi，T.Nakano，

S.Yamamoto，A.Watanabe and M.Yamada：“Study 

on Driver Assistance System with Smartphones”，
Proceedings of 20th ITS World Congress TOKYO 

2013（第 20 回 ITS 世界会議 東京 2013），Technical/
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Scienti�c Sessions TS090 - Driver Assistance Systems（1），
4035，（2013-10）

K.Miyabe，Y.Ogura，H.Yamasaki，M.Yamada，S.Yamamoto， 

and T.Nakano：“A Method for Quantitative Assessment 

of Elderly Cognitive Function While Driving”，
Proceedings of THE 20TH INTERNATIONAL DISPLAY 

WORKSHOPS（IDW’13），Poster VHFp2：Applied 

Vision and Human Factors，VHFp2–7，（2013-12）
槙田 喬介，岡本 幸大，鷲見 海王，中野 倫明，山田 宗男：
「スマートフォン搭載センサを利用したながら歩行
状態検出手法の検討」，ViEW2013 ビジョン技術の実
利用ワークショップ講演論文集，IS1-B 人の動き解
析，IS1-B2，（2013-12）

小椋 有記，宮部 公寛，山崎 初夫，山田 宗男，中野 倫明：
「自動車運転時の高齢者の認知機能の測定・評価法」，
2013 年映像情報メディア学会冬季大会，第７部門 

ヒューマンインフォメーション 2，7 − 6，（2013-12）
山崎 裕介，山田 宗男，山本 新，中野 倫明：「危険予

測が必要な場面での初心運転者の運転能力の測定・
評価法」，2013 年映像情報メディア学会冬季大会，
第７部門 ヒューマンインフォメーション 2，7 − 7，

（2013-12）

柳田 康幸

【学術論文】
中野 拓哉，佐治 翔太，吉岡 有哉，河地 祐樹，柳田 康幸：
「単発のファンを用いた人の頭部前面における風向
知覚特性の測定」，日本バーチャルリアリティ学会
論文誌，Vol.18，No.1，pp.37–44，（2013-3）

【その他】
Y.Iwama，T.Serizawa，and Y.Yanagida：“Implementation 

of a Front-end Software Module for Hemispherical 

Optical Input Device KHAKI”， Proceedings of the 2013 

International Workshop on Advanced Image Technology

（IWAIT），pp.994-999，（2013-1）
西尾 泰輔，柳田 康幸：「渦輪による香り搬送効率に対

する充填位置の影響～流体シミュレーションによる
解析～」，日本バーチャルリアリティ学会第 11 回香
りと生体情報研究会，日本バーチャルリアリティ学
会研究報告，Vol.18，No.SBR-1，発表番号 SBR2013-6，

（2013-3）
丹羽 祐人，柳田 康幸：「呼吸連動型加湿器における同

期タイミングの改良」，日本バーチャルリアリティ
学会第 11 回香りと生体情報研究会，日本バーチャ
ルリアリティ学会研究報告，Vol.18，No.SBR-1，発表
番号 SBR2013-7，（2013-3）

柳田 康幸：「五感へ拡がるマルチメディア」，電気学
会東海支部若手セミナー，招待講演，（2013-3）

大地 徹，柳田 康幸：「歩行時における振動刺激感度低
下に対する仮現運動利用の検討」，電子情報通信学
会技術研究報告，Vol.112，No.474，pp.1-4（MVE2012-

95），（2013-3）
Y.Yanagida，M.Kajima，S.Suzuki，and Y.Yoshioka：“Pilot 

Study for Generating Dynamic Olfactory Field Using 

Scent Projectors”， Proceedings of IEEE Virtual Reality 

2013，pp.151-152，（2013-3）
Y.Yanagida：“Virtual Reality and Telexistence：Techniques 

for Spatiotemporal Control of Olfactory Space”， 1st  

World Congress of Digital Olfaction Society，p.23，招待
講演，（2013-4）

加藤 匠，高森 裕也，芹澤 隆史，柳田 康幸：「ドーム
型統合入力デバイス KHAKI における GUI 操作の改
良」，日本バーチャルリアリティ学会第 18 回大会論
文集，pp.438-441，（2013-9）

柳田 康幸：「空気メディア：見えずとも感じられるメ
ディア技術」，電子情報通信学会 HCG シンポジウム，
発表番号 A-2-1，（2013-12）

中野 拓哉，吉岡 有哉，柳田 康幸：「頭部に対する均
一な風提示による風向知覚特性の測定」，電子情
報通信学会 HCG シンポジウム，発表番号 A-3-3，

（2013-12）
大地 徹，柳田 康幸：「振動触覚ディスプレイによる

気配提示システムの研究 ～ウェアラブルディスプ
レイのためのシステム構成～」，電子情報通信学会
HCG シンポジウム，発表番号 I-1-2，（2013-12）

岩間 芳宏，柳田 康幸：「ペンライト型デバイスを用い
た聴覚コンテンツの拡張」，電子情報通信学会 HCG

シンポジウム，発表番号 I-1-3，（2013-12）

山田 啓一

【学術論文】
古橋 竜祐，山田 啓一：「複数フレームの見かけの姿勢

に基づく歩行者の横断意図の推定」，電気学会論文
誌 C，Vol.133，No.5，pp.1069-1075，（2013-5）

馬渕 竜紀，山田 啓一：「黄信号切替わり時におけるド
ライバの通過・停止の意図推定」，電気学会論文誌 C，
Vol.133，No.6，pp.1178-1185，（2013-6）

【その他】
深川 裕規，山田 啓一：「運転行動からのドライバの前

方歩行者への気付きの推定」，2013 年電子情報通信
学会総合大会論文集，A-17-23，（2013-3）

三谷 知令，山田 啓一：「交差点左折時におけるドライ
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バの歩行者への気づき推定とそれに基づくドライバ
支援方法に関する検討」，2013 年電子情報通信学会
総合大会論文集，A-17-24，（2013-3）

趙宣伊，居川 達也，山田 啓一，武智 和洋：「加速度・
角速度センサを用いたセンサ保持状態に依存しない
人物行動認識に関する検討」，2013 年電子情報通信
学会総合大会論文集，D-9-13，（2013-3）

深川 裕規，山田 啓一：「確率モデルに基づく運転行
動からのドライバの歩行者への気づきの推定」，自
動車技術会学術講演会前刷集（2013 年春季大会），
No.93-13，pp.17-20，20135163，（2013-5）

Y.Fukagawa and K.Yamada：“Estimating Driver Awareness 

of Pedestrians from Driving Behavior Based on a 

Probabilistic Model”，Proceedings of the 2013 IEEE 

Intelligent Vehicles Symposium，pp.1155-1160，（2013-6）
R.Mabuchi and K.Yamada：“Prediction of Driver's Stop 

or Go at Yellow Traffic Signal from Vehicle Behavior”，
Proceedings of the 2013 IEEE Intelligent Vehicles 

Symposium，pp.1161-1166，（2013-6）
趙宣伊，山田 啓一，武智 和洋：「加速度・角速度セン

サを用いたセンサ保持状態に依存しない人物行動認
識」，平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会講
演論文集，H5-4，（2013-9）

深川 裕規，山田 啓一：「運転行動からのドライバの前
方歩行者への気付きの推定 ～ドライビングシミュ
レータによる評価実験～」，平成 25 年度電気関係学
会東海支部連合大会講演論文集，N1-4，（2013-9）

山田 宗男

【著書】
山田 宗男，中野 倫明（分担執筆）：「視界視認性に基づ

く自動車ワイパ払拭性能評価手法」， 第 4 章 各用途
/ 目的に合わせたセンサの組合せ方・使われ方とそ
の周辺 技術，5 節 画像認識・車間距離検知と運転
支援システム [8]，技術情報協会『次世代自動車の
夢を実現するセンサ開発と制御技術』，pp.671-680，

（2012-10）
【学術論文】

K.Mohri， T.Uchiyama， M.Yamada，Y.Mohri， K.Endo， 

T.Suzuki and Y.Inden：“Physiological Magnetic 

Stimulation for Arousal of Elderly Car Driver Evaluated 

with Electro-Encephalogram and Spine Magnetic Field”， 

IEEE Transactions on Magnetics，Vol.48，No.11，pp.3505-

3508，（2012-11）
【その他】

小川 雄矢，加藤 渉，毛利 佳之，毛利 佳年雄，内山 剛，

中野 倫明，山田 宗男：「磁気刺激による新たな居眠
り運転防止技術の提案とその覚醒効果」，名古屋大
学 予防早期医療創成センター 第３回ワークショッ
プ，ポスターセッション No.12，（2013-1）

Y.Mohri，M.Yamada，K.Endo，T.Suzuki and K.Mohri：
“Arousal Effect pf Physiological Magnetic Stimulation 

on Car Driver’s Pit  of  Stomach Evaluated with 

Electroencephalogram Using Driving Simulator”，
Proceedings in Electromagnetics Research Symposium

（PIERS 2013），3P6a，pp.1061-1065，（2013-3）
K.Mohri，M.Sasaki，T.Uemura，Y.Mohri，M.Yamada 

and  T.Kato：“Pulse Train Distributed Magnetic 

Field Generated from High Strength Concrete Using 

Magnetized Olivine Stone Aggregate”，Proceedings in 

Electromagnetics Research Symposium（PIERS 2013），
3P6a，pp.1057-1060，（2013-3）

宮部 公寛，山田 宗男，中野 倫明：「高齢者の自動車
運転時の認知機能測定方法」，照明学会東海支部 平
成 24 年度 若手セミナー予稿集，第 4 部，33，p.63，

（2013-3）
小椋 有記，山田 宗男，中野 倫明：「高齢者の自動車

運転時の認知機能測定システムの試作」，照明学会
東海支部 平成 24 年度 若手セミナー予稿集，第 4 部，
34，p.64，（2013-3）

安藤 紀貴，山田 宗男，中野 倫明：「高齢者の運動プ
ログラムによる認知機能向上の検討」，照明学会東
海支部 平成 24 年度 若手セミナー予稿集，第 4 部，
35，p.65，（2013-3）

山崎 裕介，山田 宗男，中野 倫明：「初心運転者の運
転能力の評価と向上技術の検討」，照明学会東海支
部 平成 24 年度 若手セミナー予稿集，第 4 部，36，
p.67，（2013-3）

槙田 喬介，中野 倫明，山田 宗男：「スマートフォン
操作を伴う歩行ながら状態検出手法の検討」，照明
学会東海支部 平成 24 年度 若手セミナー予稿集，第
4 部，38，p.69，（2013-3）

鈴木 麻里，中野 倫明，山田 宗男：「スマートフォン
による運転挙動検出と評価に関する検討」，照明学
会東海支部 平成 24 年度 若手セミナー予稿集，第 4
部，39，p.71，（2013-3）

小川 雄矢，中野 倫明，山田 宗男：「香りの含有成分
によるドライバの疲労回復効果の検証」，照明学会
東海支部 平成 24 年度 若手セミナー予稿集，第 4 部，
40，p.73，（2013-3）

岡本 幸大，中野 倫明，山田 宗男：「ドライバへの香
り提示による覚醒効果に関する検討−嗅覚リセット
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効果の検証−」，照明学会東海支部 平成 24 年度 若
手セミナー予稿集，第 4 部，41，p.75，（2013-3）

加藤 渉，中野 倫明，山田 宗男：「ドライバへの生体
磁気刺激による覚醒効果の実験的検証」，照明学会
東海支部 平成 24 年度 若手セミナー予稿集，第 4 部，
42，p.76，（2013-3）

鷲見 海王，中野 倫明，山田 宗男：「香り刺激による
睡眠リバウンド現象の確認と検証」，照明学会東
海支部 平成 24 年度 若手セミナー予稿集，第 4 部，
43，p.78，（2013-3）

山崎 裕介，山田 宗男，中野 倫明：「初心運転者の運
転能力の測定とその向上方法に関する研究」，平成
24 年度 電子情報通信学会東海支部 卒業研究発表
会，ポスター発表 PA，PA-1，（2013-3）

小椋 有記，山田 宗男，中野 倫明：「高齢者の自動車
運転時の認知機能測定システムの試作」，平成 24 年
度 電子情報通信学会東海支部 卒業研究発表会，ポ
スター発表 PA，PA-3，（2013-3）

槙田 喬介，中野 倫明，山田 宗男：「スマートフォン
を用いた歩行ながら状態検出手法の検討」，平成 24
年度 電子情報通信学会東海支部 卒業研究発表会，
ポスター発表 PA，PA-7，（2013-3）

鈴木 麻里，中野 倫明，山田 宗男：「スマートフォン
による運転挙動検出と評価に関する検討」，平成 24
年度 電子情報通信学会東海支部 卒業研究発表会，
ポスター発表 PA，PA-8，（2013-3）

宮部 公寛，小椋 有紀，山﨑 初夫，川澄 未来子，山田 

宗男，山本 新，中野 倫明：「高齢者の自動車運転時
の認知機能測定システムの試作」，2013 年電子情報
通信学会総合大会・情報・システムソサイエティ

（ISS）特別企画「DK-1. 学生ポスターセッション」，
ISS-SP-315，p.157，（2013-3）

山崎 裕介，山田 真以，川澄 未来子，山田 宗男，山本 新，
中野 倫明：「危険予測シミュレータの試作と初心運
転者の訓練への応用」，自動車技術会 2013 年春季学
術講演会前刷集，No.33-13 運転者教育，174，（2013-5）

宮部 公寛，小椋 有紀，山﨑 初夫，山田 宗男，山本 新，
中野 倫明：「高齢者の自動車運転時の認知機能の測
定方法」，自動車技術会 2013 年春季学術講演会前刷
集，No.33-13 運転者教育，175，（2013-5）

岡本 幸大，鷲見 海王，中野 倫明，山本 新，山田 宗男：
「スマートフォンにおける操作ながら状態検出手法
の提案」，2012 年交通予防安全コンソーシアム年次
報告書，2. 技術報告，2-1 運転行動，pp.6-8，（2013-6）

増田 光太，大島 優治，中野 倫明，山本 新，山田 宗男：
「脳波による睡眠リバウンド効果の検証」，2012 年

交通予防安全コンソーシアム年次報告書，2. 技術報
告，2-1 運転行動，pp.9-12，（2013-6）

山田 真以，山崎 裕介，山田 宗男，山本 新，中野 倫
明：「初心運転者の運転能力の評価・訓練システム」，
2012 年交通予防安全コンソーシアム年次報告書，
2. 技術報告，2-1 運転行動，pp.13-16，（2013-6）

宮部 公寛，小椋 有記，安藤 紀貴，松浦 悟史，沼山 達哉，
山田 宗男，山本 新，中野 倫明：「高齢者の運転時
の認知機能測定システム」，2012 年交通予防安全コ
ンソーシアム年次報告書，2. 技術報告，2-1 運転行動，
pp.17-21，（2013-6）

鷲見 海王，岡本 幸大，中野 倫明，山本 新，山田 宗
男：「スマートフォンを用いた運転支援システムの
検討」，2012 年交通予防安全コンソーシアム年次報
告書，2. 技術報告，2-2 運転支援，pp.45-48，（2013-6）

岡本 幸大，鷲見 海王，槙田 喬介，中野 倫明，渡邊 晃，
山田 宗男：「スマートフォンにおける歩行ながら
状態検出手法の提案」，マルチメディア，分散，協
調とモバイル（DICOMO2013）シンポジウム論文集

（CD-ROM），セッション 6D 行動認識応用，6D-4，
pp.1483-1486，（2013-7）

鷲見 海王，岡本 幸大，鈴木 麻里，渡邊 晃，中野 倫
明，山田 宗男：「スマートフォンを用いた運転支
援システム開発の検討 - 運転挙動弁別可能性の検
討 -」，マルチメディア，分散，協調とモバイル

（DICOMO2013）シンポジウム論文集（CD-ROM），
セッション 6D 行動認識応用，6D-5，pp.1487-1490，

（2013-7）
宮部 公寛，小椋 有記，山﨑 初夫，山田 宗男，山本 新，

中野 倫明：「自動車運転時の高齢者の認知機能測
定・評価法とシステムの一検討」，ヒューマンイン
タフェースシンポジウム 2013，対話発表（ポスター
発表），1514P，（2013-9）

宮部 公寛，小椋 有記，山﨑 初夫，山本 新，山田 宗男，
中野 倫明：「高齢者の日常生活に必要な認知機能の
測定方法の検討」，平成 25 年度電気関係学会東海支
部連合大会，情報システム・ネットワーク，Po1-28，

（2013-9）
安藤 紀貴，山崎 裕介，山本 新，山田 宗男，中野 倫

明：「事故多発地点のシミュレーションによる事故
低減方法の検討」，平成 25 年度電気関係学会東海支
部連合大会，情報システム・ネットワーク，Po1-29，

（2013-9）
加藤 渉，小川 雄矢，毛利 佳之，中野 倫明，山田 宗男，

毛利 佳年雄：「生理的磁気刺激による新たなドライ
バ覚醒手法とその効果」，平成 25 年度電気関係学会
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東海支部連合大会，情報システム・ネットワーク，
Po1-30，（2013-9）

小川 雄矢，加藤 渉，毛利 佳之，中野 倫明，山田 宗男，
毛利 佳年雄：「生理的磁気刺激を用いたドライバ覚
醒手法における睡眠リバウンド抑制効果の検証」，
平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会，情報
システム・ネットワーク，Po1-31，（2013-9）

山崎 裕介，山田 宗男，山本 新，中野 倫明：「初心運
転者の危険予測に関する運転能力の評価法」，平成
25 年度電気関係学会東海支部連合大会，情報シス
テム・ネットワーク，Po1-32，（2013-9）

槙田 喬介，岡本 幸大，鷲見 海王，山崎 初夫，中野 倫明，
山田 宗男：「スマートフォン搭載加速度センサによ
るながら歩行検出手法の検討」，平成 25 年度電気関
係学会東海支部連合大会，情報システム・ネットワー
ク，Po1-33，（2013-9）

小椋 有記，宮部 公寛，安藤 紀貴，山﨑 初夫，山本 新，
山田 宗男，中野 倫明：「高齢者の自動車運転に必要
な認知機能の評価方法」，平成 25 年度電気関係学会
東海支部連合大会，情報システム・ネットワーク，
Po1-34，（2013-9）

Y.Ogawa，H.Yamasaki，T.Nakano，S.Yamamoto and 

M.Yamada：“Verification on the Effect in Relieving 

Fatigue of the Driver by Component Content of 

Fragrance”， Proceedings of 2013 International Workshop 

on Smart Info-Media Systems in Asia（SISA2013），
Regular Session 2（RS2）：Wireless Systems & Intelligent 

Transport Systems（Poster Session），RS2-5，（2013-10）
K.Sumi，Y.Okamoto，M.Suzuki，A.Watanabe，T.Nakano 

and M.Yamada：“Study on E�ective Methods to Detect 

Driver Behavior with Smartphones”， Proceedings of 

2013 International Workshop on Smart Info-Media 

Systems in Asia（SISA2013），Regular Session 2（RS2）：
Wireless Systems & Intelligent Transport Systems（Poster 

Session），RS2-6，（2013-10）
Y.Okamoto，K.Sumi，K.Makita，T.Nakano，H.Yamazaki 

and M.Yamada：“An Examination of a Detection for 

Simultaneous Smartphone Operation”， Proceedings 

of 2013 International Workshop on Smart Info-Media 

Systems in Asia（SISA2013），Regular Session 2（RS2）：
Wireless Systems & Intelligent Transport Systems（Poster 

Session），RS2-7，（2013-10）
K.Miyabe，Y.Ogura，H.Yamasaki，M.Yamada，S.Yamamoto 

and T.Nakano：“Study on System for Measuring and 

Evaluating Elderly Cognitive Function while Driving”， 

Proceedings of 2013 International Workshop on Smart 

Info-Media Systems in Asia（SISA2013），Regular 

Session 2（RS2）：Wireless Systems & Intelligent 

Transport Systems（Poster Session），RS2-8，（2013-10）
Y.Okamoto，K.Sumi，D.Kato， M.Kawasumi，T.Nakano，

S.Yamamoto and M.Yamada：“A Proposal of a Detection 

Method for Simultaneous Smartphone Operation”， 

Proceedings of 20th ITS World Congress TOKYO 

2013（第 20 回 ITS 世界会議 東京 2013），Technical/

Scientific Sessions TS002 - Smart Phones and Speech 

Recognition，3910，（2013-10）
Y. O g aw a，H . Yam a s a k i，M . Kaw a s u m i，T. Na k an o，

S.Yamamoto and M.Yamada：“Veri�cation on the E�ect 

in Relieving Fatigue of The Driver by Fragrance that 

Stimulates the Serotonin Secretion”， Proceedings of 20th 

ITS World Congress TOKYO 2013（第 20 回 ITS 世界
会議 東京 2013），Technical/Scienti�c Sessions TS024 - 

Driver Detection System（1），3911，（2013-10）
K.Sumi，Y.Okamoto，D.Kato， M.Kawasumi，T.Nakano，

S.Yamamoto，A.Watanabe and M.Yamada：“Study 

on Driver Assistance System with Smartphones”， 

Proceedings of 20th ITS World Congress TOKYO 

2013（第 20 回 ITS 世界会議 東京 2013），Technical/

Scienti�c Sessions TS090 - Driver Assistance Systems（1），
4035，（2013-10）

K.Miyabe，Y.Ogura，H.Yamasaki，M.Yamada，S.Yamamoto 

and T.Nakano：“A Method for Quantitative Assessment 

of Elderly Cognitive Function While Driving”， 

Proceedings of THE 20TH INTERNATIONAL DISPLAY 

WORKSHOPS（IDW’13），Poster VHFp2：Applied 

Vision and Human Factors，VHFp2–7，（2013-12）
槙田 喬介，岡本 幸大，鷲見 海王，中野 倫明，山田 宗男：
「スマートフォン搭載センサを利用したながら歩行
状態検出手法の検討」，ViEW2013 ビジョン技術の実
利用ワークショップ講演論文集，IS1-B 人の動き解
析，IS1-B2，（2013-12）

小椋 有記，宮部 公寛，山崎 初夫，山田 宗男，中野 倫明：
「自動車運転時の高齢者の認知機能の測定・評価法」，
2013 年映像情報メディア学会冬季大会，第７部門 

ヒューマンインフォメーション 2，7 − 6，（2013-12）
山崎 裕介，山田 宗男，山本 新，中野 倫明：「危険予

測が必要な場面での初心運転者の運転能力の測定・
評価法」，2013 年映像情報メディア学会冬季大会，
第７部門 ヒューマンインフォメーション 2，7 − 7，

（2013-12）
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山本 修身

【学術論文】
大野 雄基，手嶋 一訓，加藤 大智，山岸 弘幸，鈴木 秀和，

旭 健作，山本 修身，渡邊 晃：「TLIFES を利用した
徘徊行動検出方式の提案と実装」，情報処理学会
論文誌コンシューマ・デバイス＆システム（CDS），
Vol.3，No.3，pp.1-10，（2013-7）

【その他】
大野 雄基，手嶋 一訓，加藤 大智，鈴木 秀和，旭 健作，

山本 修身，渡邊 晃：「TLIFES を利用した徘徊行動
検出方式の提案と実装」，情報処理学会研究報告コ
ンシューマ・デバイス＆システム（CDS），Vol.2013-

CDS-6，No.12，pp.1-8，（2013-1）
加藤 貴之，山本 修身： 「箱入り娘型パズルの最適解の

効率的探索」，電子情報通信学会２０１３年度総合
大会情報・システムソサエティー特別企画学生ポス
ターセッション，2013年3月19日～21日，岐阜大学，
ISS-P-243，（2013-3）

長谷川 冴香，山本 修身：「BDD を用いた 15 パズルの
ギャップ集合の効率的な表現について」，情報処理
学会第 75 回全国大会論文集，東北大学川内キャン
パス 2013 年 3 月 6 日～ 8 日，3S-1，（2013-3）

加藤 貴之，山本 修身：「箱入り娘パズル型スライディ
ングパズルとその最適解の効率的探索」，情報処理
学会第７５回全国大会論文集，東北大学川内キャン
パス 2013 年 3 月６日～８日，3S-2，（2013-3）

河野 勇人，山本 修身： 「GPU を用いたドローネ三角
形分割アルゴリズムの効率化について」，情報処理
学会第 75 回全国大会論文集，東北大学川内キャン
パス 2013 年 3 月６日～８日，1M-2，（2013-3）

山田 穂高，山本 修身：「BDD/ZDD を用いた魔法陣の
解の個数の数え上げについて」，平成 25 年度電気関
係学会東海支部連合大会，静岡大学浜松キャンパス
9 月 24 日 -25 日，M3-2，（2013-9）

佐藤慎也，山本 修身：「小盤面上の囲碁ゲームにおけ
るモンテカルロ法の性能について」，平成２５年度
電気関係学会東海支部連合大会，静岡大学浜松キャ
ンパス９月 24 日 -25 日，M3-5，（2013-9）

富士岡稜太，山本 修身：「BDD による 15 パズルの
ギャップ集合の表現と最適解の効率的な探索」，平
成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会，静岡大
学浜松キャンパス 9 月 24 日 -25 日，M3-3，（2013-9）

加藤 貴之，山本 修身：「箱入り娘型パズルのためのパ
ターンデータベースの構成と評価」，平成２５年度
電気関係学会東海支部連合大会，静岡大学浜松キャ
ンパス 9 月 24 日 -25 日，M3-4，（2013-9）

K.Asahi，Y.Sakai，H.Banno，O.Yamamoto，A.Ogawa and 

K.Yamada：“Detecting Approaching Vehicles through 

Acoustic Sensing Using Directional Microphones for 

Preventing Crossing Collisions”，Proceedings of the 

6th Biennial Workshop on Digital Signal Processing for 

In-Vehicle Systems，DSP In-Vehicle 2013，September 

29-October 2，2013，Korea University Seoul，Korea， 

pp.68-73，（2013-9）

吉川 雅弥

【学術論文】
R.Hori，T.Kitamori，T.Ueoka，M.Yoshikawa and T.Fujino：
“Via Programmable Structured ASIC Architecture 

“VPEX3” and CAD Design System”，IEICE Trans.on 

Fundamentals of Electronics，Communications and 

Computer Sciences，Vol.E95-A，No.12，pp.2182-2190，
（2012-12）

小野 みどり，勝部 真人，汐崎 充，藤野 毅，吉川 雅弥：
「アーキテクチャを考慮した複数エラーの差分推定
に基づくフォールト解析とその評価」，電気学会論
文誌 C，Vol.132，No.12，pp.1888-1896，（2012-12）

浅井 稔也，汐崎 充，藤野 毅，吉川 雅弥：「暗号ハー
ドウェアのゲートレベル設計工程における電力解析
攻撃に対する脆弱性評価手法」，電気学会論文誌Ｃ，
Vol.133，No.5，pp.947-956，（2013-6）

佐藤 隆亮，松島 大祐，汐崎 充，藤野 毅，吉川 雅弥：「周
波数領域における部分鍵推定を用いたハイブリッ
ド電力解析攻撃とその評価」，電気学会論文誌Ｃ，
Vol.133，No.7，pp.1322-1330，（2013-6）

【その他】
T.Fujino，Y.Hori，M.Yoshikawa and D.Suzuki：“�e Design 

and Evaluation Methodology of Dependable VLSI for 

Tamper Resistance”，Proc.of International Symposium on 

Dependable VLSI Systems，pp.74-77，（2012-12）
後藤 輝，吉川 雅弥：「ハイブリッド方式を用いたフォー

ルト解析とその耐性評価」，情報学ワークショップ
講演論文集，pp.57-60，（2012-12）

塚平 峻矢，松島 大祐，吉川 雅弥：「故障利用解析対策
回路を対象としたハードウェアトロイの設計」，情
報学ワークショップ講演論文集，pp.89-92，（2012-12）

M.Yoshikawa，R.Satoh and T.Kumaki：“Hardware Trojan 

for Security LSI”，Proc.of IEEE International Conference 

on Consumer Electronics，pp.31-32，（2013-1）
後藤 輝，吉川 雅弥：「複数解析手法を用いた故障利用

解析に対する耐性評価」，システム制御情報学会若
手研究会講演論文集，pp.3-4，（2013-1）
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塚平 峻矢，吉川 雅弥：「フォールト攻撃対策回路を対
象としたトロイ回路の検討」，システム制御情報学
会若手研究会講演論文集，pp.1-2，（2013-1）

浅井 稔也，吉川 雅弥：「イベントモデルシミュレーショ
ンによるサイドチャネル情報取得の効率化」，暗号
と情報セキュリティシンポジウム講演論文集，1E1-

1，pp.1-6，（2013-1）
M.Yoshikawa，T.Tsukadaira and T.Kumaki：“Trojan circuit 

for countermeasures against fault analysis attacks”，
Proc.of World Academy of Science，Engineering and 

Technology，No.74，pp.62-66，（2013-2）
M.Yoshikawa，H.Goto：“Security veri�cation simulator for 

fault analysis attacks”，Proc.of International Conference 

on So� Computing and So�ware Engineering，p.50，Doi 

10.7321/jscse.v3.n4.71，（2013-3）
後藤 輝，吉川 雅弥：「故障確率を考慮した階層型

フォールト解析とその実装評価」，電子情報通信学
会，信学技報，vol.112，no.451，VLD2012-160，pp.135-

140，（2013-3）
塚平 峻矢，松島 大祐，熊木 武志，吉川 雅弥：「フォー

ルト解析対策回路を対象としたハードウェアトロ
イの実装と評価」，電子情報通信学会，信学技報，
vol.112，no.451，VLD2012-161，pp.141-146，（2013-3）

R.Satoh and M.Yoshikawa：“Secret Key aware Side-

Channel Attack in Frequency Domain for Cryptography 

Circuit”，Proc.of International Conference on Computers 

and �eir Applications，pp.21-26，（2013-3）
T.Asai  and M.Yoshikawa：“Ef f ic ient  acquis it ion 

technique of side-channel information using event-

model simulation”，Proc.of International Workshop on 

Constructive Side-Channel Analysis and Secure Design

（COSADO），S-5b，（2013-3）
M.Yoshikawa and T.Tsukadaira：“A Hardware Trojan 

for Cryptographic Countermeasure Circuits”，Proc.

of IAENG International Conference on Electrical 

Engineering，pp.680-684，（2013-3）
M.Yoshikawa and T.Asai：“Platform for Verification of 

Electromagnetic Analysis Attacks against Cryptographic 

Circuits”，Proc.of  International Conference on 

Information Technology ：New Generations.，pp.653-

658，（2013-4）
R.Hori，T.Ueoka，T.Otani，M.Yoshikawa and T.Fujino：“�e 

Implementation of DES Circuit on Via-programmable 

Structured ASIC Architecture VPEX3”，Proc.of 

International Symposium on VLSI Design，Automation 

and Test（2013 VLSI-DAT），pp.241-244，（2013-4）

浅井 稔也，吉川 雅弥：「暗号処理 LSI 内部クロックの
周波数及びスキュー可変機構による耐タンパ性改善
検討」，LSI とシステムのワークショップ 2013 講演
論文集，pp.252-254，（2013-5）

人見 達郎，堀 遼平，上岡泰輔，吉川 雅弥，藤野 毅「ビ
アプログラマブルストラクチャード ASIC アーキテ
クチャ VPEX の DES 暗号回路における消費電力性
能評価」，LSI とシステムのワークショップ 2013 講
演論文集，pp.142-144，（2013-5）

M.Yoshikawa：“Hybrid Power Analysis  Attack in 

Frequency Domain for Security Modules”，Proc.of 4th 

International Congress on Computational Engineering 

and Sciences，p.149，（2013-5）
T.Kumaki，M.Yoshikawa and T.Fujino：“Cipher-Destroying 

Secret-Key-Emitting Hardware Trojan Against AES 

Core”，Proc.of �e IEEE 56th Intl Midwest Symposium 

on Circuits & Systems，pp.408-411，（2013-8）
浅井 稔也，吉川 雅弥：「周波数及びスキュー変動機構

を持つ内臓発振器を用いた耐サイドチャネル攻撃
AES 暗号回路」，東京大学大規模集積システム設計
研究センター年報，p.110，（2013-8）

佐藤 隆亮，吉川 雅弥：「サイドチャネル攻撃対策 AES

暗号回路に対するハードウェアトロイの実装」，東
京大学大規模集積システム設計研究センター年報，
p.110，（2013-8）

浅井 稔也，吉川 雅弥：「FDTD 法を用いた暗号サイド
チャネルリークの設計評価手法」電子情報通信学
会， 信 学 技 報，vol.113，no.217，ISEC2013-51，pp.1-7，

（2013-9）
野崎 佑典，吉川 雅弥：「耐タンパ検証プラットフォー

ムの一考察」，電気関係学会東海支部連合大会講演
集，p.O1-3，（2013-9）

浅井 稔也，吉川 雅弥：「暗号サイドチャネル情報リー
ク原因の解析手法」，電気関係学会東海支部連合大
会講演集，p.O1-4，（2013-9）

K.Sugioka，T.Asai and M.Yoshikawa：“Event Modeling 

Method for Verification of Power Analysis Attacks”，
Proc.of The 18th Workshop on Synthesis And System 

Integration of Mixed Information Technologies，pp.280-

281，（2013-10）
大谷 拓，堀 遼平，吉川 雅弥，藤野 毅：「ビアプログ

ラマブルアーキテクチャ VPEX3S −動作速度を改善
するための基本論理素子の改良−」，電子情報通信
学会，信学技報，VLD2013-70，pp.75-80，（2013-11）

堀 遼平，大谷 拓，人見 達郎，上口 翔大，吉川 雅
弥，藤野 毅：「ビアプログラマブルアーキテクチャ
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VPEX4（1）−配線混雑度改善と低消費電力性能向
上のための基本論理素子の改良−」電子情報通信学
会，信学技報， VLD2013-71，pp.81-86，（2013-11）

上口 翔大，堀 遼平，大谷 拓，吉川 雅弥，藤野 毅：「ビ
アプログラマブルアーキテクチャ VPEX4（2）−ベ
ンチマーク回路を用いた性能評価−」電子情報通信
学会，信学技報， VLD2013-72，pp.87-92，（2013-11）

塚田 靖史，板屋 修平，熊木 武志，吉川 雅弥，藤野 毅：
「組込みプロセッサに仕掛けられたハードウェアト
ロイに関する研究」，電子情報通信学会，信学技報， 

CPSY2013-64，pp.29-34，（2013-11）

渡邊 晃

【学術論文】
納堂 博史，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 晃：「NTMobile

における自律的経路最適化の提案」，情報処理学会
論文誌，Vol.54，No.1，pp.1-10，（2013-1）

鈴木 秀和，上醉尾 一真，水谷 智大，西尾 拓也，内
藤 克浩，渡邊 晃：「NTMobile における通信接続性
の確立手法と実装」，情報処理学会論文誌，Vol.54，
No.1，pp.1-13，（2013-1）

内藤 克浩，上醉尾 一真，西尾 拓也，水谷 智大，鈴木 

秀和，渡邊 晃，森 香津夫，小林 英雄：「NTMobile

における移動透過性の実現と実装」，情報処理学会
論文誌，Vol.54，No.1，pp.1-14，（2013-1）

大野 雄基，手嶋 一訓，加藤 大智，山岸 弘幸，鈴木 秀和，
旭 健作，山本 修身，渡邊 晃：「TLIFES を利用した
徘徊行動検出方式の提案と実装」，コンシューマ・
デバイス＆システム，Vol.3，No.3，pp.1-10，（2013-7）

鈴木 健太，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 晃：「自宅から
のリモートアクセスを可能にする GSRAv2 の提案と
評価」，情報処理学会論文誌，Vol.54，No.6，pp.1751-

1560，（2013-6）
【その他】

加藤 大智，竹腰 昇太，大野 雄基，鈴木 秀和，旭 健
作，渡邊 晃：「TLIFES における省電力化を目的とし
た位置測位手法の提案と実装」，コンシューマ・デ
バイス＆システム研究報告，2013-CDS-6，Vol.2013-

CDS-6，No.13，pp.1-6，（2013-1）
大野 雄基，手嶋 一訓，加藤 大智，鈴木 秀和，旭 健作，

渡邊 晃：「TLIFES を利用した徘徊行動検出方式の提
案と実装」，コンシューマ・デバイス＆システム研
究報告，2013-CDS-6，Vol.2013-CDS-6，No.12，pp.1-8，

（2013-1）
福山 陽祐，上醉尾 一真，鈴木 秀和，旭 健作，内藤 克浩，

渡邊 晃：「Android 端末における Wi-Fi/3G 間のシー

ムレスハンドオーバの提案と実装」情報処理学会研
究 報 告，2013-UBI-37，Vol.2013-UBI-37，No.27，pp.1-

8，（2013-3）
廣瀬 達也，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 晃：「NTMobile 

を用いたネットワークモビリティの実現に関する提
案」，情報処理学会第 75 回全国大会論文集，（2013-3）

酒井 人世，清水 晧平，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 晃：
「NTMobile を用いた一般端末による遠隔 DLNA 通
信システムの実現手法」，情報処理学会全国大会講
演論文集，Vol.75，No.3，1F-3，pp.91-93，（2013-3）

河北 晋吾，小菅 王春，鈴木 秀和，渡邊 晃：「プラグ
インによる機能拡張が可能なナビゲーションプラッ
トフォームの提案」，情報処理学会全国大会講演論
文集，Vol.75，No.3，4W-5，pp.251-252，（2013-3）

廣瀬 達也，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 晃：「NTMobile 

を拡張したネットワークモビリティの提案と実
装」，情報処理学会研究報告，2012-MBL-66，pp.1-6，

（2013-5）
戸田 尚希，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 晃：「Android

アプリケーションの挙動を可視化することによる
セキュリティ対策の検討」，マルチメディア，分散，
協調とモバイル（DICOMO2013）シンポジウム論文
集，Vol.2013，No.1，pp.1348-1354，（2013-7）

三鴨 勇太，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 晃：「通信状
態を考慮したアドホックルーティングプロトコル
の提案」，マルチメディア，分散，協調とモバイ
ル（DICOMO2013）シンポジウム論文集，Vol.2013，
No.1，pp.1563-1568，（2013-7）

伊藤 智洋，鈴木 秀和，旭 健作，渡邊 晃：「アドホッ
クネットワークの性能を向上させるストロングビ
ジートーン導入の検討と評価」，マルチメディア，
分散，協調とモバイル（DICOMO2013）シンポジウ
ム論文集，Vol.2013，No.1，pp.1754-1760，（2013-7）

金丸 幸弘，鈴木 秀和，旭 健作，渡邊 晃：「無線セン
サネットワ−ク可視化システムに要求される位置推
定精度に関する検討」，マルチメディア，分散，協
調とモバイル（DICOMO2013）シンポジウム論文集，
Vol.2013，No.1，pp.2053-2058，（2013-7）

上醉尾 一真，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 晃：「モバ
イルアプリケ−ション向け移動透過通信フレ−ムワ
−クの実装と評価」，マルチメディア，分散，協調
とモバイル（DICOMO2013）シンポジウム論文集，
Vol.2013，No.1，pp.1843-1852，（2013-7）

畠 基成，鈴木 秀和，足達 元，北瀬 和之，大森 昭嗣，
松本 幸正，渡邊 晃：「無線センサネットワ−クを用
いたバスロケ−ションシステムの開発」，マルチメ
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ディア，分散，協調とモバイル（DICOMO2013）シ
ンポジウム論文集，Vol.2013，No.1，pp.904-910，（2013-

7）
津田 一磨，鈴木 秀和，旭 健作，渡邊 晃：「遠隔地

にある Bluetooth 機器間のシームレス接続手法の
実装」，マルチメディア，分散，協調とモバイル

（DICOMO2013） シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集，Vol.2013，
No.1，pp.805-811，（2013-7）

清水 皓平，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 晃：「NTMobile

による一般端末向け遠隔 DLNA 通信システムの
実装」，マルチメディア，分散，協調とモバイル

（DICOMO2013） シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集，Vol.2013，
No.1，pp.798-804，（2013-7）

井貝 友哉，土井 敏樹，上醉尾 一真，鈴木 秀和，内藤 

克浩，渡邊 晃：「NTMobile における RS-N の二重化
と状態管理手法の検討」，平成 25 年度電気関係学会
東海支部連合大会論文集，Vol.2013，No.P3-6，（2013-

9）
上山 雄輝，上醉尾 一真，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 

晃：「NTMobile における最適な DC 選択手法の検討」，
平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会論文集，
Vol.2013，No.P3-5，（2013-9）

河北 晋吾，小菅 王春，鈴木 秀和，旭 健作，渡邊 晃：
「プラグイン型ナビアプリによる避難誘導の検討」
平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会論文集，
Vol.2013，No.H1-7，（2013-9）

水野 貴文，上酔尾 一真，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 

晃：「スマートフォン向け移動透過通信技術の実現
手法に関する検討」，平成 25 年度電気関係学会東海
支部連合大会論文集，Vol.2013，No.N1-3，（2013-9）

オウセイ，鈴木 秀和，川澄 未来子，渡邊 晃：「シニ
ア向け SNS の検討」，平成 25 年電気関係学会東海
支部連合大会，Vol.2013，No.P4-2，（2013-9）

染川 敦，鈴木 秀和，渡邊 晃：「PSH パケットと SYN

パケットの関係に着目した踏み台攻撃の検出手法
の提案」，平成 25 年関係学会東海支部連合大会，
Vol.2013，No.O1-7，（2013-9）

早川 顕太，鈴木 秀和，渡邊 晃：「インストール時の
特性を利用したワーム検出の一手法」，平成 25 年
電気関係学会東海支部連合大会，Vol.2013，No.O1-8，

（2013-9）
加古 将規，上醉尾 一真，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 

晃：「NTMobile おける仮想 IPv4 アドレス運用手法
の提案」，平成 25 年電気関係学会東海支部連合大会，
Vol.2013，No.P3-8，（2013-9）

金澤 晃宏，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 晃：「電子掲示

板を利用した安否確認システムの提案」，電気関係
学会東海支部連合大会，（2013-9）

山田 凌大，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 晃：「TLIFES に
おけるスマートフォンの消費電力低減対策の検討」，
平成 25 年電気関係学会東海支部連合大会，Vol.2013，
No.N1-1，（2013-9）

清水 智彦，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 晃：「アドホッ
クネットワークにおけるスループットを向上するス
トロングビジートーンの提案」，電気関係学会東海
支部連合大会，（2013-9）

若杉 純，土井 敏樹，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 晃：
「NTMobile における最適な RS 選択手法の検討」，平
成 25 年電気関係学会東海支部連合大会，Vol.2013，
No.P3-7，（2013-9）

土井 敏樹，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 晃：「NTMobile

におけるアドレス変換方リレーサーバの実装と動
作検証」，情報処理学会研究報告，2013-MBL-67，
No.11，pp.1-6，（2013-9）

H . S u z u k i，K . Na i t o，K . K a m i e n o o，T. H i r o s e  a n d 

A . Wa t a n a b e：“N T Mo b i l e：Ne w  E n d - t o - E n d 

Communication Architecture in IPv4  and IPv6 

Networks”，ACM MobiCom 2013，pp.171-174，（2013-

10）
M.Hata，H.Adachi，H.Suzuki，K.Kitase，Y.Matsumoto and 

A.Watanabe：“Proposal for Novel Bus Location System 

Using Wireless Sensor Network”，Proceedings of the 20th 

ITS World Congress Tokyo 2013，No.3209，pp.1-10，
（2013-10）

足達 元，畠 基成，鈴木 秀和，旭 健作，松本 幸正，
渡邊 晃：「距離減衰モデルを用いたバス接近通過表
示システムにおける判定精度向上に関する検討」，
情報処理学会研究報告モバイルコンピューティング
とユビキタス通信（MBL），Vol.2013-MBL-68，No.11，
pp.1-7，（2013-11）

伊藤 智洋，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 晃：「ストロ
ングビジートーンを用いたアクセス制御方式の検
討と評価」，情報処理学会研究報告モバイルコン
ピューティングとユビキタス通信（MBL），Vol.2013-

MBL-68，No.10，pp.1-6，（2013-11）
松尾 辰也，鈴木 秀和，旭 健作，渡邊 晃：「端末の変

更が一切不要な NAT 越え通信システムの提案」，第
11 回情報学ワークショップ，（2013-12）

五島 秀典，渡邊 晃，旭 健作，鈴木 秀和：「クライア
ントを自由に選択可能な認証プロトコル TSSAP」，

（2013-12）
三鴨 勇太，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 晃：「PD-OLSR
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におけるプロトコルごとの経路制御に関する検討」，
情報処理学会研究報告，2013-MBL-69，WiP，（2013-

12）
廣瀬 達也，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 晃：「NTMobile

を用いたネットワークモビリティの提案」，2013- 

MBL-69，WiP，（2013-12）

宇佐見 庄五

【その他】
芳賀 亮治，宇佐見 庄五：「閾値を用いない GDBF 復

号法の推定 SNR を考慮した局所解脱出」，第 35 回
情報理論とその応用シンポジウム予稿集， pp.1-6，

（2012-12）
近藤 隆司，山下 比呂，宇佐見 庄五，臼田 毅：「多元

信号に対する量子準最適受信機におけるフィード
バック機構の最適化」，第 35 回情報理論とその応用
シンポジウム予稿集， pp.139-144，（2012-12）

青山 悟，宇佐見 庄五：「一般化 MPSC とポーラ形式
型相関系列を組み合わせた 2 値 CSK 方式」，第 35
回情報理論とその応用シンポジウム予稿集， pp.368-

372，（2012-12）
瀬川 昂弘，矢崎 良明，宇佐見 庄五，臼田 毅：「エン

タングルメント純粋化プロトコルの抽出期待値によ
る評価」，第 35 回情報理論とその応用シンポジウム
予稿集， pp.461-464，（2012-12）

矢崎 良明，宇佐見 庄五，臼田 毅：「一種の量子誤り
に対する 2-EPP の有効性」，第 35 回情報理論とその
応用シンポジウム予稿集， pp.465-469，（2012-12）

T.Segawa，S.Usami and T.S.Usuda：“Is 2-EPP good at low 

rates for phase damping channel ?”，Proceedings of 2013 

13th Asian Quantum Information Science Conference

（AQIS13），pp.133-134，（2013-8）
佐藤 和輝，近藤 隆司，宇佐見 庄五，臼田 毅：「M 相

PSK 信号に対する非破壊的量子受信機とその特性」，
平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会，F3-5，

（2013-9）
芳賀 亮治，宇佐見 庄五：「GDBF 復号法の局所解脱出

法」，誤り訂正符号のワークショップ， 発表番号 10，
（2013-9）

亀谷 由隆

【その他】
小島 諒介，亀谷 由隆，佐藤 泰介：「Naive Bayes モデ

ルを用いた効率的なクラスタラベリング手法」，人
工知能学会第 88 回人工知能基本問題研究会予稿集，  

pp.19-24，（2013-1）

Y.Kameya and H.Asaoka：“Depth-first Traversal over 

a Mirrored Space for Non-redundant Discriminative 

Itemsets.” Proceedings of the 15th International 

Conference on Data Warehousing and Knowledge 

Discovery（DaWaK-2013），pp.196-208，（2013-8）

川澄 未来子

【その他】
杉野 祐太，川澄 未来子：「インターホン玄関子機にお

ける表示コンテンツの研究」，照明学会東海支部，「若
手セミナー」予稿集，pp.69-70，（2013-3）

川澄 未来子：「工業製品に対する色嗜好のアジアにお
ける地域差」，平成 24 年度日本色彩学会関西支部大
会予稿集，pp.8-9，（2013-3）

山崎 裕介，山田 真以，川澄 未来子，山田 宗男，山本 新，
中野 倫明：「危険予測シミュレータの試作と初心運
転者の訓練への応用」，自動車技術会 2013 年春季学
術講演会前刷集，No.33-13 運転者教育，174，（2013-5）

川澄 未来子，加藤 克哉，平松 佑真，高幡 幸太郎，阿
部 智仁，安達 勝一，花井 雅敏，小林 菜月，王小晗：

「ナースコール廊下灯における色・点滅パタンと視
認性との関係の検討」，ヒューマンインタフェース
シンポジウム 2013，1506D，（2013-9）

杉野 祐太，川澄 未来子：「インターホン玄関子機にお
ける表示コンテンツの研究−顔画像の年代の効果
−」，平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会，
Po1-27，（2013-9）

Y.Okamoto，K.Sumi，D.Kato， M.Kawasumi，T.Nakano，
S.Yamamoto and M.Yamada：“A Proposal of a Detection 

Method for Simultaneous Smartphone Operation”，
Proceedings of 20th ITS World Congress TOKYO 2013

（第 20 回 ITS 世界会議 東京 2013）， Technical/Scienti�c 

Sessions TS002 -Smart Phones and Speech Recognition，
3910，（2013-10）

Y. O g aw a，H . Yam a s a k i，M . Kaw a s u m i，T. Na k an o，
S.Yamamoto and M.Yamada：“Veri�cation on the E�ect 

in Relieving Fatigue of The Driver by Fragrance that 

Stimulates the Serotonin Secretion”，Proceedings of 20th 

ITS World Congress TOKYO 2013（第 20 回 ITS 世界
会議 東京 2013），Technical/Scienti�c Sessions TS024 - 

Driver Detection System（1），3911，（2013-10）
K.Sumi，Y.Okamoto，D.Kato，M.Kawasumi，T.Nakano，

S.Yamamoto，A.Watanabe and M.Yamada：“Study on 

Driver Assistance System with Smartphones”，Proceedings 

of 20th ITS World Congress TOKYO 2013（ 第 20 回 

ITS 世界会議 東京 2013），Technical/Scienti�c Sessions 
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TS090 - Driver Assistance Systems（1），4035，（2013-10）
川澄 未来子，加藤 克哉，平松 佑真，高幡 幸太郎，阿

部 智仁，安達 勝一，花井 雅敏，小林 菜月，王小晗：
「ナースコール廊下灯の色・点滅パタンと緊急感と
の関係性の検討」，日本色彩学会誌，37，6，pp.572-

573，（2013-11）
M.Kawasumi：“A Comparative Study in Asian Countries 

on Color Preference for Factory Products”，1st Asia 

Color Association Conference，（2013-12）

小中 英嗣

【学術論文】
E.Konaka，T.Suzuki，K.Asano，and Y.Iijima：“Model 

predictive control for line pacing in steel processing”，
IEEJ Transact ions on Electr ical  and Electronic 

Engineering，Vol.7，No.S1，pp.S153-S159，（2012-12）
戸石 大輔，小中 英嗣：「グラフ探索と機械学習に基づ

く二輪走行車両のモデル予測制御器設計」，電気学
会論文誌 C，Vol.133，No.2，pp.342-349，（2013-2）

【その他】
前田 健介，小中 英嗣：「手先位置制御のためのバイ

ナリマニピュレータの最適制御入力探索」， 第 55 回
自動制御連合講演会 講演論文集，pp.520-525，（2012-

11）.

E.Konaka，T.Suzuki，K.Asano，and Y.Iijima：“HPN 

modeling，optimization and control law extraction for 

continuous steel processing lines”，In proc.of the Winter 

Simulation Conference 2012，（2012-12）
前田 健介，小中 英嗣：「モデル予測制御に基づくバイ

ナリマニピュレータの障害物回避制御」，第 26 回
回路とシステムワークショップ論文集，pp.237-242，

（2013-7）
E.Konaka，H.Okuda，and T.Suzuki：“Hierarchical PWARX 

modeling of obstacle avoidance and steering skill of 

human driver”，In proc.of the SICE Annual Conference 

2013，pp.1437-1442，（2013-9）.

長谷川 克臣，小中 英嗣：「Android 端末の加速度セン
サを用いた様々な歩行に対応した歩数計の設計」，
平成 25 年度 電気関係学会東海支部連合大会講演論
文集，pp.N3-2，（2013-9）

前田 健介，小中 英嗣：「バイナリマニピュレータの
逆運動学問題に対する最適解の探索手法」，平成 25
年度 電気関係学会東海支部連合大会講演論文集，
pp.H4-5，（2013-9）

前田 健介，小中 英嗣：「バイナリマニピュレータの作
業領域の楕円体近似手法」，計測自動制御学会 シス

テム・情報部門学術講演会 2013 講演論文集，pp.37-

42，（2013-11）

坂野 秀樹

【著書】
有木 康雄 編：『OHM 大学テキスト ディジタル信号処

理』，4 章，5 章，9 章，オーム社，（2013-1）
【その他】

西脇 裕展，坂野 秀樹，旭 健作：「スクリーム唱法に
おける基本周波数とスペクトル変動の相関の調査」，
電子情報通信学会技術報告，SP2012-107，pp.55-60，

（2013-1）
鈴木 千文，坂野 秀樹，旭 健作，板倉 文忠，森勢 将雅：
「歌唱音声における基本周波数とパワーの変動量を
反映するビブラート特徴量の提案とその評価方法に
ついて」，電子情報通信学会技術報告，SP2012-108，
pp.61-66，（2013-1）

鈴木 千文，坂野 秀樹，旭 健作，板倉 文忠，森勢 将雅：
「歌唱音声における基本周波数とパワーの変動量を
反映するビブラート特徴量の評価方法の検討」，日
本音響学会 2013 年春季研究発表会講演論文集，CD-

ROM，1-Q-5a，p.50，（2013-3）
西脇 裕展，坂野 秀樹，旭 健作：「スクリーム唱法の

再現を可能とする歌唱音声合成手法の検討」，日本
音響学会 2013 年春季研究発表会講演論文集，CD-

ROM，3-P-2b，p.144，（2013-3）
西脇 裕展，坂野 秀樹，旭 健作：「スクリーム唱法に

よる歌唱音声における周期性の時間変動に関する調
査」，日本音響学会 2013 年秋季研究発表会講演論文
集，CD-ROM，1-P-41a，p.40，（2013-9）

鈴木 千文，坂野 秀樹，旭 健作，森勢 将雅：「基本周
波数とパワーの変動量を変化させたビブラート音
声を用いたビブラート特徴量の評価」，日本音響
学会 2013 年秋季研究発表会講演論文集，CD-ROM，
1-P-43c，p.41，（2013-9）

谷澤 啓介，坂野 秀樹，旭 健作：「スキャットの子音
部における調音位置の組み合わせが調音結合に与え
る影響の分析」，日本音響学会 2013 年秋季研究発表
会講演論文集，CD-ROM，1-P-45c，p.41，（2013-9）

坂野 秀樹，森勢 将雅，河原英紀：「C 言語による
TANDEM-STRAIGHT の実装と GPGPU による高速
化に関する検討」，日本音響学会 2013 年秋季研究発
表会講演論文集，CD-ROM，3-7-4，p.122，（2013-9）

牧野 奨平，坂野 秀樹，旭 健作：「音声分析合成によ
る鼻声の声質改善を目的とした鼻音におけるスペク
トルの時間変動の分析」，日本音響学会 2013 年秋
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季研究発表会講演論文集，CD-ROM，3-P-19，p.130，
（2013-9）

都築 聡，森勢 将雅，坂野 秀樹，小澤 賢司：「音声道
断面積関数の時間変化に基づく聴感的印象評価の検
討」，日本音響学会 2013 年秋季研究発表会講演論文
集，CD-ROM，3-P-52，p.139，（2013-9）

K.Asahi，Y.Sakai，H.Banno，O.Yamamoto，A.Ogawa and 

K.Yamada：“Detecting Approaching Vehicles through 

Acoustic Sensing Using Directional Microphones for 

Preventing Crossing Collisions”，Proceedings of the 6th 

Biennial Workshop on Digital Signal Processing for In-

Vehicle Systems，pp.68-73，（2013-9）

旭 健作

【学術論文】
鈴木 康祐，旭 健作，渡邊 晃：「LED を受光素子とし

て用いた双方向可視光通信に関する基礎的検討」，
電気学会論文誌 C（電子・情報・システム部門誌），
Vol.133，No.2，pp.268-274，（2013-2）

鈴木 健太，鈴木 秀和，旭 健作，渡邊 晃：「自宅から
のリモートアクセスを可能にする GSRAv2 の提案と
評価」，情報処理学会論文誌，Vol.54，No.6，pp.1751-

1760，（2013-6）
大野 雄基，手嶋 一訓，加藤 大智，山岸 弘幸，鈴木 秀和，

旭 健作，山本 修身，渡邊 晃：「TLIFES を利用した
徘徊行動検出方式の提案と実装」，情報処理学会
論文誌コンシューマ・デバイス＆システム（CDS），
Vol.3，No.3，pp.1-10，（2013-7）

【その他】
五島 秀典，渡邊 晃，鈴木 秀和，旭 健作：「クライア

ントを自由に選択できる認証プロトコル TSSAP の
提案」，情報学ワークショップ 2012（WiNF2012）
論文集，WiNF2012，Vol.2012，pp.105-108，（2012-12）

戸田 尚希，鈴木 秀和，旭 健作，渡邊 晃：「Android

アプリケーションの挙動を可視化することによる
セキュリティ対策」，情報学ワークショップ 2012

（WiNF2012）論文集，WiNF2012，Vol.2012，pp.115-118，
（2012-12）

伊藤 智洋，鈴木 秀和，旭 健作，渡邊 晃：「アドホッ
クネットワークにおけるストロングビジートーンを
用いたアクセス制御方式の検討と評価」，情報学ワー
クショップ 2012（WiNF2012）論文集，WiNF2012，
Vol.2012，pp.197-200，（2012-12）

三鴨 勇太，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 晃：「アドホッ
クネットワークにおけるプロトコルごとのリンク
メトリックによるルーティング手法の提案」，情

報学ワークショップ 2012（WiNF2012）論文集，
WiNF2012，Vol.2012，pp.201-206，（2012-12）

大野 雄基，手嶋 一訓，加藤 大智，鈴木 秀和，旭 健作，
山本 修身，渡邊 晃：「TLIFES を利用した徘徊行動
検出方式の提案と実装」，情報処理学会研究報告コ
ンシューマ・デバイス＆システム（CDS），Vol.2013-

CDS-6，No.12，pp.1-8，（2013-1）
加藤 大智，竹腰 昇太，大野 雄基，鈴木 秀和，旭 健

作，渡邊 晃：「TLIFES における省電力化を目的と
した位置測位手法の提案と実装」，情報処理学会研
究報告コンシューマ・デバイス＆システム（CDS），
Vol.2013-CDS-6，No.13，pp.1-6，（2013-1）

西脇 裕展，坂野 秀樹，旭 健作：「スクリーム唱法に
おける基本周波数とスペクトル変動の相関の調査」，
電子情報通信学会技術報告，SP2012-107，pp.55-60，

（2013-1）
鈴木 千文，坂野 秀樹，旭 健作，板倉 文忠，森勢 将雅：
「歌唱音声における基本周波数とパワーの変動量を
反映するビブラート特徴量の提案とその評価方法に
ついて」，電子情報通信学会技術報告，SP2012-108，
pp.61-66，（2013-1）

福山 陽祐，上醉尾 一真，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 

晃，内藤 克浩：「Android 端末における Wi-Fi/3G 間
のシームレスハンドオーバの提案と実装」，情報処
理学会研究報告（UBI），Vol.2013-UBI-37，No.27，pp.1-

8，（2013-3）
鈴木 千文，坂野 秀樹，旭 健作，板倉 文忠，森勢 将雅：
「歌唱音声における基本周波数とパワーの変動量を
反映するビブラート特徴量の評価方法の検討」，日
本音響学会 2013 年春季研究発表会講演論文集，CD-

ROM，1-Q-5a，p.50，（2013-3）
西脇 裕展，坂野 秀樹，旭 健作：「スクリーム唱法の

再現を可能とする歌唱音声合成手法の検討」，日本
音響学会 2013 年春季研究発表会講演論文集，CD-

ROM，3-P-2b，p.144，（2013-3）
津田 一磨，鈴木 秀和，旭 健作，渡邊 晃：「遠隔地

にある Bluetooth 機器間のシームレス接続手法の
実装」，マルチメディア，分散，協調とモバイル

（DICOMO2013） シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集，Vol.2013，
No.1，pp.805-811，（2013-7）

三鴨 勇太，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 晃：「通信状
態を考慮したアドホックルーティングプロトコル
の提案」，マルチメディア，分散，協調とモバイ
ル（DICOMO2013）シンポジウム論文集，Vol.2013，
No.1，pp.1563-1568，（2013-7）

戸田 尚希，鈴木 秀和，旭 健作，渡邊 晃：「Android
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アプリケーションの挙動を可視化することによる
セキュリティ対策の検討」，マルチメディア，分散，
協調とモバイル（DICOMO2013）シンポジウム論文
集，Vol.2013，No.1，pp.1348-1354，（2013-7）

伊藤 智洋，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 晃：「アドホッ
クネットワークの性能を向上させるストロングビ
ジートーン導入の検討と評価」，マルチメディア，
分散，協調とモバイル（DICOMO2013）シンポジウ
ム論文集，Vol.2013，No.1，pp.1754-1760，（2013-7）

金丸 幸弘，鈴木 秀和，旭 健作，渡邊 晃：「無線セン
サネットワーク可視化システムに要求される位置推
定精度に関する検討」，マルチメディア，分散，協
調とモバイル（DICOMO2013）シンポジウム論文集，
Vol.2013，No.1，pp.2053-2058，（2013-7）

河北 晋吾，小菅 王春，鈴木 秀和，旭 健作，渡邊 晃：
「プラグイン型ナビアプリによる避難誘導の検討」，
平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会予稿集，
CD-ROM，H1-7，（2013-9）

山田 凌大，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 晃：「TLIFES に
おけるスマートフォンの消費電力低減対策の検討」，
平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会予稿集，
CD-ROM，N1-1，（2013-9）

清水 智彦，伊藤 智洋，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 晃：「ア
ドホックネットワークにおけるスループットを向上
するストロングビジートーンの提案」，平成 25 年
度電気関係学会東海支部連合大会予稿集，CD-ROM，
F4-5，（2013-9）

金澤 晃宏，鈴木 秀和，旭 健作，渡邊 晃：「電子掲示
板を利用した安否確認システムの提案」，平成 25 年
度電気関係学会東海支部連合大会予稿集，CD-ROM，
P4-3，（2013-9）

西脇 裕展，坂野 秀樹，旭 健作：「スクリーム唱法に
よる歌唱音声における周期性の時間変動に関する調
査」，日本音響学会 2013 年秋季研究発表会講演論文
集，CD-ROM，1-P-41a，p.40，（2013-9）

鈴木 千文，坂野 秀樹，旭 健作，森勢 将雅：「基本周
波数とパワーの変動量を変化させたビブラート音
声を用いたビブラート特徴量の評価」，日本音響
学会 2013 年秋季研究発表会講演論文集，CD-ROM，
1-P-43c，p.41，（2013-9）

谷澤 啓介，坂野 秀樹，旭 健作：「スキャットの子音
部における調音位置の組み合わせが調音結合に与え
る影響の分析」，日本音響学会 2013 年秋季研究発表
会講演論文集，CD-ROM，1-P-45c，p.41，（2013-9）

牧野 奨平，坂野 秀樹，旭 健作：「音声分析合成によ
る鼻声の声質改善を目的とした鼻音におけるスペク

トルの時間変動の分析」，日本音響学会 2013 年秋
季研究発表会講演論文集，CD-ROM，3-P-19，p.130，

（2013-9）
K.Asahi，Y.Sakai，H.Banno，O.Yamamoto，A.Ogawa and 

K.Yamada：“Detecting Approaching Vehicles through 

Acoustic Sensing Using Directional Microphones for 

Preventing Crossing Collisions”，Proceedings of the 6th 

Biennial Workshop on Digital Signal Processing for In-

Vehicle Systems，pp.68-73，（2013-9）
伊藤 智洋，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 晃：「ストロン

グビジートーンを用いたアクセス制御方式の検討と
評価」，情報処理学会研究報告モバイルコンピュー
ティングとユビキタス通信研究会（MBL），Vol.2013-

MBL-68，No.10，pp.1-6，（2013-11）
足達 元，畠 基成，鈴木 秀和，旭 健作，松本 幸正，

渡邊 晃：「距離減衰モデルを用いたバス接近通過表
示システムにおける判定精度向上に関する検討」，
情報処理学会研究報告モバイルコンピューティング
とユビキタス通信研究会（MBL），Vol.2013-MBL-68，
No.11，pp.1-7，（2013-11）

鈴木 秀和

【学術論文】
鈴木 秀和，上醉尾 一真，水谷 智大，西尾 拓也，内

藤 克浩，渡邊 晃：「NTMobile における通信接続性
の確立手法と実装」，情報処理学会論文誌，Vol.54，
No.1，pp.367-379，（2013-1）

内藤 克浩，上醉尾 一真，西尾 拓也，水谷 智大，鈴木 

秀和，渡邊 晃，森 香津夫，小林 英雄：「NTMobile

における移動透過性の実現と実装」，情報処理学会
論文誌，Vol.54，No.1，pp.380-393，（2013-1）

納堂 博史，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 晃：「NTMobile

における自律的経路最適化の提案」，情報処理学会
論文誌，Vol.54，No.1，pp.394-403，（2013-1）

鈴木 健太，鈴木 秀和，旭 健作，渡邊 晃：「自宅から
のリモートアクセスを可能にする GSRAv2 の提案と
評価」，情報処理学会論文誌，Vol.54，No.6，pp.1751-

1760，（2013-6）
大野 雄基，手嶋 一訓，加藤 大智，山岸 弘幸，鈴木 秀和，

旭 健作，山本 修身，渡邊 晃：「TLIFES を利用した
徘徊行動検出方式の提案と実装」，情報処理学会論
文誌コンシューマ・デバイス & システム（CDS），
Vol.3，No.3，pp.1-10，（2013-7）

上醉尾 一真，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 晃：「IPv4/

IPv6 混在環境で移動透過性を実現する NTMobile の
実装と評価」，情報処理学会論文誌，Vol.54，No.10，



名城大学理工学部研究報告 No.54 2014

149

pp.2288-2299，（2013-10）
【その他】

大野 雄基，手嶋 一訓，加藤 大智，鈴木 秀和，旭 健作，
山本 修身，渡邊 晃：「TLIFES を利用した徘徊行動
検出方式の提案と実装」，情報処理学会研究報告コ
ンシューマ・デバイス & システム（CDS），Vol.2013-

CDS-6，No.12，pp.1-8，（2013-1）
加藤 大智，竹腰 昇太，大野 雄基，鈴木 秀和，旭 健

作，渡邊 晃：「TLIFES における省電力化を目的と
した位置測位手法の提案と実装」，情報処理学会研
究報告コンシューマ・デバイス & システム（CDS），
Vol.2013-CDS-6，No.13，pp.1-6，（2013-1）

酒井 人世，清水 皓平，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 晃：
「NTMobile を用いた一般端末による遠隔 DLNA 通
信システムの実現手法」，情報処理学会第 75 回全国
大会講演論文集，Vol.2013，No.1，pp.91-93，（2013-3）

足達 元，畠 基成，鈴木 秀和，松本 幸正：「距離減衰
モデルを用いたバス通過判定手法の検証」，情報処
理学会第 75 回全国大会講演論文集，Vol.2013，No.1，
pp.137-139，（2013-3）

河北 晋吾，小菅 王春，鈴木 秀和，渡邊 晃：「プラグ
インによる機能拡張が可能なナビゲーションプラッ
トフォームの提案」，第 75 回全国大会講演論文集，
Vol.2013，No.1，pp.251-253，（2013-3）

廣瀬 達也，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 晃：「NTMobile

を用いたネットワークモビリティの実現に関する
提案」，情報処理学会第 75 回全国大会講演論文集，
Vol.2013，No.1，pp.357-359，（2013-3）

坂田 暁彦，松本 幸正，鈴木 秀和：「簡易バスロケーショ
ンシステムのデータを用いたバスの停車・発車判定
方法の検討」，平成 24 年度土木学会中部支部研究発
表会講演概要集，No.IV-040，pp.307-308，（2013-3）

福山 陽祐，上醉尾 一真，鈴木 秀和，旭 健作，内藤 克浩，
渡邊 晃：「Android 端末における Wi-Fi/3G 間のシー
ムレスハンドオーバの提案と実装」，情報処理学会
研究報告モバイルコンピューティングとユビキタス
通信（MBL），Vol.2013-MBL-65，No.27，pp.1-8，（2013-3）

廣瀬 達也，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 晃：「NTMobile

を拡張したネットワークモビリティの提案と実装」，
情報処理学会研究報告モバイルコンピューティング
とユビキタス通信（MBL），Vol.2013-MBL-66，No.29，
pp.1-5，（2013-5）

鈴木 秀和，畠 基成，松本 幸正，大森 昭嗣，澤田基
弘：「センサネットワ−クを用いた新たなバスロケ
−ションシステムの開発と災害時への適用に関す
る研究」，土木計画学研究発表会・講演集，Vol.47，

No.143，pp.1-8，（2013-6）
清水 皓平，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 晃：「NTMobile

による一般端末向け遠隔 DLNA 通信システムの
実装」，マルチメディア，分散，協調とモバイル

（DICOMO2013） シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集，Vol.2013，
No.1，pp.798-804，（2013-7）

津田 一磨，鈴木 秀和，旭 健作，渡邊 晃：「遠隔地
にある Bluetooth 機器間のシ−ムレス接続手法の
実装」，マルチメディア，分散，協調とモバイル

（DICOMO2013） シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集，Vol.2013，
No.1，pp.805-811，（2013-7）

畠 基成，鈴木 秀和，足達 元，北瀬 和之，大森 昭嗣，
松本 幸正，渡邊 晃：「無線センサネットワ−クを用
いたバスロケ−ションシステムの開発」，マルチメ
ディア，分散，協調とモバイル（DICOMO2013）シ
ンポジウム論文集，Vol.2013，No.1，pp.904-910，（2013-

7）
戸田 尚希，鈴木 秀和，旭 健作，渡邊 晃：「Android

アプリケ−ションの挙動を可視化することによる
セキュリティ対策の検討」，マルチメディア，分散，
協調とモバイル（DICOMO2013）シンポジウム論文
集，Vol.2013，No.1，pp.1348-1354，（2013-7）

三鴨 勇太，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 晃：「通信状
態を考慮したアドホックル−ティングプロトコル
の提案」，マルチメディア，分散，協調とモバイ
ル（DICOMO2013）シンポジウム論文集，Vol.2013，
No.1，pp.1563-1568，（2013-7）

伊藤 智洋，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 晃：「アドホッ
クネットワ−クの性能を向上させるストロングビ
ジートーン導入の検討と評価」，マルチメディア，
分散，協調とモバイル（DICOMO2013）シンポジウ
ム論文集，Vol.2013，No.1，pp.1754-1760，（2013-7）

上醉尾 一真，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 晃：「モバ
イルアプリケ−ション向け移動透過通信フレーム
ワークの実装と評価」，マルチメディア，分散，協
調とモバイル（DICOMO2013）シンポジウム論文集，
Vol.2013，No.1，pp.1843-1852，（2013-7）

金丸 幸弘，鈴木 秀和，旭 健作，渡邊 晃：「無線セン
サネットワ−ク可視化システムに要求される位置推
定精度に関する検討」，マルチメディア，分散，協
調とモバイル（DICOMO2013）シンポジウム論文集，
Vol.2013，No.1，pp.2053-2058，（2013-7）

A.Sakata，Y.Matsumoto，H.Suzuki and T.Kosuge：“Effect 

of Providing Regional Information with Real-Time Bus 

Information on Passenger Consciousness”，Proceedings 

of the 13th World Conference on Transport Research
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（WCTR 2013），No.3038，pp.1-12，（2013-7）
A.Sakata，Y.Matsumoto and H.Suzuki：“Development 

of Bus Location System with Smartphone and Effect 

of Providing Regional Information added on Bus 

Information”，Proceedings of the 10th International 

Conference of Eastern Asia Society for Transportation 

Studies（EASTS 2013），No.EASTS_ISC-D-13-00141，
pp.1-12，（2013-9）

坂田 暁彦，松本 幸正，鈴木 秀和：「コミュニティバ
スの遅延状況把握と遅延に対する利用者意識に関す
る研究」，土木学会第 68 回年次学術講演会論文集，
No.IV-124，pp.247-248，（2013-9）

土井 敏樹，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 晃：「NTMobile 

におけるアドレス変換型リレーサーバの実装と
動作検証」，情報処理学会研究報告モバイルコン
ピューティングとユビキタス通信（MBL），Vol.2013-

MBL-67，No.11，pp.1-6，（2013-9）
伊藤 達也，金丸 幸弘，鈴木 秀和：「無線ネットワー

ク可視化システムにおけるリンク表現の検討」，平
成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会論文集，
Vol.2013，No.F4-4，（2013-9）

清水 智彦，伊藤 智洋，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 晃：「ア
ドホックネットワークにおけるスループットを向上
するストロングビジートーンの提案」，平成 25 年
度電気関係学会東海支部連合大会論文集，Vol.2013，
No.F4-5，（2013-9）

加藤 謙作，足達 元，畠 基成，鈴木 秀和，松本 幸正：
「GPS を利用しないバスロケーションシステムの検
討」，平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会論
文集，Vol.2013，No.H1-4，（2013-9）

細野 友章，金丸 幸弘，鈴木 秀和：「AR を用いた家電
制御フレームワークの検討」，平成 25 年度電気関
係学会東海支部連合大会論文集，Vol.2013，No.H1-6，

（2013-9）
河北 晋吾，小菅 王春，鈴木 秀和，旭 健作，渡邊 晃：
「プラグイン型ナビアプリによる避難誘導の検討」，
平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会論文集，
Vol.2013，No.H1-7，（2013-9）

山田 凌大，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 晃：「TLIFES に
おけるスマートフォンの消費電力低減対策の検討」，
平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会論文集，
Vol.2013，No.N1-1，（2013-9）

水野 貴文，上酔尾 一真，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 

晃：「スマートフォン向け移動透過通信技術の実現
手法に関する検討」，平成 25 年度電気関係学会東海
支部連合大会論文集，Vol.2013，No.N1-3，（2013-9）

加茂 武，小菅 王春，鈴木 秀和，松本 幸正：「動的位
置予測に基づく AR を用いたバス位置表示システム
の提案」，平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大
会論文集，Vol.2013，No.N1-8，（2013-9）

染川 敦，鈴木 秀和，渡邊 晃：「PSH パケットと SYN

パケットの関係に着目した踏み台攻撃の検出手法の
提案」，平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会
論文集，Vol.2013，No.O1-7，（2013-9）

早川 顕太，鈴木 秀和，渡邊 晃：「インストール時の
特性を利用したワーム検出の一手法」，平成 25 年
度電気関係学会東海支部連合大会論文集，Vol.2013，
No.O1-8，（2013-9）

上山 雄輝，上醉尾 一真，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 

晃：「NTMobile における最適な DC 選択手法の検討」，
平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会論文集，
Vol.2013，No.P3-5，（2013-9）

井貝 友哉，土井 敏樹，上醉尾 一真，鈴木 秀和，内藤 

克浩，渡邊 晃：「NTMobile における RS-N の二重化
と状態管理手法の検討」，平成 25 年度電気関係学会
東海支部連合大会論文集，Vol.2013，No.P3-6，（2013-9）

若杉 純，土井 敏樹，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 晃：
「NTMobile における最適な RS 選択手法の検討」，平
成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会論文集，
Vol.2013，No.P3-7，（2013-9）

加古 将規，上醉尾 一真，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 

晃：「NTMobile における仮想 IPv4 アドレス運用手
法の提案」，平成 25 年度電気関係学会東海支部連合
大会論文集，Vol.2013，No.P3-8，（2013-9）

王 静，鈴木 秀和，川澄 未来子，渡邊 晃：「シニア向
け SNS の検討」，平成 25 年度電気関係学会東海支
部連合大会論文集，Vol.2013，No.P4-2，（2013-9）

金澤 晃宏，鈴木 秀和，旭 健作，渡邊 晃：「電子掲示
板を利用した安否確認システムの提案」，平成 25 年
度電気関係学会東海支部連合大会論文集，Vol.2013，
No.P4-3，（2013-9）

H . S u z u k i，K . Na i t o，K . K a m i e n o o，T. H i r o s e  a n d 

A . Wa t a n a b e：“N T Mo b i l e：Ne w  E n d - t o - E n d 

Communication Architecture in IPv4  and IPv6 

Networks”，Proceedings of the 19th Annual International 

Conference on Mobile Computing & Networking

（MobiCom 2013），pp.171-174，（2013-10）
M.Hata，H.Adachi，H.Suzuki，K.Kitase，Y.Matsumoto and 

A.Watanabe：“Proposal for Novel Bus Location System 

Using Wireless Sensor Network”，Proceedings of the 20th 

ITS World Congress Tokyo 2013，No.3209，pp.1-10，
（2013-10）
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伊藤 智洋，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 晃：「ストロ
ングビジートーンを用いたアクセス制御方式の検
討と評価」，情報処理学会研究報告モバイルコン
ピューティングとユビキタス通信（MBL），Vol.2013-

MBL-68，No.10，pp.1-6，（2013-11）
足達 元，畠 基成，鈴木 秀和，旭 健作，松本 幸正，

渡邊 晃：「距離減衰モデルを用いたバス接近通過表
示システムにおける判定精度向上に関する検討」，
情報処理学会研究報告モバイルコンピューティング
とユビキタス通信（MBL），Vol.2013-MBL-68，No.11，
pp.1-7，（2013-11）

東風平 勝太，林口 正樹，北瀬 和之，瀬野 尾徹，松本  

幸正，鈴木 秀和：「通信コスト不要なバスロケーショ
ンシステム」，名古屋鉄道株式会社技術研究所研究
報告，Vol.58，（2013-11）

五島 秀典，渡邊 晃，鈴木 秀和，旭 健作：「クライア
ントを自由に選択可能な認証プロトコル TSSAP の
提案」，第 11 回情報学ワークショップ（WiNF2013）
論文集，（2013-12）

松尾 辰也，鈴木 秀和，旭 健作，渡邊 晃：「端末の変
更が一切不要な NAT 越え通信システムの提案」，第
11 回情報学ワークショップ（WiNF2013）論文集，

（2013-12）
廣瀬 達也，鈴木 秀和，内藤 克浩，渡邊 晃：「NTMobile

を用いたネットワークモビリティの提案」，情報処
理学会研究報告モバイルコンピューティングとユビ
キタス通信（MBL），Vol.2013-MBL-69，（2013-12）

三鴨 勇太，旭 健作，鈴木 秀和，渡邊 晃：「PD-OLSR

におけるプロトコル毎の経路制御に関する検討」，情
報処理学会研究報告モバイルコンピューティングと
ユビキタス通信（MBL），Vol.2013-MBL-69，（2013-12）
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飯岡 大輔

【著書】
飯岡 大輔：「限流器」，『超電導電力機器とシステムの

高性能・多機能化』，第 3 章，電気学会 超伝導電力
機器とシステムの高性能・多機能化調査専門委員会
編，電気学会技術報告，1290 号，（2013-8）

【学術論文】
飯岡 大輔，林 泰弘：「分散型電源が連系された配電系

統における故障点標定の精度に関する考察」，電気
学会論文誌 B，133，6，pp.515-522，（2013-6）

【その他】
田尻 洋平，飯岡 大輔，古場 尚之，相島 武，中尾 武典：
「高圧受電設備内の人口地絡試験結果を模擬する計
先シミュレーションに関する一検討」，電気学会全
国大会講演論文集，6-308，CD-ROM，（2013-3）

重野 弘喜，飯岡 大輔，佐々木 俊介，重藤 貴也：「SVR

タップ切換時における配電線末端電圧様相のシ
ミュレーション」，電気学会全国大会講演論文集，
6-162，CD-ROM，（2013-3）

金子 紀明，林 優也，飯岡 大輔，山中 三四郎，大野 

英之：「低圧需要家用 SVC のリアクトル回路への
通電試験」，電気学会全国大会講演論文集，6-247，
CD-ROM，（2013-3）

造賀 芳文，飯岡 大輔：「スマートグリッド実現に向け
た欧米諸国における取組み」，電気学会全国大会講
演論文集，6-S11-5，CD-ROM，（2013-3）

金子 紀明，飯岡 大輔，山中 三四郎，大野 英之：「配
電損失削減を目的とした低圧需要家用無効電力補償
装置の効率向上に関する検討」，電気学会電力・エ
ネルギー部門大会講演論文集，CD-ROM，（2013-8）

重野 弘喜，飯岡 大輔，佐々木 俊介，重藤 貴也：「低
圧負荷機器への供給電圧・電力の測定値を用いた電
圧特性の推定」，電気学会電力・エネルギー部門大
会講演論文集，CD-ROM，（2013-8）

田尻 洋平，飯岡 大輔，古場 尚之，相島 武，中尾 武典：
「高圧需要家内の同期発電機が単独運転に移行した
場合の受電点における周波数変動」，電気学会電力・
エネルギー部門大会講演論文集，CD-ROM，（2013-8）

林 直輝，飯岡 大輔：「瞬低時における太陽光発電用
PCS 出力電流の周波数解析」，電気学会電力・エネ
ルギー部門大会講演論文集，CD-ROM，（2013-8）

飯岡 大輔，続木 裕之，斎藤 章博：「Doubly-Fed 型風
力発電システムの連系線に導入する限流器の効果に

関する基礎的検討」，電気学会電力・エネルギー部
門大会講演論文集，CD-ROM，（2013-8）

林 直輝，飯岡 大輔：「瞬低時 PCS 出力電流のウェー
ブレット解析に用いる基底関数に関する検討」，電
気設備学会全国大会講演論文集，CD-ROM，（2013-9）

重野 弘喜，飯岡 大輔，佐々木 俊介，重藤 貴也：「SVR

タップ切換時における配電線末端電圧様相と電圧特
性との関係」，電気学会電力技術・電力系統技術合
同研究会，PE-13-079/PSE-13-095，（2013-9）

金子 紀明，飯岡 大輔，山中 三四郎，大野 英之：「低
圧用無効電力補償装置による 1 日分の配電線損失
削減量に関するシミュレーション」，電気学会電力
技術・電力系統技術合同研究会，PE-13-089/PSE-13-

105，（2013-9）
林 直輝，飯岡 大輔：「瞬低時 PCS 出力電流のウェー

ブレット解析と瞬低条件との関係」，電気学会電力
技術・電力系統技術合同研究会，PE-013-090/PSE-13-

106，（2013-9）
飯岡 大輔，続木 裕之：「Doubly-Fed 型風力発電システ

ムの連系線に導入する限流器の効果と仕様に関する
検討」，電気学会電力技術・電力系統技術合同研究会，
PE-13-106/PSE-13-122，（2013-9）

重野 弘喜，飯岡 大輔，佐々木 俊介，重藤 貴也：「多
段設置された SVR の集中制御を目的としたタップ
位置探索手法」，電気関係学会東海支部連合大会講
演論文集，CD-ROM，（2013-9）

林 直輝，飯岡 大輔：「瞬低発生時における PCS 出力電
流の高調波成分と線路インピーダンスの関係」，電
気関係学会東海支部連合大会講演論文集，CD-ROM，

（2013-9）
田尻 洋平，飯岡 大輔，古場 尚之，相島 武，中尾 武典：
「地絡事故に伴う高圧需要家用同期発電機の単独運
転時周波数変動と地絡条件との関係」，電気関係学
会東海支部連合大会，講演論文集，CD-ROM，（2013-

9）

伊藤 昌文

【学術論文】
T.Hiraoka，T.Ohta，T.Kageyama，M.Ito，N.Nishizawa，and 

M.Hori：“Temperature Measurement of Si Substrate 

Using Optical-Fiber-Type Low-Coherence Interferometry 

Employing Supercontinuum Light”，Japanese Journal of 

Applied Physics，52，026602-1-6，（2013-2）

電気電子工学科
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T.Hiraoka，T.Ohta，M.Ito，N.Nishizawa and M.Hori：
“Optical-Fiber Type Broadband Cavity Ring-Down 

Spectroscopy Using Wavelength-Tunable Ultra-Short 

Pulsed Light”，Japanese Journal of Applied Physics，52，
040201-1-3，（2013-3）

H.Hashizume，T.Ohta，T.Mori，S.Iseki，M.Hori and M.Ito：
“Inactivation Process of Penicillium digitatum Spores 

Treated with Non-equilibrium Atmospheric Pressure 

Plasma”，Japanese Journal of Applied Physics，52，
056202-1-4，（2013-4）

H.Hashizume，T.Ohta，F.Jia，K.Takeda，K.Ishikawa，M.Hori 

and M.Ito：“Inactivation effects of neutral reactive-

oxygen species on Penicillium digitatum spores using 

non-equilibrium atmospheric-pressure oxygen radical 

source”，Applied Physics Letters，153708-1-4，（2013-10）
T.Tsutsumi，T.Ohta，K.Ishikawa，K.Takeda，H.Kondo，

M.Sekine，M.Hori，and M.Ito：“Rapid measurement 

of substrate temperatures by frequency-domain low-

coherence interferometry”，Applied Physics Letters，
103，182102-1-3，（2013-10）

【その他】
橋爪 博司，太田 貴之，賈鳳東，竹田 圭吾，石川 健治，

堀 勝，伊藤 昌文：「0（3Pj）と02（1Δg）密度測定によ
るミドリカビ胞子の殺菌因子の評価」，第 30 回プラ
ズマプロセシング研究会（SPP-30），A1-03，アクトシ
ティ浜松，（2013-1）

井上 真里，太田 貴之，伊藤 昌文，堀 勝：「中高圧力
におけるマイクロホローカソード放電中の粒子の挙
動」，第 30 回プラズマプロセシング研究会（SPP-30），
B6-03，アクトシティ浜松，（2013-1）

島根 竜太郎，熊谷 慎也，太田 貴之，伊藤 昌文，堀 勝，
佐々木 実：「MEMS ノズルを利用した大気圧プラズ
マ照射によるマイクロ加工」，第 30 回プラズマプロ
セシング研究会（SPP-30），B6-04，アクトシティ浜松，

（2013-1）
加藤 寛人，橋爪 博司，太田 貴之，平松 美根男，堀 勝，

伊藤 昌文：「大気圧酸素ラジカル源によって処理さ
れた微生物のラマン分光」，第 30 回プラズマプロセ
シング研究会（SPP-30），A7-03，アクトシティ浜松，

（2013-1）
安藤 睦，竹田 圭吾，太田 貴之，伊東 昌文，平松 美根男，

鈴木 智子，井上 栄，安藤 義則，堀 勝：「散乱分光
法を用いたカーボンナノチューブ合成アークプラズ
マ中の微粒子計測」，第 30 回プラズマプロセシング
研究会（SPP-30），P2-49，アクトシティ浜松，（2013-1）

T.Ohta，M.Ito，T.Tsutsumi，T.Hiraoka，K.Takeda and 

M.Hori：“Monitoring of water temperature in plasma 

processing using optical low-coherence interferometry”，
The 16th International Workshop on Advanced Plasma 

Processing and Diagnostics，p30，（2013-1）
J.Kularatne，H.Kano，M.Ito，T.Ohta，K.Takeda，K.Ishikawa，

H.Kondo，M.Sekine and M.Hori：“Application of 

atmospheric pressure plasma in element analysis of 

agricultural products”，5th International Symposium 

on Advanced Plasma Science and its Applications for 

Nitrides and Nanomaterials，P1003A，p70，（2013-1）
M.Inoue，T.Ohta，M.Ito and M.Hori：“Behavior of 

metastable He atom at middle pressure in micro hollow 

cathode discharge”，P1004A，p70，（2013-1）
＊M.Inoue，T.Ohta，M.Ito and M.Hori：“Line profile of 

Pb atom at middle pressure in micro hollow cathode 

discharge”，P1006A，p71，（2013-1）
T.Hiraoka，T.Tsutsumi，H.Kato，T.Ohta，H.Kondo，

K.Ishikawa，M.Ito，M.Sekine and M.Hori：“Measurement 

of carbon nanowalls/silicon substrate temperature 

by Fourier-domain low-coherence interferometry”，
P1022A，p79，（2013-1）

T.Tsutsumi，T.Hiraoka，K.Takeda，K.Ishikawa，T.Ohta，
M.Ito，H.Kondo，M.Sekine and M.Hori：“Real time 

temperature measurement of film-covered-substrate 

employing Fourier domain low coherence interferometer 

during plasma”，P1023A，p80，（2013-1）
M.Hori，K.Takeda，T.Ohta，M.Ito and N.Nishizawa：
“Me asu re me nt  of  sp e c i e s  i n  non - e qu i l ibr iu m 

atmospheric pressure plasma using near infrared 

absorption spectroscopy with supercontinuum light”，5th 

International Symposium on Advanced Plasma Science 

and its Applications for Nitrides and Nanomaterials，
P1033A，p85，（2013-1）

A.Ando，K.Takeda，T.Ohta，M.Ito，M.Hiramatsu，T.Suzuki，
S.Inoue，Y.Ando and M.Hori：“Diagnostics of particles 

in arc plasma for synthesizing single-wall carbon 

nanotubes”，P1059，p98，（2013-1）
M.Ito，H.Hashizume，T.Ohta，F.Jia，K.Takeda，K.Ishikawa 

and M.Hori：“Dependence of exposure distance on 

inactivation of P.digitatum spores using low-temperature 

atmospheric pressure radical source”，5th International 

Symposium on Advanced Plasma Science and its 

Applications for Nitrides and Nanomaterials，P3017A，
p193，（2013-1）

H.Hashizume，T.Towatari，H.Ohashi，T.Ohta，M.Hori and 

M.Ito：“Real-time in-situ monitoring of fluorescent 
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images of P.digitatum spores during oxygen radical 

treatment using confocal laser microscopy”，5th 

International Symposium on Advanced Plasma Science 

and its Applications for Nitrides and Nanomaterials，
P3019A，p194，（2013-1）

K.Ishikawa，H.Mizuno，H.Tanaka，H.Hashizume，T.Ohta，
M.Ito，K.Takeda，H.Kondo，M.Sekine and M.Hori：

“Electron spin resonance study of plasma-biological 

surface interaction for food hygiene”，5th International 

Symposium on Advanced Plasma Science and its 

Applications for Nitrides and Nanomaterials，P3025A，
p197，（2013-1）

H.Mizuno，K.Ishikawa，H.Tanaka，H.Hashizume，T.Ohta，
M.Ito，K.Takeda，H.Kondo，M.S ekine，M.Hori：

“Plasma-biological surface interaction investigated by 

electron spin resonance”，5th International Symposium 

on Advanced Plasma Science and its Applications for 

Nitrides and Nanomaterials，P3027A，p198，（2013-1）
H.Kato，H.Hashizume，T.Ohta，M.Hiramatsu，M.Ito，

M.Hori：“Raman spectroscopy of Penicillium digitatum 

spores treated by atmospheric-pressure oxygen-radical 

source”，5th International Symposium on Advanced 

Plasma Science and its Applications for Nitrides and 

Nanomaterials，P3030A，p199，（2013-1）
H.Hashizume，T.Ohta，M.Ito，F.Jia，K.Takeda，K.Ishikawa，

M.Hori：“Measurement of singlet oxygen molecule 

densities in the inactivation process of P.digitatum spores 

using low-temperature atmospheric pressure radical 

source”，5th International Symposium on Advanced 

Plasma Science and its Applications for Nitrides and 

Nanomaterials，P3040A，p203，（2013-1）
T. H i r a o k a，H . K at o，T. Ts u t s u m i，T. O ht a，M . It o，

K . Ta k e d a ，H . K o n d o ，M . H o r i ：“ Te m p e r a t u r e 

measurement of carbon nanowall / silicon substrate 

using super-continuum light source on low-coherence 

interferometry”，The 6th International Conference on 

PLAsma Nano Technology & Science，P-G11，Gero 

Synergy Center 'ACTIVE'，JAPAN，（2013-2）
＊J.S .Kularatne，H.Kano，M.Ito，T.Ohta，K.Takeda，

H.Kondo，K.Ishikawa，M.Sekine，and M.Hori：“In�uence 

of N2 inclusion to Ar AP plasma in atomization”，�e 6th 

International Conference on PLAsma Nano Technology 

& Science，P-A10，Gero Synergy Center 'ACTIVE'，
JAPAN，（2013-2）

H.Kato，H.Hashizume，T.Ohta，M.Hiramatsu，M.Hori and 

M.Ito：“Raman spectra variation of microorganisms 

treated，by atmospheric-pressure oxygen-radical source”，
The 6th International Conference on PLAsma Nano 

Technology & Science，P-H08，Gero Synergy Center 

'ACTIVE'，JAPAN，（2013-2）
H.Hashizume，T.Ohta，M.Ito，F.Jia，K.Takeda，K.Ishikawa 

and M.Hori：“Effects of Reactive Oxygen Species on 

Inactivation of Penicillium Digitatum Spores Dependent 

on Exposure Distance using an Atmospheric-pressure 

Oxygen Radical  Source”，The 6th International 

Conference on PLAsma Nano Technology & Science，
O-7，Gero Synergy Center 'ACTIVE'，JAPAN，（2013-2）

橋爪 博司，太田 貴之，竹田 圭吾，石川 健治，堀 勝，
伊藤 昌文：「酸素ラジカル処理されたミドリカビ胞
子の蛍光観察」，第 60 回応用物理学会春季学術講演
会，29p-B9-2，CD-ROM，（2013-3）

橋爪 博司，鈴木 実，太田 貴之，堀 勝，伊藤 昌文：
「酸素ラジカル処理による出芽酵母の増殖効果」，第
60 回応用物理学会春季学術講演会，29p-B9-3，CD-

ROM，（2013-3）
水野 寛子，石川 健治，田中 宏昌，橋爪 博司，太田 貴之，

伊藤 昌文，竹田 圭吾，近藤 博基，関根 誠，堀 勝：
「ミドリカビ胞子からの電子スピン共鳴信号の同定
（3）」，第 60 回応用物理学会春季学術講演会，29p-

B9-6，CD-ROM，（2013-3）
太田 貴之，橋爪 博司，杉原 慶紀，竹田 圭吾，石川 健治，

堀 勝，伊藤 昌文：「酸素ラジカル殺菌中のミドリカ
ビ胞子の形態変化」，第 60 回応用物理学会春季学術
講演会，29p-B9-7，CD-ROM，（2013-3）

安藤 睦，太田 貴之，竹田 圭吾，伊藤 昌文，平松 美
根男，鈴木 智子，井上 栄，安藤 義則，堀 勝：「Ni-Y

含有炭素電極を用いたアークプラズマ中の微粒子の
挙動」，第 60 回応用物理学会春季学術講演会，29a-

B7-2，CD-ROM，（2013-3）
堤 隆嘉，竹田 圭吾，石川 健治，近藤 博基，太田 貴

之，伊藤 昌文，関根 誠，堀 勝：「窒化ガリウム（GaN）
向けサファイア基板の周波数領域型低コヒーレンス
干渉計による温度計測（Ⅱ ）」，第 60 回応用物理学
会春季学術講演会，29aB8-6，CD-ROM，（2013-3）

加藤 寛人，柴田 恭兵，太田 貴之，堤 隆嘉，堀 勝，
伊藤 昌文：「低コヒーレンス干渉計を用いた基板温
度計測における波長依存性」，第 60 回応用物理学会
春季学術講演会，29a-B8-7，CD-ROM，（2013-3）

橋爪 博司，太田 貴之，賈 鳳東，竹田 圭吾，石川 健治，
堀 勝，伊藤 昌文：「非平衡大気圧プラズマより発生
する活性酸素種の数密度測定とミドリカビ胞子の殺
菌効果の評価」，第 66 回日本酸化ストレス学会学術



名城大学理工学部研究報告 No.54 2014

155

集会，O-54，WINC あいち，（2013-3）
石川 健治，水野 寛子，田中 宏昌，橋爪 博司，太田 

貴之，伊藤 昌文，竹田 圭吾，近藤 博基，関根 誠，
堀 勝：「ミドリカビ胞子からの実時間その場 ESR 信
号観察」，第 66 回日本酸化ストレス学会学術集会，
O-55，WINC あいち，（2013-3）

太田 貴之，橋爪 博司，伊藤 昌文，石川 健治，竹田 圭吾，
堀 勝：「低温酸素プラズマを用いたミドリカビ胞子
の殺菌」，第 66 回日本酸化ストレス学会学術集会，
P-70，WINC あいち，（2013-3）

T.Ohta，M.Ito and M.Hori：“Development of optical 

diagnostics method for interaction between plasma and 

surface using femtosecond laser technique”，The 17th 

International Workshop on Advanced Plasma Processing 

and Diagnostics（K-J Workshop），Sungkyunkwan 

University，Republic of Korea，（2013-5）
A.Ando，T.Ohta，K.Takeda，M.Ito，M.Hiramatsu，T.Suzuki，

Y.Ando and M.Hori：“Optical emission spectroscopy 

of arc plasma using Ni-Y containing carbon electrode”，
17th Korea-Japan Workshop on Advanced Plasma 

Processes and Diagnostics & 4th Workshop for NU-

SKKU Joint Institute for Plasma-Nano Materials，
Sungkyunkwan University，Republic of Korea，（2013-5）

M.Ito，T.Ohta，T.Tsutsumi，K.Takeda and M.Hori：
“Precise Rapid Measurement of Substrate Temperature 

by Frequenc y-Domain Opt ica l  Low-C oherence 

Interferometry”，7th Korea-Japan Workshop on 

Advanced Plasma Processes and Diagnostics & 4th 

Workshop for NU-SKKU Joint Institute for Plasma-Nano 

Materials，Sungkyunkwan University，Republic of Korea，
（2013-5）

H.Hashizume，T.Ohta，F.Jia，K.Takeda，K.Ishikawa，M.Hori 

and M.Ito：“Analysis of fungal spore inactivation 

based on measurements of reactive-oxygen-species 

densities”，17th Korea-Japan Workshop on Advanced 

Plasma Processes and Diagnostics & 4th Workshop for 

NU-SKKU Joint Institute for Plasma-Nano Materials，
Sungkyunkwan University，Republic of Korea，（2013-5）

M.Ito，T.Ohta and H.Hashizume：“Plasma microbiology 

using density-controlled atmospheric-pressure oxygen-

radical source”，2013 International Symposium on 

Functional Materials（IFFM2013）/�e 3rd International 

Symposium for Plasma Biosciences（ISPB2013），p113，
（2013-6）

A.Ando，T.Ohta，K.Takeda，M.Ito，M.Hiramatsu，T.Suzuki，
S.Inoue，Y Ando and M.Hori：“Optical emission 

spectroscopy of arc plasma using Ni-Y catalyst for 

synthesizing single-walled carbon nanotubes”，�e 12th 

Asia Paci�c Physics Conference of AAPPS and �e third 

Asia-Europe Physics Summit，D2-PTu-16，Makuhari 

Messe Chiba，Japan，（2013-7）
＊J.Kularatne，J.Jolibois，H.Kano，M.Ito，T.Ohta，K.Takeda，

H.Kondo，K.Ishikawa，M.Sekine and M.Hori：“Detection 

of metal elements in soil using atmospheric pressure 

plasma”，The 12th Asia Pacific Physics Conference of 

AAPPS and �e third Asia-Europe Physics Summit，D2-

PTu-10，Makuhari Messe Chiba，Japan，（2013-7）
T.Ohta，H.Hashizume，M.Ito1，K.Takeda，K.Ishikawa 

and M.Hori：“Bactericidal efficiency of reactive 

oxygen radicals for Fungi based on radical density 

measurement”，21th International Symposium on Plasma 

chemistry（ISPC2013），7.39，Cairns Convention 

Centre，Australia，（2013-8）
太田 貴之，堤 隆嘉，竹田 圭吾，石川 健治，堀 勝，

伊藤 昌文：「低コヒーレンス干渉計を用いたプラズ
マプロセス中のウエハ温度モニタリング技術の開
発」，平成 25 年電気学会 基礎・材料・共通部門大会，
12-B-a2-4，横浜国立大学，（2013-9）

K.Ishikawa，H.Mizuno，H.Hashizume，T.Ohta，M.Ito，
H.Tanaka，K.Takeda，S.Tajima，H.Kondo，M.Sekine and 

M.Hori：“Chemical analyses of edible meat irradiated 

atmospheric- pressure- plasmas”，16a-M3-7，2013 

JSAP-MRS Joint Symposia，CD-ROM，（2013-9）
H.Hashizume，T.Towatari，T.Ohta，K.Takeda，K.Ishikawa，

M.Hori，and M.Ito：“Observation of P.digitatum spores 

treated with oxygen radicals by confocal laser �uorescent 

microscopy”，16p-M3-7，2013  JSAP-MRS Joint 

Symposia，CD-ROM，（2013-9）
T.Towatari，H.Hashizume，N.Takagi，T.Ohta，M.Hori，

and M.Ito：“Inactivation of microorganisms by oxygen 

radical treatment in liquid phase”，17p-PM4-6，2013 

JSAP-MRS Joint Symposia，CD-ROM，（2013-9）
H.Hashizume，M.Suzuki，T.Ohta，M.Hori and M.Ito：
“Control of proliferation activity on budding yeast cells 

by oxygen-radical treatment”，17p-PM4-8，2013 JSAP-

MRS Joint Symposia，CD-ROM，（2013-9）
H.Kato，T.Ohta，H.Hashizume，M.Hori and M.Ito：
“Molecular structure analysis of Penicillium digitatum 

by Raman spectroscopy”，17p-PM4-9，2013 JSAP-

MRS Joint Symposia，CD-ROM，2013 JSAP-MRS Joint 

Symposia，CD-ROM，（2013-9）
T.Ohta，T.Hiraoka，N.Nishizawa，M.Hori，and M.Ito：
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“Optical-fiber-type broadband cavity ring-down 

spectroscopy for bio-materials in plasma processing”，
17p-PM4-14，2013 JSAP-MRS Joint Symposia，CD-

ROM，（2013-9）
T.Ohta，H.Hashizume，M.Ito，K.Takeda，K.Ishikawa，

M.Hori：“Inactivation of microorganisms in liquid 

exposed by oxygen radical source”，3-102，p75，31st 

international conference on phenomena in ionized gases，
（2013-7）

T.Tsutsumi，K Takeda，K.Ishikawa，T.Ohta，M.Ito，
H.Kondo，M.Sekine and M.Hori：“Effect of thin 

films on wafer temperature during plasma processes 

investigated by non-contact temperature measurement 

technique”，4-013，p81，31st international conference 

on phenomena in ionized gases，（2013-7）
H.Hashizume，T.Towatari，T.Ohta，K.Takeda，K.Ishikawa，

M.Hori，and M.Ito：“In-situ fluorescent observation 

of oxidation of P.digitatum spores by neutral oxygen 

radicals”，P-13，p18，第 26 回プラズマ材料科学シン
ポジウム（SPSM-26），（2013-9）

 H.Hashizume，T.Ohta，M.Hori，and M.Ito：“Proliferation 

activity of budding yeast cells controlled by dose of 

neutral oxygen species”，241-B-2，p88，第 26 回プラ
ズマ材料科学シンポジウム（SPSM-26），（2013-9）

T.Ohta，H.Hashizume，M.Ito，K.Takeda and M.Hori：
“Growth control of budding yeast cells by oxygen-radical 

treatment”，p75，Bulletin of the American physical 

society，66th Annual Gaseous Electronics Conference，
（2013-9）

M.Ito，H.Hashizume，T.Ohta，K.Takeda，K.Ishikawa and 

M.Hori：“Reaction mechanism between cell membranes 

of P.digitatum spores and oxygen radicals”，p85，Bulletin 

of the American physical society，66th Annual Gaseous 

Electronics Conference，（2013-9）
宇佐美 拓也，加藤 寛人，太田 貴之，堤 隆嘉，堀 勝，

伊藤 昌文：「太陽電池膜政策プロセス制御のための
非接触基板温度モニタリング手法の構築」，P1-20，
p134，第 5 回薄膜太陽電池セミナー，（2013-11）

藤田 英彦，太田 貴之，伊藤 昌文，堀 勝：「複数の金
属原子密度を同時にモニタリングするための吸収分
光用光源の開発」，別紙，第 5 回薄膜太陽電池セミ
ナー，（2013-11）

伊藤 昌文，太田 貴之，橋爪 博司：「プラズマアグリ
カルチャーの創成をめざして」，平成 25 年度 東北
大学電気通信研究所共同プロジェクト研究会，p1，
東北大学，（2013-11）

唐渡 卓也，橋爪 博司，太田 貴之，堀 勝，伊藤 昌文：「酸
素ラジカル源を用いた液中の微生物の不活性化」，
p21.B1，応用物理学会 SC 東海学術講演会 2013，

（2013-11）
加藤 寛人，太田 貴之，橋爪 博司，平松 美根男，堀 勝，

伊藤 昌文：「ラマン散乱分光法による生体試料の分
子構造分析」，P11，p43，応用物理学会 SC 東海学術
講演会 2013，（2013-11）

吉田 圭佑，伊藤 昌文，平松 美根男，加納 浩之，J.Joibois，
J.Kularatne，近藤 博基，堀 勝：「燃料電池用途のた
めのアルコールを溶媒とする液中プラズマを用いた
ナノグラフェンの合成」，P16，p48，応用物理学会 SC

東海学術講演会 2013，（2013-11）
M.Ito，T.Tsutsumi，T.Ohta，K.Takeda，K.Ishikawa，

H.Kondo，M.Sekine and M.Hori：“Rapid precise 

measurements of film-covered-substrate temperatures 

during plasma processes”，The 1st International 

Conference on Surface Engineering（ICSE 2013），
THUAM03-2，p144，（2013-11）

H.Kato，T.Ohta，K.Takeda，H.Hashizume，M.Hori，and 

M.Ito：“Vibrational analysis of biological samples treated 

with plasma using multiplex coherent anti-Stokes Raman 

scattering microscopy”，�e 1st International Conference 

on Surface Engineering（ICSE 2013），MONPM03-4，
p155，（2013-11）

T.Towatari，H.Hashizume，T.Ohta，M.Hori，and M.Ito：
“Inactivation of microorganism in liquid phase treated 

with neutral oxygen radical source”，�e 1st International 

Conference on Surface Engineering（ICSE 2013），
TUEAM03-4，p.165，（2013-11）

太田 貴之

【学術論文】
T.Hiraoka，T.Ohta，T.Kageyama，M.Ito，N.Nishizawa，and 

M.Hori：“Temperature  measurement of  Si substrate 

using optical-fiber-type low-coherence interferometry 

employing super continuum light” Japanese Journal of 

Applied Physics，52，026602，（2013）
T.Hiraoka，T.Ohta，M.Ito，N.Nishizawa，and M.Hori：
“Optical-Fiber Type Broadband Cavity Ring-Down 

Spectroscopy Using Wavelength-Tunable Ultra-Short 

Pulsed Light”，Japanese Journal of Applied Physics（Rapid 

communication），52，040201，（2013）
H.Hashizume，T.Ohta，T.Mori，S.Iseki，Masaru Hori，and 

M.Ito：“Inactivation Process of Penicillium digitatum 

Spores Treated with Non-equilibrium Atmospheric 
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Pressure Plasma”，Japanese Journal of Applied Physics，
52，056202，（2013）

T.Tsutsumi，T.Ohta，K.Ishikawa，K.Takeda，Hiroki 

Kondo，M.Sekine，M.Hori and M.Ito：“Precise Rapid 

Measurements of Substrate Temperatures by Frequency-

Domain Low-Coherence Interferometry”，Applied 

Physics Letters.103，182102，（2013）
H.Hashizume，T.Ohta，J.Fengdong，K.Takeda，K.Ishikawa，

M.Hori and M.Ito：“Inactivation effects of neutral 

reactive-oxygen species on Penicillium digitatum spores 

using non-equilibrium atmospheric-pressure oxygen 

radical source” Applied Physics Letters.，103，153708，
（2013）

【学会発表】
（Invited）T.Ohta，M.Ito，T.Tsutsumi，T.Hiraoka，K.Takeda 

and M.Hori：“Monitoring of wafer temperature 

in plasma processing using optical low-coherence 

interferometry”，The 16th International Workshop on 

Advanced Plasma Processing and Diagnostics（K-J 

workshop），Okazaki Conference Center，Japan，January 

25-27，（2013-1）
J.Kularatne，H.Kano，M.Ito，T.Ohta，K.Takeda，K.Ishikawa，

H.Kondo，M.Sekine，and M.Hori：“Application of 

atmospheric pressure plasma in element analysis of 

agricultural products”，5th International Symposium 

on Advanced Plasma Science and its Applications 

for Nitrides and Nanomaterials，P1003A，Nagoya 

University，Japan，Jan.28-Feb.1，（2013）
M.Inoue，T.Ohta，M.Ito and M.Hori：“Behavior of 

Metastable He atom at middle pressure in micro hollow 

cathode discharge”，5th International Symposium 

on Advanced Plasma Science and its Applications 

for Nitrides and Nanomaterials，P1004A，Nagoya 

University，Japan，Jan.28-Feb.1，（2013）
M.Inoue，T.Ohta，M.Ito and M.Hori：“Line profile of 

Pb atom at middle pressure in micro hollow cathode 

lamp”，5th International Symposium on Advanced 

Plasma Science and its Applications for Nitrides and 

Nanomaterials，P1006A，Nagoya University，Japan，
Jan.28-Feb.1，（2013）

T.Hiraoka，T.Tsutsumi，H.Kato，K.Takeda，T.Ohta，
H.Kondo，K.Ishikawa，M.Ito，M.Sekine and M.Hori：

“Measurement of carbon nanowalls / silicon substrate 

temperature  by  four ier-domain low-coherence 

inter ferometr y”5 th  Internat iona l  Symposium 

on Advanced Plasma Science and its Applications 

for Nitrides and Nanomaterials，P1022A，Nagoya 

University，Japan，Jan.28-Feb.1，（2013）
T.Tsutsumi，T.Hiraoka，K.Takeda，K.Ishikawa，T.Ohta，

M.Ito，H.Kondo，M.Sekine，and M.Hori：“Real time 

temperature measurements of film-covered-substrate 

employing fourier domain low coherence interferometer 

during plasma processes”，5th International Symposium 

on Advanced Plasma Science and its Applications 

for Nitrides and Nanomaterials，P1023A，Nagoya 

University，Japan，Jan.28-Feb.1，（2013）
M.Hori，K.Takeda，T.Ohta，M.Ito，and N.Nishizawa：
“Measurement of species in non-equilibrium atmospheric 

pressure plasma using near infrared absorption 

spectroscopy with supercontinuum light”，5th 

International Symposium on Advanced Plasma Science 

and its Applications for Nitrides and Nanomaterials，
P1033A，Nagoya University，Japan，Jan.28-Feb.1，（2013）

A.Ando，K.Takeda，T.Ohta，M.Ito，M.Hiramatsu，T.Suzuki，
S.Inoue，Y.Ando and M.Hori：“Diagnostics of particles 

in arc plasma for synthesizing single-wall carbon 

nanotubes”，5th International Symposium on Advanced 

Plasma Science and its Applications for Nitrides and 

Nanomaterials，P1059C，Nagoya University，Japan，
Jan.28-Feb.1，（2013）

M.Ito，H.Hashizume，T.Ohta，F.Jia，K.Takeda，K.Ishikawa 

and M.Hori：“Dependence of exposure distance on 

inactivation of P.digitatum spores using low-temperature 

atmospheric pressure radical source”，5th International 

Symposium on Advanced Plasma Science and its 

Applications for Nitrides and Nanomaterials，P3017A，
Nagoya University，Japan，Jan.28-Feb.1，（2013）

H.Hashizume，T.Towatari，H.Ohashi，T.Ohta，M.Hori and 

M.Ito：“Real-time in-situ monitoring of fluorescent 

images of P.digitatum spores during oxygen radical 

treatment using confocal laser microscopy”，5th 

International Symposium on Advanced Plasma Science 

and its Applications for Nitrides and Nanomaterials，
P3019A，Nagoya University，Japan，Jan.28-Feb.1，（2013）

K.Ishikawa，H.Mizuno，H.Tanaka，H.Hashizume，T.Ohta，
M.Ito，K.Takeda，H.Kondo，M.Sekine，and M.Hori：

“Electron spin resonance study of plasma-biological 

surface interaction for food hygiene”，5th International 

Symposium on Advanced Plasma Science and its 

Applications for Nitrides and Nanomaterials，P3025A，
Nagoya University，Japan，Jan.28-Feb.1，（2013）

H.Mizuno，K.Ishikawa，H.Tanaka，H.Hashizume，T.Ohta，



名城大学理工学部研究報告 No.54 2014

158

M.Ito，K.Takeda，H.Kondo，M.Sekine，and M.Hori：
“Plasma-biological surface interaction investigated by 

electron spin resonance”，5th International Symposium 

on Advanced Plasma Science and its Applications 

for Nitrides and Nanomaterials，P3027A，Nagoya 

University，Japan，Jan.28-Feb.1，（2013）
H.Kato，H.Hashizume，T.Ohta，M.Hiramatsu，M.Ito and 

M.Hori：“Raman spectroscopy of penicillium digitatum 

spores treated by atmospheric-pressure oxygen-radical 

source”，5th International Symposium on Advanced 

Plasma Science and its Applications for Nitrides and 

Nanomaterials，P3030A，Nagoya University，Japan，
Jan.28-Feb.1，（2013）

H.Hashizume，T.Ohta，M.Ito，F.Jia，K.Takeda，K.Ishikawa 

and M.Hori：“Measurement of singlet oxygen molecule 

densities in the inactivation process of P.digitatum spores 

using low-temperature atmospheric pressure radical 

source”，5th International Symposium on Advanced 

Plasma Science and its Applications for Nitrides and 

Nanomaterials，P3040A，Nagoya University，Japan，
Jan.28-Feb.1，（2013）

T. H i r a o k a，H . K at o，T. Ts u t s u m i，T. O ht a，M . It o，
K.Takeda，H.Kondo and M.Hori：“Temperature 

measurement of carbon nanowall / silicon substrate 

using super-continuum light source on low-coherence 

interferometry”，The 6th International Conference on 

PLAsma Nano Technology & Science，P-G11，Gero 

Synergy Center 'ACTIVE'，JAPAN，Feb.2-3，（2013-2）
J.S.Kularatne，H.Kano，M.Ito，T.Ohta，K.Takeda，H.Kondo，

K.Ishikawa，M.Sekine，and M.Hori：“Influence of N2 

inclusion to Ar AP plasma in atomization”，The 6th 

International Conference on PLAsma Nano Technology 

& Science，P-A10，Gero Synergy Center 'ACTIVE'，
JAPAN，Feb.2-3，（2013-2）

H.Kato，H.Hashizume，T.Ohta，M.Hiramatsu，M.Hori and 

M.Ito：“Raman spectra variation of microorganisms 

treated，by atmospheric-pressure oxygen-radical source”，
The 6th International Conference on PLAsma Nano 

Technology & Science，P-H08，Gero Synergy Center 

'ACTIVE'，JAPAN，Feb.2-3，（2013-2）
H.Hashizume，T.Ohta，M.Ito，F.Jia，K.Takeda，K.Ishikawa 

and M.Hori：“Effects of Reactive Oxygen Species 

on Inactivation of Penicillium Digitatum Spores 

Dependent on Exposure Distance using an Atmospheric-

pressureOxygen Radical Source”，The 6th International 

Conference on PLAsma Nano Technology & Science，

O-7，Gero Synergy Center 'ACTIVE'，JAPAN，Feb.2-3，
（2013-2）

（Invited）T.Ohta，M.Ito and M.Hori：“Development of 

optical diagnostics method for interaction between 

plasma and surface using femtosecond laser technique”，
The 17th International Workshop on Advanced 

Plasma Processing and Diagnostics（K-J Workshop），
Sungkyunkwan University，Republic of Korea，May 23-

25，（2013-5）
A.Ando，T.Ohta，K.Takeda，M.Ito，M.Hiramatsu，T.Suzuki，

Y.Ando and M.Hori：“Optical emission spectroscopy 

of arc plasma using Ni-Y containing carbon electrode”，
17th Korea-Japan Workshop on Advanced Plasma 

Processes and Diagnostics & 4th Workshop for NU-

SKKU Joint Institute for Plasma-Nano Materials，
Sungkyunkwan University，Republic of Korea，May.23-

25，（2013-5）
（Invited）M.Ito，T.Ohta，T.Tsutsumi，K.Takeda and 

M.Hori：“Precise Rapid Measurement of Substrate 

Temperature by Frequency-Domain Optical Low-

Coherence Interferometry”，7th Korea-Japan Workshop 

on Advanced Plasma Processes and Diagnostics & 4th 

Workshop for NU-SKKU Joint Institute for Plasma-Nano 

Materials，Sungkyunkwan University，Republic of Korea，
May 23-25，（2013-5）

（ Inv ited）H.Hashizume，T.Ohta，F. Jia，K.Takeda，
K.Ishikawa，M.Hori and M.Ito：“Analysis of fungal 

spore inactivation based on measurements of reactive-

oxygen-species densities”，17th Korea-Japan Workshop 

on Advanced Plasma Processes and Diagnostics & 4th 

Workshop for NU-SKKU Joint Institute for Plasma-Nano 

Materials，Sungkyunkwan University，Republic of Korea，
May 23-25，（2013-5）

（Invited）M.Ito，T.Ohta and H.Hashizume：“Plasma 

microbiology using density-controlled atmospheric-

pressure oxygen-radical source”，2013 International 

Symposium on Functional Materials（IFFM2013）/The 

3rd International Symposium for Plasma Biosciences

（ISPB2013），Ramada Plaza Jeju Hotel，Korea，（June 27-

29，2013）
A.Ando，T.Ohta，K.Takeda，M.Ito，M.Hiramatsu，T.Suzuki，

S.Inoue，Y Ando and M.Hori：“Optical emission 

spectroscopy of arc plasma using Ni-Y catalyst for 

synthesizing single-walled carbon nanotubes”，�e 12th 

Asia Paci�c Physics Conference of AAPPS and �e third 

Asia-Europe Physics Summit，D2-PTu-16，Makuhari 
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Messe Chiba，Japan，Jul.14-19，（2013-7）
J.Kularatne，J.Jolibois，H.Kano，M.Ito，T.Ohta，K.Takeda，

H.Kondo，K.Ishikawa，M.Sekine and M.Hori：“Detection 

of metal elements in soil using atmospheric pressure 

plasma”，The 12th Asia Pacific Physics Conference of 

AAPPS and �e third Asia-Europe Physics Summit，D2-

PTu-10，Makuhari Messe Chiba，Japan，Jul.14-19，（2013-

7）
T.Ohta，H.Hashizume，M.Ito，K.Takeda，K.Ishikawa and 

M.Hori：“Inactivation of microorganisms in liquid 

exposed by oxygen radical source”，XXXI International 

Conference on Phenomena in Ionized Gases，3-102，
Granada Congress Centre，Spain，July 14-19，（2013-7）

T.Ohta，H.Hashizume，M.Ito1，K.Takeda，K.Ishikawa 

and M.Hori：“Bactericidal efficiency of reactive 

oxygen radicals for Fungi based on radical density 

measurement”，21 th International  Symposium 

on Plasma chemistry（ISPC2013），7 .39，Cairns 

Convention Centre，Australia，August 4-9，（2013-8）
K.Ishikawa，H.Tanaka，H.Mizuno，H.Hashizume，T.Ohta，

M.Ito，K.Takeda，S.Tajima，H.Kondo，M.Sekine and 

M.Hori：“Chemical analyses of edible meat irradiated 

atmospheric pressure plasmas”，2013 �e Japan Society 

of Applied Physics（JSAP）- the Materials Research 

Society（MRS），16a-M3-7 Doshisha University，Japan，
Sep 16-20，（2013-9）

H.Hashizume，T.Towatari，T.Ohta，K.Takeda，K.Ishikawa，
M.Hori and M.Ito：“Observation of P.digitatum spores 

treated with oxygen radicals by confocal laser �uorescent 

microscopy”，2013 �e Japan Society of Applied Physics

（JSAP）- the Materials Research Society（MRS），16p-

M3-7，Doshisha University，Japan，Sep 16-20，（2013-9）
T.Towatari，H.Hashizume，T.Ohta，M.Hori and M.Ito：
“Inactivation of microorganisms by oxygen radical 

treatment in liquid phase”，2013 The Japan Society of 

Applied Physics（JSAP）- the Materials Research Society

（MRS），17p-PM4-6，Doshisha University，Japan，Sep 

16-20，（2013-9）
H.Hashizume，M.Suzuki，T.Ohta，M.Hori and M.Ito：
“Control of proliferation activity on budding yeast cells 

by oxygen-radical treatment”，2013 �e Japan Society of 

Applied Physics（JSAP）- the Materials Research Society

（MRS），17p-PM4-8，Doshisha University，Japan，Sep 

16-20，（2013-9）
H.Kato，T.Ohta，H.Hashizume，M.Hori and M.Ito：
“Molecular structure analysis of Penicillium digitatum 

by Raman spectroscopy”，2013 The Japan Society of 

Applied Physics（JSAP）- the Materials Research Society

（MRS），17p-PM4-9，Doshisha University，Japan，Sep 

16-20，（2013-9）
T.Ohta，T.Hiraoka，N.Nishizawa，M.Hori and M.Ito：
“Optical-fiber-type broadband cavity ring-down 

spectroscopy for bio-materials in plasma processing”，
2013 The Japan Society of Applied Physics（JSAP）-the 

Materials Research Society（MRS），17p-PM4-14，
Doshisha University，Japan，Sep 16-20，（2013-9）

T.Ohta，H.Hashizume，M.Ito，K.Takeda and M.Hori：
“Growth control of budding yeast cells by oxygen-

radical treatment”，66th Annual Gaseous Electronic 

Conference（GEC2013），LW3.00007，Westin Hotel 

Princeton，United States，September 30 - October 4，
（2013）

M.Ito，H.Hashizume，T.Ohta，K.Takeda，K.Ishikawa and 

M.Hori：“Reaction mechanism between cell membranes 

of P.digitatum spores and oxygen radicals”，66th 

Annual Gaseous Electronic Conference（GEC2013），
MR1.00053，Westin Hotel Princeton，United States，
September 30 - October 4，（2013）

橋爪 博司，太田 貴之，賈鳳東，竹田 圭吾，石川 健治，
堀 勝，伊藤 昌文：「O（3Pj）と O2（1 Δ g）密度測
定によるミドリカビ胞子の殺菌因子の評価」，第 30
回プラズマプロセシング研究会（SPP-30），A1-03，ア
クトシティ浜松，（2013/1/21-23）

井上 真里，太田 貴之，伊藤 昌文，堀 勝：「中高圧力
におけるマイクロホローカソード放電中の粒子の挙
動」，第 30 回プラズマプロセシング研究会（SPP-30），
B6-03，アクトシティ浜松，（2013/1/21 -23）

島根 竜太郎，熊谷 慎也，太田 貴之，伊藤 昌文，堀 勝，
佐々木 実：「MEMS ノズルを利用した大気圧プラズ
マ照射によるマイクロ加工」，第 30 回プラズマプロ
セシング研究会（SPP-30），B6-04，アクトシティ浜松，

（2013/1/21-23）
加藤 寛人，橋爪 博司，太田 貴之，平松 美根男，堀 勝，

伊藤 昌文：「大気圧酸素ラジカル源によって処理さ
れた微生物のラマン分光」，第 30 回プラズマプロセ
シング研究会（SPP-30），A7-03，アクトシティ浜松，

（2013/1/21 -23）
安藤 睦，竹田 圭吾，太田 貴之，伊東 昌文，平松 美

根男，鈴木 智子，井上 栄，安藤 義則，堀 勝：「散
乱分光法を用いたカーボンナノチューブ合成アーク
プラズマ中の微粒子計測」，第 30 回プラズマプロセ
シング研究会（SPP-30），P2-49，アクトシティ浜松，
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（2013/1/21-23）
安藤 睦，太田 貴之，竹田 圭吾，伊藤 昌文，平松 美

根男，鈴木 智子，井上 栄，安藤 義則，堀 勝：「Ni-Y

含有炭素電極を用いたアークプラズマ中の微粒子の
挙動」，第 60 回応用物理学会春季学術講演会，29a-

B7-2，神奈川工科大学，（2013/3/27-30）
堤 隆嘉，竹田 圭吾，石川 健治，近藤 博基，太田 貴

之，伊藤 昌文，関根 誠，堀 勝：「窒化ガリウム（GaN）
向けサファイア基板の周波数領域型低コヒーレン
ス干渉計による温度計測（Ⅱ）」，第 60 回応用物理
学会春季学術講演会，29aB8-6，神奈川工科大学，

（2013/3/27-30）
加藤 寛人，柴田 恭兵，太田 貴之，堤 隆嘉，堀 勝，

伊藤 昌文：「低コヒーレンス干渉計を用いた基板
温度計測における波長依存性」，第 60 回応用物理
学会春季学術講演会，29a-B8-7，神奈川工科大学，

（2013/3/27-30）
H .Mizuno，K .Ishikawa，H.Tanaka，H.Hashizume，T.Ohta，

M.Ito，K.Takeda，H.Kondo，M.Sekine，and M.Hori：
“Identification of ESR signals arisen from Penicillium 

digitatum spores”，第 60 回応用物理学会春季学術講
演会，29p-B9-6，神奈川工科大学，（2013/3/27-30）

橋爪 博司，太田 貴之，賈 鳳東，竹田 圭吾，石川 健治，
堀 勝，伊藤 昌文：「非平衡大気圧プラズマより発生
する活性酸素種の数密度測定とミドリカビ胞子の殺
菌効果の評価」，第 66 回日本酸化ストレス学会学術
集会，O-54，WINC あいち，（2013/3/27-30）

石川 健治，水野 寛子，田中 宏昌，橋爪 博司，太田 

貴之，伊藤 昌文，竹田 圭吾，近藤 博基，関根 誠，
堀 勝：「ミドリカビ胞子からの実時間その場 ESR 信
号観察」，第 66 回日本酸化ストレス学会学術集会，
O-55，WINC あいち，（2013/3/27-30）

太田 貴之，橋爪 博司，伊藤 昌文，石川 健治，竹田 圭吾，
堀 勝：「低温酸素プラズマを用いたミドリカビ胞子
の殺菌」，第 66 回日本酸化ストレス学会学術集会，
P-70，WINC あいち，（2013/3/27-30）

太田 貴之，堤 隆嘉，竹田 圭吾，石川 健治，堀 勝，
伊藤 昌文：「低コヒーレンス干渉計を用いたプラズ
マプロセス中のウエハ温度モニタリング技術の開
発」，平成 25 年電気学会 基礎・材料・共通部門大会，
12-B-a2-4，横浜国立大学，（2013/9/12-13）

天野 智貴，加納 浩之，竹田 圭吾，近藤 博基，太田 貴之，
伊藤 昌文，平松 美根男：「液中プラズマで合成した
ナノグラフェンを用いた燃料電池用白金触媒電極の
特性評価」，第 74 回応用物理学会秋季学術講演会，
19a-C-4，同支社大学京田辺キャンパス，（2013/9/16-

20）
安藤 睦，竹田 圭吾，近藤 博基，石川 健治，関根 誠，

太田 貴之，伊藤 昌文：「ナノグラフェン合成中の液
中プラズマの分光診断」，第 74 回応用物理学会秋季
学術講演会，19a-C-5，同支社大学京田辺キャンパス，

（2013/9/16-20）
【受賞】

太田 貴之，橋爪 博司，伊藤 昌文，石川 健治，竹田 圭吾，
堀 勝：「低温酸素プラズマを用いたミドリカビ胞子
の殺菌」，第 66 回日本酸化ストレス学会優秀演題賞

【特許】
伊藤 昌文，橋爪 博司，太田 貴之，堀 勝「酵母の増殖

方法および酵母の生菌数の制御方法」，特願 2013-

45836，（2013/3/8）
伊藤 昌文，加納 浩之，太田 貴之，堀 勝「殺虫殺菌方

法及び殺虫殺菌装置」，特許 5170509 号，（2013/1/11）
堀 勝，伊藤 昌文，太田 貴之，東島康裕：「マルチマ

イクロホローカソード光源および原子吸光分析装
置」，特許 5305411 号，（2013/7/5）

大野 英之

【その他】
金子 紀明，林 優也，飯岡 大輔，山中 三四郎，大野 英之：
「低圧需要家用 SVC のリアクトル回路への通電試
験」，平成 25 年電気学会全国大会，6-247，（2013-3）

中川 一路，山中 三四郎，大野 英之：「住宅用太陽光
発電システムの簡易診断 ～％電力の検討～」，平成
25 年電気学会全国大会，7-053，（2013-3）

三宅 弘太郎，山中 三四郎，大野 英之：「AMeDAS を
利用した％電力量の推定誤差に関する検討」，平成
25 年電気学会全国大会，7-054，（2013-3）

松井 隆晃，山中 三四郎，大野 英之：「ホットスポッ
トが発生したモジュールの I-V 特性」，平成 25 年電
気学会全国大会，7-057，（2013-3）

岩井 士郎，山中 三四郎，大野 英之：「分光日射分布
の短絡電流に及ぼす影響（その 2）−名城大学と沖
永良部島の比較−」，平成 25 年電気学会全国大会，
7-064，（2013-3）

松井 隆晃，山中 三四郎，大野 英之：「各種モジュー
ルに発生するホットスポットの調査」，平成 25 年電
気学会電力・エネルギー部門大会，246，（2013-8）

岩井 士郎，山中 三四郎，大野 英之：「分光日射分布
が短絡電流に及ぼす影響（その 3）」，平成 25 年電気
学会電力・エネルギー部門大会，267，（2013-8）

金子 紀明，飯岡 大輔，山中 三四郎，大野 英之：「配
電損失削減を目的とした低圧需要家無効電力補償装
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置の効率向上に関する検討」，2013 年電気設備学会
全国大会 P10，（2013-9）

松井 隆晃，山中 三四郎，大野 英之：「PV モジュール
に発生するホットスポットの経時変化（その 2）」，
太陽／風力エネルギー講演論文集，86，（2013-11）

岩井 士郎，山中 三四郎，大野 英之：「分光放射照度
分布の影響を考慮した％電力量の補正−晴天指数を
用いた補正法の検討−」，太陽／風力エネルギー講
演論文集，136，（2013-11）

児玉 哲司

【学術論文】
T.Kodama and K.Nakahira：“Performance analysis of 

ultrasonic ranging using a digital polarity correlator”，
Meas.Sci.Technol.Vol.24，015101（8pp），（2012-12）

T.Kodama and N.Osakabe：“Two-electron interference in 

a coherent beam”，Microscopy，Vol.62，Supplement 1，
pp.S119-S129，（2013-4）

【その他】
石田 高史，川﨑 忠寛，丹司 敬義，児玉 哲司，生田 孝，

小粥 啓子：「位相計測のための光ファイバーアレイ
電子検出器の開発Ⅱ」，日本電子顕微鏡学会第 68 回
学術講演会発表要旨集，21-P18，（2013-5）

清水 教之

【学術論文】
T.Okumura，Y.Muramoto and N.Shimizu：“Influence of 

DC Electric Field on Growth of Daikon Radish（Raphanus 

sativus）”，IEEE Transaction on Dielectric and Electric 

Insulation，Vol.19 ，No.6，pp.2237-2244，（2012）
村本 裕二，竹本 和史，藤井 庸平，清水 教之：「低温

での電気二重層内のイオンの振る舞い」，低温工学，
48 巻，10 号，pp.517 − 521，（2013）

村本 裕二，藤井 庸平，清水 教之：「電気二重層内の
イオンの振る舞い−電気二重層の静電容量に及ぼす
充電電圧波形と冷却の影響−」，静電気学会誌，37
巻，6 号，（2013）

T.Okumura，Y.Muramoto and N.Shimizu：“Dependency 

of Arabidopsis thaliana growth on DC Electric Field 

Intensity”，IEEE Transaction on Dielectric and Electric 

Insulation，（2014）
土屋 龍平，村本 裕二，清水 教之：「固化したアルコー

ル水溶液の交流絶縁破壊特性」，電気学会論文誌 A，
Vol.134，No.3，（2014）

R.Tsuchiya，Y.Muramoto and N.Shimizu：“A.C.Breakdown 

Properties of Ice-Alcohol Mixed System”，2013 IEEE 

International Conference on Solid Dielectrics（2013 

ICSD，CFP13ICS-USB），POST-05：7，pp.533-536，June 

30th - July 4th，（2013）
Y.Muto，Y.Muramoto and N.Shimizu：“Dielectric Constant 

and Depolarization Current of Ice”，2013  IEEE 

International Conference on Solid Dielectrics（2013 

ICSD，CFP13ICS-USB），POST-05：8，pp.537-540，June 

30th - July 4th，（2013）
T.Okumura，Y.Muramoto and N.Shimizu：“Polarity E�ect 

on Growth Acceleration of Arabidopsis Thaliana by DC 

Electric Field “，2013 IEEE International Conference on 

Solid Dielectrics（2013 ICSD，CFP13ICS-USB），POST-

05：22，pp.591-594，June 30th - July 4th，（2013）
K.Tanabe，Y.Muramoto and N.Shimizu：“Effect of H2O 

Molecule on Electrical Tree Initiation Voltage of Silicone 

Rubber”，2013 IEEE International Conference on Solid 

Dielectrics（2013 ICSD CFP13ICS-USB），POST-07：8，
pp.760-763，June 30th - July 4th，（2013）

【その他】
村上 祐一，村本 裕二，清水 教之：「パルス間隔が高

電界パルスを用いた液体の殺菌に及ぼす影響」，平
成 25 年電気学会全国大会，No.1-165，（2013-3）

土屋 龍平，村本 裕二，清水 教之：「77K における氷
−プロパノール混合系の交流絶縁破壊特性」，平成
25 年電気学会全国大会，No.2-006，（2013-3）

武藤 佳子，村本 裕二，清水 教之：「氷エレクトレッ
トの電荷量」，平成 25 年電気学会全国大会，No.2-

022，（2013-3）
田邊 顕，村本 裕二，清水 教之：「シリコーンゴムの

電気トリー発生電圧に及ぼす H2O 分子の影響」，平
成 25 年電気学会全国大会，No.2-072，（2013-3）

奥村 賢直，村本 裕二，清水 教之：「直流電界がシロ
イヌナズナの成長に及ぼす影響−極性の効果−」，
平成 25 年電気学会全国大会，No.2-101，（2013-3）

山口 耕平，村本 裕二，清水 教之：「酸化チタンペー
スト内に存在する水が色素増感太陽電池の特性に与
える影響」，平成 25 年電気学会全国大会，No.7-050，

（2013-3）
奥村 賢直，村本 裕二，清水 教之：「負極性直流電界

がシロイヌナズナの成長に及ぼす効果」，2013 年電
気関係学会東海支部連合大会，No.D3-6，（2013-9）

村上 祐一，村本 裕二，清水 教之：「高電界パルスに
よる牛乳中の大腸菌の殺菌」，2013 年電気関係学会
東海支部連合大会，No.D3-7，（2013-9）

土屋 龍平，村本 裕二，清水 教之：「77K における氷− 1，
3- プロパンジオール混合系の交流絶縁破壊特性」，
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2013 年電気関係学会東海支部連合大会，No.A3-8，
（2013-9）

山口 耕平，村本 裕二，清水 教之：「色素吸着量が色
素増感太陽電池の特性に及ぼす影響」，2013 年電気
関係学会東海支部連合大会，No.B4-4，（2013-9）

田邊 顕，村本 裕二，清水 教之：「シリコーンゴムの
電気トリー発生に及ぼす油浸漬の影響」，2013 年電
気関係学会東海支部連合大会，No.A4-8，（2013-9）

武藤 佳子，村本 裕二，清水 教之：「氷エレクトレッ
トにおける電荷量とポーリング時間との関係」，
2013 年電気関係学会東海支部連合大会，No.A5-1，

（2013-9）
清水 教之：「物語 交流電気トリー発生機構」，第 44

回電気電子絶縁材料システムシンポジウム，M-1，
（2013-11）

土屋 龍平，村本 裕二，清水 教之：「固化した炭素数
3 アルコール水溶液の交流絶縁破壊電圧」，第 44 回
電気電子絶縁材料システムシンポジウム，MVP-3，

（2013-11）

下山 宏

【学術論文】
H.Yasuda，T.Haraguchi，H.Yabara，K.Takahata，H.Murata，

E.R okut a，and  H.Shimoyama：“Mu lt i ax i s  and 

multibeam technology for high throughput maskless 

E-beam lithography”，J.Vac.Sci.Technol.B，Vol.30，No.6，
pp.06FC01-1 – 06FC01-7，（2012-11/12）

安田 洋，原口 岳士，矢原 秀文，高畑 公二，下山 宏，
六田 英治，村田 英一，久保田 雅則，三田 吉郎，浅
田 邦博：「電子線直接描画の高スループット化実
現のための多軸・多ビーム化技術」，Nanotech Japan 

Bulletin（WEB マガジン），Vol.6，No.5，2013 年 10 月
30 日発行，（2013-10）

【その他】
石神 宙愛，市來 康平，村田 英一，下山 宏：「境界電

荷法および境界磁荷法を用いた磁界重畳型対物レ
ンズの解析」，日本顕微鏡学会 第 69 回学術講演会，
21-P15，（2013-5）

下山 宏：「名古屋大学における超高圧電顕用ＦＥ電子
銃の開発（1983 年からの 10 年間）」，日本学術振興
会マイクロビームアナリシス第 141 委員会 第 153
回研究会資料，pp.9-14，（2013-9）

渡辺 和寛，江村 泰明，村田 英一，六田 英治，下山 

宏，安田 洋，原口 岳士：「ショットキー放出された
LaB6 電子銃の電子放出実験」，2013 年＜第 74 回＞
応用物理学会秋季学術講演会，18a-A13-7，同講演

予稿集（CD-ROM），pp.07-091，（2013-9）
市來 康平，石神 宙愛，稲垣 亮祐，村田 英一，下山 

宏：「境界電荷法および境界磁荷法を用いた磁界重
畳型対物レンズの解析」，2013 年＜第 74 回＞応用
物理学会秋季学術講演会，16a-A13-4，同講演予稿
集（CD-ROM），pp.07-026，（2013-9）

稲垣 亮祐，村田 英一，下山 宏：「磁界重畳型対物レ
ンズを搭載した SEEM/PEEM 装置の分解能測定」，
平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会，G1-4，
同講演論文集（CD-ROM），G1-4，（2013-9）

石神 宙愛，村田 英一，下山 宏：「磁気飽和を考慮し
た境界磁荷法」，平成 25 年度電気関係学会東海支
部連合大会，G1-5，同講演論文集（CD-ROM），G1-5，

（2013-9）
村田 英一，下山 宏，根尾 陽一郎，三村 秀典，吉田 知也，

長尾 昌善：「静電レンズ一体型 Field Emitter Array の
電子軌道解析」，電子情報通信学会技術研究報告，
Vol.113，No.257（信学技法，ED2013），（2013-10）

石神 宙愛，村田 英一，下山 宏：「磁気飽和を考慮し
た境界磁荷法の開発」，応用物理学会 SC 東海地区
学術講演会 2013，B7，同講演予稿集，p.27，（2013-11）

市來 康平，石神 宙愛，村田 英一，下山 宏：「境界電
荷法および境界磁荷法を用いた磁界重畳型対物レン
ズの解析」，応用物理学会 SC 東海地区学術講演会
2013，B8，同講演予稿集，p.28，（2013-11）

稲垣 亮祐，村田 英一，下山 宏：「磁界重畳型対物レ
ンズを搭載した SEEM/PEEM 装置の分解能測定」，
応用物理学会 SC 東海地区学術講演会 2013，B9，同
講演予稿集，p.29，（2013-11）

須田 孝二，村田 英一，下山 宏：「電子銃加速空間に
おける電子間クーロン相互作用」，応用物理学会 SC

東海地区学術講演会 2013，P23，同講演予稿集，p.55，
（2013-11）

渡辺 和寛，江村 泰明，村田 英一，六田 英治，下山 宏，
安田 洋，原口 岳士：「ショットキー電子放出実験に
よる電子放出エミッタの幾何学的形状因子の決定」，
応用物理学会 SC 東海地区学術講演会 2013，P24，同
講演予稿集，p.56，（2013-11）

辰野 恭市

【その他】
飛田 稔，楊嫻静，山本 裕介，前川 直毅，鈴木 啓竜，

赫英新，辰野 恭市：「配電作業におけるボルト挿入
の実験−手探り動作によるアームタイ上のボルト穴
への挿入−」，ROBOMEC2013，1A2-Q05，（2013-5）

鈴木 啓竜，飛田 稔，前川 直毅，山本 裕介，楊嫻静，
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辰野 恭市，赫英新（ハートリンク）：「配電作業ロボッ
トのシミュレータの開発」，ROBOMEC2013，1A2-

Q07，（2013-5）
辰野 恭市：「作業スナリオ作成の重要性ー福島第 1 原

発廃止措置のための作業シナリオのイメージー」第
31 回日本ロボット学会学術講演会，2L1-01，（2013-9）

楊嫻静，飛田 稔，鈴木 啓竜，江本 健吾，辰野 恭市：
「半自律配電作業ロボットにおけるボルトの画像認
識」第 31 回日本ロボット学会学術講演会，1E2-04，

（2013-9）
M.Hida，X.Yang，T.Suzuki，K.Emoto，Y.He and K.Tatsuno：
“A Task skill for Inserting Bolt on Power Distribution 

Line Maintenance”，MHS2013 P1-3，（2013-11）
Y.He，M.Hida，T.Suzuki，K.Emoto，Y.HE，K.Tatsuno：
“Image Recognition of a Bolt in Power Distribution 

Line Maintenance tasks for an Autonomous Robot”，
MHS2013 P1-6，（2013-11）

Othmane.A，M.Hida，X.Yang，T.Suzuki，K.Emote，
R.Tanaka，Y.Shibata and K.Tatsuno：“Improvement of 

the Face of a Remote Visitor Robot”，MHS2013 P1-7，
（2013-11）

田中 亮次，柴田 有加，江本 健，福田 皇久，アティフ・
オスマン，辰野 恭市：「遠隔訪問ロボットの首振り
動作の導入」，SI2013，1K3-4，（2013-12）

鈴木 啓竜，江本 健吾，柴田 将志，飛田 稔，辰野 恭市：
「配電作業ロボットのマニュアル操作のためのマス
ターアームの一方式の提案」，SI2013，3L2-1，（2013-

12）

中條 渉

【その他】
N.Tripathi：“Communication Capacity of Dual K-band 

and Millimeter-Wave Frequency use During Rain 

Attenuation”，IEEE Nagoya Chapter Midland Student 

Express 2013 Spring，S3-3，（2013-4）
Y.Ogawa：“Correlation between Rain Attenuation and 

Rainfall Intensity of 60-GHz Terrestrial Link”，IEEE 

Nagoya Chapter Midland Student Express 2013 Autumn，
S6-2，（2013-12）

Y.Takai：“A Study of  LED Visible  Light  Para l le l 

Communication with CCD Camera”，IEEE Nagoya 

Chapter Midland Student Express 2013 Autumn，S7-2，
（2013-12）

都竹 愛一郎

【その他】

新美 孔基，横井 宏明，都竹 愛一郎：「タクシー無線
が地上デジタル放送波に与える影響−タクシー無線
対策フィルターの比較−」，映像情報メディア学会
放送技術研究会，Vol.37，No.9，BCT2013-38，（2013-2）

伊藤 寿章，横井 宏明，都竹 愛一郎：「標準電波 JJY の
伝播特性に関する研究」，映像情報メディア学会放
送技術研究会，Vol.37，No.9，BCT2013-39，（2013-2）

横井 宏明，村田 英一，都竹 愛一郎：「地上デジタル
放送受信機の高性能化の検討−市販受信機との性能
比較−」，映像情報メディア学会放送技術研究会，
Vol.37，No.9，BCT2013-40，（2013-2）

横井 宏明，村田 英一，都竹 愛一郎：「地上デジタル
放送受信機の高性能化の検討」，照明学会東海支部
若手セミナー，pp.57-58，（2013-3）

横井 宏明，柄松 裕作，日紫 喜勇輔，都竹 愛一郎：「地
上デジタル放送受信機の高性能化の検討」，電気関
係学会東海支部連合大会，Po1-19，（2013-9）

柄松 裕作，横井 宏明，日紫 喜勇輔，都竹 愛一郎：「地
上デジタル放送波の到来角度の推定」，電気関係学
会東海支部連合大会，I1-5，（2013-9）

日紫 喜勇輔，柄松 裕作，横井 宏明，都竹 愛一郎：「長
波 JJY 電波の電界強度の 3 次元測定」，電気関係学
会東海支部連合大会，Po2-1，（2013-9）

【特許】
都竹 愛一郎：「時刻情報送信装置，時刻情報送信

方法および時刻情報送信プログラム」，特許登録
5170663，（2013-1）

都竹 愛一郎：「電波時計の時刻補正方法」，出願番号
2013-171543，（2013-8）

平松 美根男

【著書】
M.Hiramatsu，H.Kondo，and M.Hori：“Graphene 

Nanowalls”，New Progress on Graphene Research，
（edited by Jian Ru Gong），Chapter 9，pp.235-260，

InTech，（http：//dx.doi.org/10.5772/51528），（2013-3）
【学術論文】

M . Hi r am at s u，M . Nai to，H . Kon d o，an d  M . Hor i：
“Fabrication of graphene-based films using microwave- 

plasma-enhanced chemical vapor deposition”，Japanese 

Journal of Applied Physics，Vol.52，01AK04（5 pages），
DOI：10.7567/JJAP.52.01AK04，（2013-1）

M.Hiramatsu，S.Mitsuguchi，T.Horibe，H.Kondo，M.Hori，
and H.Kano：“Fabrication of carbon nanowalls on 

carbon fiber paper for fuel cell application”，Japanese 

Journal of Applied Physics，Vol.52，01AK03（5 pages），
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DOI：10.7567/JJAP.52.01AK03，（2013-1）
M.Hiramatsu，Y.Nihashi，H.Kondo，and M.Hori：
“Nucleat ion control  of  carbon nanowalls  using 

inductively coupled plasma-enhanced chemical vapor 

deposition”，Japanese Journal of Applied Physics，Vol.52，
01AK05（6 pages），DOI：10.7567/JJAP.52.01AK05，

（2013-1）
T.Horibe，H.Kondo，K.Ishikawa，H.Kano，M.Sekine，

M.Hiramatsu，and M.Hori：“Supercrit ical  f luid 

deposition of high-density nanoparticles of photocatalytic 

T i O 2  on  c a r b on  n a n ow a l l s”，Ap p l i e d  P hy s i c s 

Express，Vol.6，045103（3 pages），DOI：10.7567/

APEX.6.045103，（2013-4）
H.Wat anab e，H.Kondo，M.Hiramatsu，M.S ekine，

S.Kumar，K.Ostrikov，and M.Hori：“Surface chemical 

modi�cation of carbon nanowalls for wide-range control 

of surface wettability”，Plasma Processes and Polymers，
Vol.10，pp.582-592，DOI：10.1002/ppap.201200141，

（2013-7）
H.Shimoeda，H.Kondo，K.Ishikawa，M.Hiramatsu，

M.Sekine，and M.Hori：“Atomic oxygen etching from 

the top edges of carbon nanowalls”，Applied Physics 

Express，Vol.6，045103（3 pages），DOI：10.7567/

APEX.6.095201，（2013-8）
【その他】

H.Kato，H.Hashizume，T.Ohta，M.Hiramatsu，M.Hori，and 

M.Ito：“Raman Spectroscopy of Microorganisms Treated 

by Atmospheric-pressure Oxygen-radical Source”， 第
30 回プラズマプロセシング研究会，浜松市，アク
トシティ浜松・研修交流センター，（2013-1）

K.Yoshida，M.Hiramatsu，H.Kondo，and M.Hori：
“Electrochemical Characterization of Carbon Nanowall 

E lec trode for  E lec tr ic  Double  L ayer  Capacitor 

Application”，第 30 回プラズマプロセシング研究
会，浜松市，アクトシティ浜松・研修交流センター，

（2013-1）
T.Horibe，H.Kondo，H.Kano，K.Ishikawa，M.Hiramatsu，

M.Sekine，and M.Hori：“High-density Supporting of 

Pt-Au Nanoparticles on Carbon Nanowalls by Two-

step Supporting 201 Technique Employing Supercritical 

Fluid”，第 30 回プラズマプロセシング研究会，浜松
市，アクトシティ浜松・研修交流センター，（2013-1）

R.Tsukada，M.Hiramatsu，H.Kondo，and M.Hori：“Area 

Selective Growth of Carbon Nanowalls by Nucleation 

Control of Nanographene Using Plasma Enhanced 

Chemical Vapor Deposition”，第 30 回プラズマプロ

セシング研究会，浜松市，アクトシティ浜松・研修
交流センター，（2013-1）

Y.Kashima，M.Hiramatsu，H.Kondo，and M.Hori：
“Fabrication of Carbon Films Using Microwave Plasma-

enhanced CVD in Surface Wave Mode”，第 30 回プラ
ズマプロセシング研究会，浜松市，アクトシティ浜
松・研修交流センター，（2013-1）

M.Nagashima，H.Watanabe，M.Hiramatsu，H.Kondo，and 

M.Hori：“Biosensor Properties of Carbon Nanowalls 

Fabricated Using Radical Injection Plasma Enhanced 

Chemical Vapor Deposition”，第 30 回プラズマプロ
セシング研究会，浜松市，アクトシティ浜松・研修
交流センター，（2013-1）

A.Ando，K.Takeda，Ohta，M.Ito，M.Hiramatsu，T.Suzuki，
S.Inoue，Y.Ando，and M.Hori：“Measurement of 

Particles in Arc Plasma for Synthesizing Single-wall 

Carbon Nanotubes Using Light Scattering Spectroscopy”，
第 30 回プラズマプロセシング研究会，浜松市，ア
クトシティ浜松・研修交流センター，（2013-1）

H . Wa t a n a b e，H . Ko n d o，Y. O k a m o t o，M . S e k i n e，
M.Hiramatsu，Y.Baba，and M.Hori：“Effects of carbon 

nanowall sca�old and their chemical termination on cell 

culturing”，5th International Symposium on Advanced 

Plasma Science and its Applications for Nitrides and 

Nanomaterials（ISPlasma2013），Nagoya University，
（2013-1）

A.Ando，K.Takeda，T.Ohta，M.Ito，M.Hiramatsu，T.Suzuki，
S.Inoue，Y.Ando，and M.Hori：“Diagnostics of particles 

in arc plasma for synthesizing single-wall carbon 

nanotubes”，5th International Symposium on Advanced 

Plasma Science and its Applications for Nitrides and 

Nanomaterials（ISPlasma2013），Nagoya University，
（2013-1）

 T.Horibe，H.Kondo，H.Kano，K.Ishikawa，M.Sekine，
M . H i r a m a t s u，a n d  M . Ho r i：“F o r m a t i o n  a n d 

characteristics of Pt-Au nanoparticles supported on 

carbon nanowalls（CNWs）employing a supercritical 

fluid”，5th International Symposium on Advanced 

Plasma Science and its Applications for Nitrides and 

Nanomaterials（ISPlasma2013），Nagoya University，
（2013-1）

H . S h i m o e d a，H . Ko n d o，K . Ta k e d a，K . Is h i k a w a，
M.Hiramatsu，M.Sekine，M.and Hori：“Ef fects 

of morphological  changes induced by hydrogen 

peroxide treatment on electrical properties of carbon 

nanowalls”，5th International Symposium on Advanced 



名城大学理工学部研究報告 No.54 2014

165

Plasma Science and its Applications for Nitrides and 

Nanomaterials（ISPlasma2013），Nagoya University，
（2013-1）

H.Cho，H.Kondo，K.Ishikawa，M.Sekine，M.Hiramatsu，
and M.Hori：“Crystallographic and electrical properties 

of  vert ical ly-grown graphene sheets  by CH 4/H 2 

plasma”，5th International Symposium on Advanced 

Plasma Science and its Applications for Nitrides and 

Nanomaterials（ISPlasma2013），Nagoya University，
（2013-1）

R.Tsukada，M.Hiramatsu，H.Kondo，and M.Hori：“Area-

selective growth of carbon nanowall using plasma-

enhanced CVD”，5th International Symposium on 

Advanced Plasma Science and its Applications for 

Nitrides and Nanomaterials（ISPlasma2013），Nagoya 

University，（2013-1）
Y.Kashima，M.Hiramatsu，H.Kondo，and M.Hori：
“Fabrication of carbon films using microwave plasma-

enhanced CVD”，5th International Symposium on 

Advanced Plasma Science and its Applications for 

Nitrides and Nanomaterials（ISPlasma2013），Nagoya 

University，（2013-1）
H.Kato，H.Hashizume，T.Ohta，M.Hiramatsu，M.Ito，and 

M.Hori：“Raman spectroscopy of penicillium digitatum 

spores treated by atmospheric-pressure oxygen-radical 

source”，5th International Symposium on Advanced 

Plasma Science and its Applications for Nitrides and 

Nanomaterials（ISPlasma2013），Nagoya University，
（2013-1）

Y.Kawai，Y.Honda，M.Yamaguchi，H.Amano，H.Kondo，
M.Hiramatsu，H.Kano，K.Yamakawa，S.Den，and 

M.Hori：“In-situ observation of emission peak transition 

from GaN to Al0.34Ga0.66N by introducing in-situ cathode 

luminescence in plasma-assisted molecular beam epitaxy 

using high-density nitrogen radical source”，5th 

International Symposium on Advanced Plasma Science 

and its Applications for Nitrides and Nanomaterials

（ISPlasma2013），Nagoya University，（2013-1）
K.Yoshida，M.Hiramatsu，H.Kondo，and M.Hori：
“Electrochemical evaluation of carbon nanowalls as 

electric double layer capacitor”，5th International 

Sy mp os ium on  Advance d  P l asma S c ience  and 

its Applications for Nitrides and Nanomaterials

（ISPlasma2013），Nagoya University，（2013-1）
M.Nagashima，H.Watanabe，M.Hiramatsu，H.Kondo，

and M.Hori：“Plasma surface  modif icat ion of 

carbon nanowalls for biosensor application”，5th 

International Symposium on Advanced Plasma Science 

and its Applications for Nitrides and Nanomaterials

（ISPlasma2013），Nagoya University，（2013-2）
河合 洋次郎，本田 善央，山口 雅史，天野 浩，近藤 博基，

平松 美根男，加納 浩之，山川 晃司，昭 治，堀 勝：
「高密度ラジカル源を用いた分子線エピタキシー法
による III 族窒化物エピタキシャル成長」，No.13-11 

IIP2013 情報・知能・精密機器部門（IIP 部門）講演
会（情報・知能・精密機器部門 企画），東洋大学，

（2012-3）
Y.Kawai，Y.Honda，M.Yamaguchi，H.Amano，H.Kondo，

M.Hiramatsu，H.Kano，K.Yamakawa，S.Den，and 

M.Hori：“AlN growth on（100）β-Ga2O3 by plasma-

assisted molecular beam epitaxy using high-density 

radical source”，17th European Molecular Beam Epitaxy 

Workshop（EURO MBE 2013），Levi，Finland，（2013-3）
安藤 睦，太田 貴之，竹田 圭吾，伊藤 昌文，平松 美

根男，鈴木 智子，井上 栄，安藤 義則，堀 勝：「Ni-Y

含有炭素電極を用いたアークプラズマ中の微粒子の
挙動」，第 60 回応用物理学会春季学術講演会，神奈
川工科大学，（2013-3）

堀部 剛良，近藤 博基，加納 浩之，石川 健治，関根 誠，
平松 美根男，堀 勝：「超臨界流体を用いた 2 段階担
持プロセスによるカーボンナノウォールへの Pt ナ
ノ微粒子の超高密度担持および粒径分布制御」，第
60 回応用物理学会春季学術講演会，神奈川工科大
学，（2013-3）

趙亨峻，近藤 博基，石川 健治，関根 誠，平松 美根男，
堀 勝：「窒素プラズマを用いた化学修飾によるカー
ボンナノウォールの構造および電気的特性の制御」，
第 60 回応用物理学会春季学術講演会，神奈川工科
大学，（2013-3）

下枝 弘尚，近藤 博基，石川 健治，平松 美根男，関根 

誠，堀 勝：「カーボンナノウォールの結晶構造に対
するラジカル酸化効果（Ⅱ）」，第 60 回応用物理学会
春季学術講演会，神奈川工科大学，（2013-3）

Y.Kawai，Y.Honda，M.Yamaguchi，H.Amano，H.Kondo，
M.Hiramatsu，H.Kano，K.Yamakawa，S.Den，and 

M.Hori：“Realization of superior crystalline quality of 

thick In0.1Ga0.9N epilayer grown by plasma-assisted 

molecular beam epitaxy using high-density radical 

source”，55th Electronic Materials Conference（EMC），
University of Notre Dame，Notre Dame，Indiana，USA，

（2013-6）
K.Yoshida，Y.Yamashita，M.Ito，M.Hiramatsu，H.Kano，
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J. Jol ib ois，J.Kularatne，H.Kondo，and M.Hor i：
“Preparation of Pt/nanographene paste using alcohol 

in-liquid plasma for fuel cell application”，The 12th 

Asia Pacific Physics Conference of AAPPS/ The third 

Asia-Europa Physics Summit（APPC12/ASEPS3），
International Conference Halls，Makuhari Messe Chiba，
D2-PTu-2，（2013-7）

R.Tsukada，M.Hiramatsu，H.Kondo，and M.Hori：
“Nucleation Controll of Carbon Nanowalls Using 

Inductivily Coupled Plasma Enhanced Chemical Vapor 

Deposition”，The 12th Asia Pacific Physics Conference 

of AAPPS/ The third Asia-Europa Physics Summit

（APPC12/ASEPS3），International Conference Halls，
Makuhari Messe Chiba，D2-PTu-11，（2013-7）

Y.Kashima，M.Hiramatsu，H.Kondo，and M.Hori：
“Fabrication of Carbon Films Using Microwave Plasma-

Enhanced CVD in Surface Wave Mode”，The 12th 

Asia Pacific Physics Conference of AAPPS/ The third 

Asia-Europa Physics Summit（APPC12/ASEPS3），
International Conference Halls，Makuhari Messe Chiba，
A3-P�-2，（2013-7）

H.Shimoeda，H.Kondo，K.Ishikawa，M.Hiramatsu，
M.Sekine，and M.Hori：“Cr ysta l lographic  and 

Chemical Modi�cation of Carbon Nanowalls by Radical 

Oxidation”，The 12th Asia Pacific Physics Conference 

of AAPPS/ The third Asia-Europa Physics Summit

（APPC12/ ASEPS3），International Conference Halls，
Makuhari Messe Chiba，A3-3-O4，（2013-7）

A.Ando，T.Ohta，K.Takeda，M.Ito，M，Hiramatsu，
T.Suzuki，S.Inoue，Y.Ando，and M.Hori：“Optical 

emission spectroscopy of arc plasma using Ni-Y catalyst 

for synthesizing single-walled carbon nanotubes”，The 

12th Asia Pacific Physics Conference of AAPPS/ The 

third Asia-Europa Physics Summit（APPC12/ ASEPS3），
International Conference Halls，Makuhari Messe Chiba，
D2-PTu-16，（2013-7）

Y.Kashima，M.Hiramatsu，H.Kondo，and M.Hori：
“Fabrication of Graphene Films Using Microwave Plama-

enhanced CVD in Surface Wave Mode”，The 35th 

International Symposium on Dry Process（DPS2013），
Ramada Plaza Jeju Hotel，Korea，P-34，（2013-8）

R.Tsukada，M.Hiramatsu，H.Kondo，and M.Hori：
“Nucleation Control of Nanographene Using Inductively 

Coupled Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition”，
The 35th International Symposium on Dry Process

（DPS2013），Ramada Plaza Jeju Hotel，Korea，P-35，

（2013-8）
K.Yoshida，Y.Yamashita，M.Ito，M.Hiramatsu，H.Kano，

J. Jol ib ois，J.Kularatne，H.Kondo，and M.Hor i：
“Preparation of Pt/nanographene paste using alcohol 

in-liquid plasma for fuel cell application”，The 35th 

International Symposium on Dry Process（DPS2013），
Ramada Plaza Jeju Hotel，Korea，P-55，（2013-8）

下枝 弘尚，近藤 博基，石川 健治，平松 美根男，関根 

誠，堀 勝：「カーボンナノウォールに対する酸素原
子及びアルゴンイオンの同時照射効果」，第 73 回応
用物理学会学術講演会，同志社大学京田辺キャンパ
ス，18a-B2-5，（2013-9）

近藤 博基，渡邊 均，石川 健治，関根 誠，堀 勝，平
松 美根男：「カーボンナノウォールの表面化学修
飾とナノバイオ応用」，第 73 回応用物理学会学術
講演会，同志社大学京田辺キャンパス，19a-C2-3，

（2013-9）
天野 智貴，加納 浩之，竹田 圭吾，近藤 博基，太田 貴之，

伊藤 昌文，平松 美根男，石川 健治，関根 誠，堀 勝：
「液中プラズマで合成したナノグラフェンを用いた
燃料電池用白金触媒電極の特性評価」，第 73 回応用
物理学会学術講演会，同志社大学京田辺キャンパス，
19a-C2-4，（2013-9）

安藤 睦，竹田 圭吾，近藤 博基，石川 健治，関根 誠，
太田 貴之，伊藤 昌文，平松 美根男，加納 浩之，堀 

勝：「ナノグラフェン合成中の液中プラズマの分光
診断」，第 73 回応用物理学会学術講演会，同志社大
学京田辺キャンパス，19a-C2-5，（2013-9）

M.Hiramatsu，R.Tsukada，H.Kondo，and M.Hori：
“Nucleation control of self-organized vertical nano- 

graphenes using inductively coupled plasma enhanced 

chemical vapor deposition”，19th International Vacuum 

Congress（IVC-19），Palais des Congrès，Paris，France，
NST/SS-8-Or-3，（2013-9）

（招待講演）平松 美根男：「プラズマを用いたグラフェ
ンの CVD」，大阪大学接合科学研究所平成 25 年度
共同研究成果発表会，大阪大学接合科学研究所荒田
記念館，（2013-11）

加島 洋平，平松 美根男，近藤 博基，堀 勝：「マイク
ロ波プラズマＣＶＤ法を用いたグラフェンの作製」，
応用物理学会 SC 東海地区学術講演会 2013，名古屋
大学，B4，（2013-11）

塚田 僚介，平松 美根男，近藤 博基，堀 勝：「カーボ
ンナノウォールの核発生制御に関する研究」，応用
物理学会 SC 東海地区学術講演会 2013，名古屋大学，
B6，（2013-11）
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加藤 寛人，太田 貴之，橋爪 博司，平松 美根男，堀 勝，
伊藤 昌文：「ラマン散乱分光法による生体試料の分
子構造解析」，応用物理学会 SC 東海地区学術講演
会 2013，名古屋大学，P11，（2013-11）

吉田 圭佑，伊藤 昌文，平松 美根男，加納 浩之，J.Jolibois，
J.Kularatne，近藤 博基，堀 勝：「ラ燃料電池用途の
ためのアルコールを溶媒とする液中プラズマを用い
たナノグラフェンの合成」，応用物理学会 SC 東海
地区学術講演会 2013，名古屋大学，P16，（2013-11）

（Invited）M.Hiramatsu：“Carbon nanowalls：synthesis 

and application”，International Conference on Surface 

Engineering（ICSE 2013），Haeundae Grand Hotel，
Busan，Korea，（2013-11）

（招待講演）平松 美根男：「プラズマを用いたグラフェ
ンの CVD」，第 15 回プラズマ新領域研究会「ダイ
ヤモンドおよびグラフェン関連物質のプラズマプロ
セシングと先進応用」，名城大学名駅サテライト多
目的室，（2013-11）

塚田 僚介，平松 美根男，近藤 博基，堀 勝：「カーボ
ンナノウォールの核発生制御に関する研究」，電気
学会プラズマ研究会，名城大学名駅サテライト多目
的室，PST-13-125，（2013-11）

加島 洋平，平松 美根男，近藤 博基，堀 勝：「マイク
ロ波プラズマＣＶＤ法を用いたグラフェンの作製」，
電気学会プラズマ研究会，名城大学名駅サテライト
多目的室，PST-13-126，（2013-11）

安藤 睦，竹田 圭吾，近藤 博基，石川 健治，関根 誠，
太田 貴之，伊藤 昌文，平松 美根男，加納 浩之，堀 

勝：「ナノグラフェン合成のための気−液プラズマ
の分光計測」，電気学会プラズマ研究会，名城大学
名駅サテライト多目的室，PST-13-127，（2013-11）

（招待講演）平松 美根男：「プラズマを用いたグラフェ
ンの CVD」，平成 25 年度名城大学総合研究所ナノ
カーボンセンター中間報告会，名城大学，（2013-11）

（Invited）M.Hiramatsu，H.Kondo，and M.Hori：“Synthesis 

of graphene nanowalls for clean energy application”，
International Conference on Processing & Manufacturing 

of Advanced Materials（THERMEC’ 2013），Rio Hotel，
Las Vegas，USA，L3-Dec-03，（2013-12）

（Invited）M.Hiramatsu，H.Kondo，and M.Hori：“S 

Controlled synthesis and nano-bio applications of carbon 

nanowalls based on advanced plasma technology”，
International Conference on Processing & Manufacturing 

of Advanced Materials（THERMEC’ 2013），Rio Hotel，
Las Vegas，USA，L5-Dec-04，（2013-12）

K.Yoshida，Y.Yamashita，M.Ito，M.Hiramatsu，H.Kano，

J.Jolibois，J.Kularatne，H.Kondo，and M.Hori：“Synthesis 

of nanographene using alcohol in-liquid plasma for fuel 

cell application”，23rd Annual Meeting of MRS-J， 横
浜市開港記念館，（2013-12）

（Invited）M.Hiramatsu，H.Kondo，and M.Hori：“Carbon 

nanowalls：growth control and their clean applications”，
2013 The 8th Asia-Pacific International Symposium 

on the Basics and Applications of Plasma Technology

（APSPT-8），（2013-12）

堀田 一弘

【著書】
堀田 一弘：「画像からの対象検出」，『Computer Graphics 

Gems JP 2013』，第 3 章，ボーンデジタル，（2013-8）
【学術論文】

熊谷 章平，堀田 一弘：「識別器を用いた細胞内画像
からの輝点計数」，電子情報通信学会論文誌Ｄ，Vol.

J96-D，No.4，pp.904-908，（2013-4）
【その他】

S.Kumagai and K.Hotta：“Light Spot Counting in 

Intracellular Images using Partial Least Squares 

Regression and Correlation between Features”，1st 

International Workshop on BioImage Recognition

（BIR2013），IEEE，（2013-12）
T.Hayashi and K.Hotta："Action Recognition Using 

E�ective Mask Patterns Selected from an Classi�cational 

Viewpoint”，IEEE Internat ional  Symposium on 

Multimedia（ISM2013），IEEE，（2013-12）
T.Okab e  and  K.Hott a：“Acc urac y  Improvement 

of Melanosome Tracking by Error Correction”，
International Conference on Digital Image Computing：
Techniques and Applications（DICTA2013），IEEE，

（2013-11）
S.Kumagai and K.Hotta：“Light Spot Counting in 

Intracellular Images using Partial Least Squares 

Regression”，14th International Conference on Systems 

Biology，（2013-8）
T.Niwa and K.Hotta：“Light Spot Detection in Intracellular 

Images  Using  C ontextua l  Informat ion”，14 th 

International Conference on Systems Biology，（2013-8）
K.Chigusa and K.Hotta：“Asbestos Counting in Building 

Materials by Integrating Various Kinds of Classifiers”，
International Workshop on Nonlinear Circuits and Signal 

Processing（NCSP2013），（2013-3）
M.Shimomura and K.Hotta：“Melanosome Tracking Using 

Prediction by Support Vector regression and Revision by 
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Appearance Features”，10th International Conference 

on Signal Processing（SPPRA2013），（2013-2）
T.Omiya and K.Hotta：“Image Labeling Using Integration 

of Local and Global Features”，International Conference 

on Pattern Recognition Applications and Methods

（ICPRAM2013），（2013-2）
T.Niwa and K.Hotta："Unsupervised Light Spot Detection 

Using Background Subtract ion，"  Internat ional 

Conference on Pattern Recognition Applications and 

Methods（ICPRAM2013），（2013-2）
熊谷 章平，堀田 一弘：「複数特徴量と Partial Least 

Squares 回帰による細胞内画像中の輝点計数」，東海
支部大会，（2013-9）

谷 雄太，堀田 一弘：「Bag of Words を用いた人領域の
検出」，東海支部大会，（2013-9）

丹羽 貴也，堀田 一弘：「文脈情報を用いた細胞内画像
からの輝点検出」，画像の認識・理解シンポジウム

（MIRU2013），（2013-8）
林 巧，堀田 一弘：「変数選択法により選択された有効

なマスクパターンを用いた行動認識」，画像の認識・
理解シンポジウム（MIRU2013），（2013-8）

熊谷 章平，堀田 一弘：「細胞内画像中の輝点検出と円
当てはめによる最適な半径の推定」，画像の認識・
理解シンポジウム（MIRU2013），（2013-8）

尾宮 匠人，堀田 一弘：「Bag-of-Words を用いた共起ヒ
ストグラムによる画像ラベリング」，画像の認識・
理解シンポジウム（MIRU2013），（2013-8）

千種 健司，堀田 一弘：「建築材料中のアスベスト及び
その他の粒子の自動検出」，画像の認識・理解シン
ポジウム（MIRU2013），（2013-8）

近藤 真暉，堀田 一弘：「動的輪郭モデルを用いた唇輪
郭の自動抽出と発話認識への応用」，電子情報通信
学会総合大会，学生ポスターセッション，（2013-3）

村田 英一

【学術論文】
Y.Neo，A.Koike，T.Fuj ino，H.Mimura，H.Murata，

T.Yoshida，T.Nishi and M.Nagao：“Electron Optical 

Properties of Microcolumn with Field Emitter”，Japanese 

Journal of Applied Physics Vol.52，pp.036603-1 -036603-

5，（2013-2）
A.Koike，Y.Neo，H.Mimura，H.Murata，T.Yoshida，

T.Nishi and M.Nagao：“Field Emitter Equipped With a 

Suppressor to Control Emission Angle”，IEEE Electron 

Device Lett.，Vol.34，pp.704 – 706，（2013-5）
【その他】

石神 宙愛，市來 康平，村田 英一，下山 宏：「境界電
荷法および境界磁荷法を用いた磁界重畳型対物レン
ズの解析」，日本顕微鏡学会 第 69 回学術講演会 21-

P15，（2013-5）
渡辺 和寛，江村 泰明，村田 英一，六田 英治，下山 

宏，安田 洋，原口 岳士：「ショットキー放出された
LaB6 電子銃の電子放出実験」，2013 年秋季＜第 74
回＞応用物理学会学術講演会 18a-A13-7，同講演予
稿集（CD-ROM），pp.07-091，（2013-9）

市來 康平，石神 宙愛，稲垣 亮祐，村田 英一，下山 宏：
「境界電荷法および境界磁荷法を用いた磁界重畳型
対物レンズの解析」，2013 年＜第 74 回＞応用物理
学会秋季学術講演会 16a-A13-4，同講演予稿集（CD-

ROM），pp.07-026，（2013-9）
根尾 陽一郎，小池 昭史，三村 秀典，村田 英一，西 孝，

吉田 知也，長尾 昌善：「多段ゲート型マイクロカラ
ムの開発」，2013 年＜第 74 回＞応用物理学会秋季
学術講演会 18a-A13-5，同講演予稿集（CD-ROM），
pp.07-089，（2013-9）

林 佑，鈴木 優介，岩田 達夫，永井 滋一，梶原 和夫，
畑 浩一，伊藤 慎太郎，村田 英一：「三次元境界電
荷法を用いたナノエミッタ先端の電界数値計算」，
2013 年秋季＜第 74 回＞応用物理学会学術講演会
19p-A12-1， 同 講 演 予 稿 集（CD-ROM），pp.07-072，

（2013-9）
稲垣 亮祐，村田 英一，下山 宏：「磁界重畳型対物レ

ンズを搭載した SEEM/PEEM 装置の分解能測定」，
平成 25 年度電気関係学会東海支部連合大会 G1-4，
同講演論文集（CD-ROM）G1-4，（2013-9）

石神 宙愛，村田 英一，下山 宏：「磁気飽和を考慮し
た境界磁荷法」，平成 25 年度電気関係学会東海支
部連合大会 G1-5，同講演論文集（CD-ROM）G1-5，

（2013-9）
村田 英一，下山 宏，根尾 陽一郎，三村 秀典，吉田 知也，

長尾 昌善：「静電レンズ一体型 Field Emitter Array の
電子軌道解析」，電子情報通信学会技術研究報告，
Vol.113，No.257（信学技法，ED2013），（2013-10）

安田 洋，原口 岳士，矢原 秀文，高畑 公二，下山 

宏，六田 英治，村田 英一：「電子線直接描画の高
スループット化実現のための多軸・多ビーム化技
術」，NanotechJapan Bulletin Vol.6，No.5，＜第 10 回＞，

（2013-10）
石神 宙愛，村田 英一，下山 宏：「磁気飽和を考慮し

た境界磁荷法の開発」，応用物理学会 SC 東海地区
学術講演会 2013 B7，同講演予稿集，p.27，（2013-11）

市來 康平，石神 宙愛，村田 英一，下山 宏：「境界電
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荷法および境界磁荷法を用いた磁界重畳型対物レン
ズの解析」，応用物理学会 SC 東海地区学術講演会
2013 B8，同講演予稿集，p.28，（2013-11）

稲垣 亮祐，村田 英一，下山 宏：「磁界重畳型対物レ
ンズを搭載した SEEM/PEEM 装置の分解能測定」，
応用物理学会 SC 東海地区学術講演会 2013 B9，同
講演予稿集，p.29，（2013-11）

須田 孝二，村田 英一，下山 宏：「電子銃加速空間に
おける電子間クーロン相互作用」，応用物理学会 SC

東海地区学術講演会 2013 P23，同講演予稿集，p.55，
（2013-11）

渡辺 和寛，江村 泰明，村田 英一，六田 英治，下山 宏，
安田 洋，原口 岳士：「ショットキー電子放出実験に
よる電子放出エミッタの幾何学的形状因子の決定」，
応用物理学会 SC 東海地区学術講演会 2013 P24，同
講演予稿集，p.56，（2013-11）

村本 裕二

【学術論文】
Takamasa Okumura，Yuji Muramoto and Noriyuki 

Shimizu：“Influence of DC Electric Field on Growth 

of Daikon Radish（Raphanus sativus） ”，IEEE 

Transaction on Dielectric and Electric Insulation，Vol.19 

，No.6，pp.2237-2244，（2012）
村本 裕二，竹本 和史，藤井 庸平，清水 教之：「低温

での電気二重層内のイオンの振る舞い」，低温工学，
48 巻，10 号，pp.517-521，（2013）

村本 裕二，藤井 庸平，清水 教之：「電気二重層内の
イオンの振る舞い−電気二重層の静電容量に及ぼす
充電電圧波形と冷却の影響−」，静電気学会誌，37
巻，6 号，（2013） ）

Takamasa Okumura，Yuji Muramoto and Noriyuki 

Shimizu：“Dependency of Arabidopsis thaliana growth 

on DC Electric Field Intensity”，IEEE Transaction on 

Dielectric and Electric Insulation，（2014）（掲載決定）
土屋 龍平・村本 裕二・清水 教之：「固化したアルコー

ル水溶液の交流絶縁破壊特性」，電気学会論文誌 A，
Vol.134，No.3，（2014）（掲載決定）

R.Tsuchiya，Y.Muramoto and N.Shimizu：“A.C.Breakdown 

Properties of Ice-Alcohol Mixed System”，2013 IEEE 

International Conference on Solid Dielectrics（2013 

ICSD，CFP13ICS-USB），POST-05：7，pp.533-536，June 

30th - July 4th，（2013）
Y.Muto，Y.Muramoto and N.Shimizu：“Dielectric Constant 

and Depolarization Current of Ice”，2013  IEEE 

International Conference on Solid Dielectrics（2013 

ICSD，CFP13ICS-USB），POST-05：8，pp.537-540，June 

30th - July 4th，（2013）
T.Okumura，Y.Muramoto and N.Shimizu：“Polarity E�ect 

on Growth Acceleration of Arabidopsis Thaliana by DC 

Electric Field “，2013 IEEE International Conference on 

Solid Dielectrics（2013 ICSD，CFP13ICS-USB），POST-

05：22，pp.591-594，June 30th - July 4th，（2013）
K.Tanabe，Y.Muramoto and N.Shimizu：“Effect of H2O 

Molecule on Electrical Tree Initiation Voltage of Silicone 

Rubber”，2013 IEEE International Conference on Solid 

Dielectrics（2013 ICSD CFP13ICS-USB），POST-07：8，
pp.760-763，June 30th - July 4th，（2013）

【その他】
村上 祐一，村本 裕二，清水 教之：「パルス間隔が高

電界パルスを用いた液体の殺菌に及ぼす影響」，平
成 25 年電気学会全国大会，No.1-165，（2013-3）

土屋 龍平，村本 裕二，清水 教之：「77K における氷
−プロパノール混合系の交流絶縁破壊特性」，平成
25 年電気学会全国大会，No.2-006，（2013-3）

武藤 佳子，村本 裕二，清水 教之：「氷エレクトレッ
トの電荷量」，平成 25 年電気学会全国大会，No.2-

022，（2013-3）
田邊 顕，村本 裕二，清水 教之：「シリコーンゴムの

電気トリー発生電圧に及ぼす H2O 分子の影響」，平
成 25 年電気学会全国大会，No.2-072，（2013-3）

奥村 賢直，村本 裕二，清水 教之：「直流電界がシロ
イヌナズナの成長に及ぼす影響−極性の効果−」，
平成 25 年電気学会全国大会，No.2-101，（2013-3）

山口 耕平，村本 裕二，清水 教之：「酸化チタンペー
スト内に存在する水が色素増感太陽電池の特性に与
える影響」，平成 25 年電気学会全国大会，No.7-050，

（2013-3）
奥村 賢直，村本 裕二，清水 教之：「負極性直流電界

がシロイヌナズナの成長に及ぼす効果」，2013 年電
気関係学会東海支部連合大会，No.D3-6，（2013-9）

村上 祐一，村本 裕二，清水 教之：「高電界パルスに
よる牛乳中の大腸菌の殺菌」，2013 年電気関係学会
東海支部連合大会，No.D3-7，（2013-9）

土屋 龍平，村本 裕二，清水 教之：「77K における氷− 1，
3- プロパンジオール混合系の交流絶縁破壊特性」，
2013 年電気関係学会東海支部連合大会，No.A3-8，

（2013-9）
山口 耕平，村本 裕二，清水 教之：「色素吸着量が色

素増感太陽電池の特性に及ぼす影響」，2013 年電気
関係学会東海支部連合大会，No.B4-4，（2013-9）

田邊 顕，村本 裕二，清水 教之：「シリコーンゴムの
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電気トリー発生に及ぼす油浸漬の影響」，2013 年電
気関係学会東海支部連合大会，No.A4-8，（2013-9）

武藤 佳子，村本 裕二，清水 教之：「氷エレクトレッ
トにおける電荷量とポーリング時間との関係」，
2013 年電気関係学会東海支部連合大会，No.A5-1，

（2013-9）
土屋 龍平，村本 裕二，清水 教之：「固化した炭素数

3 アルコール水溶液の交流絶縁破壊電圧」，第 44 回
電気電子絶縁材料システムシンポジウム，MVP-3，

（2013-11）

山﨑 初夫

【その他】
寺田 幸正，村上 広一，山﨑 初夫：「愛知県の高等学

校に対して行った教科「情報」に関するアンケート
−熱心度によるクラス分けと分析−」，情報処理学
会研究報告，Vol.2013-CE-119，No5，（2013-3）

宮部 公寛，小椋 有紀，山﨑 初夫，山田 宗男，山本 新，
中野 倫明：「高齢者の自動車運転時の認知機能の測
定方法」，自動車技術会 2013 年春季学術講演会前刷
集，No.33-13 運転者教育，175，（2013-5）

山﨑 初夫，村上 広一，寺田 幸正：「新入社員に必要
なコンピュータ知識や ICT 能力に関する研究−企
業へのアンケート調査による集計結果−」，教育シ
ステム情報学会第 38 回全国大会，pp.373-374，（2013-

9）
宮部 公寛，小椋 有記，山﨑 初夫，山田 宗男，山本 新，

中野 倫明：「自動車運転時の高齢者の認知機能測
定・評価法とシステムの一検討」，ヒューマンイン
タフェースシンポジウム 2013，対話発表（ポスター
発表），1514P，（2013-9）

宮部 公寛，小椋 有記，山﨑 初夫，山本 新，山田 宗男，
中野 倫明：「高齢者の日常生活に必要な認知機能の
測定方法の検討」，平成 25 年度電気関係学会東海支
部連合大会，情報システム・ネットワーク，Po1-28，

（2013-9）
槙田 喬介，岡本 幸大，鷲見 海王，山崎 初夫，中野 倫明，

山田 宗男：「スマートフォン搭載加速度センサによ
るながら歩行検出手法の検討」，平成 25 年度電気関
係学会東海支部連合大会，情報システム・ネットワー
ク，Po1-33（2013-9）

吉沢かおり，山﨑 初夫，村上 広一，寺田 幸正：「愛
知県の高校と大学 1 年生に対して行った教科「情報」
に関するアンケート分析」，平成 25 年度電気関係学
会東海支部連合大会，知能・人文社会科学，Pol.40，

（2013-9）

Y.Ogawa，H.Yamasaki，T.Nakano，S.Yamamoto and 

M.Yamada：“Verification on the Effect in Relieving 

Fatigue of the Driver by Component Content of 

Fragrance”，Proceedings of 2013 International Workshop 

on Smart Info-Media Systems in Asia（SISA2013），
Regular Session 2（RS2）：Wireless Systems & Intelligent 

Transport Systems（Poster Session），RS2-5，（2013-10）
Y.Okamoto，K.Sumi，K.Makita，T.Nakano，H.Yamasaki 

and M.Yamada：“An Examination of a Detection for 

Simultaneous Smartphone Operation”，Proceedings 

of 2013 International Workshop on Smart Info-Media 

Systems in Asia（SISA2013），Regular Session 2（RS2）：
Wireless Systems & Intelligent Transport Systems（Poster 

Session），RS2-7，（2013-10）
K.Miyabe，Y.Ogura，H.Yamasaki，M.Yamada，S.Yamamoto 

and T.Nakano：“Study on System for Measuring and 

Evaluating Elderly Cognitive Function while Driving”，
Proceedings of 2013 International Workshop on Smart 

Info-Media Systems in Asia（SISA2013），Regular 

Session 2（RS2）：Wireless Systems & Intelligent 

Transport Systems（Poster Session），RS2-8，（2013-10）
Y. O g aw a，H . Yam a s a k i，M . Kaw a s u m i，T. Na k an o，

S.Yamamoto and M.Yamada：“Veri�cation on the E�ect 

in Relieving Fatigue of The Driver by Fragrance that 

Stimulates the Serotonin Secretion”，Proceedings of 20th 

ITS World Congress TOKYO 2013（第 20 回 ITS 世界
会議 東京 2013），Technical/Scienti�c Sessions TS024 - 

Driver Detection System（1），3911，（2013-10）
K.Miyabe，Y.Ogura，H.Yamasaki，M.Yamada，S.Yamamoto 

and T.Nakano：“A Method for Quantitative Assessment 

of Elderly Cognitive Function While Driving”，
Proceedings of THE 20TH INTERNATIONAL DISPLAY 

WORKSHOPS（IDW’13），Poster VHFp2：Applied 

Vision and Human Factors，VHFp2–7，（2013-12）

山中 三四郎

【その他】
金子 紀明，林 優也，飯岡 大輔，山中 三四郎，大野 英之：
「低圧需要家用 SVC のリアクトル回路への通電試
験」，平成 25 年電気学会全国大会，6-247，（2013-3）

中川 一路，山中 三四郎，大野 英之：「住宅用太陽光
発電システムの簡易診断 ～％電力の検討～」，平成
25 年電気学会全国大会，7-053，（2013-3）

三宅 弘太郎，山中 三四郎，大野 英之：「AMeDAS を
利用した％電力量の推定誤差に関する検討」，平成
25 年電気学会全国大会，7-054，（2013-3）
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奥田 文彬，山中 三四郎，西戸 雄輝，小林 浩：「住宅
用 PV システムの出力低下診断に関する一考察Ⅱ−
日射強度と診断限界−」，平成 25 年電気学会全国大
会，7-055，（2013-3）

真田 英和，山中 三四郎，西戸 雄輝，小林 浩：「年間％
電力量の推定精度に関する研究」，平成 25 年電気学
会全国大会，7-056，（2013-3）

松井 隆晃，山中 三四郎，大野 英之：「ホットスポッ
トが発生したモジュールの I-V 特性」，平成 25 年電
気学会全国大会，7-057，（2013-3）

岩井 士郎，山中 三四郎，大野 英之：「分光日射分布
の短絡電流に及ぼす影響（その 2）−名城大学と沖
永良部島の比較−」，平成 25 年電気学会全国大会，
7-064，（2013-3）

小島 祥太，山中 三四郎，西戸 雄輝，小林 浩：「PCS 

の変換効率に関する一考察 2 - 変換効率のカーブ
フィッティング -」，平成 25 年電気学会全国大会，
7-066，（2013-3）

奥田 文彬，山中 三四郎，西戸 雄輝，小林 浩：「住宅
用 PV システムの出力低下診断に関する一考察Ⅲ−
日射計を用いた出力低下診断の課題−」，平成 25 年
電気学会電力・エネルギー部門大会，243，（2013-8）

松井 隆晃，山中 三四郎，大野 英之：「各種モジュー
ルに発生するホットスポットの調査」，平成 25 年電
気学会電力・エネルギー部門大会，246，（2013-8）

小島 祥太，山中 三四郎，西戸 雄輝，小林 浩：「PCS 

の変換効率に関する一考察 3 -PCS の性能と変換効
率の比較 -」，平成 25 年電気学会電力・エネルギー
部門大会，256，（2013-8）

岩井 士郎，山中 三四郎，大野 英之：「分光日射分布
が短絡電流に及ぼす影響（その 3）」，平成 25 年電気
学会電力・エネルギー部門大会，267，（2013-8）

真田 英和，山中 三四郎，西戸 雄輝，小林 浩：「％電
力を用いた陰による出力低下の判定方法に関する研
究」，2013 年電気設備学会全国大会 B-4，（2013-9）

金子 紀明，飯岡 大輔，山中 三四郎，大野 英之：「配
電損失削減を目的とした低圧需要家無効電力補償装
置の効率向上に関する検討」，2013 年電気設備学会
全国大会 P10，（2013-9）

真田 英和，山中 三四郎，西戸 雄輝，小林 浩：「％電
力量と発電電力量の相関性に関する一考察」，太陽
／風力エネルギー講演論文集，77，（2013-11）

松井 隆晃，山中 三四郎，大野 英之：「PV モジュール
に発生するホットスポットの経時変化（その 2）」，
太陽／風力エネルギー講演論文集，86，（2013-11）

小島 祥太，山中 三四郎，西戸 雄輝，小林 浩：「PCS

の性能評価に関する研究− 10 年間運転した PCS の
性能評価−」，太陽／風力エネルギー講演論文集，
101，（2013-11）

奥田 文彬，山中 三四郎，西戸 雄輝，小林 浩：「傾斜
面日射量の推定精度に関する研究−全国各地におけ
る傾斜面日射量推定の精度比較−」，太陽／風力エ
ネルギー講演論文集，135，（2013-11）

岩井 士郎，山中 三四郎，大野 英之：「分光放射照度
分布の影響を考慮した％電力量の補正−晴天指数を
用いた補正法の検討−」，太陽／風力エネルギー講
演論文集，136，（2013-11）
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赤堀 俊和

【学術論文】
赤堀 俊和：「熱処理による次世代航空機用α＋β型チ

タン合金（KS-Ti-9）のミクロ組織と機械的性質の変
化」，チタン，61，pp.61-67，（2013）

赤堀 俊和，大口 友里恵，服部 友一，安井 利明，福本 

昌宏，福井 壽男，新家 光雄：「摩擦攪拌プロセス
による生体用β型 Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr 合金の表面改
質層と機械的性質」，日本金属学会誌，77，pp.543-

549，（2013）
石倉 馨，服部 友一，赤堀 俊和，新家 光雄：「低コス

ト型生体用 Ti-Mn 系二元合金の力学的特性と生体
親和性」，日本金属学会誌，77，pp.253-258，（2013）

M.Nakai，M.Niinomi，J.Hieda，K.Cho，T.Akahori，
K.Hayashi，Y.Itsumi，S.Murakami and H.Oyama：“Tensile 

and Fatigue Properties of Carbon-Solute-Strengthened

（ α + β ）-Type Titanium Alloy Mechanism of Unique 

Hardening of Dental Ag-Pd-Au-Cu Alloys in Relation 

with Constitutional Phases”，Materials Transactions 54，
pp.169-175，（2013）

【その他】
大口 友里恵，赤堀 俊和，服部 友一，新家 光雄，仲井 

正昭：「表面改質処置を施したβ型チタン合金の力
学的特性と骨接触性」，社団法人 日本金属学会 2013
年春期講演大会，（2013）

大口 友里恵，赤堀 俊和，服部 友一，新家 光雄：「マ
イクロショットピーニングを施した生体用β型チタ
ン合金の力学的特性」，社団法人 日本金属学会 2013
年秋期講演大会，（2013）

安田 智弥，赤堀 俊和，福井 壽男：「Cu/Ag 比の異な
る歯科用低カラット貴金属合金のミクロ組織と機械
的強度」，社団法人 日本金属学会 2013 年春期講演
大会，（2013）

安田 智弥，赤堀 俊和，福井 壽男，椙村豊彦：「Cu/Ag

比の異なる歯科用低カラット貴金属合金のミクロ組
織と機械的強度」，一般社団法人 日本歯科理工学会 

第 62 回日本歯科理工学会術講演，（2013）
服部 友一，石倉 馨，赤堀 俊和，仲井 正昭，新家 光雄：
「動物実験による Ti-12Mn，Ti-12Cr の生体親和性」，
インプラントデバイス構築に向けた金属系バイオマ
テリアルの研究開発の最前線，東北大学金属材料研
究所共同研究ワークショップ・日本バイオマテリア
ル学会東北地域講演会，（2013）

K.Mizuno，T.Hattori，T.Akahori，M.Niinomi and K.Tsuge：
“Biocompatibility of Newly Developed Metastable Beta 

Type Ti-15Fe-3Nb-3Zr for Biomedical Applications”，
ESB2013 Spain，September 8-13，CD-ROM，（2013）

K.Mizuno，T.Hattori，T.Akahori，M.Niinomi and K.Tsuge：
“Biocompatibility of Newly Developed Metastable Beta 

Type Ti-15Fe-3Nb-3Zr for Biomedical Applications”，
ESB2013 Spain，September 8-13，CD-ROM，（2013）

A.Ito，K.Ishikura，T.Hattori，T.Akahori and M.Niinomi：
“Biocompatibility and Mn Element Release of Newly 

Developed Ti-Mn System Alloy”，ESB2013 Spain，
September 8-13，CD-ROM，（2013）

Y.Kato，T.Hattori，T.Akahori and M.Niinomi：“Mechanical 

Properties and Biocompatibility of TNTZ Reinforced 

by TiB”，ESB2013 Spain，September 8-13，CD-ROM，
（2013）

T.Yasuda，T.Akahori，T.Hattori and H.Fukui：“Effect of 

Solution Treatment on Microstructure and Mechanical 

Strength of Dental Silver Alloy Cast at Various Cooling 

Rates”，ESB2013 Spain，September 8-13，CD-ROM，
（2013）

Y.Oguchi，T.Akahori，T.Hattori，H.Fukui and M.Niinomi：
“Mechanical Properties and Bone Contact Characteristics 

of Beta-Type Ti Alloy Subjected to Surface Modi�cation”，
ESB2013 Spain，September 8-13，CD-ROM，（2013）

安藤 義則

【学術論文】
Y.Chen，H.Zhao，L.Sheng，L.Yu，K.An，J.Xu，Y.Ando and 

X.Zhao：“Mass-production of highly- crystalline few-

layer graphene sheets by arc discharge in various H2–inert 

gas mixtures”，Chem.Phys.Letters，538，pp.72-76，
（2012）

X.Ma，L.Luo，L.Zhu，L.Yu，L.Sheng，K.An，Y.Ando and 

X.Zhao：“Pt-Fe catalyst nanoparticles supported on 

single-wall carbon nanotubes：Direct synthesis and 

electrochemical performance for methanol oxidation”，
J.Power Sources，241，pp.274-280，（2013）

鈴木 智子，井上 栄，坪井 大樹，安藤 義則：「カーボ
ンナノチューブ／ポリアミド 6 複合材の機械的特
性」，名城大学総合学術研究論文集 12，pp.105-110，

（2013）
【その他】

材料機能工学科
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T.Suzuki，S.Inoue，D.Tsuboi，K.Nojima，A.Tsuchimoto 

and Y.Ando：“Development of PA6 – carbon nanotube 

composite for mechanical application”，ISPlasma 2013，
Nagoya，P1085C，（2013-1）
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S.Kamiyama，I.Akasaki，T.Sugiyama，H.Amano，M.Imade 

and Y.Mori：“MOVPE growth of nonpolar a-plane GaN 
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strain relaxation process in GaInN/GaN heterostructure 
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Hiroshi Amano：“Concentrating Properties of Nitride-

Based Solar Cells Using Di�erent Electrodes”，Jpn.J.Appl.
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M.Kaga，T.Morita，Y.Kuwano，K.Yamashita，K.Yagi，
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“ Inves t igat ions  of  Pol ar i zat ion-Induce d  Hole 
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T.Takeuchi，M.Iwaya and I.Akasaki：“Influence of 
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K.Naniwae，M.Mori，T.Kondo，A.Suzuki，T.Kitano，
S.Kamiyama，M.Iwaya，T.Takeuchi and I.Akasaki：

“Introduction of the Moth-eye patterned sapphire 
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（2013.2.2-8）
K.Hayashi，K.Matsui，T.Morita，T.Suzuki，T.Takeuchi，

S.Kamiyama，M.Iwaya and I.Akasaki：“Direct Evidence 

of Electron Overflow by Monitoring Emissions from 

Second Active Region in Nitride-Based Blue LEDs”，
Conference on LED and Its Industrial Application’13，
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T.Morita，M.Kaga，Y.Kuwano，K.Matsui，M.Watanabe，
T.Takeuchi，S.Kamiyama，M.Iwaya and I.Akasaki：

“Nitride-Based p-Side Down LEDs on Tunnel Junction”，
Conference on LED and Its Industrial Application’13，
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“Observation of GaInN/GaN Superlattice Structures by 
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“Threshold Power Density Reduction in AlGaN/
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M.Iwaya，S.Kondo，S.Yamamoto，M.Mori，Y.Kurokawa，
T.Takeuchi，S.Kamiyama，I.Akasaki and H.Amano：
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GaInN-based solar cells”，Asia-Pacific Workshop on 

Widegap Semiconductors 2013，Tamsui，New Taipei 

City，Taiwan，（2013.5.12-15）
D.Minamikawa，M.Kaga，Y.Kuwano，T.Morita，T.Takeuchi，



名城大学理工学部研究報告 No.54 2014

175
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dependence in nitride semiconductor-based tunnel 

junctions”，Asia-Pacif ic  Workshop on Widegap 

Semiconductors 2013，Tamsui，New Taipei City，
Taiwan，（2013.5.12-15）

M.Iwaya，M.Ishiguro，M.Mizuno，K.Ikeda，T.Takeuchi，
S.Kamiyama and I.Akasaki：“High sensitivity group 

III nitride semiconductor based heterostructure field 
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T.Yamamoto，D.Iida，Y.Kondo，M.Sowa，S.Umeda，
M.Iwaya，T.Takeuchi，S.Kamiyama and I.Akasaki：“In 
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M.Iwaya，T.Yamamoto，D.Iida，Y.Kondo，M.Sowa，
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M.Iwaya，Y.Kurokawa，Y.Katsu，T.Yamamoto，T.Takeuchi，
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T.Suzuki，H.Sasajima，Y.Matsubara，Y.Kozuka，T.Takeuchi，
S.Karniyama，M.Iwaya and I.Akasaki：“GaN Sb Alloys 

Grown by Low Temperature Metalorganie Vapor Phase 

Epitaxy”，10th International Conference of Nitride 

Semiconductors，Washington DC，USA，（2013.8.25-30）
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T.Yamamoto，D.Iida，Y.Kondo，M.Sowa，S.Umeda，
M.Iwaya，T.Takeuchi，S.Kamiyama and I.Akasaki：

“In situ X-ray diffraction monitoring of GaInN/GaN 
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30）
小﨑 桂矢，近藤 真一郎，土屋 貴義，岩谷 素顕，上山 智，

竹内 哲也，赤﨑 勇：「ナノ ELO による m 面 GaInN 

厚膜の検討」，第 60 回応用物理学会春季学術講演会，
神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

小塚 祐吾，鈴木 智行，森田 隆敏，竹内 哲也，上山 智，
岩谷 素顕，赤﨑 勇：「MOVPE 法による AlInN 高速
成長の影響」，第 60 回応用物理学会春季学術講演会，
神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

山本 泰司，飯田 大輔，近藤 保成，曽和 美保子，岩谷 

素顕，竹内 哲也，上山 智，赤崎 勇：「MOVPE によ
り作製した GaInN/GaN 超格子構造のその場観察 X 

線回折法による評価」，第 60 回応用物理学会春季学
術講演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

飯 田 大 輔，Yuntian Chen，Yiyu Ou，Ahmed Fadil，Oleksii 

Kopylov，岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，赤﨑 勇，
Haiyan Ou：「表面プラズモンカップリングを利用し
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た GaInN/GaN 量子井戸の評価」，第 60 回応用物理
学会春季学術講演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-

30）
石黒 真未，池田 和弥，水野 正隆，岩谷 素顕，上山 智，

竹内 哲也，赤崎 勇：「窒化物半導体 HFET 型光セン
サー構造の最適化」，第 60 回応用物理学会春季学術
講演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

黒川 泰視，近藤 真一郎，山本 翔太，森 美貴子，岩谷 

素顕，竹内 哲也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「GaInN 

超格子構造最適化による窒化物半導体太陽電池の高
性能化」，第 60 回応用物理学会春季学術講演会，神
奈川工科大学，（2013.3.26-30）

中嶋 翼，竹田 健一郎，新里 紘史，岩谷 素顕，上山 智，
竹内 哲也，赤﨑 勇，天野 浩：「350nm 紫外 LED の
光取り出し効率の向上」，第 60 回応用物理学会春季
学術講演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

土屋 貴義，梅田 慎也，曽和 美保子，河合 俊介，近藤 

俊行，北野 司，森 みどり，鈴木 敦志，赤﨑 勇，関
根 均，難波江 宏一，岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智：

「モスアイ加工サファイア基板による LED の光取り
出し効率の改善」，第 60 回応用物理学会春季学術講
演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

林 健人，松井 健城，森田 隆敏，鈴木 智行，竹内 哲也，
上山 智，岩谷 素顕，赤﨑 勇：「電子ブロック層上
活性層による電子オーバーフローの直接観測」，第
60 回応用物理学会春季学術講演会，神奈川工科大
学，（2013.3.26-30）

桑野 侑香，加賀 充，森田 隆敏，山下 浩司，南川 大
智，竹内 哲也，岩谷 素顕，上山 智，赤﨑 勇：「横
方向 p 型活性化における雰囲気ガス依存性」，第 60
回応用物理学会春季学術講演会，神奈川工科大学，

（2013.3.26-30）
松井 健城，山下 浩司，加賀 充，森田 隆敏，鈴木 智行，

竹内 哲也，上山 智，岩谷 素顕，赤﨑 勇：「窒化物
半導体二波長発光ダイオードにおける発光強度比の
安定性」，第 60 回応用物理学会春季学術講演会，神
奈川工科大学，（2013.3.26-30）

竹内 哲也，岩谷 素顕，上山 智，赤﨑 勇：「窒化物
半導体における分極の影響と発光素子への応用」，
第 5 回 窒化物半導体結晶成長講演会，大阪大学，

（2013.6.21-22）
山田 知明，松原 由布子，新里 紘史，竹田 健一郎，岩

谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，赤崎 勇，天野 浩：「端
面コーティングによる光励起 DUV レーザの閾値励
起強度密度低減について」，第 5 回 窒化物半導体結
晶成長講演会，大阪大学，（2013.6.21-22）

松原 由布子，山田 知明，中嶋 翼，竹田 健一郎，岩谷 

素顕，竹内 哲也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「AlGaN/

AlN 多重量子井戸の誘導放出における転位密度依存
性」，第5回 窒化物半導体結晶成長講演会，大阪大学，

（2013.6.21-22）
黒川 泰視，近藤 真一郎，山本 翔太，森 美貴子，岩谷 

素顕，竹内 哲也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「GaInN

における InN 組成揺らぎの改善による窒化物太陽
電池の高効率化」，第 5 回 窒化物半導体結晶成長講
演会，大阪大学，（2013.6.21-22）

山本 泰司，飯田 大輔，近藤 保成，曽和 美保子，梅田 

慎也，岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，赤崎 勇：「そ
の場観察 X 線回折法による GaInN/GaN 超格子構造
の評価」，第 5 回 窒化物半導体結晶成長講演会，大
阪大学，（2013.6.21-22）

飯 田 大 輔，Yuntian Chen，Yiyu Ou，Ahmed Fadil，Oleksii 

Kopylov，岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，赤﨑 勇，
Haiyan Ou：「表面プラズモンカップリングを利用し
た緑色 LED の内部量子効率の向上」，第 5 回 窒化
物半導体結晶成長講演会，大阪大学，（2013.6.21-22）

中島 啓介，渡邉 雅大，加賀 充，鈴木 智行，南川 大
智，竹内 哲也，上山 智，岩谷 素顕，赤崎 勇：「ト
ンネル接合を有する青色マイクロ LED の電流電圧
特性」，第 5 回 窒化物半導体結晶成長講演会，大阪
大学，（2013.6.21-22）

笹島 浩希，鈴木 智行，松原 由布子，竹内 哲也，上山 

智，岩谷 素顕，赤崎 勇：「新規 GaNSb 混晶の作製
と GaSb モル分率成長温度依存性」，第 5 回 窒化物
半導体結晶成長講演会，大阪大学，（2013.6.21-22）

黒川 泰視，合田 智美，加賀 充，岩谷 素顕，竹内 哲
也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「トンネル接合を
活用した窒化物半導体多接合太陽電池の作製」，第
74 回応用物理学会秋季学術講演会，同志社大学，

（2013.9.15-20）
笹島 浩希，鈴木 智行，松原 由布子，竹内 哲也，上山 

智，岩谷 素顕，赤﨑 勇：「GaNSb 混晶 GaSb モル分
率の Sb/N 比依存性」，第 74 回応用物理学会秋季学
術講演会，同志社大学，（2013.9.15-20）

小塚 祐吾，安田 俊輝，鈴木 智行，竹内 哲也，上山 智，
岩谷 素顕，赤﨑 勇：「MOVPE 法による AlInN の高
速成長」，第 74 回応用物理学会秋季学術講演会，同
志社大学，（2013.9.15-20）

中島 啓介，渡邉 雅大，加賀 充，鈴木 智行，南川 大
智，竹内 哲也，上山 智，岩谷 素顕，赤﨑 勇：「青
色面発光レーザに向けた電流狭窄構造の検討」，第
74 回応用物理学会秋季学術講演会，同志社大学，
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（2013.9.15-20）
石黒 真未，池田 和弥，水野 正隆，村瀬 卓弥，岩谷 素顕，

上山 智，赤崎 勇：「窒化物半導体を用いた HFET 型
光センサーの暗電流検討」，第 74 回応用物理学会秋
季学術講演会，同志社大学，（2013.9.15-20）

山田 知明，松原 由布子，竹田 健一郎，岩谷 素顕，竹
内 哲也，上山 智，赤崎 勇，天野 浩：「VSL 法を用
いた AlGaN/AlN 多重量子井戸の光学利得測定」，第
74 回応用物理学会秋季学術講演会，同志社大学，

（2013.9.15-20）
松原 由布子，山田 知明，竹田 健一郎，岩谷 素顕，竹

内 哲也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「AlGaN/AlN

多重量子井戸の光学利得の転位密度依存性」，第
74 回応用物理学会秋季学術講演会，同志社大学，

（2013.9.15-20）
竹内 哲也，岩谷 素顕，上山 智，赤﨑 勇：「オーバー

フロー抑制に向けた np 接合 GaInN-LED」，日本学
術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第
162 委員会 第 86 回研究会，名古屋，（2013.10.10）

畔柳 有孝，前田 智彦，赤澤 絵理，江間 伸明，寺前 文晴，
藤元 直樹，難波江 宏一，上山 智，竹内 哲也，岩谷 

素顕，赤﨑 勇：「近接昇華法による SiC 結晶のドー
ピング濃度均一化に関する検討」，第 43 回結晶成長
国内会議，長野，（2013.11.6-8）

笹島 浩希，鈴木 智行，松原 由布子，竹内 哲也，上山 

智，岩谷 素顕，赤崎 勇：「新規 GaNSb 混晶の作製
及び高 GaSb モル分率に向けた検討」，第 43 回結晶
成長国内会議，長野，（2013.11.6-8）

小塚 祐吾，安田 俊輝，鈴木 智行，竹内 哲也，上山 智，
岩谷 素顕，赤﨑 勇：「AlInN の高速成長に関する研
究」，第 43 回結晶成長国内会議，長野，（2013.11.6-8）

小﨑 桂矢，近藤 真一郎，梅田 慎也，岩谷 素顕，竹内 

哲也，上山 智，赤﨑 勇：「細線加工 m 面 GaN 基板
上への GaInN 成長」，第五回薄膜太陽電池セミナー
プログラム，名古屋大学，（2013.11.14-15）

山本 泰司，飯田 大輔，近藤 保成，曽和 美保子，梅田 

慎也，松原大幸，岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，
赤﨑 勇：「in-situX 線を用いた GaInN/GaN 薄膜超格
子構造の観察」，第五回薄膜太陽電池セミナープロ
グラム，名古屋大学，（2013.11.14-15）

合田 智美，黒川 泰視，森田 隆敏，岩谷 素顕，竹内 

哲也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「トンネル接合
を用いた III 族窒化物半導体多接合型太陽電池」，応
用物理学会 SC 東海地区学術講演会 2013，名古屋大
学，（2013.11.16）

曽和 美保子，北野 司，近藤 俊行，森 みどり，鈴木 敦志，

難波江 宏一，上山 智，岩谷 素顕，竹内 哲也，赤﨑 

勇：「モスアイ加工サファイア基板を用いた窒化物
系 LED の性能向上検討」，応用物理学会 SC 東海地
区学術講演会 2013，名古屋大学，（2013.11.16）

黒川 泰視，合田 智美，加賀 充，岩谷 素顕，竹内 哲
也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「トンネル接合
を用いた多接合窒化物半導体の検討」，電子情報
通信学会（ED，CPM，LQE 合同研究会），大阪大学，

（2013.11.28-29）
中嶋 翼，竹田 健一郎，岩谷 素顕，上山 智，竹内 哲

也，赤﨑 勇，天野 浩：「350nm 紫外 LED 光取り出
し効率改善に関する研究」，電子情報通信学会（ED，
CPM，LQE 合同研究会），大阪大学，（2013.11.28-29）

宇佐美 初彦

【その他】
古橋 幸太，佐藤 広樹，宇佐美 初彦：「転がり疲労特

性改善のため微粒子ピーニング適用可能性」，日本
機械学会北陸信越支部学生会 第 42 回学生員卒業研
究発表講演会講演論文集，0702，CD-ROM，（2013-3）

戸谷 仁史，吉田 慧一，周 克儒，宇佐美 初彦：「加工
硬化を考慮した炭素鋼のエロージョン特性」，日本
機械学会北陸信越支部学生会 第 42 回学生員卒業研
究発表講演会講演論文集，0703，CD-ROM，（2013-3）

堀場 有真，谷澤 和紀，宇佐美 初彦：「微細硫化物を
分散させた銅合金基焼結体の潤滑摩擦特性に及ぼす
テクスチャと固体潤滑剤分散の効果」，日本機械学
会北陸信越支部学生会 第 42 回学生員卒業研究発表
講演会講演論文集，0715，CD-ROM，（2013-3）

佐藤 知広，宮本 武明，平井 良政，堀場 有真，宇佐美 

初彦：「銅合金基焼結体の摩擦特性に及ぼすテクス
チャの効果」，トライボロジー会議 2013 春 東京予
稿集 F17，CD-ROM，（2013-5）

谷澤 和紀，佐藤 知広，宮本 武明，平井 良政，宇佐美 

初彦：「微細硫化物分散銅合金の摩擦特性に及ぼす
組織構造の影響」，トライボロジー会議 2013 春 東
京予稿集 F17，CD-ROM，（2013-5）

T.Sato，Y.Hirai，T.Fukui，K.Tanizawa and H.Usami：
“Tribological  Properties of Copper based Alloy 

Journal Bearing”，Proceedings of The 5th International 

Conference on Manufacturing，Machine Design and 

Tribology，C01-3，pp.28-29，Busan，Korea，（2013-5）
戸谷 仁史（名城大），榎本 和城，宇佐美 初彦，周克儒：
「炭素鋼の微粒子ピーニングにおけるエロージョン
特性」，日本機械学会 2013 年度年次大会講演論文集
S111011， CD-ROM，（2013-9）
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Tomohiro Sato，Yoshimasa Hirai，Takehisa Fukui，Yuma 

Horiba，Kazuki Tanizawa and Hatsuhiko Usami：
“Tribological Properties of Textured Copper Alloy 

Surface Containing Micro Sized Sulfide Phase”，The 5th 

World Tribology Congress，1262，WTC2013 Torino，
Italy CD-ROM，（2013-9）

宇佐美 初彦：「セラミックスのエロージョン」，セラ
ミックス，48，9，pp.707-711，（2013）

堀場 有真，秋田 秀樹，小林 修一，宇佐美 初彦：「二
硫化モリブデンが表面複後処理された金属材料の摩
擦特性評価」，日本設計工学会平成 25 年度秋季研究
発表講演会 講演論文集，B05，CD-ROM，（2013-10）

古橋 幸太，宇佐美 初彦：「スラスト針状ころ軸受の摩
擦低減に関する表面テクスチャの効果」，日本設計
工学会平成25年度秋季研究発表講演会 講演論文集， 

B11，CD-ROM，（2013-10）
佐藤 広樹，宇佐美 初彦：「ローラーバニシングされた

SUJ2 表面の転がり疲労特性」，トライボロジー会議
2013 秋 福岡予稿集，E2，CD-ROM，（2013-10）

古橋 幸太，宇佐美 初彦：「表面改質処理された針状ス
ラストころ軸受の摩擦特性」，トライボロジー会議
2013 秋 福岡予稿集，E3，CD-ROM，（2013-10）

谷澤 和紀，宇佐美 初彦，佐藤 知広，宮本 武明，平
井 良政：「銅合金基ジャーナル軸受の摩擦特性に及
ぼす微細硫化物分散の効果」，トライボロジー会議
2013 秋 福岡予稿集，C10，CD-ROM，（2013-10）

堀場 有真，宇佐美 初彦，秋田 秀樹，小林 修一：「二
硫化モリブデンが圧入されたアルミニウム合金の摩
擦特性」，トライボロジー会議 2013 秋 福岡予稿集， 

C11，CD-ROM，（2013-10）
石黒 智大，石田 規貴，宇佐美 初彦：「ジャーナル軸

受の摩擦安定化に関するローラーバニシングの適用
可能性」，トライボロジー会議 2013 秋 福岡予稿集， 

C15，CD-ROM，（2013-10）
岡島 怜史，宇佐美 初彦：「炭素鋼の乾燥摩擦特性に及

ぼす酸化鉄分散の効果」，トライボロジー会議 2013
秋 福岡予稿集，C16，CD-ROM，（2013-10）

戸谷 仁史，周克儒，宇佐美 初彦：「微細球状粒子投射
における炭素鋼のエロージョン」，トライボロジー
会議 2013 秋 福岡予稿集 C27，CD-ROM（2013-10）

斉藤 岬，宇佐美 初彦：「異方性脆性材料のき裂進展経
路制御に関する微粒子ピーニングの適用可能性」，
トライボロジー会議 2013 秋 福岡予稿集，C28，CD-

ROM，（2013-10）
佐藤 知広，平井 良政，堀場 有真，宇佐美 初彦：「硫

化物が圧入されたクロム軸受鋼の摩擦特性」，トラ

イボロジー会議 2013 秋 福岡予稿集，F26，CD-ROM，
（2013-10）

平井 良政，佐藤 知広，堀場 有真，宇佐美 初彦：「銅
合金の摩擦特性に及ぼす微粒子ピーニング条件の影
響」，トライボロジー会議 2013 秋 福岡予稿集，F27，
CD-ROM，（2013-10）

山本 康博，岩井 善郎，木幡 護，宇佐美 初彦：「超硬
合金のエロージョン特性」，日本機械学会第 21 回機
械材料・材料加工部門講演会 M&P2013 講演論文集， 

802，CD-ROM，（2013-11）
平井 良政，佐藤 知広，福井 武久，谷澤 和紀，宇佐

美 初彦：「銅合金基ジャーナル軸受の摩擦特性に及
ぼす微細硫化物の影響」，日本機械学会第 21 回機械
材料・材料加工部門講演会 M&P2013 講演論文集，
805，CD-ROM，（2013-11）

佐藤 知広，平井 良政，福井 武久，山田 健斗，宇佐美 

初彦：「硫化物が分散された SUJ2 の摩擦特性」，日
本機械学会第 21 回機械材料・材料加工部門講演会 

M&P2013 講演論文集，806，CD-ROM，（2013-11）

榎本 和城

【著書】
榎本 和城：「CNT を強化フィラーとした熱可塑性樹脂

複合材料の成形と熱伝導特性」，『自動車材料の樹脂
化による車体軽量化』技術情報協会 編，執筆者 全
108 名，第 2 章第 6 節，技術情報協会，（2013-2）

【その他】
榎本 和城：「（解説）ナノカーボン添加樹脂系複合材

料のトライボロジー特性」，成形加工，Vol.25，No.10，
pp.68-72，（2013-2）

榎本 和城，吉川茂希：「ナノカーボン /PTFE 複合膜
のトライボロジー特性」，プラスチック成形加工学
会，第 24 回年次大会（成形加工’13）講演予稿集， 

pp.109-110，（2013-5）
K.Enomoto，S.Yoshikawa and M.Hirabayashi：“Tribological 

Properties of PTFE Composite Films Filled with Carbon 

Nanofiber”，Proceedings of the Polymer Processing 

Society 29th Annual Meeting（USB-Memory），S09-

118，（2013-7）
K.Enomoto and K.Hishikawa：“Effect of dispersion state 

on electrical properties of CNF filled PTFE composite 

�lm”，Extended Abstracts of 6th Intenational Conference 

on Carbon NanoParticle Based Composites，（USB-

Memory，ISBN：978-3-9816007-0-4），P32，（2013-9）
土井 恵介，榎本 和城：「カーボンナノファイバー添加

樹脂系複合材料のトライボロジー特性」，プラスチッ
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ク成形加工学会，第 21 回秋季大会（成形加工シンポ
ジア’13） 講演予稿集，pp.291-292，（2013-11）

鈴本 洋平，榎本 和城：「カーボンナノファイバー添加
ひまし油由来ポリアミド 11 の機械的特性」，プラス
チック成形加工学会第 21 回秋季大会（成形加工シン
ポジア’13） 講演予稿集，pp.95-96，（2013-11）

上山 智

【学術論文】
S.Kamiyama，M.Iwaya，T.Takeuchi，I.Akasaki，R.Yakimova 

and M.Syväjärvi：“White light-emitting diode based on 

fluorescent SiC”，Thin Solid Films，Vol.522，pp.23-25，
（2012）

Y.Isobe，H.Ikki，T.Sakakibara，M.Iwaya，T.Takeuchi，
S.Kamiyama，I .Akasaki，T.Sugiyama，H.Amano，
Mamoru Imade and Yusuke Mori：“MOVPE growth of 

nonpolar a-plane GaN with low oxygen contamination 

and specular surface on a freestanding GaN substrate”，
Journal of Crystal Growth，Vol.351，pp.126-130，（2012）

D.Iida，M.Sowa，Y.Kondo，D.Tanaka，M.Iwaya，T.Takeuchi，
S.Kamiyama and I.Akasaki：“In situ X-ray diffraction 

monitoring during metalorganic vapor phase epitaxy 

growth of low-temperature-GaN bu�er layer”，Journal of 

Crystal Growth，Vol.361，pp.1-4，（2012） 

M.Ishiguro，K.Ikeda，M.Mizuno，M.Iwaya，T.Takeuchi，
S.Kamiyama and I.Akasaki：“Nitride-based hetero-�eld-

effect transistor-type photosensors with extremely high 

photosensitivity”，Physica Status Solidi，RRL 7，pp.215–

217，（2013） 

D. Iida，Y.Kondo，M.S owa，T.Sugiyama，M.Iwaya，
T.Takeuchi，S.Kamiyama and I.Akasaki：“Analysis of 

strain relaxation process in GaInN/GaN heterostructure 

by in s itu X-ray dif f ract ion monitoring during 

metalorganic vapor-phase epitaxial growth”，Physica 

Status Solidi，RRL 7，pp.211–214，（2013）
T.Suzuki，M.Kaga，K.Naniwae，T.Kitano，K.Hirano，

T.Takeuchi，S.Kamiyama，M.Iwaya and I.Akasaki：
“Trench-Shaped Defects on AlGaInN Quantum Wells 

Grown under Different Growth Pressures”，Jpn.J.Appl.

Phys.，Vol.52，08JB27，（2013）
M.Ishiguro，K.Ikeda，M.Mizuno，M.Iwaya，T.Takeuchi，

S.Kamiyama and I.Akasaki：“Control of the Detection 

Wavelength in AlGaN/GaN-Based Hetero-Field-Effect-

Transistor Photosensors”，Jpn.J.Appl.Phys.，Vol.52，
08JF02，（2013）

K.Matsui，K.Yamashita，M.Kaga，T.Morita，T.Suzuki，

T.Takeuch，S.Kamiyama，M.Iwaya and I.Akasaki：
“Carrier Injections in Nitride-Based Light Emitting 

Diodes Including Two Active Regions with Mg-Doped 

Intermediate Layers”，Jpn.J.Appl.Phys.，Vol.52，08JG02，
（2013） 

T. Na k a s h i m a，K . Ta k e d a，H . S h i n z a t o，M . Iw ay a，
S.Kamiyama，T.Takeuchi，I.Akasaki and Hiroshi Amano：

“Combination of Indium–Tin Oxide and SiO2/AlN 

Dielectric Multilayer Re�ective Electrodes for Ultraviolet-

Light-Emitting Diodes”，Jpn.J.Appl.Phys.，Vol.52，
08JG07，（2013） 

M.Mori，S.Kondo，S.Yamamoto，T.Nakao，M.Iwaya，
T.Takeuchi，S.Kamiyama，I.Akasaki and H.Amano：

“Concentrating Properties of Nitride-Based Solar Cells 

Using Different Electrodes”，Jpn.J.Appl.Phys.，Vol.52，
08JH02，（2013） 

M.Kaga，T.Morita，Y.Kuwano，K.Yamashita，K.Yagi，
M.Iwaya，T.Takeuchi，S.Kamiyama and I.Akasaki：

“GaInN-Based Tunnel Junctions in n–p–n Light Emitting 

Diodes”，Jpn.J.Appl.Phys.，Vol.52，08JH07，（2013） 

T.Yasuda，K.Yagi，T.Suzuki，T.Nakashima，M.Watanabe，
T.Takeuchi，M.Iwaya，S.Kamiyama and I.Akasaki：

“ Inves t igat ions  of  Pol ar i zat ion-Induce d  Hole 

Accumulations and Vertical Hole Conductions in GaN/

AlGaN Heterostructures”，Jpn.J.Appl.Phys.，Vol.52，
08JJ05，（2013） 

K.Aoyama，A.Suzuki，T.Kitano，S.Kamiyama，T.Takeuchi，
M.Iwaya  and I .Akasaki：“Study on Ef f ic ienc y 

Component Estimation of 405 nm Light Emitting Diodes 

from Electroluminescence and Photoluminescence 

Intensities”，Jpn.J.Appl.Phys.，Vol.52，08JL16，（2013） 

Y.Kuwano，M.Kaga，T.Morita，K.Yamashita，K.Yagi，
M.Iwaya，T.Takeuchi，S.Kamiyama and I.Akasaki：

“Lateral hydrogen diffusion at p-GaN layers in nitride-

based light emitting diodes with tunnel junctions”，Jpn.

J.Appl.Phys.，Vol.52，08JK12，（2013）
【その他】

M.Iwaya，D.Iida，M.Sowa，Y.Kondo，D.Tanaka，T.Takeuchi，
S.Kamiyama and I.Akasaki：“Observation of group 

III nitride semiconductors by in situ X-ray diffraction 

monitoring during metalorganic vapor phase epitaxy 

growth”，2012 Collaborative Conference on Crystal 

Growth，Orland，FL，USA，（2012.12.11-14）
M.Ishiguro，K.Ikeda，M.Mizuno，M.Iwaya，T.Takeuchi，

S.Kamiyama and I.Akasaki：“High-sensitivity HFET 

type photosensors with a p-GaInN gate”，SPIE Photonic 



名城大学理工学部研究報告 No.54 2014

181

west 2013，San Francisco，USA，（2013.2.2-8）
K.Aoyama，A.Suzuki，T.Kitano，N.Sone，S.Kamiyama，

T.Takeuchi，M.Iwaya and I.Akasaki：“Influence of 

growth interruption on performance of nitride-based 

blue LED”，SPIE Photonic west 2013，San Francisco，
USA，（2013.2.2-8）

K.Naniwae，M.Mori，T.Kondo，A.Suzuki，T.Kitano，
S.Kamiyama，M.Iwaya，T.Takeuchi and I.Akasaki：

“Introduction of the Moth-eye patterned sapphire 

substrate technology for cost e�ective high-performance 

LED”，SPIE Photonic west 2013，San Francisco，USA，
（2013.2.2-8）

T.Tsuchiya，S.Umeda，M.Iwaya，T.Takeuchi，S.Kamiyama，
I.Akasaki，T.Kondo，T.Kitano，M.Mori，A.Suzuki，
Fumiharu Teramae and Hitoshi Sekine：“Fabrication 

of moth-eye patterned sapphire substrate（MPSS） 

and influence of height of corns on the performance of 

blue LEDs on MPSS”，SPIE Photonic west 2013，San 

Francisco，USA，（2013.2.2-8）
S .Mizut an i，S .Na kash ima，M.Iwaya，T.Ta keuchi，

S.Kamiyama，I.Akasaki，T.Kondo，F.Teramae，A.Suzuki，
T.Kitano，M.Mori and M.Matsubara：“Performance of 

nitride-based light emitting diodes using an Indium-zinc-

oxide transparent electrode with moth-eye structure”，
SPIE Photonic west  2013，San Francisco，USA，

（2013.2.2-8）
K.Hayashi，K.Matsui，T.Morita，T.Suzuki，T.Takeuchi，

S.Kamiyama，M.Iwaya and I.Akasaki：“Direct Evidence 

of Electron Overflow by Monitoring Emissions from 

Second Active Region in Nitride-Based Blue LEDs”，
Conference on LED and Its Industrial Application’13，
Paci�co Yokohama，Yokohama，Japan，（2013.4.23-25）

T.Morita，M.Kaga，Y.Kuwano，K.Matsui，M.Watanabe，
T.Takeuchi，S.Kamiyama，M.Iwaya and I.Akasaki：

“Nitride-Based p-Side Down LEDs on Tunnel Junction”，
Conference on LED and Its Industrial Application’13，
Paci�co Yokohama，Yokohama，Japan，（2013.4.23-25）

T.Yamamoto，D.Iida，Y.Kondo，M.Sowa，S.Umeda，T.Kato，
M.Iwaya，T.Takeuchi，S.Kamiyama and I.Akasaki：

“Observation of GaInN/GaN Superlattice Structures by 

In Situ X-ray Di�raction Monitoring during Metalorganic 

Vapor-Phase Epitaxial Growth”，Conference on LED 

and Its Industrial Application’13，Paci�co Yokohama，
Yokohama，Japan，（2013.4.23-25）

T.Yamada，Y.Matsubara，H.Shinzato，K.Takeda，M.Iwaya，
T.Takeuchi，S.Kamiyama，I.Akasaki and H.Amano：

“Threshold Power Density Reduction in AlGaN/

AlN Multiquntum Wells DUV（288 nm） Optical 

Pumped Laser”，Conference on LED and Its Industrial 

Application’13，Paci�co Yokohama，Yokohama，Japan，
（2013.4.23-25）

M.Iwaya，S.Kondo，S.Yamamoto，M.Mori，Y.Kurokawa，
T.Takeuchi，S.Kamiyama，I.Akasaki and H.Amano：

“Factors for obtaining a high open-circuit voltage in 

GaInN-based solar cells”，Asia-Pacific Workshop on 

Widegap Semiconductors 2013，Tamsui，New Taipei 

City，Taiwan，（2013.5.12-15）
D.Minamikawa，M.Kaga，Y.Kuwano，T.Morita，T.Takeuchi，

S.Kamiyama，M.Iwaya and I.Akasaki：“Bandgap 

dependence in nitride semiconductor-based tunnel 

junctions”，Asia-Pacif ic  Workshop on Widegap 

Semiconductors 2013，Tamsui，New Taipei City，
Taiwan，（2013.5.12-15）

S.Kamiyama：“Carrier recombination mechanism in 

fluorescent SiC”，Meijo-DTU Workshop on Research 

and Development of Light-Emitting Diodes 2013，
Copenhagen，Denmark，（2013.3.15）

S.Kamiyama：“Prospect of �uorescent SiC as a rare-earth-

free phosphor material” [Invited Talk]，E-MRS Spring 

Meeting 2013，Strasbourg，France，（2013.5.27-31）
K.Gu lbinas，P.S caj e v，V.Bi kb ajavas，V.Gr iv ickas，

O.V.Korolik，A.V.Mazanik，A.K.Fedotov，V.Jokubavicius，
M.K.Linnarsson，M.Syväjärvi and S.Kamiyama：“Micro-

Raman scattering and carrier di�usion studies in heavily 

co-doped 6H-SiC layers”，E-MRS Spring Meeting 2013，
Strasbourg，France，（2013.5.27-31）

M.Iwaya，M.Ishiguro，M.Mizuno，K.Ikeda，T.Takeuchi，
S.Kamiyama and I.Akasaki：“High sensitivity group 

III nitride semiconductor based heterostructure field 

effect transistor type photosensors”，The Collaborative 

Conference on Crystal Growth（3CG），Cuncun，
Mexico，（2013.6.10-13）

T.Yamamoto，D.Iida，Y.Kondo，M.Sowa，S.Umeda，
M.Iwaya，T.Takeuchi，S.Kamiyama and I.Akasaki：“In 

situ X-ray di�raction monitoring of OMVPE GaInN/GaN 

superlattice growth”，�e 19th American Conference on 

Crystal Growth and Epitaxy，Keystone，Colorado，USA，
（2013.7.21-26）

M.Iwaya，T.Yamamoto，D.Iida，Y.Kondo，M.Sowa，
S.Umeda，T.Takeuchi，S.Kamiyama and I.Akasaki：“In 

situ X-ray diffraction monitoring of GaInN growth by 

metalorganic vapor phase epitaxy”，17th International 
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Conference on Crystal Growth and Epitaxy，Warsaw，
Poland，（2013.8.11-16）

T.Sugiyama，D.Iida，M.Iwaya，T.Takeuchi，S.Kamiyama and 

I.Akasaki：“Extreme Low-Resistivity and High-Carrier- 

Concentration Si-Doped Al0 .05Ga0 .95N”，10th 

International Conference of Nitride Semiconductors，
Washington DC，USA，（2013.8.25-30）

M.Iwaya，Y.Kurokawa，Y.Katsu，T.Yamamoto，T.Takeuchi，
S.Kamiyama，I.Akasaki and H.Amano：“Realization of 

the High Conversion E�ciency Solar Cells using Nitride 

Semiconductors”，10th International Conference 

of Nitride Semiconductors，Washington DC，USA，
（2013.8.25-30）

T.Suzuki，H.Sasajima，Y.Matsubara，Y.Kozuka，T.Takeuchi，
S.Karniyama，M.Iwaya and I.Akasaki：“GaNSb Alloys 

Grown by Low Temperature Metalorganie Vapor Phase 

Epitaxy”，10th International Conference of Nitride 

Semiconductors，Washington DC，USA，（2013.8.25-30）
K.Matsui，K.Yamashita，M.Kaga，T.Morita，Y.Kuwano，

T.Suzuki，T.Takeuchi，S.Kamiyama，M.Iwaya and 

I.Akasaki：“Stable Balance of Emission Intensities from 

Two Active Regions in Nitride Semiconductor-Based 

Light Emitting Diodes”，10th International Conference 

of Nitride Semiconductors，Washington DC，USA，
（2013.8.25-30）

M . Wa t a n a b e ，M . K a g a ，K . Ya m a s h i t a ，T. S u z u k i ，
D.Minamikawa，Y.Kuwano，T.Takeuchi，S.Karniyarna，
M.Iwaya and I.Akasaki：“10-μm-Square Micro LED 

Array with Tunnel Junction”，10th International 

Conference of Nitride Semiconductors，Washington DC，
USA，（2013.8.25-30）

T.Kondo，T.Kitano，A.Suzuki，M.Mori，K.Naniwae，
M.Iwaya，T.Takeuchi，S.Kamiyama and I.Akasaki：

“Advantages of the Moth-Eye Patterned Sapphire 

Substrate for the High Perfortnance Nitride Based 

LEDs”，10th International Conference of Nitride 

Semiconductors，Washington DC，USA，（2013.8.25-30）
T. Na k a s h i m a，K . Ta k e d a，M . Iw a y a，T. Ta k e u c h i，

S.Kamiyama，I.Akasaki and H.Amano：“Improvement 

of Light Extraction Efficiency in 350-nm Emission UV 

Light-Emitting Diodes”，10th International Conference 

of Nitride Semiconductors，Washington DC，USA，
（2013.8.25-30）

T.Yamamoto，D.Iida，Y.Kondo，M.Sowa，S.Umeda，
M.Iwaya，T.Takeuchi，S.Kamiyama and I.Akasaki：

“In situ X-ray diffraction monitoring of GaInN/GaN 

superlattices growth by metalorganic vapor phase 

epitaxy”，2013 JSAP-MRS Joint Symposia，Doshisha 

Univ.，Kyoto，Japan，（2013.9.18-19）
D.Iida，Y.Chen，Y.Ou，A.Fadil，O.Kopylov，M.Iwaya，

T.Takeuchi，S.Kamiyama，I .Akasaki  and H.Ou：
“Enhanced internal quantum e�ciency of green emission 

GaInN/GaN multiple quantum wells by surface plasmon 

coupling”，2013 JSAP-MRS Joint Symposia，Doshisha 

Univ.，Kyoto，Japan，（2013.9.18-19）
T.Yamada，Y.Matsubara，H.Shinzato，K.Takeda，M.Iwaya，

T.Takeuchi，S.Kamiyama，I.Akasaki and H.Amano：
“Reduction of the threshold power density in AlGaN/

AlN multiquntum wells DUV（288 nm） optical pumped 

lasers”，2013 JSAP-MRS Joint Symposia，Doshisha 

Univ.，Kyoto，Japan，（2013.9.18-19）
K.Hayashi，K.Matsui，T.Morita，T.Suzuki，T.Takeuchi，

S.Kamiyama，M.Iwaya and I.Akasaki：“Quantitative 

evaluation of electron over�ow by monitoring emissions 

from second active region in nitride-based blue LEDs”，
2013 JSAP-MRS Joint Symposia，Doshisha Univ.，Kyoto，
Japan，（2013.9.18-19）

M . Wa t a n a b e ，M . K a g a ，K . Ya m a s h i t a ，T. S u z u k i ，
D.Minamikawa，Y.Kuwano，T.Takeuchi，S.Kamiyama，
M.Iwaya and I.Akasaki：“10 um square micro LED and 

100 channel array with tunnel junctions”，2013 JSAP-

MRS Joint Symposia，Doshisha Univ.，Kyoto，Japan，
（2013.9.18-19）

K.Hagiwara，T.Yasuda，K.Yagi，K.Takeda，M.Iwaya，
T.Takeuchi，S.Kamiyama and I.Akasaki：“Asymmetric 

AlN/GaN-DBRs with high reflectivity”，2013 JSAP-

MRS Joint Symposia，Doshisha Univ.，Kyoto，Japan，
（2013.9.18-19）

T.Kondo，T.Kitano，A.Suzuki，M.Mori，K.Naniwae，
S.Kamiyama，T.Takeuchi，M.Iwaya and I.Akasaki：

“Moth-eye Patterned Sapphire Substrate technology 

for cost effective high performance LED”，2013 JSAP-

MRS Joint Symposia，Doshisha Univ.，Kyoto，Japan，
（2013.9.18-19）

S.Umeda，T.Kato，T.Kitano，T.Kondo，S.Kamiyama，
T.Takeuchi，M.Iwaya and I.Akasaki：“MOVPE growth 

of embedded GaN nanocolumn”，2013 JSAP-MRS Joint 

Symposia，Doshisha Univ.，Kyoto，Japan，（2013.9.18-19）
M.Ishiguro，M.Mizuno，M.Iwaya，T.Takeuchi，S.Kamiyama 

and I.Akasaki：“Externally high sensitivity group 

III nitride semiconductor based heterostructure field 

effect transistor type photosensors”，3rd International 
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Conference on Materials and Applications for Sensors 

and Transducers，Prague，Czech Republic，（2013.9.13-

17）
F. Te r am a e，T. Ma e d a，E . A k a z aw a，Y. Ku roy an ag i，

K.Naniwae，M.Syvajar vi，R.Yakimova，M.Iwaya，
T.Takeuchi，S.Kamiyama and I .Akasaki：“Light 

absorption loss in fluorescent SiC”，The International 

Conference on Silicon Carbide and Related Materials 

2013，Miyazaki，Japan，（2013.9.29-10.4）
S.Kamiyama：“Growth and characterization of �uorescent 

SiC as a new phosphor material for general lighting 

application”，Symposium on Materials Science for Light 

Emitting Diodes，Lund，Sweden，（2013.10.14-15）
S.Kamiyama：“Applications for nitride-SiC LEDs”，

Symposium on Materials Science for Light Emitting 

Diodes，Lund，Sweden，（2013.10.14-15）
M.Iwaya，Y.Matsubara，T.Yamada，K.Takeda，T.Takeuchi，

S.Kamiyama，I.Akasak and H.Amano：“Dislocation 

density dependence of stimulated emission characteristics 

in AlGaN/AlN multi-quantum wells”，8th International 

Workshop on Bulk Nitride Semiconductor，Kloster 

Seeon，Germany，（2013.9.30-10.5）
M.Iwaya，H.Kurokawa，Y.Katsu，T.Yamamoto，T.Takeuchi，

S.Kamiyama and I.Akasaki：“In situ X-ray diffraction 

monitoring of group III nitride growth by MOVPE”，
Workshop on Ultra-Precision Processing for III-Nitride，
Santa Barbara，USA，（2013.10.16-18）

岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「窒
化物半導体太陽電池の高効率化」，第 42 回結晶成長
国内会議，九州大学，（2012.11.9-11）

森田 隆敏，加賀 充，桑野 侑香，松井 健城，竹内 哲也，
上山 智，岩谷 素顕，赤﨑 勇：「ドループ改善に向
けた窒化物半導体 np 構造 LED の作製」，電子情報
通信学会 ED，CPM，LQE 合同研究会，大阪市立大学，

（2012.11.9-11）
土屋 貴義，梅田 慎也，曽和 美保子，近藤 俊行，北野 

司，森 みどり，鈴木 敦志，難波江 宏一，関根 均，
岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，赤﨑 勇：「サファ
イア基板上へのモスアイ構造の形成方法の検討お
よび LED への応用」，電子情報通信学会 ED，CPM，
LQE 合同研究会，大阪市立大学，（2012.11.29-30）

桑野 侑香，加賀 充，森田 隆敏，山下 浩司，南川 大智，
竹内 哲也，岩谷 素顕，上山 智，赤﨑 勇：「n-GaN

表面層を有する構造内 p-GaN の Mg アクセプタ活
性化」，電子情報通信学会ED，CPM，LQE合同研究会，
大阪市立大学，（2012.11.29-30）

森田 隆敏，加賀 充，桑野 侑香，松井 健城，渡邉 雅大，
竹内 哲也，岩谷 素顕，上山 智，赤﨑 勇：「GaInN 

トンネル接合素子の低抵抗化」，第 60 回応用物理学
会春季学術講演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

鈴木 智行，笹島 浩希，松原 由布子，加賀 充，竹内 哲也，
上山 智，岩谷 素顕，赤﨑 勇：「GaN 低温成長にお
ける Sb 添加の効果」，第 60 回応用物理学会春季学
術講演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

南川 大智，加賀 充，岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，
赤﨑 勇：「LED 構造上 GaN トンネル接合の低抵抗
化」，第 60 回応用物理学会春季学術講演会，神奈川
工科大学，（2013.3.26-30）

萩原 康大，矢木 康太，安田 俊輝，竹田 健一郎，竹内 

哲也，岩谷 素顕，上山 智，赤﨑 勇：「非対称 AlN/

GaN 多層膜反射鏡の設計と作製」，第 60 回応用物理
学会春季学術講演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-

30）
小﨑 桂矢，近藤 真一郎，土屋 貴義，岩谷 素顕，上山 智，

竹内 哲也，赤﨑 勇：「ナノ ELO による m 面 GaInN 

厚膜の検討」，第 60 回応用物理学会春季学術講演会，
神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

小塚 祐吾，鈴木 智行，森田 隆敏，竹内 哲也，上山 智，
岩谷 素顕，赤﨑 勇：「MOVPE 法による AlInN 高速
成長の影響」，第 60 回応用物理学会春季学術講演会，
神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

山本 泰司，飯田 大輔，近藤 保成，曽和 美保子，岩谷 

素顕，竹内 哲也，上山 智，赤崎 勇：「MOVPE によ
り作製した GaInN/GaN 超格子構造のその場観察 X 

線回折法による評価」，第 60 回応用物理学会春季学
術講演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

飯 田 大 輔，Yuntian Chen，Yiyu Ou，Ahmed Fadil，Oleksii 

Kopylov，岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，赤﨑 勇，
Haiyan Ou：「表面プラズモンカップリングを利用し
た GaInN/GaN 量子井戸の評価」，第 60 回応用物理
学会春季学術講演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-

30）
石黒 真未，池田 和弥，水野 正隆，岩谷 素顕，上山 智，

竹内 哲也，赤崎 勇：「窒化物半導体 HFET 型光セン
サー構造の最適化」，第 60 回応用物理学会春季学術
講演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

黒川 泰視，近藤 真一郎，山本 翔太，森 美貴子，岩谷 

素顕，竹内 哲也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「GaInN 

超格子構造最適化による窒化物半導体太陽電池の高
性能化」，第 60 回応用物理学会春季学術講演会，神
奈川工科大学，（2013.3.26-30）

中嶋 翼，竹田 健一郎，新里 紘史，岩谷 素顕，上山 智，
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竹内 哲也，赤﨑 勇，天野 浩：「350nm 紫外 LED の
光取り出し効率の向上」，第 60 回応用物理学会春季
学術講演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

土屋 貴義，梅田 慎也，曽和 美保子，河合 俊介，近藤 

俊行，北野 司，森 みどり，鈴木 敦志，赤﨑 勇，関
根 均，難波江 宏一，岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智：

「モスアイ加工サファイア基板による LED の光取り
出し効率の改善」，第 60 回応用物理学会春季学術講
演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

林 健人，松井 健城，森田 隆敏，鈴木 智行，竹内 哲也，
上山 智，岩谷 素顕，赤﨑 勇：「電子ブロック層上
活性層による電子オーバーフローの直接観測」，第
60 回応用物理学会春季学術講演会，神奈川工科大
学，（2013.3.26-30）

桑野 侑香，加賀 充，森田 隆敏，山下 浩司，南川 大
智，竹内 哲也，岩谷 素顕，上山 智，赤﨑 勇：「横
方向 p 型活性化における雰囲気ガス依存性」，第 60
回応用物理学会春季学術講演会，神奈川工科大学，

（2013.3.26-30）
松井 健城，山下 浩司，加賀 充，森田 隆敏，鈴木 智行，

竹内 哲也，上山 智，岩谷 素顕，赤﨑 勇：「窒化物
半導体二波長発光ダイオードにおける発光強度比の
安定性」，第 60 回応用物理学会春季学術講演会，神
奈川工科大学，（2013.3.26-30）

上山 智：「窒化物系 LED の高効率化に向けた研究動
向」，セミフォーラム・ジャパン 2013，大阪国際会
議場，（2013.5.21-22）

竹内 哲也，岩谷 素顕，上山 智，赤﨑 勇：「窒化物
半導体における分極の影響と発光素子への応用」，
第 5 回 窒化物半導体結晶成長講演会，大阪大学，

（2013.6.21-22）
山田 知明，松原 由布子，新里 紘史，竹田 健一郎，岩

谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，赤崎 勇，天野 浩：
端面コーティングによる光励起 DUV レーザの閾値
励起強度密度低減について」，第 5 回 窒化物半導体
結晶成長講演会，大阪大学，（2013.6.21-22）

松原 由布子，山田 知明，中嶋 翼，竹田 健一郎，岩谷 

素顕，竹内 哲也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「AlGaN/

AlN 多重量子井戸の誘導放出における転位密度依存
性」，第5回 窒化物半導体結晶成長講演会，大阪大学，

（2013.6.21-22）
黒川 泰視，近藤 真一郎，山本 翔太，森 美貴子，岩谷 

素顕，竹内 哲也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「GaInN

における InN 組成揺らぎの改善による窒化物太陽
電池の高効率化」，第 5 回 窒化物半導体結晶成長講
演会，大阪大学，（2013.6.21-22）

山本 泰司，飯田 大輔，近藤 保成，曽和 美保子，梅田 

慎也，岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，赤崎 勇：「そ
の場観察 X 線回折法による GaInN/GaN 超格子構造
の評価」，第 5 回 窒化物半導体結晶成長講演会，大
阪大学，（2013.6.21-22）

飯 田 大 輔，Yuntian Chen，Yiyu Ou，Ahmed Fadil，Oleksii 

Kopylov，岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，赤﨑 勇，
Haiyan Ou：「表面プラズモンカップリングを利用し
た緑色 LED の内部量子効率の向上」，第 5 回 窒化
物半導体結晶成長講演会，大阪大学，（2013.6.21-22）

中島 啓介，渡邉 雅大，加賀 充，鈴木 智行，南川 大
智，竹内 哲也，上山 智，岩谷 素顕，赤崎 勇：「ト
ンネル接合を有する青色マイクロ LED の電流電圧
特性」，第 5 回 窒化物半導体結晶成長講演会，大阪
大学，（2013.6.21-22）

笹島 浩希，鈴木 智行，松原 由布子，竹内 哲也，上山 

智，岩谷 素顕，赤崎 勇：「新規 GaNSb 混晶の作製
と GaSb モル分率成長温度依存性」，第 5 回 窒化物
半導体結晶成長講演会，大阪大学，（2013.6.21-22）

上山 智：「LED 技術の発展と今後の展望」，摩擦接合
協会特別講演会，名城大学，（2013.6.25）

黒川 泰視，合田 智美，加賀 充，岩谷 素顕，竹内 哲
也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「トンネル接合を
活用した窒化物半導体多接合太陽電池の作製」，第
74 回応用物理学会秋季学術講演会，同志社大学，

（2013.9.15-20）
笹島 浩希，鈴木 智行，松原 由布子，竹内 哲也，上山 

智，岩谷 素顕，赤﨑 勇：「GaNSb 混晶 GaSb モル分
率の Sb/N 比依存性」，第 74 回応用物理学会秋季学
術講演会，同志社大学，（2013.9.15-20）

小塚 祐吾，安田 俊輝，鈴木 智行，竹内 哲也，上山 智，
岩谷 素顕，赤﨑 勇：「MOVPE 法による AlInN の高
速成長」，第 74 回応用物理学会秋季学術講演会，同
志社大学，（2013.9.15-20）

中島 啓介，渡邉 雅大，加賀 充，鈴木 智行，南川 大
智，竹内 哲也，上山 智，岩谷 素顕，赤﨑 勇：「青
色面発光レーザに向けた電流狭窄構造の検討」，第
74 回応用物理学会秋季学術講演会，同志社大学，

（2013.9.15-20）
石黒 真未，池田 和弥，水野 正隆，村瀬 卓弥，岩谷 素顕，

上山 智，赤崎 勇：「窒化物半導体を用いた HFET 型
光センサーの暗電流検討」，第 74 回応用物理学会秋
季学術講演会，同志社大学，（2013.9.15-20）

山田 知明，松原 由布子，竹田 健一郎，岩谷 素顕，竹
内 哲也，上山 智，赤崎 勇，天野 浩：「VSL 法を用
いた AlGaN/AlN 多重量子井戸の光学利得測定」，第
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74 回応用物理学会秋季学術講演会，同志社大学，
（2013.9.15-20）

松原 由布子，山田 知明，竹田 健一郎，岩谷 素顕，竹
内 哲也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「AlGaN/AlN

多重量子井戸の光学利得の転位密度依存性」，第
74 回応用物理学会秋季学術講演会，同志社大学，

（2013.9.15-20）
竹内 哲也，岩谷 素顕，上山 智，赤﨑 勇：「オーバー

フロー抑制に向けた np 接合 GaInN-LED」，日本学
術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第
162 委員会 第 86 回研究会，名古屋，（2013.10.10）

畔柳 有孝，前田 智彦，赤澤 絵理，江間 伸明，寺前 文晴，
藤元 直樹，難波江 宏一，上山 智，竹内 哲也，岩谷 

素顕，赤﨑 勇：「近接昇華法による SiC 結晶のドー
ピング濃度均一化に関する検討」，第 43 回結晶成長
国内会議，長野，（2013.11.6-8）

笹島 浩希，鈴木 智行，松原 由布子，竹内 哲也，上山 

智，岩谷 素顕，赤崎 勇：「新規 GaNSb 混晶の作製
及び高 GaSb モル分率に向けた検討」，第 43 回結晶
成長国内会議，長野，2013 年 11 月 6 日 -8 日

小塚 祐吾，安田 俊輝，鈴木 智行，竹内 哲也，上山 智，
岩谷 素顕，赤﨑 勇：「AlInN の高速成長に関する研
究」，第 43 回結晶成長国内会議，長野，（2013.11.6-8）

小﨑 桂矢，近藤 真一郎，梅田 慎也，岩谷 素顕，竹内 

哲也，上山 智，赤﨑 勇：「細線加工 m 面 GaN 基板
上への GaInN 成長」，第五回薄膜太陽電池セミナー
プログラム，名古屋大学，（2013.11.14-15）

山本 泰司，飯田 大輔，近藤 保成，曽和 美保子，梅田 

慎也，松原大幸，岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，
赤﨑 勇：「in-situX 線を用いた GaInN/GaN 薄膜超格
子構造の観察」，第五回薄膜太陽電池セミナープロ
グラム，名古屋大学，（2013.11.14-15）

合田 智美，黒川 泰視，森田 隆敏，岩谷 素顕，竹内 

哲也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「トンネル接合
を用いた III 族窒化物半導体多接合型太陽電池」，応
用物理学会 SC 東海地区学術講演会 2013，名古屋大
学，（2013.11.16）

曽和 美保子，北野 司，近藤 俊行，森 みどり，鈴木 敦志，
難波江 宏一，上山 智，岩谷 素顕，竹内 哲也，赤﨑 

勇：「モスアイ加工サファイア基板を用いた窒化物
系 LED の性能向上検討」，応用物理学会 SC 東海地
区学術講演会 2013，名古屋大学，（2013.11.16）

黒川 泰視，合田 智美，加賀 充，岩谷 素顕，竹内 哲
也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「トンネル接合
を用いた多接合窒化物半導体の検討」，電子情報
通信学会（ED，CPM，LQE 合同研究会），大阪大学，

（2013.11.28-29）
中嶋 翼，竹田 健一郎，岩谷 素顕，上山 智，竹内 哲

也，赤﨑 勇，天野 浩：「350nm 紫外 LED 光取り出
し効率改善に関する研究」，電子情報通信学会（ED，
CPM，LQE 合同研究会），大阪大学，（2013.11.28-29）

竹内 哲也

【著書】
竹内 哲也：『ポストシリコン半導体 −ナノ成膜ダイナ

ミクスと基板・界面効果−』，第 2 章 1 節「窒化物
半導体の特徴とデバイス動向」，エヌ・ティー・エ
ス出版社，pp.105-115，（2013）

【学術論文】
S.Kamiyama，M.Iwaya，T.Takeuchi，I.Akasaki，R.Yakimova 

and M.Syväjärvi：“White light-emitting diode based on 

fluorescent SiC”，Thin Solid Films，Vol.522，pp.23-25，
（2012）

Y.Isobe，H.Ikki，T.Sakakibara，M.Iwaya，T.Takeuchi，
S.Kamiyama，I.Akasaki，T.Sugiyama，H.Amano，M.Imade 

and Y.Mori：“MOVPE growth of nonpolar a-plane GaN 

with low oxygen contamination and specular surface on a 

freestanding GaN substrate”，Journal of Crystal Growth，
Vol.351，pp.126-130，（2012）

D.Iida，M.Sowa，Y.Kondo，D.Tanaka，M.Iwaya，T.Takeuchi，
S.Kamiyama and I.Akasaki：“In situ X-ray diffraction 

monitoring during metalorganic vapor phase epitaxy 

growth of low-temperature-GaN bu�er layer”，Journal of 

Crystal Growth，Vol.361，pp.1-4，（2012） 

M.Ishiguro，K.Ikeda，M.Mizuno，M.Iwaya，T.Takeuchi，
S.Kamiyama and I.Akasaki：“Nitride-based hetero-�eld-

effect transistor-type photosensors with extremely high 

photosensitivity”，Physica Status Solidi，RRL 7，pp.215–

217，（2013） 

D. Iida，Y.Kondo，M.S owa，T.Sugiyama，M.Iwaya，
T.Takeuchi，S.Kamiyama and I.Akasaki：“Analysis of 

strain relaxation process in GaInN/GaN heterostructure 

by in s itu X-ray dif f ract ion monitoring during 

metalorganic vapor-phase epitaxial growth”，Physica 

Status Solidi，RRL 7，pp.211–214，（2013）
T.Suzuki，M.Kaga，K.Naniwae，T.Kitano，K.Hirano，

T.Takeuchi，S.Kamiyama，M.Iwaya and I.Akasaki：
“Trench-Shaped Defects on AlGaInN Quantum Wells 

Grown under Different Growth Pressures”，Jpn.J.Appl.

Phys.，Vol.52，08JB27，（2013）
M.Ishiguro，K.Ikeda，M.Mizuno，M.Iwaya，T.Takeuchi，

S.Kamiyama and I.Akasaki：“Control of the Detection 
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Wavelength in AlGaN/GaN-Based Hetero-Field-Effect-

Transistor Photosensors”，Jpn.J.Appl.Phys.，Vol.52，
08JF02，（2013）

K.Matsui，K.Yamashita，M.Kaga，T.Morita，T.Suzuki，
T.Takeuch，S.Kamiyama，M.Iwaya and I.Akasaki：

“Carrier Injections in Nitride-Based Light Emitting 

Diodes Including Two Active Regions with Mg-Doped 

Intermediate Layers”，Jpn.J.Appl.Phys.，Vol.52，08JG02，
（2013） 

T. Na k a s h i m a，K . Ta k e d a，H . S h i n z a t o，M . Iw ay a，
S.Kamiyama，T.Takeuchi，I.Akasaki and H.Amano：

“Combination of Indium–Tin Oxide and SiO2/AlN 

Dielectric Multilayer Re�ective Electrodes for Ultraviolet-

Light-Emitting Diodes”，Jpn.J.Appl.Phys.，Vol.52，
08JG07，（2013） 

M.Mori，S.Kondo，S.Yamamoto，T.Nakao，M.Iwaya，
T.Takeuchi，S.Kamiyama，I.Akasaki and H.Amano：

“Concentrating Properties of Nitride-Based Solar Cells 

Using Different Electrodes”，Jpn.J.Appl.Phys.，Vol.52，
08JH02，（2013） 

M.Kaga，T.Morita，Y.Kuwano，K.Yamashita，K.Yagi，
M.Iwaya，T.Takeuchi，S.Kamiyama and I.Akasaki：

“GaInN-Based Tunnel Junctions in n–p–n Light Emitting 

Diodes”，Jpn.J.Appl.Phys.，Vol.52，08JH07，（2013） 

T.Yasuda，K.Yagi，T.Suzuki，T.Nakashima，M.Watanabe，
T.Takeuchi，M.Iwaya，S.Kamiyama and I.Akasaki：

“ Inves t igat ions  of  Pol ar i zat ion-Induce d  Hole 

Accumulations and Vertical Hole Conductions in GaN/

AlGaN Heterostructures”，Jpn.J.Appl.Phys.，Vol.52，
08JJ05，（2013） 

K.Aoyama，A.Suzuki，T.Kitano，S.Kamiyama，T.Takeuchi，
M.Iwaya  and I .Akasaki：“Study on Ef f ic ienc y 

Component Estimation of 405 nm Light Emitting Diodes 

from Electroluminescence and Photoluminescence 

Intensities”，Jpn.J.Appl.Phys.，Vol.52，08JL16，（2013） 

Y.Kuwano，M.Kaga，T.Morita，K.Yamashita，K.Yagi，
M.Iwaya，T.Takeuchi，S.Kamiyama and I.Akasaki：

“Lateral hydrogen diffusion at p-GaN layers in nitride-

based light emitting diodes with tunnel junctions”，Jpn.

J.Appl.Phys.，Vol.52，08JK12，（2013）
【その他】

M.Iwaya，D.Iida，M.Sowa，Y.Kondo，D.Tanaka，T.Takeuchi，
S.Kamiyama and I.Akasaki：“Observation of group 

III nitride semiconductors by in situ X-ray diffraction 

monitoring during metalorganic vapor phase epitaxy 

growth”，2012 Collaborative Conference on Crystal 

Growth，Orland，FL，USA，（2012.12.11-14）
M.Ishiguro，K.Ikeda，M.Mizuno，M.Iwaya，T.Takeuchi，

S.Kamiyama and I.Akasaki：“High-sensitivity HFET 

type photosensors with a p-GaInN gate”，SPIE Photonic 

west 2013，San Francisco，USA，（2013.2.2-8）
K.Aoyama，A.Suzuki，T.Kitano，N.Sone，S.Kamiyama，

T.Takeuchi，M.Iwaya and I.Akasaki：“Influence of 

growth interruption on performance of nitride-based 

blue LED”，SPIE Photonic west 2013，San Francisco，
USA，（2013.2.2-8）

K.Naniwae，M.Mori，T.Kondo，A.Suzuki，T.Kitano，
S.Kamiyama，M.Iwaya，T.Takeuchi and I.Akasaki：

“Introduction of the Moth-eye patterned sapphire 

substrate technology for cost e�ective high-performance 

LED”，SPIE Photonic west 2013，San Francisco，USA，
（2013.2.2-8）

T.Tsuchiya，S.Umeda，M.Iwaya，T.Takeuchi，S.Kamiyama，
I.Akasaki，T.Kondo，T.Kitano，M.Mori，A.Suzuki，
F.Teramae and H.Sekine：“Fabrication of moth-eye 

patterned sapphire substrate（MPSS） and influence 

of height of corns on the performance of blue LEDs on 

MPSS”，SPIE Photonic west 2013，San Francisco，USA，
（2013.2.2-8）

S .Mizut an i，S .Na kash ima，M.Iwaya，T.Ta keuchi，
S.Kamiyama，I.Akasaki，T.Kondo，F.Teramae，A.Suzuki，
T.Kitano，M.Mori and M.Matsubara：“Performance of 

nitride-based light emitting diodes using an Indium-zinc-

oxide transparent electrode with moth-eye structure”，
SPIE Photonic west  2013，San Francisco，USA，

（2013.2.2-8）
K.Hayashi，K.Matsui，T.Morita，T.Suzuki，T.Takeuchi，

S.Kamiyama，M.Iwaya and I.Akasaki：“Direct Evidence 

of Electron Overflow by Monitoring Emissions from 

Second Active Region in Nitride-Based Blue LEDs”，
Conference on LED and Its Industrial Application’13，
Paci�co Yokohama，Yokohama，Japan，（2013.4.23-25）

T.Morita，M.Kaga，Y.Kuwano，K.Matsui，M.Watanabe，
T.Takeuchi，S.Kamiyama，M.Iwaya and I.Akasaki：

“Nitride-Based p-Side Down LEDs on Tunnel Junction”，
Conference on LED and Its Industrial Application’13，
Paci�co Yokohama，Yokohama，Japan，（2013.4.23-25）

T.Yamamoto，D.Iida，Y.Kondo，M.Sowa，S.Umeda，T.Kato，
M.Iwaya，T.Takeuchi，S.Kamiyama and I.Akasaki：

“Observation of GaInN/GaNSuperlattice Structures by In 

Situ X-ray Diffraction Monitoring during Metalorganic 

Vapor-Phase Epitaxial Growth”，Conference on LED 
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and Its Industrial Application’13，Paci�co Yokohama，
Yokohama，Japan，（2013.4.23-25）

T.Yamada，Y.Matsubara，H.Shinzato，K.Takeda，M.Iwaya，
T.Takeuchi，S.Kamiyama，I.Akasaki and H.Amano：

“Threshold Power Density Reduction in AlGaN/

AlN Multiquntum Wells DUV（288 nm） Optical 

Pumped Laser”，Conference on LED and Its Industrial 

Application’13，Paci�co Yokohama，Yokohama，Japan，
（2013.4.23-25）

M.Iwaya，S.Kondo，S.Yamamoto，M.Mori，Y.Kurokawa，
T.Takeuchi，S.Kamiyama，I.Akasaki and H.Amano：

“Factors for obtaining a high open-circuit voltage in 

GaInN-based solar cells”，Asia-Pacific Workshop on 

Widegap Semiconductors 2013，Tamsui，New Taipei 

City，Taiwan，（2013.5.12-15）
D.Minamikawa，M.Kaga，Y.Kuwano，T.Morita，T.Takeuchi，

S.Kamiyama，M.Iwaya and I.Akasaki：“Bandgap 

dependence in nitride semiconductor-based tunnel 

junctions”，Asia-Pacif ic  Workshop on Widegap 

Semiconductors 2013，Tamsui，New Taipei City，
Taiwan，（2013.5.12-15）

M.Iwaya，M.Ishiguro，M.Mizuno，K.Ikeda，T.Takeuchi，
S.Kamiyama and I.Akasaki：“High sensitivity group 

III nitride semiconductor based heterostructure field 

effect transistor type photosensors”，The Collaborative 

Conference on Crystal Growth（3CG），Cuncun，
Mexico，（2013.6.10-13）

T.Yamamoto，D.Iida，Y.Kondo，M.Sowa，S.Umeda，
M.Iwaya，T.Takeuchi，S.Kamiyama and I.Akasaki：“In 

situ X-ray di�raction monitoring of OMVPE GaInN/GaN 

superlattice growth”，�e 19th American Conference on 

Crystal Growth and Epitaxy，Keystone，Colorado，USA，
（2013.7.21-26）

M.Iwaya，T.Yamamoto，D.Iida，Y.Kondo，M.Sowa，
S.Umeda，T.Takeuchi，S.Kamiyama and I.Akasaki：“In 

situ X-ray diffraction monitoring of GaInN growth by 

metalorganic vapor phase epitaxy”，17th International 

Conference on Crystal Growth and Epitaxy，Warsaw，
Poland，（2013.8.11-16）

T.Sugiyama，D.Iida，M.Iwaya，T.Takeuchi，S.Kamiyama and 

I.Akasaki：“Extreme Low-Resistivity and High-Carrier- 

Concentration Si-Doped Al0 .05Ga0 .95N”，10th 

International Conference of Nitride Semiconductors，
Washington DC，USA，（2013.8.25-30）

M.Iwaya，Y.Kurokawa，Y.Katsu，T.Yamamoto，T.Takeuchi，
S.Kamiyama，I.Akasaki and H.Amano：“Realization of 

the High Conversion E�ciency Solar Cells using Nitride 

Semiconductors”，10th International Conference 

of Nitride Semiconductors，Washington DC，USA，
（2013.8.25-30）

T.Suzuki，H.Sasajima，Y.Matsubara，Y.Kozuka，T.Takeuchi，
S.Karniyama，M.Iwaya and I.Akasaki：“GaNSb Alloys 

Grown by Low Temperature Metalorganie Vapor Phase 

Epitaxy”，10th International Conference of Nitride 

Semiconductors，Washington DC，USA，（2013.8.25-30）
H.Kurokawa，S.Kondo，M.Mori，M.Iwaya，T.Takeuchi，

I.Akasaki and H.Amano：“Obtaining a High Open-

Circuit Voltage in GaInN-Based Solar Cells”，10th 

International Conference of Nitride Semiconductors，
Washington DC，USA，（2013.8.25-30）

K.Matsui，K.Yamashita，M.Kaga，T.Morita，Y.Kuwano，
T.Suzuki，T.Takeuchi，S.Kamiyama，M.Iwaya and 

I.Akasaki：“Stable Balance of Emission Intensities from 

Two Active Regions in Nitride Semiconductor-Based 

Light Emitting Diodes”，10th International Conference 

of Nitride Semiconductors，Washington DC，USA，
（2013.8.25-30）

M . Wa t a n a b e ，M . K a g a ，K . Ya m a s h i t a ，T. S u z u k i ，
D.Minamikawa，Y.Kuwano，T.Takeuchi，S.Karniyarna，
M.Iwaya and I.Akasaki：“10-μm-Square Micro LED 

Array with Tunnel Junction”，10th International 

Conference of Nitride Semiconductors，Washington DC，
USA，（2013.8.25-30）

T.Kondo，T.Kitano，A.Suzuki，M.Mori，K.Naniwae，
M.Iwaya，T.Takeuchi，S.Kamiyama and I.Akasaki：

“Advantages of the Moth-Eye Patterned Sapphire 

Substrate for the High Perfortnance Nitride Based 

LEDs”，10th International Conference of Nitride 

Semiconductors，Washington DC，USA，（2013.8.25-30）
T. Na k a s h i m a，K . Ta k e d a，M . Iw a y a，T. Ta k e u c h i，

S.Kamiyama，I.Akasaki and H.Amano：“Improvement 

of Light Extraction Efficiency in 350-nm Emission UV 

Light-Emitting Diodes”，10th International Conference 

of Nitride Semiconductors，Washington DC，USA，
（2013.8.25-30）

T.Yamamoto，D.Iida，Y.Kondo，M.Sowa，S.Umeda，
M.Iwaya，T.Takeuchi，S.Kamiyama and I.Akasaki：

“In situ X-ray diffraction monitoring of GaInN/GaN 

superlattices growth by metalorganic vapor phase 

epitaxy”，2013 JSAP-MRS Joint Symposia，Doshisha 

Univ.，Kyoto，Japan，（2013.9.18-19）
D.Iida，Y.Chen，Y.Ou，A.Fadil，O.Kopylov，M.Iwaya，
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T.Takeuchi，S.Kamiyama，I .Akasaki  and H.Ou：
“Enhanced internal quantum e�ciency of green emission 

GaInN/GaN multiple quantum wells by surface plasmon 

coupling”，2013 JSAP-MRS Joint Symposia，Doshisha 

Univ.，Kyoto，Japan，（2013.9.18-19）
T.Yamada，Y.Matsubara，H.Shinzato，K.Takeda，M.Iwaya，

T.Takeuchi，S.Kamiyama，I.Akasaki and H.Amano：
“Reduction of the threshold power density in AlGaN/

AlN multiquntum wells DUV（288 nm） optical pumped 

lasers”，2013 JSAP-MRS Joint Symposia，Doshisha 

Univ.，Kyoto，Japan，（2013.9.18-19）
K.Hayashi，K.Matsui，T.Morita，T.Suzuki，T.Takeuchi，

S.Kamiyama，M.Iwaya and I.Akasaki：“Quantitative 

evaluation of electron over�ow by monitoring emissions 

from second active region in nitride-based blue LEDs”，
2013 JSAP-MRS Joint Symposia，Doshisha Univ.，Kyoto，
Japan，（2013.9.18-19）

M . Wa t a n a b e ，M . K a g a ，K . Ya m a s h i t a ，T. S u z u k i ，
D.Minamikawa，Y.Kuwano，T.Takeuchi，S.Kamiyama，
M.Iwaya and I.Akasaki：“10 um square micro LED and 

100 channel array with tunnel junctions”，2013 JSAP-

MRS Joint Symposia，Doshisha Univ.，Kyoto，Japan，
（2013.9.18-19）

K.Hagiwara，T.Yasuda，K.Yagi，K.Takeda，M.Iwaya，
T.Takeuchi，S.Kamiyama and I.Akasaki：“Asymmetric 

AlN/GaN- DBRs with high reflectivity”，2013 JSAP-

MRS Joint Symposia，Doshisha Univ.，Kyoto，Japan，
（2013.9.18-19）

T.Kondo，T.Kitano，A.Suzuki，M.Mori，K.Naniwae，
S.Kamiyama，T.Takeuchi，M.Iwaya and I.Akasaki：

“Moth-eye Patterned Sapphire Substrate technology 

for cost effective high performance LED”，2013 JSAP-

MRS Joint Symposia，Doshisha Univ.，Kyoto，Japan，
（2013.9.18-19）

S.Umeda，T.Kato，T.Kitano，T.Kondo，S.Kamiyama，
T.Takeuchi，M.Iwaya and I.Akasaki：“MOVPE growth 

of embedded GaNnanocolumn”，2013 JSAP-MRS Joint 

Symposia，Doshisha Univ.，Kyoto，Japan，（2013.9.18-19）
M.Ishiguro，M.Mizuno，M.Iwaya，T.Takeuchi，S.Kamiyama 

and I.Akasaki：“Externally high sensitivity group 

III nitride semiconductor based heterostructure field 

effect transistor type photosensors”，3rd International 

Conference on Materials and Applications for Sensors 

and Transducers，Prague，Czech Republic，（2013.9.13-

17）
M.Iwaya，Y.Matsubara，T.Yamada，K.Takeda，T.Takeuchi，

S.Kamiyama，I.Akasak and H.Amano：“Dislocation 

density dependence of stimulated emission characteristics 

in AlGaN/AlN multi-quantum wells”，8th International 

Workshop on Bulk Nitride Semiconductor，Kloster 

Seeon，Germany，（2013.9.30-10.5）
M.Iwaya，H.Kurokawa，Y.Katsu，T.Yamamoto，T.Takeuchi，

S.Kamiyama and I.Akasaki：“In situ X-ray diffraction 

monitoring of group III nitride growth by MOVPE”，
Workshop on Ultra-Precision Processing for III-Nitride，
Santa Barbara，USA，（2013.10.16-18）

岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「窒
化物半導体太陽電池の高効率化」，第 42 回結晶成長
国内会議，九州大学，（2012.11.9-11）

森田 隆敏，加賀 充，桑野 侑香，松井 健城，竹内 哲也，
上山 智，岩谷 素顕，赤﨑 勇：「ドループ改善に向
けた窒化物半導体 np 構造 LED の作製」，電子情報
通信学会 ED，CPM，LQE 合同研究会，大阪市立大学，

（2012.11.29-30）
土屋 貴義，梅田 慎也，曽和 美保子，近藤 俊行，北野 

司，森 みどり，鈴木 敦志，難波江 宏一，関根 均，
岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，赤﨑 勇：「サファ
イア基板上へのモスアイ構造の形成方法の検討お
よび LED への応用」，電子情報通信学会 ED，CPM，
LQE 合同研究会，大阪市立大学，（2012.11.29-30）

桑野 侑香，加賀 充，森田 隆敏，山下 浩司，南川 大智，
竹内 哲也，岩谷 素顕，上山 智，赤﨑 勇：「n-GaN

表面層を有する構造内 p-GaN の Mg アクセプタ活
性化」，電子情報通信学会ED，CPM，LQE合同研究会，
大阪市立大学，（2012.11.29-30）

森田 隆敏，加賀 充，桑野 侑香，松井 健城，渡邉 雅大，
竹内 哲也，岩谷 素顕，上山 智，赤﨑 勇：「GaInN 

トンネル接合素子の低抵抗化」，第 60 回応用物理学
会春季学術講演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

鈴木 智行，笹島 浩希，松原 由布子，加賀 充，竹内 哲也，
上山 智，岩谷 素顕，赤﨑 勇：「GaN 低温成長にお
ける Sb 添加の効果」，第 60 回応用物理学会春季学
術講演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

南川 大智，加賀 充，岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，
赤﨑 勇：「LED 構造上 GaN トンネル接合の低抵抗
化」，第 60 回応用物理学会春季学術講演会，神奈川
工科大学，（2013.3.26-30）

萩原 康大，矢木 康太，安田 俊輝，竹田 健一郎，竹内 

哲也，岩谷 素顕，上山 智，赤﨑 勇：「非対称 AlN/

GaN 多層膜反射鏡の設計と作製」，第 60 回応用物理
学会春季学術講演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-

30）
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小﨑 桂矢，近藤 真一郎，土屋 貴義，岩谷 素顕，上山 智，
竹内 哲也，赤﨑 勇：「ナノ ELO による m 面 GaInN 

厚膜の検討」，第 60 回応用物理学会春季学術講演会，
神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

小塚 祐吾，鈴木 智行，森田 隆敏，竹内 哲也，上山 智，
岩谷 素顕，赤﨑 勇：「MOVPE 法による AlInN 高速
成長の影響」，第 60 回応用物理学会春季学術講演会，
神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

山本 泰司，飯田 大輔，近藤 保成，曽和 美保子，岩谷 

素顕，竹内 哲也，上山 智，赤崎 勇：「MOVPE によ
り作製した GaInN/GaN 超格子構造のその場観察 X 

線回折法による評価」，第 60 回応用物理学会春季学
術講演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

飯 田 大 輔，Yuntian Chen，Yiyu Ou，Ahmed Fadil，Oleksii 

Kopylov，岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，赤﨑 勇，
Haiyan Ou：「表面プラズモンカップリングを利用し
た GaInN/GaN 量子井戸の評価」，第 60 回応用物理
学会春季学術講演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-

30）
石黒 真未，池田 和弥，水野 正隆，岩谷 素顕，上山 智，

竹内 哲也，赤崎 勇：「窒化物半導体 HFET 型光セン
サー構造の最適化」，第 60 回応用物理学会春季学術
講演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

黒川 泰視，近藤 真一郎，山本 翔太，森 美貴子，岩谷 

素顕，竹内 哲也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「GaInN 

超格子構造最適化による窒化物半導体太陽電池の高
性能化」，第 60 回応用物理学会春季学術講演会，神
奈川工科大学，（2013.3.26-30）

中嶋 翼，竹田 健一郎，新里 紘史，岩谷 素顕，上山 智，
竹内 哲也，赤﨑 勇，天野 浩：「350nm 紫外 LED の
光取り出し効率の向上」，第 60 回応用物理学会春季
学術講演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

土屋 貴義，梅田 慎也，曽和 美保子，河合 俊介，近藤 

俊行，北野 司，森 みどり，鈴木 敦志，赤﨑 勇，関
根 均，難波江 宏一，岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智：

「モスアイ加工サファイア基板による LED の光取り
出し効率の改善」，第 60 回応用物理学会春季学術講
演会，神奈川工科大学，（2013.3.26-30）

林 健人，松井 健城，森田 隆敏，鈴木 智行，竹内 哲也，
上山 智，岩谷 素顕，赤﨑 勇：「電子ブロック層上
活性層による電子オーバーフローの直接観測」，第
60 回応用物理学会春季学術講演会，神奈川工科大
学，（2013.3.26-30）

桑野 侑香，加賀 充，森田 隆敏，山下 浩司，南川 大
智，竹内 哲也，岩谷 素顕，上山 智，赤﨑 勇：「横
方向 p 型活性化における雰囲気ガス依存性」，第 60

回応用物理学会春季学術講演会，神奈川工科大学，
（2013.3.26-30）

松井 健城，山下 浩司，加賀 充，森田 隆敏，鈴木 智行，
竹内 哲也，上山 智，岩谷 素顕，赤﨑 勇：「窒化物
半導体二波長発光ダイオードにおける発光強度比の
安定性」，第 60 回応用物理学会春季学術講演会，神
奈川工科大学，（2013.3.26-30）

竹内 哲也，岩谷 素顕，上山 智，赤﨑 勇：「窒化物
半導体における分極の影響と発光素子への応用」，
第 5 回 窒化物半導体結晶成長講演会，大阪大学，

（2013.6.21-22）
山田 知明，松原 由布子，新里 紘史，竹田 健一郎，岩

谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，赤崎 勇，天野 浩：
端面コーティングによる光励起 DUV レーザの閾値
励起強度密度低減について」，第 5 回 窒化物半導体
結晶成長講演会，大阪大学，（2013.6.21-22）

松原 由布子，山田 知明，中嶋 翼，竹田 健一郎，岩谷 

素顕，竹内 哲也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「AlGaN/

AlN 多重量子井戸の誘導放出における転位密度依存
性」，第5回 窒化物半導体結晶成長講演会，大阪大学，

（2013.6.21-22）
黒川 泰視，近藤 真一郎，山本 翔太，森 美貴子，岩谷 

素顕，竹内 哲也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「GaInN

における InN 組成揺らぎの改善による窒化物太陽
電池の高効率化」，第 5 回 窒化物半導体結晶成長講
演会，大阪大学，（2013.6.21-22）

山本 泰司，飯田 大輔，近藤 保成，曽和 美保子，梅田 

慎也，岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，赤崎 勇：「そ
の場観察 X 線回折法による GaInN/GaN 超格子構造
の評価」，第 5 回 窒化物半導体結晶成長講演会，大
阪大学，（2013.6.21-22）

飯 田 大 輔，Yuntian Chen，Yiyu Ou，Ahmed Fadil，Oleksii 

Kopylov，岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，赤﨑 勇，
Haiyan Ou：「表面プラズモンカップリングを利用し
た緑色 LED の内部量子効率の向上」，第 5 回 窒化
物半導体結晶成長講演会，大阪大学，（2013.6.21-22）

中島 啓介，渡邉 雅大，加賀 充，鈴木 智行，南川 大
智，竹内 哲也，上山 智，岩谷 素顕，赤崎 勇：「ト
ンネル接合を有する青色マイクロ LED の電流電圧
特性」，第 5 回 窒化物半導体結晶成長講演会，大阪
大学，（2013.6.21-22）

笹島 浩希，鈴木 智行，松原 由布子，竹内 哲也，上山 

智，岩谷 素顕，赤崎 勇：「新規 GaNSb 混晶の作製
と GaSb モル分率成長温度依存性」，第 5 回 窒化物
半導体結晶成長講演会，大阪大学，（2013.6.21-22）

黒川 泰視，合田 智美，加賀 充，岩谷 素顕，竹内 哲
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也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「トンネル接合を
活用した窒化物半導体多接合太陽電池の作製」，第
74 回応用物理学会秋季学術講演会，同志社大学，

（2013.9.15-20）
笹島 浩希，鈴木 智行，松原 由布子，竹内 哲也，上山 

智，岩谷 素顕，赤﨑 勇：「GaNSb 混晶 GaSb モル分
率の Sb/N 比依存性」，第 74 回応用物理学会秋季学
術講演会，同志社大学，（2013.9.15-20）

小塚 祐吾，安田 俊輝，鈴木 智行，竹内 哲也，上山 智，
岩谷 素顕，赤﨑 勇：「MOVPE 法による AlInN の高
速成長」，第 74 回応用物理学会秋季学術講演会，同
志社大学，（2013.9.15-20）

中島 啓介，渡邉 雅大，加賀 充，鈴木 智行，南川 大
智，竹内 哲也，上山 智，岩谷 素顕，赤﨑 勇：「青
色面発光レーザに向けた電流狭窄構造の検討」，第
74 回応用物理学会秋季学術講演会，同志社大学，

（2013.9.15-20）
山田 知明，松原 由布子，竹田 健一郎，岩谷 素顕，竹

内 哲也，上山 智，赤崎 勇，天野 浩：「VSL 法を用
いた AlGaN/AlN 多重量子井戸の光学利得測定」，第
74 回応用物理学会秋季学術講演会，同志社大学，

（2013.9.15-20）
松原 由布子，山田 知明，竹田 健一郎，岩谷 素顕，竹

内 哲也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「AlGaN/AlN

多重量子井戸の光学利得の転位密度依存性」，第
74 回応用物理学会秋季学術講演会，同志社大学，

（2013.9.15-20）
竹内 哲也，岩谷 素顕，上山 智，赤﨑 勇：「オーバー

フロー抑制に向けた np 接合 GaInN-LED」，日本学
術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第
162 委員会 第 86 回研究会，名古屋，（2013.10.10）

畔柳 有孝，前田 智彦，赤澤 絵理，江間 伸明，寺前 文晴，
藤元 直樹，難波江 宏一，上山 智，竹内 哲也，岩谷 

素顕，赤﨑 勇：「近接昇華法による SiC 結晶のドー
ピング濃度均一化に関する検討」，第 43 回結晶成長
国内会議，長野，（2013.11.6-8）

笹島 浩希，鈴木 智行，松原 由布子，竹内 哲也，上山 

智，岩谷 素顕，赤崎 勇：「新規 GaNSb 混晶の作製
及び高 GaSb モル分率に向けた検討」，第 43 回結晶
成長国内会議，長野，（2013.11.6-8）

小塚 祐吾，安田 俊輝，鈴木 智行，竹内 哲也，上山 智，
岩谷 素顕，赤﨑 勇：「AlInN の高速成長に関する研
究」，第 43 回結晶成長国内会議，長野，（2013.11.6-8）

小﨑 桂矢，近藤 真一郎，梅田 慎也，岩谷 素顕，竹内 

哲也，上山 智，赤﨑 勇：「細線加工 m 面 GaN 基板
上への GaInN 成長」，第五回薄膜太陽電池セミナー

プログラム，名古屋大学，（2013.11.14-15）
山本 泰司，飯田 大輔，近藤 保成，曽和 美保子，梅田 

慎也，松原大幸，岩谷 素顕，竹内 哲也，上山 智，
赤﨑 勇：「in-situX 線を用いた GaInN/GaN 薄膜超格
子構造の観察」，第五回薄膜太陽電池セミナープロ
グラム，名古屋大学，（2013.11.14-15）

合田 智美，黒川 泰視，森田 隆敏，岩谷 素顕，竹内 

哲也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「トンネル接合
を用いた III 族窒化物半導体多接合型太陽電池」，応
用物理学会 SC 東海地区学術講演会 2013，名古屋大
学，（2013.11.16）

曽和 美保子，北野 司，近藤 俊行，森 みどり，鈴木 敦志，
難波江 宏一，上山 智，岩谷 素顕，竹内 哲也，赤﨑 

勇：「モスアイ加工サファイア基板を用いた窒化物
系 LED の性能向上検討」，応用物理学会 SC 東海地
区学術講演会 2013，名古屋大学，（2013.11.16）

黒川 泰視，合田 智美，加賀 充，岩谷 素顕，竹内 哲
也，上山 智，赤﨑 勇，天野 浩：「トンネル接合
を用いた多接合窒化物半導体の検討」，電子情報
通信学会（ED，CPM，LQE 合同研究会），大阪大学，

（2013.11.28-29）
中嶋 翼，竹田 健一郎，岩谷 素顕，上山 智，竹内 哲

也，赤﨑 勇，天野 浩：「350nm 紫外 LED 光取り出
し効率改善に関する研究」，電子情報通信学会（ED，
CPM，LQE 合同研究会），大阪大学，（2013.11.28-29）

成塚 重弥

【学術論文】
S.Naritsuka，C.H.Lin，S.Uchiyama and T.Maruyama：
“Temperature dependence of a-plane GaN low angle 

incidence microchannel epitaxy by ammonia-based 

metal-organic molecular beam epitaxy”，physica status 

solidi（c） Vol.10 No.3，pp.392-395，（2013.3）
Y.Kito，H.Yamauchi，S.Naritsuka and T.Maruyama：“Study 

of �ermal Crystallization of Ni Catalysis for Graphene 

CVD”，J.Res.Inst.Meijo Univ.，Vol.12，pp.43-48，
（2013.3）

D.Kanbayashi，T.Hishida，M.Tomita，H.Takakura，
T.Maruyama and S.Naritsuka：“Liquid Phase Electro-

Epitaxy of c-plane GaN layer under atmospheric 

pressure”，J.Res.Inst.Meijo Univ.，Vol.12，pp.99-104，
（2013.3）

K.Shimizu，Y.Noma，M.Blajan and S.Naritsuka：“Study 

on Surface Modifikation of GaN by Atmospheric 

Microplasma”，IEEE Transact ions  on Industr y 

Applications，Vol.49，No.5，pp.2308-2313，（2013.5）
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T.Yajima，S.Sakakibara，S.Naritsuka，H.Yamane，N.Kosugi 

and T.Maruyama：“Formation of Carbon Nanotube/

n-type 6H-SiC Heterojunction by Surface Decomposition 

of SiC and Its Electric Properties”，Jpn.J.Appl.Phys.，
Vol.52 No.6，pp.06GD01/1-06GD01/4，（2013.6）

H.Kondo，N.Fukuoka，R.Ghosh，S.Naritsuka，T.Maruyama 

and S.Iijima：“Low-Temperature Single-Walled Carbon 

Nanotube Growth from Pt Catalysts Using Alcohol Gas 

Source Method in High Vacuum”，Jpn.J.Appl.Phys.，
Vol.52 No.6，pp 06GD02/1-06GD02/4，（2013.6）

S.Uchiyama，C.H.Lin，Y.Suzuki，T.Maruyama and 

S.Naritsuka：“Effect of Supply Direction of Precursors 

on a-Plane GaN Low Angle Incidence Microchannel 

Epitaxy by Ammonia-Based Metal–Organic Molecular 

B eam Epitaxy”，Jpn.J.Appl.Phys.，Vol.52，No.8，
pp.08JE04/1-08JE04/4，（2013.8）

S.Naritsuka，C.H.Lin，S.Uchiyama and T.Maruyama：
“Coalescence of a-plane GaN stripes in low angle 

incidence microchannel epitaxy by ammonia-based 

metal-organic molecular beam epitaxy”，J.Crystal.

Growth，Vol.378，No.9，pp.303-306，（2013.9）
T.Maruyama，H.Kondo，N.Fukuoka and S.Naritsuka：
“Growth of Single-Walled Carbon Nanotubes from Pt 

catalysts by the Alcohol Gas Source Method under Low 

Ethanol Pressure：Growth Temperature Dependence”，
to be published in Trans.Mater.Res.Soc.Jpn.

【その他】
福岡 直也，近藤 弘基，澤木 祐哉，Ranajit Ghosh，成塚 

重弥，丸山 隆浩： 「高真空アルコールガスソース法
による Al2Ox 層上 Pt 触媒からの単層カーボンナノ
チューブ成長」，第 44 回フラーレン・ナノチュー
ブ・グラフェン総合シンポジウム，2P-26，東京大学，

（2013.3.11-13）
加藤 浩直，岩月 剛徳，山本 奈緒，白井 優也，廣田 

雄二郎，伊覇 広夢，成塚 重弥，丸山 隆浩：「窒素
ラジカル分子線成長による GaN の選択成長」，第
60 回応用物理学関係連合講演会，29p-G20-20，神
奈川工業大学，（2013.3.27-30）

廣田 雄二郎，白井 優也，伊覇 広夢，岩月 剛徳，加藤 

浩直，山本 奈緒，成塚 重弥，丸山 隆浩：「グラフェ
ンマスクの簡易パターニングと GaAs 選択成長への
応用」，第 60 回応用物理学関係連合講演会，29a-

PB7-13，神奈川工業大学，（2013.3.27-30）
神林 大介，高倉 宏幸，冨田 将史，成塚 重弥，丸山 

隆浩：「電流制御型液相成長を用いた GaN の選択成
長」，第 60 回応用物理学関係連合講演会，28p-PA1-

16，神奈川工業大学，（2013.3.27-30）
近藤 弘基，福岡 直也，Ghosh Ranajit，成塚 重弥，丸山 

隆浩，飯島 澄男：「EB 蒸着法により作製した Pt 触
媒を用いた高真空アルコールガスソース法による
SWNT 成長」，第 60 回応用物理学関係連合講演会，
27p-G12-3，神奈川工業大学，（2013.3.27-30）

矢嶋 孝敏，成塚 重弥，丸山 隆浩：「SiC 表面分解法に
よる 4H-SiC 上への CNT 形成と CNT/4H-SiC ヘテロ
界面の電気的特性」，第 60 回応用物理学関係連合講
演会，神奈川工業大学，27p-G12-16，（2013.3.27-30）

鬼頭 佑典，山内 洋哉，鈴木 学，成塚 重弥，丸山 隆浩：
「パターン化 Ni 触媒を用いたグラフェンのアルコー
ル CVD 成長」，第 60 回応用物理学関係連合講演会，
神奈川工業大学，28p-PB3-14，（2013.3.27-30）

D.Kanbayashi，T.Hishida，M.Tomita，H.Takakura，
T.Mar uyama and  S .Nar i t su ka：“L iquid-Phas e 

Electroepitaxy of GaN at atmospheric pressure using 

ammonia and Ga-Ge solution”，25th Interanational 

Conference on Indium Phoshide and Related Maerials，
MoPI-4，Kobe，Japan，（2013-5.19-23）

鈴木 陽平，内山 翔太，丸山 隆浩，成塚 重弥：「二段
階成長を用いた LAIMCE による a 面 GaN の合体平
坦化」，第 5 回窒化物半導体結晶成長講演会，ST01，
大阪大学，（2013.6.21-22）

高倉 宏幸，神林 大介，冨田 将史，成塚 重弥，丸山 隆浩：
「タングステマクを用いた電流制御型液相成長によ
る GaNGaN 選択成長」，第 5 回窒化物半導体結晶成
長講演会，ST02，大阪大学，（2013.6.21-22）

H.Kondo，N.Fukuoka，S.Naritsuka and T.Maruyama：“Low 

temperature synthesis and growth mechanism of single-

walled carbon nanotubes from Pt catalysts in the alcohol 

gas source method”，�e 14th International Conference 

on the Science and Application of Nanotubes（NT13），
P27，Aalto University，Espoo，Finland，（2013.6.24-28）

T.Maruyama，T.Yajima，S.Sakakibara and S.Naritsuka：
“Property of carbon nanotube/SiC heterojunctions 

formed by surface decomposition of SiC”，The 14th 

International Conference on the Science and Application 

of Nanotubes（NT13），P37，Aalto University，Espoo，
Finland，（2013.6.24-28）

M.Tomita，H.Takakura，T.Hishida，D.Kanbayashi，
S.Naritsuka and T.Maruyama：“Study of abnormal 

growth in（100） GaAs microchannel epitaxy –E�ect of 

mask pattern–”，31th Electronic Materials Symposium

（EMS-31），Th2 -7，L arore t  Biwa ko，Shiga，Ju ly 

（2013.7.10-12）
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H . I h a，Y. H i r o t a ，Y. S h i r a i，T. Iw a t s u k i，H . K a t o，
N . Ya m a m o t o，S . Na r i t s u k a  a n d  T. Ma r u y a m a：

“Comparative study of selective growth of GaAs on Ti，
SiO2 and graphene masks by molecular beam epitaxy”，
31th Electronic Materials Symposium（EMS-31），Th2-

6，Laroret Biwako，Shiga，（2013.7.10-12）
N.yamamoto，H.Kato，Y.Hirota，H.Iha，T.Maruyama 

and S.Naritsuka：“Low temperature selective growth 

of c-plane GaN using a Ti mask by RF-MBE”，31th 

Electronic Materials Symposium（EMS-31），Th3-18，
Laroret Biwako，Shiga，（2013.7.10-12）

Y.Hirota，Y.Shirai，H.Iha，Y.Kito，M.Suzuki，H.Kato，
N.Yamamoto，T.Maruyama and S.Naritsuka：“Selective 

growth of（0 0 1） GaAs using patterned graphene 

mask”，17th International Conference on Crystal 

Growth and Epitaxy，G10/Mo115，Warsaw，Poland，
（2013.8.11-16）

S.Naritsuka，D.Kambayashi，H.Takakura，M.Tomita and 

T.Maruyama：“c-plane GaN selective growth by liquid 

phase electroepitaxy under atmospheric pressure”，
17th International Conference on Crystal Growth and 

Epitaxy，T03/�O1，Warsaw，Poland，（2013.8.11-16）
N.Kuwano，Y.Ryu，M.Mitsuhara，C.H.Lin，S.Uchiyama，

T.Maruyama，Y.Suzuki and S.Naritsuka：“Behavior of 

Defects in a-Plane GaN Films Grown by Low-Angle-

Incidence Microchannel Epitaxy（LAIMCE）”，17th 

International Conference on Crystal Growth and 

Epitaxy，G07/�O2，Warsaw，Poland，（2013.8.11-16）
近藤 弘基，ゴーシ・ラナジット，成塚 重弥，丸山 隆

浩，飯島 澄男：「高真空アルコールガスソース法に
よる Pt 触媒からの単層カーボンナノチューブの低
温成長と成長メカニズム」，第 45 回フラーレン・ナ
ノチューブ・グラフェン総合シンポジウム，1P-10，

（2013.8.5-7）
矢嶋 孝敏，野本 豊和，丸山 隆浩：「SiC 表面分解法に

より作製した CNT/n 型 4H-SiC 界面の電気的特性
と電子構造」，第 45 回フラーレン・ナノチューブ・
グラフェン総合シンポジウム，2P-17，大阪大学，

（2013.8.5-7）
Yujiro Hirota and Shigeya Naritsuka：“Selective growth of

（001） GaAs with graphene mask”，15th Interanational 

Summer School on Crystal Growth，P19，Gdansk，
Poland，（2013.8.4-10）

冨田 将史，高倉 宏幸，岩川 宗樹，水野 陽介，山田 

純平，菱田 武重，神林 大介，成塚 重弥：「GaAs マ
イクロチャンネルエピタキシーにおける マスクパ

ターン形状による過飽和度制御」，第 74 回応用物理
学会周期学術講演会，20p-D3-6，同志社大学，京都，

（2013.9.16-20）
高倉 宏幸，冨田 将史，神林 大介，岩川 宗樹，水野 陽介，

山田 純平，成塚 重弥，丸山 隆浩：「GaN 横方向成
長を目指したタングステンマスクによる電流制御型
液相成長」，第 74 回応用物理学会周期学術講演会，
同志社大学，京都，17p-P7-4，（2013.9.16-20）

近藤 弘基，Ranajit Ghosh，成塚 重弥，丸山 隆浩，飯島 

澄男：「EB 蒸着法により作製した Pt 触媒を用いた 

高真空アルコールガスソース法による SWNT 低温
成長」，第 74 回応用物理学会周期学術講演会，16p-

B3-1，同志社大学，京都，（2013.9.16-20）
廣田 雄二郎，伊覇 広夢，鬼頭 佑典，鈴木 学，加藤 浩直，

山本菜緒，丸山 隆浩，成塚 重弥：「グラフェンマス
ク上の GaAs MBE 選択成長メカニズムの検討」，第
43 回結晶成長国内会議（NCCG-43），07PS08，長野
市生涯学習センター，長野，（2013.11.6-8）

鈴木 学，鬼頭 佑典，早川 直邦，成塚 重弥，丸山 隆
浩：「Ni 触媒を用いたアルコール CVD 法による多
層グラフェンの成長」，第 43 回結晶成長国内会議

（NCCG-43），07PS38，長野市生涯学習センター，
長野，（2013.11.6-8）

冨田 将史，高倉 宏幸，岩川 宗樹，水野 陽介，山田 

純平，菱田 武重，神林 大介，成塚 重弥：「GaAs 

MCE におけるスパイラルステップを用いた表面過
飽和度の評価」，第 43 回結晶成長国内会議（NCCG-

43），07PS19，長野市生涯学習センター，長野，
（2013.11.6-8）

加藤 浩直，山本 菜緒，廣田 雄二郎，伊覇 広夢，成塚 

重弥，丸山 隆浩：「GaN 超低角入射マイクロチャン
ネルエピタキシーに関する基礎的検討」，第 43 回結
晶成長国内会議（NCCG-43），07PS11，長野市生涯
学習センター，長野，（2013.11.6-8）

H.Kondo，R.Ghosh，S.Naritsuka，T.Maruyama and S.Iijima：
“Single-Walled Carbon Nanotube Growth with Narrow 

Diameter Distribution from Pt Catalysts by Alcohol Gas 

Source Method”，2013 MRS Fall Meeting，SS4.02，
Dec.1-6，Boston，USA，（2013.12）

T.Yajima，S.Naritsuka and T.Maruyama：“Carbon 

Nanotube/n-type SiC Heterojunction by Surface 

Decomposition of SiC：Growth and Electric Property”，
2013 MRS Fall Meeting，SS19.26，Dec.1-6，Boston，USA，

（2013.12）

服部 友一
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【学術論文】
赤堀 俊和，大口 友里恵，服部 友一，安井 利明，福本 

昌宏，福井 壽男，新家 光雄：「摩擦攪拌プロセスに
よる生体用β型 Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr 合金の表面改質
層と機械的性質」，日本金属学会誌，第77巻，第11号，
pp.543-549，（2013.1）

石倉 馨，服部 友一，赤堀 俊和，新家 光雄：「低コ
スト型生体用 Ti-Mn 系二元合金の力学的特性と生
体親和性」，日本金属学会誌，第 77 巻，第 7 号，
pp.253-258，（2013.5）

【その他】
服部 友一，石倉 馨，赤堀 俊和，仲井 正昭，新家 光雄：
「動物実験による Ti-12Mn，Ti-12Cr の生体親和性」，
東北大学金属材料研究所共同研究ワークショップ＆
日本バイオマテリアル学会東北地域講演会「インプ
ラントデバイス構築に向けた金属系バイオマテリア
ルの研究開発の最前線」，（2013.10）

Y.Oguchi，T.Akahori，T.Hattori，H.Fukui and M.Niinomi：
“Mechanical properties and bone contact characteristics 

of betatype Ti alloy subjected to surface modi�cations”，
Book of Abstract  USB T1P103，25th European 

Conference on Biomaterials，（2013.9）
A.Ito，K.Ishikura，T.Hattori，T.Akahori，K.Sato and 

M.Niinomi：“Biocompatibility and Mn element release 

of newly developed Ti-Mn system alloy”，Book of 

Abstract USB T4P003，25th European Conference on 

Biomaterials，（2013.9）
K.Mizuno，T.Hattori，T.Akahori，K.Sato，M.Niinomi 

and K.Tsuge：“Biocompatibility of newly developed 

metastable beta type Ti-5Fe-3Nb-3Zr for biomedical 

applications”，Book of Abstract USB T4P004，25th 

European Conference on Biomaterials，（2013.9）
T.Yasuda，T.Akahori，T.Hattori and H.Fukui：“Effect of 

solution treatment on microstructure and mechanical 

strength of dental silver alloy cast at various cooling 

rates”，Book of Abstract USB T4P010，25th European 

Conference on Biomaterials，（2013.9）
Y.Kato，T.Hattori，T.Akahori，K.Sato and M.Niinomi：
“Mechanical properties and biocompatibility of TNTZ 

reinforced by TiB”，Book of Abstract USB p.T4P015，
25th European Conference on Biomaterials，（2013.9）

 

六田 英治

【学術論文】
T.Nakagawa，E.Rokuta，H.Murata，H.Shimoyama and 

C.Oshima：“Fabrication of a single-atom electron source 

by noble-metal surface diffusion”，Journal of Vacuum 

Science and Technology B Vol.31，No.2，pp.02B105-1-

02B105-5，（2013.3）
【その他】

渡辺 和寛，江村 泰明，村田 英一，六田 英治，下山 

宏，安田 洋，原口 岳士：「ショットキー放出された
LaB6 電子銃の電子放出実験」，第 74 回応用物理学
秋季学術講演会，18a-A13-7，（2013.9）
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池邉 由美子

【その他】
後藤 啓太，田中 宏季，池邉 由美子，坂 えり子：「In

をドープした SrMO3（M=Zr，Ce）の電気伝導特性
と化学的安定性」，名城大学総合学術研究所総合学
術研究論文集，第 12 号，pp.49-54，（2013-3）

福長 嗣人，土方 将貴，池邉 由美子，坂 えり子：
「SrCe0.95Y0.05O3-δの電気伝導特性及び化学的安定性の
評価」，名城大学総合研究所紀要，第 18 号，pp.51-

56，（2013-3）
福長 嗣人，後藤 啓太，土方 将貴，池邉 由美子，坂 

えり子：「SrCe0.95-xZrxY0.05O3-δプロトン導電体の化学
的安定性に及ぼす雰囲気ガスの影響」，平成 24 年度
日本セラミックス協会東海支部学術研究発表会，講
演要旨集，pp.35，（2012-12）

後藤 啓太，福長 嗣人，田中 宏季，池邉 由美子，坂 

えり子：「SrMO3（M=Zr，Ce）プロトン導電性セラミッ
クスの接合と CO2 に対する化学的安定性の評価」，
平成 24 年度日本セラミックス協会東海支部学術研
究発表会，講演要旨集，pp.36，（2012-12）

田淵 正義，福長 嗣人，池邉 由美子，坂 えり子：
「BaZr0.91M0.08Co0.01O3-α（M=Dy，Gd，Y，Yb） プ ロ ト ン
導電体の焼結性と電気伝導特性」，第 60 回応用物理
学会春季学術講演会，CD-ROM，（2013-3）

福長 嗣人，土方 将貴，池邉 由美子，坂 えり子：「Zr

を添加した BaCe0.95Y0.05O3-δプロトン導電体の電気
伝導特性」，第 60 回応用物理学会春季学術講演会，
CD-ROM，（2013-3）

T.Fujita，Y.Ikebe and E.Ban：“Superconducting properties 

of Gd-Ba-Cu-O filaments doped with Co，Sn and Zr”，
International Conference on Traditional and Advanced 

Ceramics 2013 _abstract，（2013-9）
M.Tabuchi，Y.Ikebe and E.Ban：“Sinterability and electrical 

conductivity of proton conducting BaZr0.91M0.08Co0.01O3-α 

（M=Dy，Gd，Y，Yb）”，International Conference on 

Traditional and Advanced Ceramics 2013 _abstract，（2013-9）
D.Suzuki，Y.Ikebe and E.Ban：“Electrical conductivity 

and chemical stability of SrCeO3 doped with transition 

metal”，International Conference on Traditional and 

Advanced Ceramics 2013 _abstract，（2013-9）

小澤 理樹

【その他】
勝野 俊作，伊藤 正雅，小澤 理樹：「粘液状ナノダイ

ヤモンドファイバーの形成」，第 44 回 フラーレン・
ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム予稿集， 

p.27，（2013-3）
藤原 圭汰，伊神 俊輝，伊藤 正雅，小澤 理樹：「バイ

オミメティック・アプローチによる高強度ナノダ
イヤモンド複合材料の合成」，第 44 回 フラーレン・
ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム予稿集， 

p.88，（2013-3）
S.Katsuno，T.Ito，＊M.Ozawa：“Spontaneous �bre formation 

of detonation nanodiamonds in polyacr ylamide 

aqueous solutions”，Abstracts of the 11th International 

Conference Advanced Carbon NanoStructures，（2013-7）

才田 隆広

【学術論文】
N.Ishiguro，T.Saida，T.Uruga，O.Sekizawa，K.Nagasawa，

K.Nitta，T.Yamamoto，S.Ohkoshi，T.Yokoyama，and 

M.Tada：“Structural kinetics of a Pt/C cathode catalyst 

with practical catalyst loading in an MEA for PEFC 

operating conditions studied by in situ time-resolved 

XAFS”，Physical Chemistry Chemical Physics，vol.15，
No.43，pp.18827-18834，（2013-9）

K.Fukuda，J.Sato，T.Saida，W.Sugimoto，Y.Ebina，T.Shibata，
M.Osada，and T.Sasaki：“Fabrication of Ruthenium 

Metal Nanosheets via Topotactic Metallization of 

Exfoliated Ruthenate Nanosheets”，Inorganic Chemistry，
Vol.52，No.5，pp.2280-2282，（2013-2）

【その他】
才田 隆広，唯 美津木：「固体高分子形燃料電池におけ

る電極接合体内における白金触媒の分布・化学状態
の観察」，放射光，Vol.26，No.2，pp.72-83，（2013-3）

早出 彩，才田 隆広，Sutasinee Kityakarn，石黒 志， 関澤 

央輝，宇留賀 朋哉，長澤 兼作，山本 孝，横山 利彦，
唯 美津：「In-situ 時間分解 XAFS 法を用いた過渡電
圧観察時の Pt/C 触媒の価数変化」，電気化学会創立
80 周年記念大会講演要旨集，pp.75，（2013-3）

才田 隆広，早出 彩，Sutasinee Kityakarn，石黒 志， 関澤 

央輝，宇留賀 朋哉，長澤 兼作，山本 孝，横山 利彦，
唯 美津木：「In-situ 空間分解 XAFS 法を用いた二次
元空間における Pt/C 触媒の酸化還元挙動」，電気化

応用化学科
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学会創立 80 周年記念大会講演要旨集，pp.75，（2013-

3）
才田 隆広，早出 彩，Sutasinee Kityakarn，石黒 志，関

澤 央輝，宇留賀 朋哉，新田 清文，長澤 兼作，山本 

孝，横山 利彦，唯 美津木：「In-situ XAFS 法を用い
た Pt/C 触媒の有効活性サイトの評価と触媒劣化現
象」，電気化学会創立 80 周年記念大会講演要旨集，
pp.497，（2013-3）

永田 央

【学術論文】
H.Yamazaki，T.Ueno，K.Aiso，M.Hirahara，T.Aoki，

T.Nagata，S. Igarashi，and M.Yagi：“Synthes is，
Characterization and Heterogeneous Catalysis for 

Water Oxidation of a Di-manganese Complex with 4’
-（4-Pyridyl）-2，2’:6’，2”-terpyridine”，Polyhedron，
Vol.52，pp.455-460，（2013-2）

H.Kon and T.Nagata：“New Ternary Ligands Consisting of 

a N4 Bridging Ligand and Two Terpyridines，and Their 

Co（II） and Ni（II） Dinuclear Complexes.Structure，
Redox Properties，and Reaction with Acid”，Dalton 

Transactions，Vol.42，pp.5697-5705，（2013-3）
【その他】

遊佐 仁暁，永田 央：「金属フタロシアニンの光増感に
よるキノンの還元反応」，錯体化学会第 63 回討論会
講演要旨集， pp.170，（2013-9）

坂 えり子

【その他】
後藤 啓太，田中 宏季，池邉 由美子，坂 えり子：「In

をドープした SrMO3（M=Zr，Ce）の電気伝導特性
と化学的安定性」，名城大学総合学術研究所総合学
術研究論文集，第 12 号，pp.49-54，（2013-3）

福長 嗣人，土方 将貴，池邉 由美子，坂 えり子：
「SrCe0.95Y0.05O3-δの電気伝導特性及び化学的安定性の
評価」，名城大学総合研究所紀要，第 18 号，pp.51-

56，（2013-3）
福長 嗣人，後藤 啓太，土方 将貴，池邉 由美子，坂 

えり子：「SrCe0.95-xZrxY0.05O3-δプロトン導電体の化学
的安定性に及ぼす雰囲気ガスの影響」，平成 24 年度
日本セラミックス協会東海支部学術研究発表会，講
演要旨集，pp.35，（2012-12）

後藤 啓太，福長 嗣人，田中 宏季，池邉 由美子，坂 

えり子：「SrMO3（M=Zr，Ce）プロトン導電性セラミッ
クスの接合と CO2 に対する化学的安定性の評価」，
平成 24 年度日本セラミックス協会東海支部学術研

究発表会，講演要旨集，pp.36，（2012-12）
田淵 正義，福長 嗣人，池邉 由美子，坂 えり子：
「BaZr0.91M0.08Co0.01O3-α（M=Dy，Gd，Y，Yb） プ ロ ト ン
導電体の焼結性と電気伝導特性」，第 60 回応用物理
学会春季学術講演会，CD-ROM，（2013-3）

福長 嗣人，土方 将貴，池邉 由美子，坂 えり子：「Zr

を添加した BaCe0.95Y0.05O3-δプロトン導電体の電気
伝導特性」，第 60 回応用物理学会春季学術講演会，
CD-ROM，（2013-3）

T.Fujita，Y.Ikebe and E.Ban：“Superconducting properties 

of Gd-Ba-Cu-O filaments doped with Co，Sn and Zr”，
International Conference on Traditional and Advanced 

Ceramics 2013 _abstract，（2013-9）
M.Tabuchi，Y.Ikebe and E.Ban：“Sinterability and electrical 

conductivity of proton conducting BaZr0.91M0.08Co0.01O3-α 

（M=Dy，Gd，Y，Yb）”，International Conference on 

Traditional and Advanced Ceramics 2013 _abstract，
（2013-9）

D.Suzuki，Y.Ikebe and E.Ban：“Electrical conductivity 

and chemical stability of SrCeO3 doped with transition 

metal”，International Conference on Traditional and 

Advanced Ceramics 2013 _abstract，（2013-9）

坂東 俊治

【学術論文】
M.Nakamura，T.Kawai，M.Irie，R.Yuge，S.Iijima，S.Bandow，

and M.Yudasaka：“Graphite-Like Thin Sheets with 

Even-Numbered Layers”，Carbon，61，pp.644-647，
（2013）

T.Mizuno，M.Takizawa B.Tsuchiya，M.Jinno，and 

S.Bandow：“A nitrogen-doped graphene film prepared 

by chemical vapor deposition of a methanol mist 

containing methylated melamine resin”，Appl.Phys.A，
113（3），pp.645-650，（2013）

【その他】
R.Yuge，T.Manako，S.Bandow，M.Yudasaka，K.Toyama，

T.Yamaguchi，S.Iijima，and K.Nakano：“Nitrogen-doped 

carbon nanohorn aggregates with electrocatalytic activity 

for oxygen reduction”， The 44th Fullerene Nanotubes 

Graphene General Symposium，March 11-13，Tokyo，
1P-29，（2013-3）

Y.Shiraki，Y.Mishina，and S.Bandow：“Enhancement 

of photo-induced current in the complex of iron 

oxide nanotubes and fullerenols”，The 44th Fullerene 

Nanotubes Graphene General Symposium，March 11-13，
Tokyo，2P-45，（2013-3）
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M.Nakamura，T.Kawai，M.Irie，R.Yuge，S.Iijima，S.Bandow，
and M.Yudasaka：“Graphene-based nanomaterials 

prepared by laser ablation of graphite”， The 44th 

Fullerene Nanotubes Graphene General Symposium，
March 11-13，Tokyo，3P-45，（2013-3）

T.Mizuno，and S.Bandow：“E�ects of etchant and synthesis 

temperature on the sheet-resistivity of nitrogen doped 

graphene �lm”，�e 44th Fullerene Nanotubes Graphene 

General Symposium，March 11-13，Tokyo，3P-46，
（2013-3）

R.Yuge，T.Manako，S.Bandow，M.Yudasaka，K.Toyama，
T.Yamaguchi，S.Iijima，and K.Nakahara：“Preparation 

and structural properties of BN-doped carbon nanohorn 

aggregates”，The 45th Fullerene Nanotubes Graphene 

General Symposium，Aug.5-7，Osaka，2P-7，（2013-8）
S.Bandow，and Y.Shiraki：“Structural transformation of 

iron oxide nanotubes by the heat treatment”，The 45th 

Fullerene Nanotubes Graphene General Symposium，
Aug.5-7，Osaka，3P-14，（2013-8）

丸山 隆浩

【学術論文】
S.Naritsuka，C.H.Lin，S.Uchiyama，and T.Maruyama：
“Temperature dependence of a-plane GaN low angle 

incidence microchannel epitaxy by ammonia-based 

metal-organic molecular beam epitaxy”，physica status 

solidi（c），Vol.10，No.3，pp.392-395，（2013-3）
Y.Kito，H.Yamauchi，S.Naritsuka and T.Maruyama：“Study 

of �ermal Crystallization of Ni Catalysis for Graphene 

CVD”，J.Res.Inst.Meijo Univ.，Vol.12，pp.43-48，（2013-

3）
D.Kanbayashi，T.Hishida，M.Tomita，H.Takakura，

T.Maruyama and S.Naritsuka：“Liquid Phase Electro-

Epitaxy of c-plane GaN layer under atmospheric 

pressure”，J.Res.Inst.Meijo Univ.，Vol.12，pp.99-104，
（2013-3）

T.Yajima，S.Sakakibara，S.Naritsuka，H.Yamane，N.Kosugi，
and T.Maruyama：“Formation of Carbon Nanotube/

n-type 6H-SiC Heterojunction by Surface Decomposition 

of SiC and Its Electric Properties”，Jpn.J.Appl.Phys.，
Vol.52，No.6，pp.06GD01/1-06GD01/4，（2013-6）

H.Kondo，N.Fukuoka，R.Ghosh，S.Naritsuka，T.Maruyama 

and S.Iijima：“Low-Temperature Single-Walled Carbon 

Nanotube Growth from Pt Catalysts Using Alcohol Gas 

Source Method in High Vacuum”，Jpn.J.Appl.Phys.，
Vol.52，No.6，pp06GD02/1-06GD02/4，（2013-6）

S.Uchiyama，C.H.Lin，Y.Suzuki，T.Maruyama，and 

S.Naritsuka：“Effect of Supply Direction of Precursors 

on a-Plane GaN Low Angle Incidence Microchannel 

Epitaxy by Ammonia-Based Metal–Organic Molecular 

B eam Epitaxy”，Jpn.J.Appl.Phys.，Vol.52，No.8，
pp.08JE04/1-08JE04/4，（2013-8）

S.Naritsuka，C.H.Lin，S.Uchiyama，and T.Maruyama：
“Coalescence of a-plane GaN stripes in low angle 

incidence microchannel epitaxy by ammonia-based 

metal-organic molecular beam epitaxy”，J.Crystal.Growth 

Vol.378，No.9，pp.303-306，（2013-9）
T.Maruyama，H.Kondo，N.Fukuoka and S.Naritsuka：
“Growth of Single-Walled Carbon Nanotubes from Pt 

catalysts by the Alcohol Gas Source Method under Low 

Ethanol Pressure：Growth Temperature Dependence”，
to be published in Trans.Mater.Res.Soc.Jpn.

【その他】
福岡 直也，近藤 弘基，澤木 祐哉，Ranajit Ghosh，成塚 

重弥，丸山 隆浩：「高真空アルコールガスソース法
による Al2Ox 層上 Pt 触媒からの単層カーボンナノ
チューブ成長」，第 44 回フラーレン・ナノチューブ・
グラフェン総合シンポジウム，2P-26，東京大学，3
月 11 日 -13 日，（2013-3）

加藤 浩直，岩月 剛徳，山本 奈緒，白井 優也，廣田 

雄二郎，伊覇 広夢，成塚 重弥，丸山 隆浩：「窒素
ラジカル分子線成長による GaN の選択成長」， 第 60
回応用物理学関係連合講演会，29p-G20-20，神奈川
工業大学，3 月 27 日 -30 日，（2013-3）.

廣田 雄二郎，白井 優也，伊覇 広夢，岩月 剛徳，加藤 

浩直，山本 奈緒，成塚 重弥，丸山 隆浩：「グラフェ
ンマスクの簡易パターニングと GaAs 選択成長への
応用」，第 60 回応用物理学関係連合講演会，29a-

PB7-13，神奈川工業大学，3 月 27 日 -30 日，（2013-3）
神林 大介，高倉 宏幸，冨田 将史，成塚 重弥，丸山 

隆浩：「電流制御型液相成長を用いた GaN の選択成
長」，第 60 回応用物理学関係連合講演会，28p-PA1-

16，神奈川工業大学，3 月 27 日 -30 日，（2013-3）
近藤 弘基，福岡 直也，Ghosh Ranajit，成塚 重弥，丸

山 隆浩，飯島 澄男：「EB 蒸着法により作製した Pt

触媒を用いた高真空アルコールガスソース法によ
る SWNT 成長」，第 60 回応用物理学関係連合講演
会，27p-G12-3，神奈川工業大学，3 月 27 日 -30 日，

（2013-3）
矢嶋 孝敏，成塚 重弥，丸山 隆浩：「SiC 表面分解法に

よる 4H-SiC 上への CNT 形成と CNT/4H-SiC ヘテロ
界面の電気的特性」，第 60 回応用物理学関係連合講
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演会，神奈川工業大学，27p-G12-16，3 月 27 日 -30
日，（2013-3）

鬼頭 佑典，山内 洋哉，鈴木 学，成塚 重弥，丸山 隆
浩：「パターン化 Ni 触媒を用いたグラフェンのアル
コール CVD 成長」，第 60 回応用物理学関係連合講
演会，神奈川工業大学，28p-PB3-14，3 月 27 日 -30 日，

（2013-3）
R.Ghosh，M.Goswami，A.Kumar Meikap，T.Maruyama：“A 

Facile Route to Polyaniline/CNT-CdS Optical Materials 

via In-situ Polymerization”，2013 MRS Spring Meeting，
M4.25，San Francisco，California，April 1-5，（2013-4）

D.Kanbayashi，T.Hishida，M.Tomita，H.Takakura，
T.Mar uyama and  S .Nar i t su ka：“L iquid-Phas e 

Electroepitaxy of GaN at atmospheric pressure using 

ammonia and Ga-Ge solution”，25th Interanational 

Conference on Indium Phoshide and Related Maerials，
MoPI-4，Kobe，Japan 19-23 May，（2013-5）

鈴木 陽平，内山 翔太，丸山 隆浩，成塚 重弥：「二段
階成長を用いた LAIMCE による a 面 GaN の合体平
坦化」，第 5 回窒化物半導体結晶成長講演会，ST01，
大阪大学，6 月 21-22 日，（2013-6）

高倉 宏幸，神林 大介，冨田 将史，成塚 重弥，丸山 隆浩：
「タングステマクを用いた電流制御型液相成長によ
る GaNGaN 選択成長」， 第 5 回窒化物半導体結晶成
長講演会，ST02，大阪大学，6 月 21-22 日，（2013-6）.

H.Kondo，N.Fukuoka，S.Naritsuka，and T.Maruyama：“Low 

temperature synthesis and growth mechanism of single-

walled carbon nanotubes from Pt catalysts in the alcohol 

gas source method”，�e 14th International Conference 

on the Science and Application of Nanotubes（NT13），
P27，Aalto University，Espoo，Finland，June 24-28，

（2013-6）
T.Maruyama，T.Yajima，S.Sakakibara and S.Naritsuka：
“Property of carbon nanotube/SiC heterojunctions 

formed by surface decomposition of SiC”，The 14th 

International Conference on the Science and Application 

of Nanotubes（NT13），P37，Aalto University，Espoo，
Finland，June 24-28，（2013-6）

M.Tomita，H.Takakura，T.Hishida，D.Kanbayashi，
S.Naritsuka and T.Maruyama：“Study of abnormal 

growth in（100） GaAs microchannel epitaxy –E�ect of 

mask pattern–“，31th Electronic Materials Symposium

（EMS-31），�2-7，Laroret Biwako，Shiga，July 10-12nd，
（2013-7）

H . I h a，Y. H i r o t a，Y. S h i r a i，T. Iw a t s u k i，H . K a t o，
N . Ya m a m o t o，S . Na r i t s u k a  a n d  T. Ma r u y a m a：

“Comparative study of selective growth of GaAs on Ti，
SiO2，and graphene masks by molecular beam epitaxy”，
31th Electronic Materials Symposium（EMS-31），Th2-

6，Laroret Biwako，Shiga，July 10-12nd，（2013-7）
N.Yamamoto，H.Kato，Y.Hirota，H.Iha，T.Maruyama 

and S.Naritsuka：“Low temperature selective growth 

of c-plane GaN using a Ti mask by RF-MBE”，31th 

Electronic Materials Symposium（EMS-31），Th3-18，
Laroret Biwako，Shiga，July 10-12nd，（2013-7）

Y.Hirota，Y.Shirai，H.Iha，Y.Kito，M.Suzuki，H.Kato，
N.Yamamoto，T.Maruyama and S.Naritsuka：“Selective 

growth of（0 0 1） GaAs using patterned graphene 

mask”，17th International Conference on Crystal 

Growth and Epitaxy，G10/Mo115，Warsaw，Poland，
11th-16th August，（2013-8）

S.Naritsuka，D.Kambayashi，H.Takakura，M.Tomita，and 

T.Maruyama：“c-plane GaN selective growth by liquid 

phase electroepitaxy under atmospheric pressure”，
17th International Conference on Crystal Growth and 

Epitaxy，T03/ThO1，Warsaw，Poland，11th-16th 

August，（2013-8）
N.Kuwano，Y.Ryu，M.Mitsuhara，C.H.Lin，S.Uchiyama，

T.Maruyama，Y.Suzuki and S.Naritsuka：“Behavior of 

Defects in a-Plane GaN Films Grown by Low-Angle-

Incidence Microchannel Epitaxy（LAIMCE） ”，
17th International Conference on Crystal Growth and 

Epitaxy，G07/ThO2，Warsaw，Poland，11th-16th 

August，（2013-8）
近藤 弘基，ゴーシ・ラナジット，成塚 重弥，丸山 隆

浩，飯島 澄男：「高真空アルコールガスソース法に
よる Pt 触媒からの単層カーボンナノチューブの低
温成長と成長メカニズム」， 第 45 回フラーレン・ナ
ノチューブ・グラフェン総合シンポジウム，1P-10，
大阪大学，8 月 5 日 -7 日，（2013-9）

矢嶋 孝敏，野本 豊和，丸山 隆浩：「SiC 表面分解法に
より作製した CNT/n 型 4H-SiC 界面の電気的特性
と電子構造」，第 45 回フラーレン・ナノチューブ・
グラフェン総合シンポジウム，2P-17，大阪大学，8
月 5 日 -7 日，（2013-9）

高倉 宏幸，冨田 将史，神林 大介，岩川 宗樹，水野 陽介， 

山田 純平，成塚 重弥，丸山 隆浩：「GaN 横方向成長
を目指したタングステンマスクによる電流制御型液
相成長」， 第 74 回応用物理学会周期学術講演会，同
志社大学，京都，17p-P7-4，9 月 16-20 日，（2013-9）

近藤 弘基，Ranajit Ghosh，成塚 重弥，丸山 隆浩，飯島 

澄男：「EB 蒸着法により作製した Pt 触媒を用いた 
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高真空アルコールガスソース法による SWNT 低温
成長」， 第 74 回応用物理学会周期学術講演会，16p-

B3-1，同志社大学，京都，9 月 16-20 日，（2013-9）
矢嶋 孝敏，野本 豊和，丸山 隆浩：「放射光を用いた

光電子分光法による CNT/n-type 4H-SiC 界面バンド
アライメントの研究」，第 74 回応用物理学会周期
学術講演会，16p-P7-41，同志社大学，京都，9 月
16-20 日，（2013-9）

廣田 雄二郎，伊覇 広夢，鬼頭 佑典，鈴木 学，加藤 浩直，
山本菜緒，丸山 隆浩，成塚 重弥：「グラフェンマス
ク上の GaAs MBE 選択成長メカニズムの検討」，第
43 回結晶成長国内会議（NCCG-43），07PS08，長野
市生涯学習センター，長野，11 月 6-8 日，（2013-11）

鈴木 学，鬼頭 佑典，早川直邦，成塚 重弥，丸山 隆浩：「Ni

触媒を用いたアルコール CVD 法による多層グラ
フェンの成長」， 第 43 回結晶成長国内会議（NCCG-

43），07PS38，長野市生涯学習センター，長野，11
月 6-8 日，（2013-11）

加藤 浩直，山本 菜緒，廣田 雄二郎，伊覇 広夢，成塚 

重弥，丸山 隆浩：「GaN 超低角入射マイクロチャン
ネルエピタキシーに関する基礎的検討」，第 43 回結
晶成長国内会議（NCCG-43），07PS11，長野市生涯
学習センター，長野，11 月 6-8 日，（2013-11）

H.Kondo，R.Ghosh，S.Naritsuka，T.Maruyama and S.Iijima：
“Single-Walled Carbon Nanotube Growth with Narrow 

Diameter Distribution from Pt Catalysts by Alcohol Gas 

Source Method”，2013 MRS Fall Meeting，SS4.02，
Dec.1-6，Boston，USA，2013（2013-12）

T.Yajima，S.Naritsuka and T.Maruyama：“Carbon 

Nanotube/n-type SiC Heterojunction by Surface 

Decomposition of SiC：Growth and Electric Property”，
2013 MRS Fall Meeting，SS19.26，Dec.1-6，Boston，USA，

（2013-12）
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宇佐美 勝

【その他】
冨田 奨，宇佐美 勝：「熱ほふく流によるマイクロポン

プの DSMC 解析」，日本流体力学会年会 2013 講演
論文集，USB 068.pdf 分子スケール（4）-4，（2013-9）

宇佐美 勝，野村 将志，村木 卓馬：「DSMC 計算でセ
ルを大きくできる分子間衝突法 U-system のその後

（テーパ円柱後流 3 次元解析と円管内乱流速度分布
再現に向けて）」，第 27 回数値流体力学シンポジ
ウム講演論文集 USB（OS1-4 原子，分子の流れ），

（2013-12）
村木 卓馬，宇佐美 勝，近森 信孝：「対向する超音速

噴流の干渉構造に関する DSMC 計算」，第 27 回数
値流体力学シンポジウム講演論文集 USB（OS1-4 原
子，分子の流れ），（2013-12）

大槻 敦巳

【学術論文】
大槻 敦巳：｢ 座屈変形を利用した積層薄板 / 細線の簡

易ヤング率測定法 ｣，ばね論文集，第 58 号，pp.27-

34，（2013-5）
A.Ohtsuki：“An Innovative Measuring Method of Young's 

Modulus Using Postbuckling Behavior”，Proceedings 

of the 2013 SEM Annual Conference on Experimental 

and Applied Mechanics，pp.#97-1-#97-7（CD-ROM），
（2013-6）

A.Ohtsuki：“An Innovative Experimental Method for 

Measuring Young's Modulus of Thin Flexible Multi-

layered Materials（Own-weight Large Deformation 

Cantilever Method） ”，Proceedings of the 30th 

Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental 

Mechanics，pp.127-128，（2013-9）
【その他】

大槻 敦巳：｢ めっきにおける内部応力の測定について
（5）−内部応力の測定法概論（その 1）− ｣，Bulletin 

of Japan Society of Spring Engineers，No.497，pp.2-3，
（2013-2） 

大槻 敦巳：｢ めっきにおける内部応力の測定について
（6）−内部応力の測定法概論（その 2）− ｣，Bulletin 

of Japan Society of Spring Engineers，No.498，pp.2-3，
（2013-3） 

大槻 敦巳：｢ めっきにおける内部応力の測定について
（7）−内部応力の測定法概論（その 3）− ｣，Bulletin 

of Japan Society of Spring Engineers，No.499，pp.2-3，
（2013-4） 

大槻 敦巳：｢ めっきにおける内部応力の測定につい
て（8）−内部応力の簡易な測定理論− ｣，Bulletin 

of Japan Society of Spring Engineers，No.501，pp.2-3，
（2013-6） 

大槻 敦巳：｢ めっきにおける内部応力の測定につい
て（9）−平板に対する厳密測定理論（その 1：薄層
付 着 曲 率 法）−｣，Bulletin of Japan Society of Spring 

Engineers，No.502，pp.2-3，（2013-7） 

大槻 敦巳：｢ めっきにおける内部応力の測定につい
て（10）−平板に対する厳密測定理論（その 2：薄層
付着ひずみゲージ法）−｣，Bulletin of Japan Society of 

Spring Engineers，No.503，pp.2-3，（2013-8） 

大槻 敦巳：｢ めっきにおける内部応力の測定につい
て（11）−平板に対する厳密測定理論（その 3：薄層
付着表面照射Ｘ線法）−｣，Bulletin of Japan Society of 

Spring Engineers，No.505，pp.2-3，（2013-10） 

大槻 敦巳：｢ めっきにおける内部応力の測定につい
て（12）−平板に対する厳密測定理論（その 4：薄層
付着裏面照射Ｘ線法）−｣，Bulletin of Japan Society of 

Spring Engineers，No.506，pp.2-3，（2013-11） 

大槻 敦巳，早川 徹 :｢ 剛体に挟まれた柔軟材料の座屈
後変形解析 ｣，日本機械学会九州支部第 66 期総会
講演会論文集，No.138-1，pp.275-276，（2013-3）

大槻 敦巳，伊藤 草太：｢ 自重円リング法による薄肉
材料の新ヤング率測定法 ｣，日本機械学会中国四国
支部第 51 期総会講演会論文集，No.135-1，pp.#210-1
− #210-2（CD-ROM），（2013-3） 

大槻 敦巳，白木 雅規：｢ 平面に挟まれた可撓性材料
の大たわみ変形解析 ｣，日本ばね学会 2013 年度秋
季講演会論文集，pp.13-16，（2013-11）

大槻 敦巳，桜山 真吾：｢ コイルドウェーブスプリン
グにおける非線形変形特性の解析 ｣，日本非破壊
検査協会 応力，ひずみ測定部門講演会講演論文集，
pp.5-8，（2013-11）

來海 博央

【学術論文】
田中 啓介，榊原 将芝，田中 浩人，竹下 峻平，來海 博央：
「ナノ結晶ニッケル電着薄膜の疲労特性に及ぼす膜
厚の影響」，材料，第 61 巻，第 12 号，pp.946–952，

（2012-12）

機械工学科
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藤 山 一 成， 水 谷 芳 樹， 谷 口 嘉 規， 來 海 博 央：
「SUS304HTB 鋼におけるクリープ損傷過程の EBSD

解析」，材料，第 62 巻，第 5 号，pp.305–310，（2013-5）
【その他】

長谷川 弘幸，榊原 将芝，田中 啓介，來海 博央：「結
晶粒制御した多層薄膜の疲労特性」，日本材料学会
東海支部第 7 回学術講演会，pp.15–16，（2013–3）

伊藤 盛生，渡辺 翔斗，阿知波 秀希，浅岡 幸靖，藤山 

一成，來海 博央：「EBSD 法を用いた単軸引張過程
で生じる塑性ひずみ評価」，日本熱処理技術協会第
3 回中部支部講演会プログラム，pp.23–24，（2013–3）

藤井 琢士，内村 将大，藤山 一成，來海 博央：「FIB

セクショニング /EBSD 法による遮熱コーティング
の 3 次元微視組織評価」，日本熱処理技術協会第 3
回中部支部講演会プログラム，pp.25–26，（2013–3）

高木 貴文，來海 博央：「Phase-�eld 法を用いた多結晶
チタン酸バリウム内のドメイン形成およびドメイン
スイッチング解析」，日本熱処理技術協会第 3 回中
部支部講演会プログラム，pp.27–28，（2013–3）

竹下 峻平，田中 啓介，來海 博央：「電着銅薄膜の疲
労特性に及ぼす結晶粒径の影響」，日本機械学会東
海支部第 62 期総会，講演会，（2013–3）

來海 博央，與語 勇一，池田 竜也，水野 良政：｢ 共焦
点顕微ラマン分光法を用いた炭素繊維強化複合材料
中の残留応力ならびに内部応力マッピング ｣，日本
材料学会第 236 回複合材料部門委員会平成 23 年度
部門賞記念講演，（2013-5）

田中 啓介，所 昇平，秋庭 義明，來海 博央，江上 登：「短
繊維強化プラスチックスの残留応力の非破壊評価」，
第 62 期学術講演会講演論文集，USB（108），（2013-5）

今泉 潤哉，市川 拓人，來海 博央：「角度分散型顕微
ラマン分光法によるアルミナ単結晶の結晶方位測
定」，日本材料学会第 62 期学術講演会講演論文集，
USB（109），（2013-5）

鶴見 拓也，左高 直輝，白木原 香織，來海 博央，田中 

啓介，木村 雅彦，榊 千春，奥山 幸治，中村 玄徳：
「繰返し機械的負荷が作用する PZT の疲労き裂進展
挙動」，日本材料学会第 62 期学術講演会講演論文集，
USB（502），（2013-5）

安江 佑介，高木 貴文，來海 博央：「多結晶圧電セラミッ
クスの Phase-�eld 解析」，日本材料学会第 62 期学術
講演会講演論文集，USB（502），（2013-5）．

今泉 潤哉，市川 拓人，鈴木 隆浩，來海 博央：「偏光
顕微ラマン分光法を用いた単結晶シリコンの応力成
分評価」，第 47 回Ｘ線材料強度に関するシンポジウ
ム講演論文集，pp.40–45，（2013-7）

佐野 勝基，田中 浩人，田中 啓介，來海 博央，鈴木 

賢治，菖蒲 敬久：「ニッケルナノ結晶粒径分布のＸ
線プロファイル解析と透過電顕による評価」，第 47
回Ｘ線材料強度に関するシンポジウム講演論文集，
pp.51–56，（2013-7）

大塚 一史，竹下 峻平，田中 啓介，來海 博央：「電着
銅薄膜の疲労特性に及ぼす結晶粒径の影響」，日
本機械学会 2013 年度年次大会 DVD 論文集，DVD

（G031025），（2013–9）
鈴木 隆浩，鈴木 雄也，來海 博央：「斜め入射型近接

場ラマン分光法を用いた Si のスペクトル評価」，日
本機械学会 2013 年度年次大会 DVD 論文集，DVD

（G031094），（2013–9）
水野 良輔，田中 啓介，藤山 一成，來海 博央，藤井 

貴之，鈴木 健太，渋江 隆治：「鉛フリーはんだのク
リープ疲労き裂進展の微視的観察」，日本機械学会
M&M2013 材料力学カンファレンス講演論文集，CD-

ROM（OS1508），（2013–10）
原 田 和 真， 藤 山 一 成， 來 海 博 央， 水 谷 芳 樹：
「SUS304HTB 鋼のクリープおよびクリープ疲労損
傷材における EBSD ひずみ解析」，日本機械学会
M&M2013 材料力学カンファレンス講演論文集，CD-

ROM（OS1543），（2013–10）
相川 和輝，伊藤 盛生，渡辺 翔斗，藤山 一成，來海 博央：
「EBSD 法を用いた単純引張負荷過程における純鉄
のひずみ評価」，日本機械学会 M&M2013 材料力学
カンファレンス講演論文集，CD-ROM（OS1806），

（2013–10）

小島 晋爾

【その他】国際会議口頭発表
S.Kojima：“Low-Dimensional Manifold Based on 

Entropy Production Rate of Reaction Kinetics”，24th 

International Colloquium on the Dynamics of Explosions 

and Reactive Systems，USB-memory stick，Oral session 

402C，#19，Thursday，August 1（ICDERS_0019.pdf），
（2013-7）

小林 明発

【その他】
A . Ko b ay a s h i，I . S h i g e m at s u：“F r i c t i o n  We l d n g 

Characteristics of A1070 and SUS 304”，Proceedings 

of the 1st International Joint Symposium on Joining and 

Welding，pp.207-212，（2013-11）
棈松 雄紀，小林 明発：「ゼロエミッション用硬質薄膜

の切削特性評価」，日本機械学会東海支部第 62 期総
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会講演会，講演論文集ＣＤ，No.603，（2013-3）
安藤 晃，小林 明発：「陸生軟体腹足動物（カタツムリ）

の生体トライボロジー応用研究 カタツムリの移動
機構を応用した柔らかいアクチュエーターの開発

［続］，日本機械学会東海支部第 62 期総会講演会，
講演論文集ＣＤ，No.711，（2013-3）

＊伊藤正行，小林 明発：「エコマシニングへの再生食
用廃油適用研究 - 続 -」，日本機械学会東海支部第
62 期総会講演会，講演論文集ＣＤ，No.604，（2013-3）

福田 康明

【その他】
福田 康明，山田 裕昭：「セル生産における作業者の作

業習熟の評価に関する研究」，日本生産学会第 37 回
全国大会講演論文集，pp.155-156，（2013-3）

勝野 喬雄，市川 千将，福田 康明，斉藤 真：「組立作
業における筋負担を軽減した作業設計」：日本人間
工学会第 54 回大会講演集，pp.240-241，（2013-6）

野村 佳大，福田 康明：「セル生産における家庭の生態
負担に関する研究」，日本人間工学会東海支部 2013
年研究大会論文集，pp.52-53，（2013-11）

新郷 正浩，福田 康明，山田 裕昭：「セル生産におけ
る習熟過程に関する研究」，日本人間工学会東海支
部 2013 年研究大会論文集，pp.62-63，（2013-11）

市川 千将，福田 康明，斉藤 真：「組立作業における
筋負担の評価」，日本人間工学会東海支部 2013 年研
究大会論文集，pp.82-83，（2013-11）

太田 優，伊藤 功二，福田 康明，杉谷 卓志：「設備の
加工点保全に関する研究−モータ，モニタ，セン
サを用いた優れた加工条件の探索−」，平成 25 年
度日本設備管理学会秋季研究大会論文集，pp.71-74，

（2013-11）

藤山 一成

【著書】
K.Fujiyama：“Chapter 1：Crystallographic Observation 

and Delamination Damage Analyses for �ermal Barrier 

Coatings under Thermal Exposure”，in “Crystallization 

and Materials Science of Modern Artificial and Natural 

Crystals”，Ed.by E.Borisenko and N.Kolesnikov，Intech，
Croatia，pp.1-22（2012-1）

【学術論文】
K.Fujiyama，H.Kimachi，Y.Watanabe，K.Hijikuro and 

T.Tsuboi：“�e concept of ‘EBSD strain analysis’and its 

application to creep and creep-fatigue damage assessment 

of ferritic and austenitic heat resistant steels”，Strength，

Fracture and Complexity，Vol.7，pp.123-125，（2011）
K.Fujiyama，H.Kimachi，T.Tsuboi，H.Hagiwara，S.Ogino 

and Y.Mizutani：“Damage Assessment of Heat Resistant 

Steels through Electron BackScatter Diffraction Strain 

Analysis under Creep and Creep-Fatigue Conditions”，
Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering，
Vol.6，No.6，（2012-6）

【その他】
K.Fujiyama，H.Hagiwara，S.Ogino and H.Kimachi，“EBSD 

Strain Analysis for Creep and Creep-fatigue Damaged 

Mod.9Cr Steel”，Creep and Fracture of Engineering 

Materials and Structures，CD-ROM，査読有，�e Japan 

Institute of Metals，p.A04，（2012-5）
W.Choi，K.Fujiyama，B.Kim and G.Song：“Development of 

thermal stress concentration factors for life assessment of 

turbine casings”，Review paper， 査 読 有，International 

Journal of Pressure Vessels and Piping 98，pp.1-7，（2012）.

藤山 一成：「高温機器における余寿命診断技術の最前
線 1.EBSD 観察に基づく余寿命診断技術の開発」，材
料，Vol.61，No.11，pp.919-924，（2012-11）

藤山 一成：「火力発電設備における検査，診断，リス
クベース保全に関する最近の技術動向」，検査技術，
日本工業出版，Vol.17，No.11，pp.1-9，（2012-11）

藤井 貴之，鈴木 健太，渋江 隆治，田中 啓介，藤山 一成：
「鉛フリーはんだにおけるき裂進展に及ぼす平均ひ
ずみ，平均応力の影響」，第 31 回疲労シンポジウム
講演論文集，日本材料学会，No.09，pp.36-40，（2012-

11）
王盛賢，藤山 一成，來海 博央：「325：Ni 基耐熱合金

クリープ損傷材の EBSD 法によるひずみ評価」，第
56 回日本学術会議材料工学連合講演会講演論文集，

（2012-10）
水谷 芳樹，藤山 一成，來海 博央：「SUS304HTB 鋼の

クリープ損傷過程における EBSD 観察とひずみ評
価」，日本機械学会 M&M2013 材料力学カンファレ
ンス，OS0804，CD-ROM，（2012-9）

藤井 琢士，内村 将大，來海 博央，藤山 一成：「FIB

シリアルセクショニング /EBSD 法を用いた遮熱
コーティングの 3 次元微視組織観察」，日本機械学
会 M&M2012 材料力学カンファレンス，OS0210，CD-

ROM，（2012-9）
田中 啓介，坂井 亮太，鈴木 健太，藤井 貴之，藤山 一成：
「鉛フリーはんだにおける疲労き裂進展に及ぼす平
均ひずみと平均応力の影響」，第 61 期学術講演会論
文集，日本材料学会，721，USB，（2012-5）

藤山 一成，萩原 寛之，荻野 章太郎，水谷 芳樹，來海 
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博央：「耐熱鋼におけるクリープおよびクリープ疲
労損傷過程の EBSD 観察にもとづく評価」，日本材
料学会東海支部第 6 回学術講演会講演論文集，pp.23-

24，（2012-3）
坂井 亮太，鈴木 健太，田中 啓介，藤山 一成：「鉛フリー

はんだのクリープ疲労き裂進展に及ぼす平均引張，
圧縮荷重の影響」，日本材料学会東海支部第 6 回学
術講演会講演論文集，pp.21-22，（2012-3）

古川 裕之

【その他】
Hiroyuki Furukawa，Hiroki Horikoshi and Takashi 

Watanabe：“Experimental study of Taylor vortex fow in 

non-Newtonean Fluids”，18th International Couette-

Taylor Workshop，University of Twente，Enschede，The 

Netherlands，（2013，June 24-26）
堀越 弘貴，古川 裕之：「非ニュートン流体に現れるテ

イラー渦流れに関する実験的研究」，日本機械学会 

2013 年度年次大会講演論文集，岡山大学（2013-09）
棚橋 健亮，杉山 恭平，古川 裕之：「回転円盤周りの 3

次元流動様相に関する実験的研究」，日本機械学会 

2013 年度年次大会講演論文集，岡山大学（2013-09）

松田 淳

【著書】
加藤 征三，義家 亮，丸山 直樹，松田 淳，吉田 尚史，

廣田 真史：『熱エネルギーシステム第 2 版』，共立
出版，（2013-2） 

【その他】
Y.Kondo，H.Osumi，A.Matsuda and A.Sasoh：“Flow 

Field Modulation by the Interaction between the Shock 

Wave and Plasma”，Proceedings of the 29th International 

Symposium on Space Technology and Science，（2013-06）
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相馬 仁

【その他】
相馬 仁：「車両運動力学（1）」，日本陸用内燃機関協会

誌，No.510，pp.87-91，（2013-1）
相馬 仁：「車両運動力学（2）」，日本陸用内燃機関協会

誌，No.512，pp.91-95，（2013-7）
小玉 紘大，相馬 仁：「移動小物体の自動車用自動衝突

回避システム」，日本機械学会 2013 年度年次大会講
演論文集，CD-ROM，（2013-9）

山下 将史，相馬 仁：「下り坂路における自動車用自動
衝突回避システム」，日本機械学会 2013 年度年次大
会講演論文集，CD-ROM，（2013-9）

相馬 仁：「車両運動力学（3）」，日本陸用内燃機関協会
誌，No.513，pp.77-81，（2013-10）

小川 宏隆

【学術論文】
T.Moriyama，A.Kan，and H.Ogawa：“Crystal structure and 

ferroelectric properties of Ca（Cu3-xMx）Ti4O12（M=Fe 

and Ni）ceramics”，Materials Science and Engineering B 

Vol.178，pp.875-880，（2013-3）
H.Ogawa，T.Moriyama，A.Kan，and Y.Ueda：“Effect of 

Mn2O3 doping on the ferroelectric and piezoelectric 

properties of（K0.474Na0.474Li0.052）（Nb0.948Sb0.052）O3-x mol 

%Mn2O3 ceramics derived from Sb2O3 and Sb2O5”，
Journal of the Ceramic Society of Japan Vol.121，No.8，
pp.684-689，（2013-8）

T.Morimaya，A.Kan，and H.Ogawa：“Crystal structure 

and ferroelectric properties of Bi0.5Na0.5TiO3-modified 

Bi0.5+0.5xNa0.5-0.5xTi1-xMn0.75xMo0.25xO3 solid solutions”，
Journal of the Ceramic Society of Japan Vol.121，No.8，
pp.679-683，（2013-8）

S.Takahashi，Y.Imai，A.Kan，Y.Hotta，and H.Ogawa：
“Preparat ion and character izat ion of  i sotac t ic 

polypropylene/MgO composites as dielectric materials 

with low dielectric loss”，Journal of the Ceramic Society 

of Japan Vol.121，No.8，pp.606-610，（2013-8）
T.Morimaya，A.Kan，and H.Ogawa：“Relationship between 

crystal structure and ferroelectric properties in Bi0.5-

0.5xNa0.5-0.5xSrxTi1-xZrxO3 ceramics”，Journal of the Ceramic 

Society of Japan Vol.121，No.8，pp.644-648，（2013-8）
A.Kan，T.Moriyama，S.Takahashi，and H.Ogawa：“Cation 

distributions and microwave dielectric properties of 

spinel-structured MgGa2O4 ceramics”，Japanese Journal 

of Applied Physics Vol.52，09KH01，（2013-11）
【その他】

守山 徹，菅 章紀，小川 宏隆：「（Bi05+0.5xNa0.5-0.5x）Ti1-

xCo0.75xW0.25xO3 セラミックスの合成と強誘電特性」，
日本セラミックス協会東海支部学術研究発表会講演
要旨集，p.3，（2012-12）

武藤 整紀，菅 章紀，守山 徹，富田 佳照，小川 宏隆：「ビ
スマス−ナトリウム系ペロブスカイト型酸化物の合
成と強誘電特性」，日本セラミックス協会東海支部
学術研究発表会講演要旨集，p.4，（2012-12）

菅 章紀，高橋 奨，守山 徹，小川 宏隆：「低温焼成
MgO-LiF 誘電体セラミックスの高周波特性」，日本
セラミックス協会東海支部学術研究発表会講演要旨
集，p.12，（2012-12）

高橋 奨，今井 祐介，菅 章紀，堀田 裕司，小川 宏隆：
「iPP/MgO コンポジットにおける高周波誘電特

性」，第 4 回 自動車用途コンポジットシンポジウム 講
演予稿集，（2012-12）

菅 章紀，小川 宏隆，守山 徹：「スピネル型 [Mg1-xGax]

（MgxGa2-x）O4 セラミックスの結晶構造とマイクロ波
誘電特性」，日本セラミックス協会 2013 年年会講演
予稿集，CD-ROM，（2013-3）

守山 徹，小川 宏隆，菅 章紀：「Bi0.5-0.5xNa0.5-0.5xSrxTi1-xZrxO3

セラミックスの強誘電特性」，日本セラミックス協
会 2013 年年会講演予稿集，CD-ROM，（2013-3）

小川 宏隆，守山 徹，富田 瑛，菅 章紀：「ホットフォー
ジング法による Bi7-xSrxTi3+xFe3-xO21 セラミックスの配
向制御」，日本セラミックス協会 2013 年年会講演予
稿集，CD-ROM，（2013-3）

菅 章紀，守山 徹，小川 宏隆：「スピネル型 MgGa2O4

セラミックスのマイクロ波誘電特性と結晶構造」，
第 30 回強誘電体応用会議プログラム＆講演予稿集，
pp.119-120，（2013-5）

守山 徹，小川 宏隆，菅 章紀：「（1-x）Bi0.5（Na0.8K0.2）

0.5TiO3-xBaZn0.5W0.5O3 セラミックスの合成と圧電特
性」，第 30 回強誘電体応用会議プログラム＆講演予
稿集，pp.149-150，（2013-5）

高橋 奨，今井 祐介，菅 章紀，堀田 裕司，小川 宏隆：
「MgO フィラーを用いた高周波コンポジット誘電
体材料」，第 62 回高分子学会年次大会講演予稿集，
CD-ROM，（2013-5）

守 山 徹， 菅 章 紀， 高 橋 奨， 小 川 宏 隆：「（1-x）

交通機械工学科
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（K0.474Na0.474Li0.052）（Nb0.948Sb0.052）O3-xBaTiO3 セ ラ ミ ッ
クスの合成と圧電特性と結晶構造の関係」，日本セ
ラミックス協会第 26 回秋季シンポジウム講演予稿
集，CD-ROM，（2013-9）

橋本 賢太，菅 章紀，池田 典弘，井上 幸司，小川 宏
隆：「Ce3+ をドープした（Ba1-xCex）Zn1/3Ta2/3O3 蛍光体
の B サイトオーダリングと発光特性」，日本セラミッ
クス協会第 26 回秋季シンポジウム講演予稿集，CD-

ROM，（2013-9）
横山 優貴，菅 章紀，梅田 隼史，小川 宏隆：「Sn1-x

（Zn2/3Sb1/3）xP2O7-x 固体プロトン伝導体の合成と特性
評価」，日本セラミックス協会第 26 回秋季シンポジ
ウム講演予稿集，CD-ROM，（2013-9）

高橋 奨，今井 祐介，菅 章紀，堀田 裕司，小川 宏隆：「窒
化ホウ素（h-BN）フィラーを用いた無機有機複合誘
電体材料の高周波誘電特性」，日本セラミックス協
会第 26 回秋季シンポジウム講演予稿集，CD-ROM，

（2013-9）
高橋 奨，今井 祐介，菅 章紀，堀田 裕司，小川 宏隆：
「六方晶窒化ホウ素を用いたポリマーコンポジット
の誘電特性」，H25 年度電気関係学会東海支部連合大
会，CD-ROM，（2013-9）

守山 徹，菅 章紀，高橋 奨，小川 宏隆：「（K，Na，Li）
（Nb，Sb）O3 基セラミックスの合成と圧電特性」，第
33 回エレクトロセラミックス研究討論会講演予稿
集，（2013-10）

今井 祐介，高橋 奨，菅 章紀，堀田 裕司，小川 宏隆：「高
周波用コンポジット誘電体の低誘電損失・高熱伝導
化に向けた材料設計」，第 22 回材料ポリマーフォー
ラム予稿集，p.182，（2013-11）

杉村 忠良

【著書】
杉村 忠良：『機械系学生のための応用数学』第 3 版，

三恵出版，（2013-4）
【学術論文】

横江 博樹，杉村 忠良：「三次元デトネーションの管幅
依存性に関する数値解析」，日本機械学会論文誌，B

編，Vol.79，No.803，pp.1342 -1353，（2013-9）
【その他】

杉村 忠良：“Ignition Phenomena by Re�ected Shock Wave 

and Propagation Behavior of Detonation”，日本流体力
学会中部支部−流体サロン招待講演，（2013-1）

吉子 直希，杉村 忠良：「角を回折する爆轟波の伝播挙
動に関する三次元数値解析」，日本機械学会東海支
部第 62 期講演論文集，（2013-3）

横江 博樹，杉村 忠良：「矩形チューブを伝播する三次
元デトネーションの断面形状に対する依存性」，日
本機械学会 2013 年度年次大会 CD-ROM，（2013-9）

吉子 直希，杉村 忠良：「回折直前における衝撃波三
重点の挙動と爆轟波形態との関係」，日本機械学会
2013 年度年次大会 CD-ROM，（2013-9）

吉子 直希，横江 博樹，杉村 忠良：「回折現象を伴う
爆轟波の伝播挙動に関する数値解析」，日本機械学
会第 91 期流体工学部門講演会，USB，（2013-11）

村上 好生

【学術論文】
K.Nakashima，Y.Murakami and S.Ishihara：“Educational 

Fuel Cells for Mechanical Engineering Students”，
Proceedings of the 6th International Conference on 

Business and Technology Transfer，pp.101-107，（2012-

12）
K.Nakashima，Y.Murakami，M.Yamamoto and S.Ishihara：
“Projection Behavior of Piston Rings in Cylinder Ports of 

a Two-Stroke Cycle Engine”，SAE International Journal 

of Engines，Vol.6，No.1，pp.204-208，（2013-5）
【その他】

青山 浩樹，中島 公平，村上 好生：「エンジンの吸気
管内圧力の測定結果を用いた車両レスポンスの評
価」，日本機械学会東海支部第 62 期総会講演会講演
論文集，No.133-1，pp.161-162，（2013-3）

野田 真司，中島 公平，村上 好生：「エンジンバルブ
開閉時期模型を用いたフォロワ形状の検討」，日本
機械学会東海支部第 62 期総会講演会講演論文集，
No.133-1，pp.163-165，（2013-3）

立松 宏美，中島 公平，村上 好生，中村 英明：「ロー
ラ式台上試験機を用いたペダル操作実験装置の作
成」，日本機械学会東海支部第 62 期総会講演会講演
論文集，No.133-1，pp.195-196，（2013-3）

立松 宏美，中島 公平，村上 好生，中村 英明：「ロー
ラ式台上試験機を用いたペダル操作実験」，日本
機械学会東海支部第 62 期総会講演会講演論文集，
No.133-1，pp.197-198，（2013-3）

炭竃 俊輝，中島 公平，村上 好生：「軽負荷車両用軸
受の抵抗測定」，日本機械学会東海支部第 62 期総会
講演会講演論文集，No.133-1，pp.415-416，（2013-3）

高橋 雅幸，吉田 昌央，中島 公平，村上 好生：「空冷
エンジンのシリンダ冷却に対する設置角度の影響」，
日本設計工学会 2013 年度秋季大会研究発表講演会
講演論文集，pp.1-4，（2013-10）

野田 真司，藤井 宏紀，中島 公平，村上 好生：「小型
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エンジンの EFI 実験装置の製作および噴射特性実
験」，日本設計工学会 2013 年度秋季大会研究発表講
演会講演論文集，pp.5-8，（2013-10）

伊藤 翔，長崎 雄太，市川 俊也，中島 公平，村上 好生：
「モータリング法による摩擦損失測定法の一考察」，
日本設計工学会 2013 年度秋季大会研究発表講演会
講演論文集，pp.13-16，（2013-10）

磯崎 匠吾，中島 公平，村上 好生：「スリット孔オー
プン型カソードセパレータの自然給気型燃料電池の
発電特性」，日本設計工学会 2013 年度秋季大会研究
発表講演会講演論文集，pp.17-20，（2013-10）

炭竃 俊輝，鈴木 友裕，芝田 裕樹，中島 公平，村上 好生：
「ボール・カップ型粘度計のカップ剥離挙動」，日本
設計工学会 2013 年度秋季大会研究発表講演会講演
論文集，pp.21-24，（2013-10）

渡辺 拓也，佐藤 周平，山本 真嗣，中島 公平，村上 好生：
「使用過程エンジンオイルの粘度特性」，日本設計工
学会 2013 年度秋季大会研究発表講演会講演論文集，
pp.29-32，（2013-10）

K.Nakashima，S.Isozaki and Y.Murakami：“Power 

Generation Performance of Small Free-Breathing Polymer 

Electrolyte Fuel Cells with Open-Type Separators with 

Various Slot Opening Sizes”，Fuel Cell Seminar & Energy 

Exposition 2013，Abstract Index，A117，（2013-10）.

前川 明寛

【学術論文】
前川 明寛，小川 順也：「2 モータ式ノーバックラッシュ

駆動制御システム（第 2 報：外乱応答に関する解析
と実験）」，日本機械学会論文集 C 編 Vol.79 No.805. 

pp.3088-3099，（2013-9）
【その他】

橋詰 宜直，前川 明寛：「ファジィニューラルネットワー
クによる航空機の横操縦性向上」，日本機械学会
東海支部第 62 期総会・講演会予稿集， pp.193-194，

（2013-3）
杉浦 洋和，前川 明寛：「無人走行車両の自動操縦の

ための同期制御システムの開発」，日本機械学会
東海支部第 62 期総会・講演会予稿集， pp.397-398，

（2013-3）
小澤 嘉之，前川 明寛：「無人走行車両システムの開発」，

日本機械学会東海支部第 62 期総会・講演会予稿集， 

pp.395-396，（2013-3）

中島 公平

【学術論文】

K.Nakashima，Y.Murakami and S.Ishihara：“Educational 

Fuel Cells for Mechanical Engineering Students”，
Proceedings of the 6th International Conference on 

Business and Technology Transfer，pp.101-107，（2012-

12）
H.Zhu，S.V.Bohac，K.Nakashima，L.M.Hagen，Z.Huang and 

D.N.Assanis：“E�ect of Biodiesel and Ethanol on Load 

Limits of High-Efficiency Premixed Low-Temperature 

Combustion in a Diesel Engine”，Fuel，Vol.106，pp.773-

778，（2013-4）
K.Nakashima，Y.Murakami，M.Yamamoto and S.Ishihara：
“Projection Behavior of Piston Rings in Cylinder Ports of 

a Two-Stroke Cycle Engine”，SAE International Journal 

of Engines，Vol.6，No.1，pp.204-208，（2013-5）
H.Zhu，S.V.Bohac，K.Nakashima，L.M.Hagen，Z.Huang 

and D.N.Assanis：“Effect of Fuel Oxygen on the 

Trade-Offs between Soot，NOx and Combustion 

Efficiency in Premixed Low-Temperature Diesel Engine 

Combustion”，Fuel，Vol.112，pp.459-465，（2013-6）
【その他】

青山 浩樹，中島 公平，村上 好生：「エンジンの吸気
管内圧力の測定結果を用いた車両レスポンスの評
価」，日本機械学会東海支部第 62 期総会講演会講演
論文集，No.133-1，pp.161-162，（2013-3）

野田 真司，中島 公平，村上 好生：「エンジンバルブ
開閉時期模型を用いたフォロワ形状の検討」，日本
機械学会東海支部第 62 期総会講演会講演論文集，
No.133-1，pp.163-165，（2013-3）

立松 宏美，中島 公平，村上 好生，中村 英明：「ロー
ラ式台上試験機を用いたペダル操作実験装置の作
成」，日本機械学会東海支部第 62 期総会講演会講演
論文集，No.133-1，pp.195-196，（2013-3）

立松 宏美，中島 公平，村上 好生，中村 英明：「ロー
ラ式台上試験機を用いたペダル操作実験」，日本
機械学会東海支部第 62 期総会講演会講演論文集，
No.133-1，pp.197-198，（2013-3）

炭竃 俊輝，中島 公平，村上 好生：「軽負荷車両用軸
受の抵抗測定」，日本機械学会東海支部第 62 期総会
講演会講演論文集，No.133-1，pp.415-416，（2013-3）

高橋 雅幸，吉田 昌央，中島 公平，村上 好生：「空冷
エンジンのシリンダ冷却に対する設置角度の影響」，
日本設計工学会 2013 年度秋季大会研究発表講演会
講演論文集，pp.1-4，（2013-10）

野田 真司，藤井 宏紀，中島 公平，村上 好生：「小型
エンジンの EFI 実験装置の製作および噴射特性実
験」，日本設計工学会 2013 年度秋季大会研究発表講
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演会講演論文集，pp.5-8，（2013-10）
伊藤 翔，長崎 雄太，市川 俊也，中島 公平，村上 好生：
「モータリング法による摩擦損失測定法の一考察」，
日本設計工学会 2013 年度秋季大会研究発表講演会
講演論文集，pp.13-16，（2013-10）

磯崎 匠吾，中島 公平，村上 好生：「スリット孔オー
プン型カソードセパレータの自然給気型燃料電池の
発電特性」，日本設計工学会 2013 年度秋季大会研究
発表講演会講演論文集，pp.17-20，（2013-10）

炭竃 俊輝，鈴木 友裕，芝田 裕樹，中島 公平，村上 好生：
「ボール・カップ型粘度計のカップ剥離挙動」，日本
設計工学会 2013 年度秋季大会研究発表講演会講演
論文集，pp.21-24，（2013-10）

渡辺 拓也，佐藤 周平，山本 真嗣，中島 公平，村上 好生：
「使用過程エンジンオイルの粘度特性」，日本設計工
学会 2013 年度秋季大会研究発表講演会講演論文集，
pp.29-32，（2013-10）

K.Nakashima，S.Isozaki and Y.Murakami：“Power 

Generation Performance of Small Free-Breathing Polymer 

Electrolyte Fuel Cells with Open-Type Separators with 

Various Slot Opening Sizes”，Fuel Cell Seminar & Energy 

Exposition 2013，Abstract Index，A117，（2013-10）.

菅 章紀

【学術論文】
T.Moriyama，A.Kan，and H.Ogawa：“Crystal structure and 

ferroelectric properties of Ca（Cu3-xMx）Ti4O12（M = Fe 

and Ni）ceramics”，Materials Science and Engineering B 

Vol.178，pp.875-880，（2013-3）
H.Ogawa，T.Moriyama，A.Kan，and Y.Ueda：“Effect of 

Mn2O3 doping on the ferroelectric and piezoelectric 

properties of（K0.474Na0.474Li0.052）（Nb0.948Sb0.052）O3-x mol 

%Mn2O3 ceramics derived from Sb2O3 and Sb2O5”，
Journal of the Ceramic Society of Japan Vol.121，No.8，
pp.684-689，（2013-8）

T.Morimaya，A.Kan，and H.Ogawa：“Crystal structure 

and ferroelectric properties of Bi0.5Na0.5TiO3-modified 

Bi0.5+0.5xNa0.5-0.5xTi1-xMn0.75xMo0.25xO3 solid solutions”，
Journal of the Ceramic Society of Japan Vol.121，No.8，
pp.679-683，（2013-8）

S.Takahashi，Y.Imai，A.Kan，Y.Hotta，and H.Ogawa：
“Preparat ion and character izat ion of  i sotac t ic 

polypropylene/MgO composites as dielectric materials 

with low dielectric loss”，Journal of the Ceramic Society 

of Japan Vol.121，No.8，pp.606-610，（2013-8）
T.Morimaya，A.Kan，and H.Ogawa：“Relationship between 

crystal structure and ferroelectric properties in Bi0.5-

0.5xNa0.5-0.5xSrxTi1-xZrxO3 ceramics”，Journal of the Ceramic 

Society of Japan Vol.121，No.8，pp.644-648，（2013-8）
A.Kan，T.Moriyama，S.Takahashi，and H.Ogawa：“Cation 

distributions and microwave dielectric properties of 

spinel-structured MgGa2O4 ceramics”，Japanese Journal 

of Applied Physics Vol.52，09KH01，（2013-11）
【その他】

守山 徹，菅 章紀，小川 宏隆：「（Bi05+0.5xNa0.5-0.5x）Ti1-

xCo0.75xW0.25xO3 セラミックスの合成と強誘電特性」，
日本セラミックス協会東海支部学術研究発表会講演
要旨集，p.3，（2012-12）

武藤 整紀，菅 章紀，守山 徹，富田 佳照，小川 宏隆：「ビ
スマス−ナトリウム系ペロブスカイト型酸化物の合
成と強誘電特性」，日本セラミックス協会東海支部
学術研究発表会講演要旨集，p.4，（2012-12）

菅 章紀，高橋 奨，守山 徹，小川 宏隆：「低温焼成
MgO-LiF 誘電体セラミックスの高周波特性」，日本
セラミックス協会東海支部学術研究発表会講演要旨
集，p.12，（2012-12）

高橋 奨，今井 祐介，菅 章紀，堀田 裕司，小川 宏隆：
「iPP/MgO コンポジットにおける高周波誘電特性」，
第 4 回 自動車用途コンポジットシンポジウム 講演
予稿集，（2012-12）

菅 章紀，小川 宏隆，守山 徹：「スピネル型 [Mg1-xGax]

（MgxGa2-x）O4 セラミックスの結晶構造とマイクロ波
誘電特性」，日本セラミックス協会 2013 年年会講演
予稿集，CD-ROM，（2013-3）

守山 徹，小川 宏隆，菅 章紀：「Bi0.5-0.5xNa0.5-0.5xSrxTi1-xZrxO3

セラミックスの強誘電特性」，日本セラミックス協
会 2013 年年会講演予稿集，CD-ROM，（2013-3）

小川 宏隆，守山 徹，富田 瑛，菅 章紀：「ホットフォー
ジング法による Bi7-xSrxTi3+xFe3-xO21 セラミックスの配
向制御」，日本セラミックス協会 2013 年年会講演予
稿集，CD-ROM，（2013-3）

菅 章紀，守山 徹，小川 宏隆：「スピネル型 MgGa2O4

セラミックスのマイクロ波誘電特性と結晶構造」，
第 30 回強誘電体応用会議プログラム＆講演予稿集，
pp.119-120，（2013-5）

守山 徹，小川 宏隆，菅 章紀：「（1-x）Bi0.5（Na0.8K0.2）

0.5TiO3-xBaZn0.5W0.5O3 セラミックスの合成と圧電特
性」，第 30 回強誘電体応用会議プログラム＆講演予
稿集，pp.149-150，（2013-5）

高橋 奨，今井 祐介，菅 章紀，堀田 裕司，小川 宏隆：
「MgO フィラーを用いた高周波コンポジット誘電
体材料」，第 62 回高分子学会年次大会講演予稿集，
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CD-ROM，（2013-5）
守 山 徹， 菅 章 紀， 高 橋 奨， 小 川 宏 隆：「（1-x）
（K0.474Na0.474Li0.052）（Nb0.948Sb0.052）O3-xBaTiO3 セ ラ ミ ッ
クスの合成と圧電特性と結晶構造の関係」，日本セ
ラミックス協会第 26 回秋季シンポジウム講演予稿
集，CD-ROM，（2013-9）

橋本 賢太，菅 章紀，池田 典弘，井上 幸司，小川 宏
隆：「Ce3+ をドープした（Ba1-xCex）Zn1/3Ta2/3O3 蛍光体
の B サイトオーダリングと発光特性」，日本セラミッ
クス協会第 26 回秋季シンポジウム講演予稿集，CD-

ROM，（2013-9）
横山 優貴，菅 章紀，梅田 隼史，小川 宏隆：「Sn1-x

（Zn2/3Sb1/3）xP2O7-x 固体プロトン伝導体の合成と特性
評価」，日本セラミックス協会第 26 回秋季シンポジ
ウム講演予稿集，CD-ROM，（2013-9）

高橋 奨，今井 祐介，菅 章紀，堀田 裕司，小川 宏隆：「窒
化ホウ素（h-BN）フィラーを用いた無機有機複合誘
電体材料の高周波誘電特性」，日本セラミックス協
会第 26 回秋季シンポジウム講演予稿集，CD-ROM，

（2013-9）
高橋 奨，今井 祐介，菅 章紀，堀田 裕司，小川 宏隆：
「六方晶窒化ホウ素を用いたポリマーコンポジット
の誘電特性」，H25 年度電気関係学会東海支部連合大
会，CD-ROM，（2013-9）

守山 徹，菅 章紀，高橋 奨，小川 宏隆：「（K，Na，Li）
（Nb，Sb）O3 基セラミックスの合成と圧電特性」，第
33 回エレクトロセラミックス研究討論会講演予稿
集，（2013-10）

今井 祐介，高橋 奨，菅 章紀，堀田 裕司，小川 宏隆：「高
周波用コンポジット誘電体の低誘電損失・高熱伝導
化に向けた材料設計」，第 22 回材料ポリマーフォー
ラム予稿集，p.182，（2013-11）

西村 尚哉

【学術論文】
N.Nishimura，K.Murase，T.Onda，T.Watanabe and 

R.Nowak：“Evaluation of dynamic collapse in thin-

walled composite members”，Journal of Physics ：
Conference Series，Vol.451，012008，（2013-9）.

N.Nishimura，K.Murase，T.Hattori and T.Watanabe：
“Loosening Evaluation of Bolt-Nut Fastener under 

Transverse Cyclic Loading”，Engineering Transaction，
Vol.61 Issue 2，pp.151-160，（2013-7）.

【その他】
西村 尚哉，村瀬 勝彦，渡邊 武，新實 啓佑，福原 惇：
「ひずみ計測による反発係数の測定」，日本機械学会

M&M2013 材料力学カンファレンス CD-ROM 論文
集，OS1901，（2013-10）

渡邊 大翔，渡邊 武，中舘 翔太，福原 惇，西村 尚哉，
村瀬 勝彦：「車両の衝突後運動の解析」，日本機械
学会 M&M2013 材料力学カンファレンス CD-ROM

論文集，OS1904，（2013-10）
S.Nakadate，N.Nishimura，T.Watanabe，H.Watanabe 

and K.Murase：“Characteristic Evaluation of the 

Enforcement Device for the Car”，Abstracts Book of �e 

8th International Symposium on Impact Engineering，
pp.153，（2013-9）

T.Watanabe，N.Nishimura，H.Watanabe，S.Nakadate，
K.Murase：“Evaluation of Sliding Behavior of Simple 

Structures for Oblique Collision”，Abstracts Book of �e 

8th International Symposium on Impact，Engineering，
pp.164，（2013-9）
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大道 武生

【著書】
大道 武生：『原子力ロボットの記録と提言』（日本ロ

ボット学会震災関連震災関連委員会原子力記録作成
分科会（分科会長 大道 武生）編），1 章 巻頭言 / 編
集方針，3 章 3.2 節，3.3 節，8 章あとがき，日本ロボッ
ト学会，（2013-10）

【その他】
石川 広基，武田 佑太，石原 丈裕，鈴木 翔（名城大），

芦澤 怜史，大道 武生：「クランク運動に依存しない
発電エンジンシステムの開発」（その 4）ICELG の効
率運転方法，第 13 回計測自動制御学会システムイ
ンテグレーション部門講演会（SI2012）予稿集，CD-

ROM，2E1-3 ，（2012.12.19）
高柳 一樹，芦澤 怜史，大道 武生：「ICN システムの

開発‐ICN-ext1 の設計‐」，第 13 回計測自動制御学
会システムインテグレーション部門講演会（SI2012）
予稿集，CD-ROM，2G2-4 ，（2012.12.19）

芦澤 怜史，岩田 隆之介，櫻井 武司，大道 武生：「屋
外移動ロボットのための IDC と路上ランドマーク
の敷設ルール」，第 13 回計測自動制御学会システ
ムインテグレーション部門講演会（SI2012）予稿集，
CD-ROM，2M1-1，（2012.12.19）

山下 道央，櫻井 武司，都築 駿一，芦澤 怜史，大道 武生：
「GPS を活用した走行精度向上に関する研究」，第
13 回計測自動制御学会システムインテグレーショ
ン部門講演会（SI2012）予稿集，CD-ROM，3E3-6，

（2012.12.20）
櫻井 武司，芦澤 怜史，都築 駿一，山下 道央，大道 

武生：「狭隘道路における自律遠隔融合制御の活用」，
第 13 回計測自動制御学会システムインテグレー
ション部門講演会（SI2012）予稿集，CD-ROM，3I1-

5，（2012.12.20）
坂本 清志，伊藤 優吾，大道 武生：「耐久性のある小

型水圧サーボ弁の開発」，ロボティクス・メカト
ロニクス講演会 2013 講演論文集，CD-ROM，2A1-

DO3，（2013.5.24）
芦澤 怜史，岩田 龍之介，山下 道央，大脇 智也，大

道 武生：「移動ロボットのためのランドマークの敷
設環境調査と敷設ルール」，ロボティクス・メカト
ロニクス講演会 2013 講演論文集，CD-ROM，1P1-

H08，（2013.5.23）
大脇 智也，都築 俊一，山下 道央，芦澤 怜史，大道 武生：

「全天候屋外移動ロボットエコノビークル I 号機の
機構設計」，ロボティクス・メカトロニクス講演会
2013 講演論文集，（2013）

福田 敏男

【著書】
T.Fukuda，K.Nogawa，M.Kojima，M.Nakajima and 

M.Homma：“Local Environmental Control Technique 

for Bacterial Flagellar Motor”，Nanorobotics - Current 

Approaches and Techniques edited by Constantinos 

Mavroidis，Antoine Ferreira，pp.411-423，Springer，
（2013-1）

T.Fukuda，T.Niimi and G.Obinata（ed.）：“MICRO-

NANO MECHATRONICS – New Trends in Material，
Measurement，Control，Manufacturing and their 

Applications in Biomedical Engineering”，INTECH，
（2013-3）

【学術論文】
Y.Shen，M.Nakajima，Z.Yang，H.Tajima，Z.Najdovski，

M.Homma and T.Fukuda：“Single cel l  st if fness 

measurement at various humidity conditions by 

nanomanipulation of a nano-needle”，Nanotechnology，
24，IOP PUBLISHING，pp.145703，（2013-4）

H-H Yu，H-W Hsieh，Y-K Tasi，Z-H Ou，Y-S Huang，and 

T Fukuda：“Visual Localization for Mobile Robots 

Based on Composite Map”，Journal of Robotics and 

Mechatronics，Vol.25，No.1，Fuji Technology Press，
pp.25-37，（2013）

小林 泰介，青山 忠義，関山 浩介，福田 敏男：「客観
的転倒リスクと移動効率評価に基づくマルチロコ
モーションロボットの行動選択手法」，日本ロボッ
ト学会誌 Vol.31，No.1，日本ロボット学会，pp.89-97，

（2013-1）
T.Yue，M.Nakajima，H.Tajima and T.Fukuda：“Fabrication 

of Microstructures Embedding Controllable Particles 

inside Dielectrophoretic Microfluidic Devices”，
International Journal of Advanced Robotic Systems，
Vol.10，INTECH，DOI：10.5772/55598，（2013-2）

C.Hu，C.Tercero，S.Ikeda，M.Nakajima，H.Tajima，Y.Shen，
T.Fukuda，and F.Arai：“Biodegradable Porous Sheet-like 

Sca�olds for So�-Tissue Engineering using a Combined 

Particulate Leaching of Salt Particles and Magnetic Sugar 

Particles”，Journal of Bioscience and Bioengineering，

メカトロニクス工学科
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Vol.116，Issue 1，Elsevier，pp.126-131，（2013-7）
竹内 大，中島 正博，小嶋 勝，福田 敏男：「感熱応答

性ゲルによるマイクロオブジェクト把持プローブ
の作製および応用」，日本ロボット学会誌，Vol.31，
No.3，日本ロボット学会，pp.275-282，（2013-3）

M.Takeuchi，M.Nakajima，M.Kojima and T.Fukuda：
“Handling of Micro Objects using Phase Transition 

of Thermoresponsive Polymer”，Journal of Micro-Bio 

Robotics，Springer，DOI:10.1007/s12213-013-0060-x，
（2013-3）

Y.Nakagawa，S.Nakamura，M.Nakajima，H.Endo，T.Dohda，
N.Takayama，H.Nakauchi，F.Arai，T.Fukuda and K.Eto：

“Two di�erential �ows in a bioreactor promoted platelet 
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device for the continuous culture and analysis of 

Caenorhabditis elegans in a toxic aqueous environment”，
Journal of Micromechatronics and Microengineering，
23，085008，p-8，（2013-6）

【その他】
M.Takeuchi，M.Nakajima，H.Tajima and T.Fukuda：
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T.Matsuno，J.Huang and T.Fukuda：“Fault Detection 

Algorithm for External Thread Fastening by Robotic 

Manipulator Using Linear Support Vector Machine 
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IEEE International Conference on Nanotechnology 

Beijing，China（IEEE-NANO 2013），（2013-8）
H.Tajima，M.Nakajima，and T.Fukuda：“Self-assembly 
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International Conference on Nanotechnology Beijing，
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“Control of Intelligent Cane Robot Considering Usage 

of Ordinary Cane”，Proc.of the 22nd IEEE International 

Sy mp o s iu m  on  R ob ot  and  Hu man  Inte r a c t ive 
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“Human-Cane Robotic System”，Proc.of the 44th 
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Objects”，Journal of Robotics and Mechatronics，Vol.25，
No.1，pp.115-124，（2013-1）

C.Theeravithayangkura，T.Takubo，K.Ohara，Y.Mae，and 

T.Arai：“Adaptive Gait for Dynamic Rotational Walking 

Motion on Unknown Non-Planar Terrain by Limb 

Mechanism Robot ASTERISK”，Journal of Robotics and 

Mechatoronics，Vol.25，No.1，pp.172-182，（2013-1）
C.I.Penaloza，Y.Mae，K.Ohara，T.Takubo，T.Arai：“Web-

enhanced object category learning for domestic robots”，
Intelligent Service Robotics，Vol.6，No.1，pp.1-15，（2013-

1）
田窪 朋仁，塚本 健司，小南 景士，大原 賢一，前 泰志，

新井 健生：「仮想インピーダンスモデルを用いた多
脚ロボットの障害物回避手法」，日本機械学会論文
集，79 巻，797 号，pp.1-16，（2013-1）

P.Ratsamee，Y.Mae，K.Ohara，T.Takubo and T.Arai：
“Hu m an - R o b ot  C o l l i s i on  Av oi d an c e  u s i n g  A 

Mo di f i e d  S o c i a l  Force  Mo del  w it h  B o dy  Pos e 

and Face Orientation”，International Journal of 

Humanoid Robotics，Vol.10，No.1，DOI：10.1142/

S0219843613500084 ，（2013-3）
H.Kamide，T.Takubo，K.Ohara，Y.Mae and T.Arai：
“Impressions of Humanoids：The Development of a 

Measure for Evaluating a Humanoid”，International 

Journal of Social Robotics，10.1007/s12369-013-

0187-x，（2013-5）
E.Avci，C.Nguyen，K.Ohara，Y.Mae，T.Arai：“Analysis 

and Suppression of Residual Vibration in Microhand for 

High-Speed Single-Cell Manipulation”，International 

Journal of  Mechatronics and Automation，Vol.3，No.2，
pp.110-117，（2013-6）

K.Ohara，M.Kojima，A.Fukushima，S.Onozaki，M.Horade，

M.Yamada，M.Seki，Y.Mae，and T.Arai：“Automated 

Construction System for 3D Lattice Structure Based on 

Alginate Gel Fiber Containing Living Cells”，Journal of 

Robotics and Mechatronics，Vol.23，No.4，pp.665-672，
（2013-8）

A.Almaddah，S.Vural，Y.Mae，K.Ohara，and T.Arai：
“Spherical Spaces for Illumination Invariant Face 

Relighting”，Journal of Robotics and Mechatronics，
Vol.25，No.5，pp.840-847，（2013-10）

P.Chumtong，M.Kojima，K.Ohara，Y.Mae，M.Horade，
Y.Akiyama，M.Yamato，and T.Arai：“Design and 

Fablication of Changeable Cell Culture Mold”，Journal of 

Robotics and Mechatronics，Vol.25，No.4，pp.657-664，
（2013-8）

【その他】
解説記事
中尾 学，三浦 純，小田桐 康暁，吉海 智晃，小笠原 

司，大原 賢一，溝口 博：「視覚を中核としたロバス
トな移動知能」，日本ロボット学会誌，Vol.31，No.1，
pp.18-21，（2013-1）

大原 賢一，神徳 徹雄：「RT ミドルウェアサマーキャ
ンプの紹介」，計測と制御，Vol.52，No.9，pp.807-810，

（2013-9）
国際会議
E.Avci，C.Nguyen，K.Ohara，M.Kojima，Y.Mae，T.Arai：
“Toward High-Speed Automated Micromanipulation”，

Proceedings of 2013 IEEE International Conference on 

Robotics and Automation（ICRA2013），pp.1710-1715，
（2013-5）

C.Penaloza，Y.Mae，K.Ohara，and T.Arai：“BMI-based 

Learning System for Appliance Control Automation”，
2013 IEEE International Conference on Robotics and 

Automation（ICRA2013），pp.3381-3387，（2013）
H.Yabugaki，K.Ohara，M.Kojima，Y.Mae，T.Tanikawa，

T.Arai：“Automated Stable Grasping with Two-Fingered 

Microhand using Micro Force Sensor”，2013 IEEE 

International Conference on Robotics and Automation

（ICRA2013），pp.2756-2761，（2013-5）
S.Takagi，K.Ohara，M.Kojima，Y.Mae and T.Arai：
“Improving the speed of 3D information presentation in 

a microhabitat”，Proceedings of 2013 IEEE International 

Conference on Mechatronics and Automation，pp.249-

254，（2013-8）
A.Fukushima，M.Kojima，K.Ohara，S.Onozaki，M.Horade，

Y.Mae，and T.Arai，“Automated Construction System 

for The Fine Lattice Shape Structure Using Alginate 
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Gel Fiber”，Proceedings of 2013 IEEE International 

Conference on Mechatronics and Automation，pp.267-

272，（2013-8）
K.Ohara and T.Tanikawa：“Wireless Time Synchronization 

Module for Ubiquitous Robot System”，Proceedings of 

2013 10th International Conference on Ubiquitous Robots 

and Ambient Intelligence（URAI），pp.375-377，（2013-

10）
H.Takai，M.Kojima，K.Ohara，M.Horade，T.Tanikawa，

Y.Mae，M.Yamato and T.Arai：“Microfluidic Device 

for Automated Feneration of Troidal-like Spheroids”，
Proceedings of 2013 10th International Conference on 

Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence（URAI），
pp.140-143，（2013-10）

T.Ejima，K.Ohara，M.Kojima，M.Horade，T.Tanikawa，
Y.Mae and T.Arai：“Development of Microhand 

Utilizing Singularity of Parallel Mechanism”，Proceedings 

of 2013 IEEE International Conference on Intelligent 

Robots and Systems（IROS），pp.1525-1530，（2013-11）
P.Ratsamee，Y.Mae，A.Jinda-apiraksa，J.Machajdik，

K.Ohara，M.Kojima，R.Sablatnig and T.Arai：“Lifelogging 

Keyframe Selection using Image Quality Measurements 

and Physiological Excitement Features”，Proceedings 

of 2013 IEEE International Conference on Intelligent 

Robots and Systems（IROS），pp.5215-5220，（2013-11）
P.Ratsamee，Y.Mae，K.Ohara，M.Kojima and T.Arai：
“Social Navigation Model based on Human Intention 

Analysis using Face Orientation”，Proceedings of 2013 

IEEE International Conference on Intelligent Robots and 

Systems（IROS），pp.1682-1687，（2013-11）
P.Chumtong，M.Kojima，K.Ohara，M.Horade，Y.Mae，

Y.Akiyama，M.Yamato and T.Arai：“An Act ive 

Microscaffold for Applications in Tissue Engineering”，
Proceedings of 2013 International Conference on Micro-

NanoMechatronics and Human Science，pp.311-314，
（2013-11）

J.Koseki，K.Ohara，K.Kamiyama，M.Kojima，M.Horade，
Y.Mae，T.Arai，T.Kaneko  and  H.Matsu i：“The 

development of  an Al l-In-Focus Algorithm for 

Endoscopy”，Proceedings of  2013  International 

Conference on Micro-NanoMechatronics and Human 

Science，pp.193-197，（2013-11）
M.Kojima，M.Takahiro，H.Takai，K.Ohara，M.Horade，

K.Kamiyama，Y.Mae and T.Arai：“Development of the 

long-time observation system for bacterial motor”，
Proceedings of 2013 International Conference on Micro-

NanoMechatronics and Human Science，pp.263-264，
（2013-11）

国内会議
福島 英，小野 崎峻，小嶋 勝，大原 賢一，洞出 光洋，

前 泰志，新井 健生：「アルギン酸ゲルファイバを
用いた微細格子形状構築の自動化」，ロボティク
ス・メカトロニクス講演会 2013 予稿集，1P1-C10，

（2013-5）
小関 洵矢，大原 賢一，小嶋 勝，洞出 光洋，前 泰志，

新井 健生，松井 裕史，金子 剛：「内視鏡検査支援
のための全焦点画像生成アルゴリズムの開発」，ロ
ボティクス・メカトロニクス講演会 2013 予稿集，
2A1-K08，（2013-5）

元吉 隆広，小嶋 勝，大原 賢一，洞出 光洋，前 泰志，
新井 健生：「リアルタイム計測に基づく局所環境刺
激システムの構築」，ロボティクス・メカトロニク
ス講演会 2013 予稿集，1P1-C08，（2013-5）

高木 翔太，大原 賢一，小嶋 勝，前 泰志，新井 健生：
「微細環境における 3 次元情報提示の高速化」，ロ
ボティクス・メカトロニクス講演会 2013 予稿集，
1P1-D08，（2013-5）

鷹井 洋力，小嶋 勝，大原 賢一，洞出 光洋，前 泰志，
大和 雅之，新井 健生：「トロイダル形状スフェロイ
ド生成自動化のための マイクロ流体デバイスの作
製と評価」，ロボティクス・メカトロニクス講演会
2013 予稿集，1P1-C13，（2013-5）

藪垣 博之，大原 賢一，小嶋 勝，境 慎司，洞出 光洋，
前 泰志，谷川 民生，新井 健生：「微小力センサ搭
載型マイクロハンドによる細胞剛性計測の自動化」，
ロボティクス・メカトロニクス講演会 2013 予稿集，
1P1-C11，（2013-5）

大原 賢一，前 泰志，新井 健生：「RT コンポーネント
間の画像転送速度改善に向けた画像圧縮技術適用の
有用性」，第 31 回日本ロボット学会学術講演会予稿
集，RSJ2013AC2J2-05，（2013-9）

小嶋 勝，西城 英秋，洞出 光洋，大原 賢一，神山 和
人，前 泰志，新井 健生：「誘電泳動を用いた二本指
マイクロハンド用エンドエフェクタによる細胞操
作」，第 31 回日本ロボット学会学術講演会予稿集，
RSJ2013AC3L3-05，（2013-9）

蔵田 智之，E.Avci，神山 和人，大原 賢一，洞出 光洋，
小嶋 勝，江島 亨，谷川 民生，前 泰志，新井 健生：「新
機構パラレルメカニズムを用いたマイクロハンドの
振動解析」，第 31 回日本ロボット学会学術講演会予
稿集，RSJ2013AC3L3-06，（2013-9）

戸田 武，大原 賢一，神山 和人，小嶋 勝，洞出 光洋，
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前 泰志，新井 健生：「腕脚統合型ロボットによる項
重力・閉空間移動技術の開発と解析」，第 31 回日本
ロボット学会学術講演会予稿集，RSJ2013AC2N2-04，

（2013-9）

市川 明彦

【その他】
＊市川 明彦，佐久間 臣耶，玉腰 貴浩，杉田 真邦，新

井 史人，赤城 悟史：「把持機構を有する磁気駆動オ
ンチップロボットによる卵細胞の除核」，第 25 回ロ
ボティクス・メカトロニクス講演会予稿集，1A1-

D10，（2013-5）
室崎 裕一，市川 明彦，新井 史人：「水晶振動子を用

いた超高感度・超ワイドレンジ荷重センサ」，第 25
回ロボティクス・メカトロニクス講演会予稿集，
2A2-A11，（2013-5）

＊市川 明彦，佐久間 臣耶，正田 達郎，玉腰 貴浩，新
井 史人，赤城 悟史：「把持機構を有する磁気駆動オ
ンチップロボットとマイクロナイフによる卵細胞の
除核」，第 31 回日本ロボット学会学術講演会予稿集，
RSJ2013AC3L3-02，（2013-9）

室崎 裕一，市川 明彦，新井 史人：「ワイドレンジ水
晶荷重センサによる生体信号計測」，第 31 回日本
ロボット学会学術講演会予稿集，RSJ2013AC1N3-04，

（2013-9）
A.Ichikawa，S.Sakuma，T.Shoda，F.Arai and S.Akagi：
“ON-CHIP ENUCLEATION OF OOCYTE USING 

UNTETHERD MICROROBOT WITH GRIPPING 

MECHANISM”，Proceedings of the 17th International 

Conference of μTAS2013，pp.1635-1637，（2013-11）
A.Ichikawa，S.Sakuma，T.Shoda，F.Arai and S.Akagi：
“ON-CHIP ENUCLEATION OF OOCYTE USING 

UNTETHERD MICRO-ROBOT WITH GRIPPING 

MECHANISM”，Proceedings of the 24th International 

Symposium of MHS2013 & Micro-Nano Excellent 

Graduate School，pp.323-325，（2013-11）
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葛 漢彬

【学術論文】
X.Q.Luo，H.B.Ge and T.Usami：“Temperature Effects 

of Shape Memory Alloys （SMAs） in Damage Control 

Design of Steel Portal Frames”，Frontiers of Structural 

and Civil Engineering，Vol.6，No.4，pp.348-357，（2012-

12）
J.D.Zhang，H.B.Ge and C.L.Wang：“Simplified Seismic 

Evaluation Method for Steel Members with �in-walled 

Stiffened Box Sections”，China Journal of Highway and 

Transport，Vol.26，No.1，pp.113-120（in Chinese），
（2013-1）

L.Kang and H.B.Ge：“Predicting Ductile Crack Initiation 

of Steel Bridge Structures Due to Extremely Low Cycle 

Fatigue Using Local and Nonlocal Models”，Journal of 

Earthquake Engineering，Vol.17，No.3，pp.323-349，
（2013-3）

H.B.Ge，L.Kang and S.Mori：“Developing A Simplified 

Seismic Verification Method for Prediction of Ductile 

Fracture in Steel Bridge Piers”，Journal of Research 

Institute of Meijo University，No.12，pp.55-64，（2013-3）
馬越 一也，葛 漢彬，野中 哲也，本橋 英樹，原田 隆典，

宇佐美 勉：「地震被害を受けた長大橋への津波によ
る大型漂流物の衝突に関する解析的アプローチ」，
構造工学論文集，Vol.59A，pp.405-416，（2013-3）

森 翔吾，葛 漢彬，萩野 勝哉，康 瀾：「無補剛断面鋼
製橋脚の延性き裂に対する簡易照査法の再検討−構
造パラメータがひずみ集中補正係数に及ぼす影響
−」，土木学会論文集 A1（構造・地震工学），Vol.69，
No.4，pp.I_517-I_527，（2013-4）

中村 佳昭，葛 漢彬：「補剛箱形変断面鋼製橋脚の変断
面部座屈が生じない条件に関する解析的研究」，土
木学会論文集 A1（構造・地震工学），Vol.69，No.4，
pp.I_440-I_447，（2013-4）

速水 景，葛 漢彬，羽田 新輝，森 翔吾，鈴木 俊光：「小
さなフィレットを有する鋼製橋脚隅角部の未溶着高
さが延性破壊に及ぼす影響」，土木学会論文集 A1（構
造・地震工学），Vol.69，No.4，pp.I_429-I_439，（2013-4）

羽田 新輝，葛 漢彬，速水 景，鈴木 俊光：「溶接脚長
および溶け込み深さが鋼製橋脚隅角部の延性き裂発
生・進展に及ぼす影響」，土木学会論文集 A1（構造・
地震工学），Vol.69，No.4，pp.I_989-I_1001，（2013-4）

K.Magoshi，L.Kang，H.B.Ge，T.Nonaka，T.Harada and 

K.Murakami：“An Evaluation Method for Large Dri�ing 

Object-Bridge Collision during Tsunami”，Journal of 

Earthquake and Tsunami，Vol.7，No.2，DOI：10.1142/

S1793431113500097，pp.1350009-1-1350009-14，
（2013-6）

H.B.Ge and L.Kang：“Extremely Low Cycle Fatigue Tests 

of Thick-walled Steel Bridge Piers”，Journal of Bridge 

Engineering，ASCE，Vol.18，No.9，pp.858-870，（2013-9）
R.J.Liang，J.Wu，H.B.Ge and C.L.Wang：“Hysteretic 

Characteristic with P-Δ Effect and Its Influence on 

Collapse Resistance Capacity of Structure under 

Earthquakes”，Journal of Earthquake and Tsunami，
Vol.7，No.3，DOI：10.1142/S179343111350022X，
pp.1350022-1-1350022-15，（2013-9）

H.B.Ge，L.Kang and K.Hayami：“Recent Research 

Developments in Ductile Fracture of Steel Bridge 

Structures”，Journal of Earthquake and Tsunami，Vol.7，
No.3，DOI：10.1142/S1793431113500218，pp.1350021-

1-1350021-27，（2013-9）
【その他】

K.Magoshi，L.Kang，H.B.Ge，T.Nonaka，T.Harada and 

K.Murakami：“An Evaluation Method for Large Dri�ing 

Object-Bridge Collision during Tsunami”，Proc.the 3rd 

International Symposium on Advances in Urban Safety 

Conference，Nanjing，China，Nov.24-25，CD-ROM，
（2012-11）

S.Mori and H.B.Ge：“A Simpli�ed Method for Evaluating 

Ductile Crack Initiation in Steel Bridge Structures，
Proc.of 3rd China-Japan Civil Engineering Student 

Workshop”，Nanjing，China，Feb.22，（2013-2）
R.Maruyama and H.B.Ge：“Reduction of Residual 

Displacement of Frame-typed Steel Piers by Introducing 

SMA Dampers”，Proc.of  3rd China-Japan Civi l 

Engineering Student Workshop，Nanjing，China，Feb.22，
（2013-2）

森 翔吾，萩野 勝哉，葛 漢彬，康 瀾：「構造パラメー
タが延性き裂発生評価におけるひずみ集中補正係数
へ与える影響」，名城大学理工学部研究報告，第 53
号，pp.52-59，（2013-3）

羽田 新輝，葛 漢彬，速水 景，鈴木 俊光：「十字溶接
継手部の溶接性状が鋼梁−柱部材の延性き裂発生・
進展に及ぼす影響」，名城大学理工学部研究報告，
第 53 号，pp.60-67，（2013-3）

社会基盤デザイン工学科
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中村 佳昭，葛 漢彬：「補剛箱形変断面鋼製橋脚の簡易
設計法の開発に関する研究」，土木学会中部支部平
成 24 年度研究発表会，I-16，pp.31-32，（2013-3）

T.Yokoi，L.Kang and H.B.Ge：“Ductility of steel segments 

made of high strength steel SM570 subjected to combined 

compression and bending”，土木学会中部支部平成 24
年度研究発表会，I-17，pp.33-34，（2013-3）

丸山 陸也，渡邉 健斗，葛 漢彬：「残留変位の低減に
着目した鋼製ラーメン橋脚の制震解析」，土木学
会中部支部平成 24 年度研究発表会，I-21，pp.41-42，

（2013-3）
森 翔吾，山本 洋平，葛 漢彬，吉田 直樹：「異なる溶

接部脚長を有する鋼はり−柱接合部の耐震解析」，
土木学会中部支部平成 24 年度研究発表会，I-22，
pp.43-44，（2013-3）

羽田 新輝，山本 和輝，森 翔吾，葛 漢彬：「非対称な
溶接未溶着を有する鋼はり−柱接合部の耐震解析」，
土木学会中部支部平成 24 年度研究発表会，I-23，
pp.45-46，（2013-3）

速水 景，葛 漢彬，蔵原 英児：「鋼製橋脚隅角部の構
造ディテールが十字継手の未溶着端部破壊に及ぼす
影響」，土木学会中部支部平成 24 年度研究発表会，
I-24，pp.47-48，（2013-3）．

L.Kang，H.B.Ge and R.Maruyama：“A Prediction Model 

for Ductile Fracture of Steel Bridge Piers”，Proc.of 

Computational Engineering Conference，Vo.18，Paper 

No.F-2-4，Tokyo，Japan，（2013-6）
羽田 新輝，山本 和輝，森 翔吾，葛 漢彬：「非対称な

溶接未溶着を有する鋼はり−柱接合部のき裂発生に
関する繰り返し弾塑性解析」，第 18 回計算工学会講
演論文集，CD-ROM，論文番号 F-3-4，（2013-6）

丸山 陸也，渡邉 健斗，葛 漢彬：「残留変位の低減に
着目した鋼製ラーメン橋脚の制震解析」，第 18 回
計算工学会講演論文集，CD-ROM，論文番号 F-4-3，

（2013-6）
森 翔吾，山本 洋平，葛 漢彬：「異なる溶接部脚長を

有する鋼はり−柱接合部のき裂発生に関する繰り
返し弾塑性解析」，第 18 回計算工学会講演論文集，
CD-ROM，論文番号 F-5-2，（2013-6）

H.B.Ge，L.Kang and R.Maruyama：“Ductility Evaluation 

Formula for Thin‐walled Steel Structures Made of 

High Strength Structural Steel SM570”，Proc.the 5th 

International Symposium on Innovation & Sustainability 

of Structures in Civil Engineering，Harbin Institute 

of Technology，Harbin，China，July 6-7，pp.359-364，
（2013-7）

羽田 新輝，葛 漢彬：「未溶着が内在する鋼製橋脚の耐
震性能に及ぼす梁−柱接合部における溶接性状の影
響」，第 16 回性能に基づく橋梁等の耐震設計に関す
るシンポジウム講演論文集，pp.293-300，（2013-7）

丸山 陸也，葛 漢彬：「SMA ダンパーを導入した鋼製
ラーメン橋脚の制震効果に及ぼす温度変化の影響に
関する検討」，第 16 回性能に基づく橋梁等の耐震
設計に関するシンポジウム講演論文集，pp.301-308，

（2013-7）
馬越 一也，葛 漢彬，中村 真貴，野中 哲也：「津波襲

来時における津波波力による大型ケーソン基礎への
影響」，第 16 回性能に基づく橋梁等の耐震設計に関
するシンポジウム講演論文集，pp.337-344，（2013-7）

羽田 新輝，葛 漢彬，加藤 弘務，森 翔吾：「非対称な
溶接未溶着部が鋼製橋脚の延性き裂発生に与える影
響の再検討」，木学会第 68 回年次学術講演会講演概
要集，I-057，pp.113-114，（2013-9）

丸山 陸也，大場 孝太，葛 漢彬：「SPD のサイズが鋼
アーチ橋の耐震性能に及ぼす影響に関する検討」，
土木学会第 68 回年次学術講演会講演概要集，I-118，
pp.235-236，（2013-9）

馬越 一也，葛 漢彬，野中 哲也，宇佐美 勉：「鋼部材
の連成座屈強度を近似的に考慮する等価初期たわみ
式の提案」，土木学会第 68 回年次学術講演会講演概
要集，I-527，pp.1053-1054，（2013-9）

葛 漢彬，丸山 陸也：「断面が 3 段階に変化する補剛箱
形鋼製橋脚の変断面部座屈が生じない条件式と設計
法の提案」，土木学会第 33 回地震工学研究発表会講
演論文集，論文番号 3-402，（2013-10）

羽田 新輝，葛 漢彬：「鋼製橋脚隅角部における十字継
手部の溶接性状が変形能・エネルギー吸収量に及ぼ
す影響」，土木学会第 33 回地震工学研究発表会講演
論文集，論文番号 3-487，（2013-10）

馬越 一也，葛 漢彬，中村 真貴，野中 哲也：「大型ケー
ソン基礎を有する長大斜張橋への津波波力の影響に
関する検討」，土木学会第 33 回地震工学研究発表会
講演論文集，論文番号 5-448，（2013-10）

R.Maruyama，H.B.Ge and X.Q.Luo：“Damage Free Design 

of Steel Structures Using Seismic Dampers”，Proc.10th 

Pacific Structural Steel Conference，Singapore，October 

8-11，pp.745-750，（2013-10）
H.B.Ge，L.Kang and S.Hada：“Effect of Fillet Radius Size 

on Ductile Fracture of Steel Beam-column Connection 

with Large Welding Defects”，Proc.5th International 

Conference on Advances in Experimental Structural 

Engineering，Taipei，Taiwan，Nov.8-9，Vol.2，pp.372-
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379，（2013-11）

原田 守博

【その他】
原田 守博：「可搬型電波流速計を用いた都市河川の洪

水流量観測−ゲリラ豪雨に伴う急激な洪水流出の実
態把握に向けて−」，名城大学総合研究所紀要，第
18 号，pp.149-152，（2013-3）

原田 守博，丹羽 直人，橋本 和馬：「可搬型電波流速
計を用いた都市河川の洪水流量観測」，平成 24 年度
土木学会中部支部研究発表会講演概要集，Ⅱ -16，
pp.105-106，CD-ROM，（2013-3）

徳永 遼，山田 隼也，原田 守博：「中川運河からの
海風の遡上と暑熱緩和効果の検討」，平成 24 年度
土木学会中部支部研究発表会講演概要集，Ⅱ -32，
pp.137-138，CD-ROM，（2013-3）

羽澄 貴史，原田 守博：「溜め池における河床伝達熱の
測定と熱収支の評価」，平成 24 年度土木学会中部
支部研究発表会講演概要集，Ⅱ -39，pp.151-152，CD-

ROM，（2013-3）

新井 宗之

【学術論文】
新井 宗之，安田 孝志，中川 一：「山地河道における

浅水流に関する波動方程式の導出とその解析解の
検討」，土木学会論文集 B1（水工学），Vol.69，No.4，
I_961-I966，（2013-2.）

M.Arai，J.Huebl and R.Kaitna：“Occurrence conditions of 

roll waves for three grain-fluid models and comparison 

with results from experiments and field observation”，
Geophysical Journal International，Oxford University 

Press，The Royal Astronomical Society，Vol.195，No.1，
pp.1-17，（2013-10）

【その他】
新井 宗之：「運動量補正係数を含む浅水流の運動方程

式による ¥¥ 波動方程式に関する検討」，平成 24 年
度土木学会中部支部研究発表会概要集，II-9， （2013-

3）
石川 雄規，新井 宗之，浅田 浩行，仙波 学：「転波列サー

ジのスリットダム通過における波動特性変化に関す
る実験的検討」，平成 24 年度土木学会中部支部研究
発表会概要集，II-27， （2013-3）

M.Arai：“A research of wave equation of shallow 

water with sediment on inclined channel”，European 

G e o s c i e n c e s  Un i o n  2013  A s s e m b l y，N H3 .10 

Documentation and monitoring of landslides and 

debris flows for mathematical modelling and design of 

mitigation measures，EGU2013-6520，（2013-4）.

仙波 学，新井 宗之，石川 雄規：「転波列性土砂流サー
ジの波動方程式に関する一検討」，土木学会第 68 回
年次学術講演会概要集，II-017， pp.33-34，（2013-9）

石川 雄規，新井 宗之，仙波 学：「転波列サージの波
動特性の流量変化に関する実験的検討」，土木学
会第 68 回年次学術講演会概要集，II-018， pp.35-36，

（2013-9）
新井 宗之：「運動量補正係数βを含む浅水流運動方

程式に基づく波動方程式に関する一検討」，土木学
会第 68 回年次学術講演会概要集，II-019， pp.37-38，

（2013-9）
M.Arai and H.Nakagawa：“A study on wave equation 

and solutions of shallow water on inclined channel”，
Proceedings of the 12th  International Symposium on 

Rever Sedimentation，ISRS 2013，Kyoto Japane，pp.553-

558，（2013-9）

岩下 健太郎

【学術論文】
佐藤 大地，岩下 健太郎，稲垣 廣人，高見 肇：「エポ

キシ樹脂で付着確保した BFRP メッシュ補強モル
タルの曲げ挙動」，コンクリート工学年次論文集，
日本コンクリート工学会，Vol.35，No.2，pp.307-312，

（2013-7）
【その他】

K.Iwashita，D.Sato，Z.S.Wu，Y.Yagi，H.Uchino and 

M.Yoshida：“Strengthening of concrete structures 

with externally bonded prestressed basalt FRP rods”，
Proceedings of The 3rd International Symposium on 

Advances in Urban Safety （SAUS2012），（2012-11）
佐藤 大地，岩下 健太郎，森 政嘉，稲垣 廣人，呉 智仁，

佐藤 譲得，松本 信行，高見 肇，神崎 豊裕：「BFRP メッ
シュ補強モルタル部材への非線形 FEM 解析の適用
に関する研究」，日本材料学会東海支部第 7 回学術
講演会概要集，No.211，CD-ROM，（2013-3）

田中 竜蔵，大嶋 翔志，岩下 健太郎：「コンクリート
に接着した FRP シートの有効付着長に関する研究」，
平成 24 年度土木学会中部支部研究発表会講演集，
pp.395-396，CD-ROM，（2013-3） 

佐藤 大地，河上 和久，岩下 健太郎，稲垣 廣人，呉 智仁，
高見 肇：「BFRP メッシュ混入モルタルの曲げ挙動
に関する研究」，平成 24 年度土木学会中部支部研究
発表会概要集，pp.397-398，CD-ROM，（2013-3）

K.Iwashita，Z.S.Wu，D.Sato，N.Isogai，Y.Yagi，H.Uchino，
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M.Yoshida and X.Wang：“Performance evaluation 

of RC beams strengthened with externally bonded 

FRP rod”，11th international symposium on fiber 

reinforced polymers for reinforced concrete structures 

（FRPRCS-11），Guimarães，CD-ROM，（2013-6）
佐藤 大地，河上 和久，岩下 健太郎，稲垣 廣人，呉 

智仁，佐藤 譲得，松本 信行，高見 肇，神崎 豊裕：
「CFRP-BFRP 積層メッシュ補強モルタルの曲げ特
性」，土木学会第 68 回年次学術講演会，V-19，pp.37-

38，CD-ROM，（2013-9）
佐藤 大地，岩下 健太郎，八木 洋介，吉田 光秀：「エ

ポキシ樹脂充填鋼管を用いた FRP ロッドの接着継
手の強度に関する研究」，第 22 回プレストレスト
コンクリートの発展に関するシンポジウム論文集，
pp.495-498，（2013-10）

佐藤 大地，岩下 健太郎，八木 洋介，吉田 光秀：「FRP

ロッドを接着補強した RC 梁の曲げ挙動に関する解
析的研究」，コンクリート構造物の補修，補強，アッ
プグレード論文報告集，日本材料学会，pp.593-596，

（2013-11）

渡辺 孝一

【学術論文】
篠田 将旭，渡辺 孝一，児玉 佳大：「芯材にアングル

を用いた座屈拘束ブレースの性能実験と解析的検
討」，鋼構造論文集，Vol.20，No.77，（2013-3）

【その他】
渡辺 孝一，松村 政秀，木下 幸治，大西 弘志：「ひろば」，

橋梁と基礎，p.95，vol.47，（2013）
篠田 将旭，野中 良貴，水野 和也，渡辺 孝一：「構造

用アルミニウム合金 SPD の基礎的性能実験」，平
成 24 年度土木学会中部支部研究発表会，pp.10-11，

（2013-3）
篠田 将旭，横地 功圭，渡辺 孝一：「面内曲げを受け

るトラス格点部のボルト滑り耐力」，平成 25 年度全
国大会第 68 回年次学術講演会，CD-ROM，（2013-9）

佐藤 大介，天野 貴敏，篠田 将旭，渡辺 孝一：「鋼ト
ラス橋格点を模擬したガセットの面外曲げ挙動に関
する実験的検討」，平成 24 年度土木学会中部支部研
究発表会，pp.9-10，（2013-3）

佐藤 大介，天野 貴敏，篠田 将旭，渡辺 孝一：「ブレー
スを支持するガセットプレートの面外曲げ挙動に関
する実験的検討」，平成 25 年度全国大会第 68 回年
次学術講演会，CD-ROM，（2013-9）
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伊藤 政博

【著書】
＊伊藤 政博：『水域環境創造学』，（株）三恵社，179p.，
（2012-4）

＊伊藤 政博：『環境と社会』，（株）三恵社，112p.，
（2013-4）

【その他】
＊ Masahiro Ito：“Protective e�ect of coastal levees against 

the mega-tsunami o� the Paci�c coast of Tohoku caused 

by the 2011 Earthquake”，Abstract of 11th International 

Conference on Littoral 2012，pp.90-94，（2012-12） 

＊伊藤 政博：東日本大地震津波で被災した海岸堤防
の復旧復興計画～岩手・宮城県に注目して～，平
成 23 年度土木学会中部支部研究発表会概要集 CD-

ROM，pp.165-166，（2012-3）
＊伊藤 政博，中山 哲嚴，山下 隆男，佐瀬 浩市，駒口 

友章：平成の三陸大津波による被災実態と復旧 ･ 復
興の創造シンポジウム～環境創造学，海洋開発工学，
水産工学，現地海岸 ･ 港湾実務の立場から～，名
城大学 / 理工学部環境創造学科水環境工学研究室，
22p，（2012-2）

＊山田 貴仁 ･ 伊藤 政博：｢ 平面造波水槽による海岸
漂着物の実験的研究，−漂着物の 形状と比重の効
果− ｣，平成 24 年度土木学会中部支部研究発表会，
CD-ROM，（2013.3）

＊伊藤 政博：平成の三陸大津波による被災実態と復
旧・復興の創造シンポジウムの報告，名城大学総合
研究所，紀要 No.17，pp，95-98，（2012）

＊伊藤 政博：津波に対する海岸堤防の人命救済効果
～昭和と平成の三陸津波の比較～，名城大学総合研
究所，紀要 No.18，pp.143-147，（2013）

垣鍔 直

【学術論文】
N.Kakitsuba，I.B.Mekjavic，T.Katsuura：「The core 

interthreshold zone during exposure to red and blue 

light」，Journal of Physiological Anthropology，32（6），
（2013.3）

N.Kakitsuba，M.D.White：「Effect of change in ambient 

temperature on core temperature during the daytime」，
Int.J.Biometeorology.DOI 10.1007/ s00484-013-0673-8，

（2013.5）

【その他】
垣鍔 直：「心理・生理反応による快適な照明環境の

検証」，第 36 回人間 - 生活環境系学会大会報告集，
pp.25-28，（2012-12）

正田 浩三，伊藤 誠二，垣鍔 直：「建物の清掃管理状
況に関する調査」，第 40 回建築物環境衛生管理全国
大会，pp.66-67，（2013.1）

T.Katsuura，Ya-li  Xia，Soomin Lee，Y.Shimomura，
N . Ka k i t s u b a：「E f f e c t s  o f  d i f f e re nt  c o l or s  o f 

monochromatic light on time perception」，International 

Conference of Environmental Ergonomics，Proc.pp.305–

308，（2013.2）
N.Kakitsuba：「Comfortable lighting conditions evaluated 

from psychological and physiological responses」，
LuxPaci�ca 2013，Proc.p.40，（2013-3） 

正田 浩三，伊藤 誠二，垣鍔 直：「建物の清掃管理状
況に関する調査」，ビルメンテナンス誌，第48巻4号，
pp.27-30，（2012.4）

垣鍔 直，正田 浩三：「建物内のカーペットの汚れに関
する実態調査」，日本環境管理学会大会学術講演梗
概集，pp.99-100，（2013.5）

垣 鍔 直： 文 献 紹 介「Comfortable lighting conditions 

evaluated from psychological and physiological responses 

presented at LuxPaci�ca 2013」，照明学会誌，97（6），
p.343，（2013.6）

垣鍔 直：研究室紹介「名城大学理工学部環境創造学
科 垣鍔研究室」，照明学会誌，97（7），pp.404-405，

（2013.7）
水野 敬太，垣鍔 直，勝浦 哲夫：「室内における快適

な照明条件に関する実験的研究」，第 46 回照明学会
全国大会講演梗概集，#07-02，（2013.9）

垣鍔 直，李スミン，勝浦 哲夫：「心理・生理反応を考
慮した店舗照明の評価」，第 46 回照明学会全国大会
講演梗概集，#08-27，（2013.9）

垣鍔 直：「河道内気候の周辺気候への影響に関する
調査研究」，日本生気象学会大会梗概集，p.S-54，

（2013.11）
垣鍔 直，山田 邦之：「天井面放射冷却の体感への影

響と冷却条件に関する実験的研究」，人間−生活
環境系学会大会シンポジウム報告集，pp. ○ - ○，

（2013.12）

環境創造学科
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酒巻 史郎

【その他】
加藤 大尚，酒巻 史郎：「大気エアロゾルの季節変動と

黄砂による影響」，日本化学会第 93 春季年会予稿集，
CD-ROM，（2013-3）

牧野内 猛

【学術論文】
＊牧野内 猛，塚本 将康，檀原 徹，山下 透，内園 立男，

濃尾地盤委員会断面 WG：「濃尾平野東部の地下地
質」，地質学雑誌，Vol.119，No.5，pp.335-349，（2013-5）

【その他】
＊牧野内 猛：『地層から見た知多半島・伊勢湾周辺地

域の成り立ち』，「（1）常滑市・知多半島の地質」，「（2）
中部国際空港周辺の地質」，「（3）知多半島の活断層」，

「（4）東日本大震災と南海トラフの巨大地震」，平成
24 年度市民講座Ⅱ（常滑市），（2013-2）

牧野内 猛，荒野 悠，長田 拓磨，渡辺 典幸：「三重県
四日市市沖積平野の地下地質（その 1）」，日本地質
学会第 120 年学術大会講演要旨，p.316，東北大学，

（2013-9）
＊牧野内 猛：「新期名古屋地盤図の紹介−地質編−」，

第 2 回地盤工学会中部支部イブニングセミナー，名
古屋工業大学，（2013-9）

日比 義彦

【著書】
＊日比 義彦ほか11名：「第11編 地盤汚染調査の方法」，
「地盤調査の方法と解説」，（地盤工学会編），第 2 章，

pp.1013-1018，丸善出版株式会社，（2013-4）
＊日比 義彦ほか11名：「第11編 地盤汚染調査の方法」，
「地盤調査の方法と解説」，（地盤工学会編），第 6 章，

pp.1043-1046，丸善出版株式会社，（2013-4）
＊日比 義彦ほか11名：「第11編 地盤汚染調査の方法」，
「地盤調査の方法と解説」，（地盤工学会編），第 10 章，

pp.1083-1090，丸善出版株式会社，（2013-4）
＊日比 義彦（編集責任者）ほか 12 名：「地盤調査の基

本と手引き」，（地盤工学会編），丸善出版株式会社，
（2013-9）

【学術論文】
＊日比 義彦：「土壌ガス調査結果を用いた土壌汚染

源の推定方法」，地下水学会誌，第 55 号，第 2 号，
pp.135-153，（2013-5）

【その他】
＊日比 義彦：「地表面から 1m の深さにおける土壌ガ

ス成分の物質移動の特性」，日本地下水学会 2013 年

秋季講演会講演要旨，pp.182-185，（2013-10）

広瀬 正史

【その他】
＊ M.Hirose：“Evaluation of rainfall climatology from the 

long-term spaceborne radar data”，Proc.of JAXA 7th 

PMM RA meeting，（2013-6）
＊ M.Hirose：“Climatological characteristics of TRMM 

PR rainfall”，Proc.of Asia Oceania Geosciences Society 

meeting，AS15-A014，（2013-6）
＊広瀬 正史：「衛星搭載降雨レーダデータの気候学的

利用について」，日本気象学会 2013 年度秋季大会予
稿集，pp.120，（2013-11）
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鈴木 博志

【学術論文】
＊長谷川 直樹，鈴木 博志，戴 維：「北京市における

高齢者福祉施設の入所意識に関する研究」，日本
建 築 学 会 技 術 報 告 集，Vol.18，No.43，pp.1127-1131，

（2013-10）
【その他】

＊卞 雷，長谷川 直樹，鈴木 博志：「サービス付き高
齢者向け住宅の現状分析−地域・住宅形態の違い
による特徴」，日本建築学会大会学術講演梗概集，
7549，pp.555-556，（2013-9）

＊ファム マイチュン，長谷川 直樹，鈴木 博志：「ベ
トナム・ハノイ市における第 6 次トシマスタープラ
ン（2030 年目標）に関する研究」，日本建築学会大
会学術講演梗概集，7549，pp.1173-1174，（2013-9）

＊宮崎 幸恵，鈴木 博志：「高齢者の共同居住に関す
る研究−名古屋市におけるケーススタディ」，日本
建築学会大会学術講演梗概集，7279，pp.557-558，

（2013-9）
＊宮崎 幸恵，鈴木 博志：「名古屋市における高齢者の

共同居住と見守り」，日本福祉のまちづくり学会第
16 回大会概要集，CD-ROM，pp.1-4，（2013-9）

立川 剛

【学術論文】
＊矢尾 誠，立川 剛，宿里 勝信，山田 正作，福 拓也：

直接基礎あるいは地下連続壁の動力学特性の解明に
ついて−混合境界値問題に対する解析システムの構
築をめざして−，日本建築学会構造系論文集 第 78
巻 第 692 号，pp.1679-1684，2013.10

【その他】
＊福 拓也，立川 剛，宿里 勝信，矢尾 誠，箕浦 友也，

守田 允彦：地震時の室内の安全性に関する検討 一
般世帯の家具転倒防止から公共施設への展開，日本
建築学会東海支部研究報告集，pp.165-168，2013.2

＊水谷 信哉，立川 剛，宿里 勝信，山田 正作，矢尾 誠，
福 拓也：直接基礎地盤あるいは地下連続壁の動力
学特性の解明について 混合境界値問題に対する解
析システムの構築をめざして，日本建築学会大会学
術講演梗概集，（構造Ⅱ）pp.63-64，2013.8

＊福 拓也，立川 剛，宿里 勝信，矢尾 誠，水谷 信哉：
学校図書施設の地震時における危険性を考察する為
の研究，日本建築学会大会学術講演梗概集，（構造Ⅱ）

pp.1129-1130，2013.8

寺西 浩司

【著書】
＊名和 豊春，寺西 浩司他：「解析モデル」，『膨張材 ･

収縮低減剤を使用したコンクリートに関する技術の
現状』，第 6 章，pp.145-153，日本建築学会，（2013-7） 

＊三原斉，寺西 浩司他：「コンクリート」，「金属材料」，
「木材」，『ラクラク突破の 1 級建築士スピード学習帳 

2013 年版』，pp.418-429，エクスナレッジ，（2012-12）
【学術論文】

＊寺西 浩司：「骨材の乾燥収縮ひずみの評価指標に
関する研究」，日本建築学会構造系論文集，Vol.78，
No.687，pp.905-912，（2013-5） 

＊渡会 正典，寺西 浩司：「コンクリ−トスラッジの
混和材としてのリサイクルに関する基礎的研究」，
コンクリート工学年次論文集，Vol.35，No.1，pp.199-

204，（2013-7） 

＊樋口 優香，寺西 浩司：「仕上げ方法がコンクリート
の乾燥収縮および中性化に及ぼす影響」，コンクリー
ト工学年次論文集，Vol.35，No.1，pp.469-474，（2013-7）

＊山田 一徳，中村 士郎，小田部 裕一，寺西 浩司：「複
合則理論によるコンクリートの乾燥収縮ひずみの
推定」，コンクリート工学年次論文集，Vol.35，No.1，
pp.529-534，（2013-7）

＊中村 雄一，寺西 浩司，佐々木 仁，添田 智美：「従
来工法で張り付けられた外装タイルの剥離メカニズ
ムに関する研究」，コンクリート工学年次論文集，
Vol.35，No.1，pp.1297-1302，（2013-7）

【その他】
＊今井 悠介，寺西 浩司：「粉体の粒度分布が模擬セメ

ントペーストの流動性に及ぼす影響」，日本建築学
会東海支部研究報告集，No.51，pp.45-48，（2013-2）

＊樋口 優香，寺西 浩司，堀 淳一：「コンクリートの
乾燥収縮および中性化に対する仕上げ方法の影響」，
日本建築学会東海支部研究報告集，No.51，pp.73-76，

（2013-2）
＊渡会 正典，寺西 浩司：「コンクリートスラッジを用

いた再生混和材の開発」，日本建築学会東海支部研
究報告集，No.51，pp.85-88，（2013-2）

＊中村 雄一，寺西 浩司，日比野 和樹，田口 哲也，佐々
木 仁，添田 智美：「外壁タイルの剥離挙動に関する
実験的・解析的研究（その 1．下地・張付けモルタ

建築学科
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ル界面の接着特性に関する実験）」，日本建築学会東
海支部研究報告集，No.51，pp.93-96，（2013-2）

＊中村 雄一，寺西 浩司，日比野 和樹，田口 哲也，佐々
木 仁，添田 智美，石川 靖晃：「外壁タイルの剥離
挙動に関する実験的・解析的研究（その 2．ひずみ
追従性試験とその FEM 解析）」，日本建築学会東海
支部研究報告集，No.51，pp.97-100，（2013-2）

＊大内 千彦，寺西 浩司，谷川 恭雄：「粗骨材とモル
タルの界面に発生する応力に関する一考察，日本
建築学会関東支部研究報告集」，No.83，I，pp.45-48，

（2013-3）
＊山田 一徳，小田部 裕一，中村 士郎，鈴木 宏信，寺

西 浩司：「粗骨材の乾燥収縮ひずみの予測手法に関
する一考察」，日本建築学会大会学術講演梗概集，
A-1，pp.19-20，（2013-8）

＊寺西 浩司，樋口 優香：「乾燥がコンクリートの力
学的性質に及ぼす影響（その 1．骨材寸法の影響）」，
日本建築学会大会学術講演梗概集，A-1，pp.25-26，

（2013-8）
＊樋口 優香，寺西 浩司：「乾燥がコンクリートの力学

的性質に及ぼす影響（その 2．拘束および持続荷重
の影響）」，日本建築学会大会学術講演梗概集，A-1，
pp.27-28，（2013-8）

＊大内 千彦，寺西 浩司，谷川 恭雄：「粗骨材のモル
タル界面に発生する応力に関する一考察（マトリク
スのポアソン比の変動による影響）」，日本建築学会
大会学術講演梗概集，A-1，pp.95-96，（2013-8）

＊河邊 俊希，渡会 正典，寺西 浩司：「高炉スラグの
みを用いたコンクリート代替材料の開発（その 1．
高炉スラグ微粉末の比表面積およびアルカリ刺激材
の種類・置換率の影響）」，日本建築学会大会学術講
演梗概集，A-1，pp.177-178，（2013-8）

＊渡会 正典，寺西 浩司：「コンクリートスラッジの混
和材へのリサイクルに関する研究（その 3．コンク
リートスラッジの保管時間の影響）」，日本建築学会
大会学術講演梗概集，A-1，pp.185-186，（2013-8）

＊朴相俊，田中 芹菜，寺西 浩司：「コンクリートガラ
粉体を用いた再生混和材に関する基礎的研究」，日
本建築学会大会学術講演梗概集，A-1，pp.189-190，

（2013-8）
鹿毛 忠継，桝田 佳寛，陣内 浩，伊藤 智章，宮野 和樹，

佐藤 幸惠，寺西 浩司，西 祐宣：「細骨材の粒度と
細骨材率がコンクリートの物性に与える影響 その 1 

実験計画」，日本建築学会大会学術講演梗概集，A-1，
pp.267-268，（2013-8）

＊佐藤 幸惠，小島 正朗，酒井 正樹，渡邉 悟士，鈴

木 澄江，伊藤 智章，寺西 浩司，西 祐宜：「細骨材
の粒度と細骨材率がコンクリートの物性に与える影
響（その 4）振動フロー試験による材料分離・施工
性の評価」，日本建築学会大会学術講演梗概集，A-1，
pp.273-274，（2013-8）

＊古田 修平，寺西 浩司，今井 悠介，酒井 正樹，渡
邉 悟士，佐藤 幸惠，道正 泰弘，太田 達見：「細骨
材の粒度と細骨材率がコンクリートの物性に与える
影響 その 5 円筒貫入試験およびスクリーニング試
験の結果」，日本建築学会大会学術講演梗概集，A-1，
pp.275-276，（2013-8）

＊中村 雄一，寺西 浩司，野口 貴文，今本 啓一，平岩 

陸：「軍艦島構造物群の劣化調査（その 8．骨材の概
況調査）」，日本建築学会大会学術講演梗概集，A-1，
pp.1209-1210，（2013-8） 

＊寺西 浩司：「コンクリートのひび割れを規定してい
る数値の解説」，建築技術，No.766，pp.91-95，（2013-

11）

溝口 明則

【著書】
＊溝口 明則：「木割の解説」，『木砕之注文』（木砕之注

文研究会編著），解題・現代語訳篇，PP.165-170，中
央公論美術出版，（2013-2）

【その他】
＊吉田 周平，溝口 明則：「住宅木割書の絶対寸法の背

景」，日本建築学会大会学術講演梗概集（歴史意匠），
pp.337-338，（2013-8）

＊青田和也，溝口 明則：「三重塔の高さ計画につい
て」，日本建築学会大会学術講演梗概集（歴史意匠），
pp.343-344，（2013-8）

＊千田 恵太，溝口 明則：「中世和様仏堂の高さ計画に
ついて」，日本建築学会大会学術講演梗概集（歴史意
匠），pp.345-346，（2013-8）

＊所司 卓也，溝口 明則：「五重塔のカウンターバラン
スに関する研究 最上層屋根の支え方について その
2」，日本建築学会大会学術講演梗概集（歴史意匠），
pp.361-362，（2013-8）

＊伊藤 美香子，溝口 明則：「平城京薬師寺の伽藍計画
に関する研究」，日本建築学会大会学術講演梗概集

（歴史意匠），pp.365-366，（2013-8）
＊中川 武，溝口 明則，他：「プレア・ヴィヘア寺院

の破損状況と今後の調査研究・保存対策をめぐっ
て カンボジア プレア・ヴィヘア寺院に関する研究
1」，日本建築学会大会学術講演梗概集（歴史意匠），
pp.571-572，（2013-8）
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＊田渕 奈央，溝口 明則，他：「参道テラス縦深型祠
堂としてのプレア・ヴィヘア寺院の特徴 カンボジ
ア プレア・ヴィヘア寺院に関する研究 2」，日本建
築学会大会学術講演梗概集（歴史意匠），pp.573-574，

（2013-8）
＊黒岩 千尋，溝口 明則，他：「プレア・ヴィヘア寺院

の「田の字型」建物の現状と特徴 カンボジア プレア・
ヴィヘア寺院に関する研究 3」，日本建築学会大会
学術講演梗概集（歴史意匠），pp.575-576，（2013-8）

＊溝口 明則，中川 武，他：「プレア・ヴィヘア寺院の
山頂伽藍計画について カンボジア プレア・ヴィヘ
ア寺院に関する研究 4」，日本建築学会大会学術講
演梗概集（歴史意匠），pp.577-578，（2013-8）

＊中村 みふみ，溝口 明則，他：「プレア・ヴィヘア寺
院中央祠堂屋蓋部の復原考察 カンボジア プレア・
ヴィヘア寺院に関する研究 5」，日本建築学会大会
学術講演梗概集（歴史意匠），pp.579-580，（2013-8）

＊古賀 友佳子，溝口 明則，他：「プレア・ヴィヘア寺
院ゴープラ I 拝殿の木造小屋組の復原考察 カンボジ
ア プレア・ヴィヘア寺院に関する研究 6」，日本建
築学会大会学術講演梗概集（歴史意匠），pp.581-582，

（2013-8）

武藤 厚

【学術論文】
＊武藤 厚，前田 大介，梶原 由貴，村田 賢：「スペー

スフレームの 3 次元解析システムの拡張と応用−鉄
筋コンクリート部材の弾塑性解析機能の組込みと
検証−」，構造工学論文集，日本建築学会，Vol.59B，
pp.505-512，（2013-3）

＊原 亮，加藤 史郎，中澤 祥二，武藤 厚：「周辺補剛
された 4 点支持鉄筋コンクリートドーム屋根の耐力
に関する解析的分析−形状初期不整と想定地震荷重
の耐力に与える影響−」，日本建築学会構造系論文
集，日本建築学会，Vol.78，No.685，pp.503-511，（2013-

3）
Atsushi MUTOH，Shun MURAMOTO and Akihiro 

MASUDA，Study on Nonlinear Vibration Characteristics 

of RC/CFRC Arches by Vibration Tests and Simulations，
IASS，2013，（CD-ROM，total 5 pages），（2013-9）

＊Atsushi MUTOH，Study on Nonlinear Vibration 

Characteristics of Reinforced Concrete Arches by 

Vibration Tests and Simulations，The 14-th Int’l Conf.

Computational Structures Technology，Civil-Comp Press

（UK），total 11 pages（CD-ROM），（2013-9）
＊ Atsushi MUTOH，H.Komatsu and M.Sasaki，Evaluation 

of Vibration，Creep/Shrinkage and Thermal Effects of 

Shallow RC Shells by Measurements and Analysis，The 

14-th Int’l Conf.Computational Structures Technology，
Civil-Comp Press（UK），total 12 pages（CD-ROM），

（2013-9）
＊Hit o s h i  MOR I KAWA，S h i ro  S A S A NO，S h oj i ro 

MOTOYUI，Yasuhito FUJITA，Atsushi MUTOH，
Estimation of Dynamic Behavior of Historical Church 

in Armenia Using Microtremor Survey，International 

Conference on Urban Earthquake Engineering，Tokyo 

Institute of Technology，total 5 pages（CD-ROM），
（2013-3）

【その他】
＊武藤 厚：「RC アーチの振動破壊と RC シェルの長期

変形のシミュレーション」，2013 年度日本建築学会
大会・構造部門（応用力学）パネルディスカッショ
ン資料（共著）～建物の強非線形挙動の再現におけ
る可能性と課題～，日本建築学会，応用力学運営委
員会，pp.32-39，（2013-8）

＊武藤 厚，伊藤 雄基，益田 彰宏，小松 宏年，佐々木 

睦朗，武藤 厚：「大型 RC シェルの長期変形と構造
特性に関する実証的研究（その 3 建設から 3 年間の
変形特性と構造特性について）」，日本建築学会大会
学術講演梗概集，pp.853-854，（2013-8）

＊村本 駿，益田 彰宏，伊藤 夕華，武藤 厚：「RC 曲面
構造における複合非線形挙動の予測に関する試み

（その 8 RC アーチの振動破壊性状と CF シートの補
強効果について）」，日本建築学会大会学術講演梗概
集，pp.847-848，（2013-8）

＊髙味 えり，伊藤 雄基，武藤 厚：「組積造による歴
史的建造物の構造特性に関する再検証の試み（その
4 ブールジュ大聖堂の構造特性に関する推定）」，日
本建築学会大会学術講演梗概集，pp.965-966，（2013-

8）
＊益田 晃宏，三浦 徳人，武藤 厚，元結 正次郎，大谷 

友香，藤田 康仁：「ラブル・コア工法を用いた教会
堂の振動特性について（その 2 エチミアジン大聖堂
の 3 次元モデルによる振動特性の評価）」，日本建築
学会大会学術講演梗概集，pp.929-930，（2013-8）

＊三浦 徳人，益田 晃宏，武藤 厚，元結 正次郎，大谷 

友香，藤田 康仁：「ラブル・コア工法を用いた教会
堂の振動特性について（その 3 リプシュメ教会の 3
次元モデルによる振動特性の評価）」，日本建築学会
大会学術講演梗概集，pp.931-932，（2013-8）

＊大谷 友香，元結 正次郎，篠野 志郎，武藤 厚，藤
田 康仁：「ラブル・コア工法を用いた教会堂の振動
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特性について（その 1 現地における常時微動測定と
固有値解析）」，日本建築学会大会学術講演梗概集，
pp.927-928，（2013-8）

＊永田 航気，元結 正次郎，武藤 厚，高橋 宏樹，大谷 

友香，益田 晃宏，村本 駿，藤田 康仁：「ラブル・
コア工法を用いた教会堂の振動特性について（その
4 微動特性の同定法とその妥当性）」，日本建築学会
大会学術講演梗概集，pp.933-934，（2013-8）

＊安田 明将，元結 正次郎，武藤 厚，大谷 友香，永田 

航気，藤田 康仁：「ラブル・コア工法を用いた教会
堂の振動特性について（その 5 同定法を用いた教会
堂の振動特性の同定）」，日本建築学会大会学術講演
梗概集，pp.935-936，（2013-8）

＊村本 駿，後藤 秀和，前田 大介，武藤 厚：「偏平な
RC アーチの損傷・耐力評価に関する基礎的研究（そ
の 4 ダブル配筋された RC 円弧アーチの動的な複合
非線形振動特性）」，日本建築学会東海支部研究報告
書，pp.377-380，（2013-2）

＊益田 彰宏，伊藤 雄基，小松 宏年，佐々木 睦朗，武
藤 厚：「鉄筋コンクリートシェルの振動および長
期変形特性の評価に関する研究（その 2 実機の偏平
シェルにおける振動特性の評価事例について）」，日
本建築学会東海支部研究報告書，pp.373-376，（2013-

2）
＊伊藤 夕華，益田 晃宏，山口 赳司，武藤 厚：「竹材

を用いた HP 曲面による空間構造の創出に関する
試み（その 1 設計システムの提案と縮小模型の製作
について）」，日本建築学会東海支部研究報告書，
pp.369-372，（2013-2）

村田 賢

【学術論文】
＊日置 興一郎，村田 賢：「対称形断面曲げ梁のせん断

応力分布とせん断剛性に逆比例するせん断変形」，
日本建築学会構造系論文集，Vol.78，No.684，pp.329-

334，（2013-2）
＊武藤 厚，前田 大介，梶原 由貴，村田 賢：「スペー

スフレームの 3 次元解析システムの拡張と応用−鉄
筋コンクリート部材の弾塑性解析機能の組込みと
検証−」，構造工学論文集，日本建築学会，Vol.59B，
pp.505-512，2013.3

【著書】
＊村田 賢，飯島 飯比古「SPACE で学ぶ構造力学 動的

解析編Ⅰ 改訂版」，（2013，3）Web 上で公開，650 頁
＊村田 賢，飯島 飯比古「SPACE で学ぶ構造力学 動的

解析編Ⅱ 改訂版」，（2013，11）Web 上で公開，600 頁

吉久 光一

【その他】
＊岡田 恭明，吉久 光一，東 一樹，西村 直人：「風力

発電施設から発生する騒音の測定事例（音響放射特
性に関する基礎検討）」，日本音響学会講演論文集，
pp.1113-1114，（2013-3）

＊岡田 恭明，吉久 光一，東 一樹，西村 直人：「風力
発電施設から発生する騒音の長期測定（水平および
鉛直方向の音響放射特性に着目した検討）」，日本騒
音制御工学会講演論文集，pp.73-76，（2013-4）

＊吉久 光一，岡田 恭明，龍田 建次：「都市環境音の
常時観測」，日本騒音制御工学会講演論文集，pp.85-

88，（2013-4）
＊岡田 恭明，吉久 光一，東 一樹，西村 直人：「風力

発電施設からの音響放射特性に着目した実験的検
討」，日本音響学会 騒音・振動研究会資料 N-2013-

19，pp.1-6，（2013-5）
＊岡田 恭明，吉久 光一：「風車発電施設から発生する

騒音の実態調査（その 2：水平方向の音響放射に着
目した検討）」，日本建築学会大会学術講演梗概集，
pp.251-252，（2013-8）

＊T.Iwase，H.Kurono，Y.Okada，K.Yoshihisa：“Binaural 

simulation of sound propagation from moving sound 

source using HRTF，” Proceedings of  the 42nd 

International Congress and Exposition on Noise Control 

Engineering（Inter-noise 2013），pp.1-10，CD-ROM，
（2013-9）

＊ Y.Okada，K.Yoshihisa，T.Iwase，K.Higashi，N.Nishimura：
“Experimental study on the radiation characteristics of 

noise generated from a single wind turbine，” Proceedings 

of the 42nd International Congress and Exposition on 

Noise Control Engineering（Inter-noise 2013），pp.1-8，
CD-ROM，（2013-9）

＊岡田 恭明，吉久 光一，東 一樹，西村 直人：「風力
発電施設から発生する騒音の測定事例−放射音の指
向特性に関する一検討−」日本音響学会講演論文集，
pp.987-988，（2013-9）

大塚 貴弘

【その他】
＊大塚 貴弘，Markus Knobloch，Mario Fontana：「ウェブ

幅厚比の大きい H 形鋼梁の高温時せん断座屈後耐
力」，日本建築学会大会学術講演梗概集（北海道），
構造Ⅰ，pp.345-346，（2013-8）

＊T.Ohtsuka，M.Knobloch and M.Fontana：“Shear 

Capacity of Steel Plate Girders with Slender Webs in 
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Fire”，Proceedings of the 5th  International Conference 

on Structural Engineering，Mechanics and Computation，
University of Cape Town，pp.1-6（CD-ROM），（2013-9）

岡田 恭明

【その他】
＊岡田 恭明，吉久 光一，東 一樹，西村 直人：「風力

発電施設から発生する騒音の測定事例（音響放射特
性に関する基礎検討）」，日本音響学会講演論文集，
pp.1113-1114，（2013-3）

＊岡田 恭明，吉久 光一，東 一樹，西村 直人：「風力
発電施設から発生する騒音の長期測定（水平および
鉛直方向の音響放射特性に着目した検討）」，日本騒
音制御工学会講演論文集，pp.73-76，（2013-4）

＊大久保 朝直，横田 考俊，牧野 康一，大島 俊也，岡
田 恭明，平栗 靖浩，川瀬 康彰，今泉 博之：「防災
音声放送の了解度評価を目的とする長期計測」，日
本騒音制御工学会講演論文集，pp.81-84，（2013-4）

＊吉久 光一，岡田 恭明，龍田 建次：「都市環境音の
常時観測」，日本騒音制御工学会講演論文集，pp.85-

88，（2013-4）
＊岡田 恭明，吉久 光一，東 一樹，西村 直人：「風力

発電施設からの音響放射特性に着目した実験的検
討」，日本音響学会 騒音・振動研究会資料 N-2013-

19，pp.1-6，（2013-5）
＊岡田 恭明，吉久 光一：「風車発電施設から発生する

騒音の実態調査（その 2：水平方向の音響放射に着
目した検討）」，日本建築学会大会学術講演梗概集，
pp.251-252，（2013-8）

＊T.Iwase，H.Kurono，Y.Okada，K.Yoshihisa：“Binaural 

simulation of sound propagation from moving sound 

source using HRTF，” Proceedings of  the 42nd 

International Congress and Exposition on Noise Control 

Engineering（Inter-noise 2013），pp.1-10，CD-ROM，
（2013-9）

＊ Y.Okada，K.Yoshihisa，T.Iwase，K.Higashi，N.Nishimura：
“Experimental study on the radiation characteristics of 

noise generated from a single wind turbine，” Proceedings 

of the 42nd International Congress and Exposition on 

Noise Control Engineering（Inter-noise 2013），pp.1-8，
CD-ROM，（2013-9）

＊岡田 恭明，吉久 光一，東 一樹，西村 直人：「風力
発電施設から発生する騒音の測定事例−放射音の指
向特性に関する一検討−」日本音響学会講演論文集，
pp.987-988，（2013-9）

＊大久保 朝直，横田 考俊，牧野 康一，大島 俊也，岡

田 恭明，平栗 靖浩，川瀬 康彰，今泉 博之：「防災
拡声放送の屋外伝搬における気象の影響」日本音響
学会講演論文集，pp.1541-1544，（2013-9）

平岩 陸

【学術論文】
＊平岩 陸，朴相俊：コンクリート壁の開口部におけ

る収縮ひび割れに関する解析的研究，コンクリート
工学年次論文集，Vol.34，No.1，pp.499-504，（2013.7）

【その他】
＊平岩 陸，朴相俊：コンクリートの収縮が圧縮強度

に与える影響に関する解析的研究，日本建築学会東
海支部研究報告集，No.51，pp.69-72，（2013.2）

＊平岩 陸，朴相俊：粘弾塑性サスペンション要素法
によるコンクリート壁開口部における乾燥収縮ひび
割れ解析，日本建築学会大会学術講演梗概集（北海
道），A-1，pp.71-73，（2013.9）

＊中村 雄一，寺西 浩司，野口 貴文，今本 啓一，平岩 

陸：軍艦島構造物郡の劣化調査その 8 骨材の概況
調査，日本建築学会大会学術講演梗概集（北海道），
A-1，pp.1209-1211，（2013.9）

三浦 彩子

【学術論文】
＊三浦 彩子：「3D データを利用した枯山水庭園の施

工に関する研究（精緻な三次元情報活用による新し
い石庭設計手法の開発 その 2）」，日本建築学会技術
報告集，第 44 号，pp.381-386，（2014-2）

宿里 勝信

【学術論文】
＊矢尾 誠，立川 剛，宿里 勝信，山田 正作，福 拓也：

直接基礎地盤あるいは地下連続壁の動力学特性の解
明について（混合境界値問題に対する解析システム
の構築をめざして），日本建築学会構造系論文集，
第 78 巻 第 692 号，pp.1679-1684，（2013-10）

【その他】
＊水谷 信哉，立川 剛，宿里 勝信，山田 正作，矢尾 誠，

福 拓也：直接基礎あるいは地下連続壁の動力学特
性について（混合境界値問題に対する解析システム
の構築をめざして），日本建築学会学術講演梗概集，
pp.63-64，（2013-8）

＊石原 大輝，中村 光，青木 孝義，宿里 勝信，張 景耀：
常時微動測定および固有値解析に基づく組積造建築
物の振動特性の推定，日本建築学会学術講演梗概集，
pp.653-654，（2013-8）
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＊福 拓也，立川 剛，宿里 勝信，矢尾 誠，水谷 信哉：
学校図書施設の地震時における危険性を考察する
為の研究，日本建築学会学術講演梗概集，pp.1129-

1130，（2013-8）
＊久翁 知己，今宮 実三郎，福原 武史，宮内 靖昌，宿

里 勝信：接着工法による鉄骨フレームの耐震補強
（繰り返し載荷試験），日本建築学会学術講演梗概集，

pp.921-922，（2013-8）

柳沢 究

【著書】
＊柳沢 究：「建築と事蹟」，『建築の ORIGIN：設計を巡

る思考』（高松伸＋ ORIGINATORS 著），Chapter 07，
pp.64-65，京都大学学術出版会，（2013-4）

【その他】
＊柳沢 究：「如銅版画般記録下所有痕跡的家：紫野

之町家改造：專訪」，知日 ZHI JAPAN，No.14，pp.92-

97，中信出版社，（2013-10）
＊柳沢 究：「加子母木匠塾のち…」，木匠塾シンポジ

ウム「加子母と木匠：木と地域と生きる」講演，加
子母明治座，2013 年 8 月 23 日，中津川市，（2013-8）

名城大学柳沢研究室：「名城大学新校友会館外観デザ
インコンペ」，入賞，名城大学，（2013-5）

名城大学柳沢研究室：「未来の風景をつくる：学生実
施コンペ」，名城大学，（2013-9）

＊柳沢 究：「国産材を活用したモデル住宅『エンガワ
暮らし』：名城大の学生が，提案から設計までかか
わり現場で学ぶ」，建築ジャーナル，2013 年 7 月号，
No.1214，pp.47，企業組合建築ジャーナル，（2013-7）

＊柳沢 究：「街と融け合う寺院：インドの都市から考
え る 6」，ARCHITECT，2013 年 10 月 号，pp.4-5， 日
本建築家協会東海支部，（2013-10）

＊柳沢 究：「動物のいる都市空間：インドの都市から
考える 5」，ARCHITECT，2013 年 8 月号，pp.6-7，日
本建築家協会東海支部，（2013-8）

＊柳沢 究：「水辺の建築空間ガート：インドの都市か
ら 考 え る 4」，ARCHITECT，2013 年 6 月 号，pp.6-7，
日本建築家協会東海支部，（2013-6）

＊柳沢 究：「伝統的な中庭式住居での生活：インドの
都市から考える 3」，ARCHITECT，2013 年 4 月号，
pp.4-5，日本建築家協会東海支部，（2013-4）

＊柳沢 究：「ヒンドゥー教における住まいの象徴性：
インドの都市から考える 2」，ARCHITECT，2013 年
2 月号，pp.6-7，日本建築家協会東海支部，（2013-2）

＊柳沢 究：「循還と囲繞の都市構造：インドの都市か
ら考える 1」，ARCHITECT，2012 年 12 月号，pp.6-7，

日本建築家協会東海支部，（2012-12）
＊柳沢 究，魚谷 繁礼，池井 健：「京都相対領域 6：裏」，

京都だより，2013 年 5 月号，No.442，pp.6-9，京都府
建築士会，（2013-5）

＊柳沢 究，魚谷 繁礼，池井 健：「京都相対領域 5：辻」，
京都だより，2013 年 3 月号，No.440，pp.6-9，京都府
建築士会，（2013-3）

＊柳沢 究，魚谷 繁礼，池井 健：「京都相対領域 4：建
売住宅」，京都だより，2013 年 1 月号，No.438，pp.6-

9，京都府建築士会，（2013-1）
＊柳沢 究，魚谷 繁礼，池井 健：「京都相対領域 3：

集合住宅」，京都だより，2012 年 11 月号，No.436，
pp.6-9，京都府建築士会，（2012-11）

吉永 美香

【学術論文】
＊T.Koyama，M.Yoshinaga，H.Hayashi，K.Maeda，

A.Yamauchi：“Identif ication of key plant traits 

contributing to the cooling e�ects of green facades using 

freestanding walls”，Building and Environment，Vol.66，
pp.96-103，（2013-08）

【その他】
＊小寺 智哉，石見 康洋，吉永 美香：「環境配慮型集

合住宅『エコビレッジ志段味』の環境性能評価 そ
の1. 居住者を対象としたアンケートの実施と分析」，
空気調和・衛生工学会中部支部学術研究発表会論文
集第 14 号，pp.75-78，（2013-03）

＊石見 康洋，小寺 智哉，吉永 美香：「環境配慮型集
合住宅『エコビレッジ志段味』の環境性能評価 そ
の 2.TRNSYS17 を用いた熱負荷低減効果の検討」，
空気調和・衛生工学会中部支部学術研究発表会論文
集第 14 号，pp.79-82，（2013-03）

＊小島 功，吉永 美香：「外部日射遮蔽の日射遮蔽効果
の検討 その 1. 予備実験及びよしずの日射遮蔽係数
の測定」，空気調和・衛生工学会中部支部学術研究
発表会論文集第 14 号，pp.151-154，（2013-03）

＊小島 功，吉永 美香：「オーニングの素材と色による
日射遮蔽効果の検討 - JIS A1422 に基づく SC 値の屋
外試験方法に関する考察」，日本建築学会学術講演
梗概集，pp.145-146，（2013-08）

＊吉永 美香，須田 礼二，宇田川 光弘，坊垣 和明，奥
宮 正哉：「太陽熱利用の環境価値化に向けた研究 そ
の 6 夏期と秋期における修正 M1 モード 3 人負荷で
の TRNSYS シミュレーションによる実証」，日本建
築学会学術講演梗概集，pp.1323-1324，（2013-08）

＊須田 礼二，宇田川 光弘，吉永 美香，坊垣 和明，奥
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宮 正哉：「太陽熱利用の環境価値化に向けた研究 そ
の 7 夏期と秋期における修正Ｍ 1 モード 3 人負荷で
の EESLISM シミュレーションによる実証」，日本建
築学会学術講演梗概集，pp.1325-1326，（2013-08）

＊吉永 美香，須田 礼二，奥宮 正哉，坊垣 和明，宇
田川 光弘：「住宅用太陽熱利用給湯システムにおけ
る太陽熱利用の環境価値化手法に関する研究 その
5 夏期・秋期における修正 M1 モード 3 人負荷での 

TRNSYS による精度検証」，空気調和・衛生工学会
学術講演会講演論文集，pp.157-160，（2013-9）

＊須田 礼二，吉永 美香，坊垣 和明，奥宮 正哉，宇
田川 光弘：「住宅用太陽熱利用給湯システムにお
ける太陽熱利用の環境価値化手法に関する研究 そ
の 6 夏期・秋期における修正 M1 モード 3 人負荷で
の EESLISM シミュレーションによる精度検証」，空
気調和・衛生工学会学術講演会講演論文集，pp.161-

164，（2013-9）
＊吉永 美香：「食品産業における低温熱需要への太陽

熱エネルギーの導入可能性 その 2 鶏卵製造業にお
ける検討事例」，日本太陽エネルギー学会・日本風
力エネルギー協会合同研究発表会，太陽 / 風力エネ
ルギー講演論文集，pp. ＊＊ - ＊＊（印刷中），（2013-

11）
＊小島 功，吉永 美香：「シミュレーションによるオー

ニングの冷房負荷削減効果の検討」，日本太陽エネ
ルギー学会・日本風力エネルギー協会合同研究発表
会，太陽 / 風力エネルギー講演論文集，pp. ＊＊ - ＊
＊（印刷中），（2013-11）

＊筒井 伸夫，澤村 茂貴，増元 香菜美，吉永 美香，奥
宮 正哉，城出 浩作：「太陽熱利用システムの性能評
価技術の開発に関する研究 第 3 報 人工太陽照射装
置を用いた高温環境下における集熱性能試験結果」，
日本太陽エネルギー学会・日本風力エネルギー協会
合同研究発表会，太陽 / 風力エネルギー講演論文集，
pp. ＊＊ - ＊＊（印刷中），（2013-11）
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景山 伯春

【学術論文】
K.Tripathi，N.Sharma，H.Kageyama，T.Takabe，and A.Rai： 

“Physiological，biochemical and molecular responses of 

the halophilic cyanobacterium Aphanothece halophytica 

to Pi-deficiency”，European Journal of Phycology，Vol. 

48，No.4，pp.461-473，（2013-12）
【その他】

景山 伯春，B.Boonburapong，S.Laloknam，近藤 史哉，高
倍 昭洋：「耐塩性ラン藻のグルタミン酸トランス
ポーターの塩ストレス応答」，第 54 回日本植物生理
学会年会，（2013-8）

景山 伯春：「遺伝子工学を利用した食環境改善に寄与
する有用バクテリアの創製」，日比科学振興財団研
究報告書，pp.53-58，（2013-8）

H.Kageyama：“Metabolic Engineering for Alkane Synthesis 

in Cyanobacterium”，Mini-Symposium on Algae Bio-

Fuel （TISTR & Meijo University），（2013-9）
H.Kageyama：“Role of Alkaline Phosphatase PhoD in 

Aphanothece halophytica”，Mini-Synposium：Abiotic 

Stress Tolerance in Cyanobacteria and Higher Plants，
（2013-9）

加藤 幸久

【著書】
加藤 幸久：「科学的に理解して正しく実践するシリー

ズ 1 脂肪のつき方＆おとし方」，健康予防社，（2013-

4） 

加藤 幸久：「科学的に理解して正しく実践するシリー
ズ 1 肩こりの治し方」，健康予防社，（2013-10） 

神藤 定生

【原著論文】
M.Levy-Assaraf，M.Voronov-Goldman，I.Grinberg，

G.Weiserman，L.Shimon，S.Jindou，I.Borovok，B.White，
E.Bayer，R.Lamed and F.Frolow：“Crystal structure of 

an uncommon cellulosome-related protein module from 

Ruminococcus flavefaciens that resembles papain-like 

cysteine peptidases”，PLoS One，（2）:e56138，（2013-8）
【その他】

< 学会発表 >

神藤定生，伊藤ユキ，水戸菜摘，冨田英誠，細田
晃文，田村廣人（名城大理工，名城大農）：「酵素

複合体を導入したシアノバクテリアによるエチ
レ ン 生 産 」，Construction and analysis of recombinant 

cyanobacterium expressing a chimeric enzyme complex 

for ethylene production，日本生物工学会 2013 年度大
会（広島），（2013-9）

中村 栄造

【その他】
中村 栄造：翻訳「新しいアダムとイヴ」（1843），作ナ

サニエル・ホーソーン，『名城大学人文紀要』（49 巻 2
号），pp.1-9，（2013-12）

中山 章宏

【学術論文】
S.Tadaki，M.Kikuchi，M.Fukui，A.Nakayama，K.Nishinari，

A.Shibata，Y.Sugiyama，T.Yoshida and S.Yukawa：“Phase 

transition in traffic jam experiment on a circuit”，New 

Journal of Physics，Vol.15，103034--1-20，（2013）

宮北 惠子

【その他】
宮北 惠子：Ｐ . Ｂ . シェリーと政治パンフレット 

「シャーロット王女の死について国民に寄せる−解
題・翻訳・注釈」，『名城大学人文紀要』（49 巻 2 号），
pp.11-27，（2013-12）

教養教育



1. 投稿者の資格及び投稿の種類 ･ 内容について

1．1．研究報告への発表は，本学部の教授，准教授，講師，助教，助手，その他委員会が認めたものとする．
 なお，大学院生および研究員の発表は，指導教員との連名を原則とする．
1．2．理工学部研究報告の構成は，招待論文 ･ 論文 ･ 資料 ･ 寄書 ･ 総説 ･ その他とする．
1．3．投稿の内容は次の区分による．

イ．論文 理工学部に関係のある分野の研究結果で，独創的な理論 ･ 新しい現象の実験報告あるいはその解釈，
新しい機器 ･ 部品 ･ 材料の報告，施設その他の設計あるいは計画法 ･ 測定法の提案または測定器の試作報
告，ならびに従来不完全であった理論や実験の補充 ･ 拡張，従来の諸説などを整理して系統づけたものな
どで，客観性が高く確実であるものとする。ページ数は，図面，表，写真を含め 1 編刷上り 8 ページを超
えないことを原則とするが，学術広報委員会の承認を得ることによりこれを超えることも出来る .

ロ．招待論文 学術広報委員会の依頼によるもので，取り扱いは同委員会が定める.
ハ．資料 設計資料 ･ 既設計画資料 ･ 施設整備 ･ 機器 ･ 部品 ･ 材料の試験報告，あるいは経験事項の報告等で

ある . ページ数の制限は論文と同じ .
ニ．寄書 論文 ･ 資料と同様な内容に関したことで，十分にまとまっていないもの，研究速報的なものまたは

理工学部関係の教育研究に関するものとする . ページ数は，1 編刷上り 4 ページを超えないことを原則と
する .

ホ．総説
ト．その他 理工学部関係のニュース ･ 研究年表的なもの等，ページ数の制限は寄書と同じ .

1．4．他の書籍 ･ 雑誌 ･ 機関紙等に，すでに発表されたもの，または投稿中のものは原則として受理されない .

2．投稿された原稿の処理について

2．1．投稿者は作成した電子化ファイルと A4 版で出力したコピー 1 部を論文 ･ 資料 ･ 寄書の別を明記し，所属学科
を経て学術広報委員会に提出する．投稿者は，現行の控を手元に保存しなければならない．

2．2．学術広報委員会は，原稿を受け付けた日付を本文末尾に記入する．
2．3．投稿された原稿について査読を行う．査読の方法は編集委員会が定める．
2．4．学術広報委員会は査読の結果に基づき，次のいずれかに決定する .
　　　イ．採録する .
　　　ロ．軽微な修正を求めた上で採録する．（原稿中の字句について，文意を変えない程度の加除修正を行って採録する）
　　　ハ．投稿者に照会して，回答を求めた上，採否を決定する．
　　　ニ．採録しない．
2．5．採録された原稿は返却しない．原稿に誤り，または不明の点がある場合は，投稿者に修正を求める．掲載する

ことが不適当と認められる場合は原稿を返却する．
2．6．招待論文等の扱いは，その都度，学術広報委員会が定める．
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名城大学理工学部研究報告投稿内規

（昭和３９年  １１月）
（昭和４９年  １０月 ４日改正）
（昭和５３年　 ６月２２日改正）
（昭和５４年 １０月１１日改正）
（平成　４年   ３月１０日改正承認）
（平成１３年　 ３月１２日改正）
（平成１７年　１０月２０日改正）
（平成１９年　　６月２６日改正）
（平成 25 年　 ５月１６日改正）



1．執筆の注意事項

1．1．原稿の体裁は，次の構成を標準とする．
イ．標題　一見して内容がよくわかるような，各々 20 語程度までの日欧両文によるもの．
ロ．Abstract　研究のねらいと方法，およびその結果を簡単明瞭に表した 500 語以内のものを，欧文で記述する．

ただし，本文が欧文のときは，これを適用しない．
ハ．緒論　研究分野における位置づけおよび歴史的背景を述べたもの．
ニ．本論　簡潔にして適格に整理されたことにより，要点を有効に読者に伝えるように書いたもの．
ホ．結論　結論と今後の課題について触れたもの．
へ．付録　本論中に省略した数式の証明，その他の補足のためのもの．
ト．文献　その研究内容に直接関係のあるもの．なお，寄書の体裁は Abstract・緒論・結論などを省略する．

1．2．原稿には，
イ．日欧両文による標題
ロ．論文・資料・寄書の区別
ハ．執筆者氏名（日欧）
ニ．所属（日欧）を記載する．

1．3．邦文はなるべく現代かなづかい，当用漢字を使用し，以下の注意に従う．
　　　　イ．外国の地名・人名・固有の名詞などは，原語またはカタカナを使用する．
　　　　ロ．数字は，原則としてアラビア文字を使用する．

1．4．文献の引用は，学会の研究報告誌に準ずることを原則とする．
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投稿内規細則
（平成 4 年　３月１０日承認）
（平成 13 年　６月  ４日改正）
（平成 17 年　９月２２日改正）
（平成 18 年　９月１４日改正）
（平成 19 年　６月２６日改正）



1．範囲

　2013 年 1 月 1 日より 2013 年 12 月 31 日までに公開された著書，学会誌掲載論文，講演大会その他の口頭発表，各
種研究発表会，一般雑誌への発表その他のもの．
ただし，2012 年に公開された論文で，発刊が遅れて第 53 号に掲載できなかったものに関しては本年分に入れてくだ
さい．

2．記載形式

1）著書：著者氏名：『題名』，出版者名，（発行年月）
例 名古屋太郎，天白次郎：「理工学の研究」，名城出版，（2013-3）
2）学術論文：著者氏名：「題名」，雑誌名，巻，号，ページ，（発表年月）
例  東海三郎，八事四郎：「電気機械に関する研究−工学機械の研究その 1 −」，
 理工学会誌，13 巻，6 号，p.108，（2013-6）
 東海三郎，八事四郎：「電気機械に関する研究−工学機械の研究その 2 −」，
 理工学会誌，13 巻，8 号，pp.110-115，（2013-8）

（注 1）掲載論文通りの順序を原則とする．本学以外の共著者も記載のこと．
（注 2）副題のある場合には副題も掲載のこと．
3）その他：発表者名：「題名」，発表会名，巻，号，ページ，（発表年月）
例  東京五郎，豊橋六郎：「機械工学と交通機械技術工学の発展について」，
 土木建築学会春季講演大会，13 巻，10 号，p.23，（2013-4）
4）外国語で発表された場合は，その分野の国際的慣例に従うこととする .
備考：1. 各学科，同一著者ごとに出来るだけまとめられたい .
 2. 疑問，不明の場合には各学科の学術広報委員にお問合せください .

3．配列

見出しを著書，学術論文，その他に分け，その中を発表年月日の古いものから順に並べる．また，番号は付けない．

4．環境関連論文について

発表論文の先頭に「＊」をつけて区別する．

5．原稿の提出締切日について

2013 年 11 月 22 日（金）までに学科編集委員へご提出ください．

6．原稿は電子化ファイルあるいは電子メールとする．

7．メールで送付するフォーマットに被せていただければ，うまく作成できる .

8．原稿は，Word を使い，フォントは MS 明朝 9 にしてください .
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