
【別紙様式 8】
課題番号 個 09-052

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 24年5月 30日

日本 大学総長 殿

氏名

所属・資格

佐藤徹

芸術学部・准教授
編

下記のとおり提出いたします。

1 種目 一，又研究（個人研如 1/一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

環境型社会対応機器の研究「食糧自給問題を解決する製品のデザイン開発」

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発剥照高のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

5 著曹・雑誌論文 嘩書・雑誌・抜き刷り等を涸寸してくださいコピーO)!;ffl1蔀廿易載されたこと力喀観的,~っかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

佐藤徹
日本大学芸術学部紀要く創作篇)P66~P69 36号 2012年3月 日本大学芸術学部「環境型社会対応機器のデザイン開発」

-

※ホ＿ムページ等での公開の《団）否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。



［成果物 8-2] 

6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数景

佐藤徹 20「0プ9」ロDとM卵,のパエンコフデレザッイトン展 デザインモデルを出展 各 1部

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-053

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

日本大

平成 23年 4月 8日

総 長 殿

下記のとおり提出いたします。

氏名

所属・資格

立石弘道

芸術学部・教授

1 種目 lo一般研究（個人研究） ／一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

英米，および日本における「紳士倶楽部」の研究

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月
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5 著書・雑誌論文 簿書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピーの場合1井躙戌されたこと力落親的I~っかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

『現代イギリス文学と場所の移動』（全 246頁）
平成22年 7

立石弘道編著 ンテ「序ィテ論イ」・(コ3ロ-ニ4ア0ル／頁）加ストコnニアルの英語圏文学とアイテゞ 月
金星堂
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※ホームページ等での公開の@・ 否） いずれかを0で囲んでください。否の場合ば理由書を添付して下さい。



［成果物 8-2]

6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

書評・立石弘道 「週刊読書人」で(も28踏25ん号張）るマイーギクリスス寿人子』 『総崩れのイ
ギリスそれ

平成 22年 2月
・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・......... .. 

_ ............. ~................................... 臀..............・................................- ................... ● .................................................... ~-································ ・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

・・・・・・・・・・・・--●●● ・・・・・・・・・----● ......... ・・・・・・-ヽ・-・--・・・・・・・.................................................._ ______ ................................................ _ ...•.••.....•.•.•... ...、--------------------●・-------● .... _______ .... ,_ ... 會....... 

-・・・・--・・・・・・・・・・・・・・ .......... ● -~····· ● ●●●● ●●● _ ,  ... - ................................................................... _ ... ●● .. _ ........ -・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・--・-．．．．~~．~・-~●●●●●●●●●●●●●●●● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・.......... ・・・・・・・-・・・"・・・・・・・・.......... 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

『英米，および日本における「紳士倶楽部」の研究』のテーマである紳士倶楽部はピラミッド型社会の上部

を構成する。それゆえ社会が大衆化すればするほど倶楽部は衰退する。上記の業績は現在衰退の一途をたど

っている英国社会の現状を文学状況（著書）と社会状況（書評）からとらえたものである。倶楽部の研究は

各分野へと限りなく越境するものであることの一証左である。

（その他）



【別紙様式 8】 /個09-054

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

日本 大 総長殿

氏 名

平成 23

阿久澤 騰

3 月 3 日

芦

隻〗
所属・資格 芸術学部・助手

下記のとおり提出いたします。

1 種目 I一般研究（個K研介） ／一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題 ＼ 

メディアの批判的理解能力に関するファシリテーション実践の研究

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-............. ・・・・・・ 
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.. . ................. 

5 著書・雑誌論文 嘩書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピ-<J)場合1井副伐されたことが客観的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

江古田文学 (304頁~324頁）
平成21年7

阿久澤騰 連載「文化考現論」（最終回）コミュニケーショ 71 
月31日

江古田文学全芍邑行

ンにレバレッジをかける PRのカ
.. .. . .................. ............. ..... .. '今今 .... .......... ...... ........... .............................................................. _ 

...... ●●●●，....... ●●●● .. ●●下●●●●●... ●下●●●下●●................................................................ ... 今今..今...今—...... ........... 今今...ふ今........・.....ふ，.... ・...... ふ.. .. ................................................. ............ ···············•···· •···· .. , ............................................... ............ ● 臀.........臀 9 臀~~~~~~臀......................臀..........臀~臀~臀 9 臀......臀~臀臀臀~~臀~臀臀~臀臀
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※ホームページ等での公開の€う否） いずれかを0で囲んでください。否の場合ば理由書を添付して下さい。



［成果物 8-2]

6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・......... - ．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 臀.................●● .. ・・・・・・・・・..........』...............................響......・・・・・・・・・・・・・・・・・・・............. ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

................. •••••••••••• .. ••••• .. ••-••••••••••n••••••••••••••" .... .. ・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ........ . .................... ．．．．．．．．．．．ふ．．．．．．． ..... .... . ● ................................... ●→ ● ......................... ●● ., .... .......... ..... .. . ............... 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真舞台等）

氏名 提出物 内容 数

.................. •••••••••••• •••••n•m•••""••••••••••••••••••••••"•••• ................................ 臀......................................- ,  ..... .. ......................... ● ......... ........ ........... . .............. ,. ................................... ... .... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.... ., ●●● , ........................................ .. 
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7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-055

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 2..3 年 サ月 2-6日

日本大 総長殿

氏名

所属・資格

茅原良平

芸術学部放送・助教

下記のとおり提出いたします。

1 種目 1乏般研究（個人研究)>/一般研究（共同研究） ／ 総 合 研 究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

放送学科新スタジオにおけるオーディオドラマの制作～ねりまの昔ばなしを題材に

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月
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_ .. ,. - .......................... ... .ヽ.....り・ヽ＊•＊ヽ．．．．．． _ ................. _.. ●● --臀-----ぞ................● -●  ............... ロ・・・-・・ .............................. -... ダ-●●←尋●●●_ .................... 

5 著書・雑誌論文 南書・雑誌・抜き刷り等を；甜寸してください。コピーの場合1討躙伐されたことが客観的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

-・・・・・・・・・ ー-・・・・・・・・・"'"'""'"'"'""・・・・・・・・--.. •·•·· MH  .. HH  .. HOO>••• ●● .......... M .............................................. -,.~ _ ..................................... -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

...... 響-・・・・・・・・・-・・・・........ ロ・.....●響................................................今..........................・-・・・・・・・・....................... ~ -- 臀m響臀........暑暑臀........ , ... _ 臀-・・・・・響-臀臀--

.... ●●胃●●●●●●胃●●-●●● -●胃●●●●●●●●●●-・・・・・・・・・・・・-・・・・・・ 暑...暑士曇暑．．．．．暑..............._ .. _い ....... •••m•• ............. -・W 響臀臀●●●響響....響臀響臀臀........臀臀~臀臀臀▼臀........ 暑.....ヽ—- ·• -

-●●雫響●-●● .. ●●● -・ ●● .. ●●●●●● -●● -●●臀.....................臀暑.....暑暑暑`＂暑暑●●●●● 暑“●.. 暑暑··~·······●●●●● •H-HH>H ... , .... - ...... ................ 響響........._. ●▼●●● ... , ... _ ., _ 

---·•-臀....●ヽ臀・下●●●●-臀......_. .............. ．． ・--・.. --... -.... ・---・・・ 

ト・..........--.. •m•••••-••••••••••••••-•••••mm…. .,_,.,_, …•• -●●●●●臀-... ,_臀臀臀臀臀...............● ........ ●●▼●●●●●●▼● .... 臀臀臀--・・臀9臀臀9臀....臀▼●●雫臀←ロ--•··•·· ロヽ・・- ..................................... _ _  

※ホームページ等での公開の（包）・否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。



［成果物 8-2] 

6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

..... 臀.......................、...........-..................... - _ .......................... -幽幽•暑臀臀.....暑...................................、..... .... ...... ............................................ ................ -・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・--』,

.. - -............................. - ........... -幽..................._ ............ ・・--・・・........... 幽...........................~~-·-•··.. ・・・・・・・・"'・、.............................................._ ............、．．．．．．．．． ..................................... - ........................................... _響●●

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

茅原良平 朗読・ドラマ台本 焼枚け弁鱗天さま、そばくい地蔵
三 、照姫伝説（前編）

各 1部（計4部）
-●●，............................ - ................. ●● _, ・..● ....、........、........................臀-・・・・・..・・・・-・・・・・・・・........... _ ................. _ ......... ,,, ● "'●'"●●●● -響9●_ ... ● ●●● ロ．．．．．．—·―--·---···········"•"··•····........... 噌...................._,  .......... ● ....................... ●● ●9 

茅原良平 オーディオCD 上記の作品 各 1枚（計4枚）
.......... 臀..響響●●響●響響..................................、..........._ .... , . ............. 

音声データ CD・DVD CD: 焼け弁天さま、 ば い地蔵
-・・・・・・・・・・・・・・・・ ●●● _, .................. ● ...... .. 

茅 原良平
＊サラウンド制作のものについて DVD: 照姫伝説（前編） 各 1枚（計 3枚）

'~ ~臀臀臀臀臀臀臀N.. ー▼●●................................. .., ....... .. .................... -
-パ・—---·-·-·········-··--●●●●●●●●● - ................... - .............. 

音で聞く「ねりまのむかしばなし」
茅原良平 試聴発表会告知用掲示物 場所：練馬区光が丘なかよし児童館 1枚

....................................... ●●● .............................. ●●● "●●●●●9●●● ........... ~暑~暑●●暑●臀~．．．．．幽幽•幽●●幽•幽●幽.............・-、..................... _ ..................... ● ...... ... ・・日時 ： 2011年 4月 22 日 （金） ••••• 16時～ ... ー..............................- ................ 

茅 原 良平 配布物 おはなし紹介とアンケート 1枚
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．臀......................- ................................... ........... - .......................... - ................... _ .... ● .............. ●●● ....................... ,_ ...................... - ............ _ .................. ● .......... ●●●● ···•-·-

茅原 良平 報告書（写真付） 試聴発表会開催までの経緯と実施報告 3枚_ .... -,  ......... -.......................................... ...~ り・..................................ー・・・・・・・・-・・・・・・・---・、...................._ .......................................................... - ...... - ....... ............................... -••·····"·"··"•·· 

茅 原良 平 報道記事 練馬区HP内で掲載された報道記事 1枚

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

練馬区内で定期的に「ねりまのむかしばなし」を聞く会が催されており、そのような団体の口承活動

とコラボレーションすることで、民話をまた違う形で後世に伝えていくことができ、またそれが練馬

区独特のコンテンツにも成り得ると考えられる。

（その他）

児童館の事業として、非常に好感をもって発表会が取り上げられた。このような音響作品に触れる

こと自体に希少価値があり、子どもの情操教育や想像力を育むことに大きな効果があると喜ばれた。

今回の研究を通じて、音響作品の需要と供給の関係がしっかりと見出せた。平素の実習授業におい

て、また将来的な個人、あるいは共同研究において、児童だけでなく幼児や小学校高学年以上を対

象とした音声コンテンツの開発にも目を向け、積極的に制作をしていきたい。



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-056

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 2 3 年 4 月 3 日

日本大学総長殿

氏 名

所属・資格

大淵三洋

国際関係学部・教授

下記のとおり提出いたします。

1 種目 I~般研究（個人研究）ニン一般研究（共同研究） ／総合研究
注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

トルコのEU加盟問題に関する経済的考察

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 、今 .ヽ,今ヽ今 9今,.今9今 ................... .... ふ..........ふ..ふ...ふ..., ....... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ....... .. .......................................... ... ...... ... ·············•·• 

''' ..................................................... .... ＋・＋・●●＋・・・・・・・・・・-今.....● 

.... ・・・・・・・・・・............................................................. .... .. .. ......... .. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・.. ・・... ・・・・・・......................................................... _ .... , .................. .. .................................................................... 

．．．．．．． ....................... ・............. ・→ ●→ ●士●.. ●士●................. ・・.... ••••••• •••• ••••• •• ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・....................... ........... _ •••• ふふふ●ふ●ふ●●ふふ．．．．．．．．．．．．．... ●●●●● ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

．．． ・..●士●... ●●土●●●ふ．．．．．．．ふ................................................... •••• •• ••• .. ....................... .... ........................... 

................................................. .. <<<<<  ....................................... ・--・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

5 著書・雑誌論文 嘩書・雑誌・抜き刷り等を涸寸してください。コピー⑪賑蔀対易載されたこと力落観的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

大淵＝洋
『国際文化表現研究』／

第7号 国際文化表現学会トルコの欧州連合加盟問題に関する若干の考察
:!Oll ij~:! 月:!ti[! 

'ヽ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

........................................ •••• ••••••••••• ● , ••••••••••• .............................................. _ ................. .. ., ................................. 今•~ .................. ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 臀-●•••••••••• ● •••• ● ••• ●，........ ● ••••••••• •• 

.................................................................................................... ........................................................... ......... ··••>●●●●下●, ........ •••••••• .. .. ········•········· -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

.... ＋・・・・・・・・・・・・・・・・・-●● •••••••••••••••n•••m•••••••••••••••••• ●●，....................................................... .. •• ●’’ .. .............................. 今今今.... .. .... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ...................................... ... .. .. 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・............ ．．．．．．．．．．．．．．．．． .......................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.... .... .... ... ......... .. ............................... .............. ● ................................... ● •• .. ......... - ............................................................ 

※ホームページ等での公開の偲ぅ・否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。



［成果物8-2] 

6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・"・・・・.. ....... . ...... ,.. . ............ ・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・..  ・・・-・  ●● .......................... .. ・・・・・・・・.. ........ .. .... ......................•... . ............. ．．．．．． .... . .......... 

if叉吝',,'¥
.................................................. ふ＋・.........●●● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・ .............. . ........ 

漆:＼もi 、、
哀

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ........... ~.. ・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・ ．．．．．．．．．．． ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

................... ................. .. --・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・ .. . ..... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.... 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-057

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 23年 3 月 31 日

日本大学 総 長 殿

氏 名 佐藤 マサ子

所属・資格 国際関係学部・教授

下記のとおり提出いたします。

1 種目←こ般研究（個人研究).)/一般研究（共同研究） ／総合研究 注該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

「今昔物語集」に基づく比較文化史的・文化交流史的研究

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

................................. - ,  ............... ●●●●言●●.......... ●言●●●..... ●●● - ●  - ................. _ .............................................................. _ ●言●........ ● .. ● ..................................... - ........................... . 

..... ●士●●士●，......●● ........................................ ・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ - ・ ・ ・ ・ - - ・ - - ・ ・ - - ・ - - - - - - - - ・ ・ - - ・ - - ・ - - - - ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ . . . . . . . . . . .  ●● ......... ● ......... ●● •••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••»••••--••••••••••--•••o•"'• ●＋● .. ● - ●＋土』

................................ ・・・・・・..................................................  .................................. .. . ........ ● ......... ・........● ● .. ・............_ 

...................... ・-- ..... ・------・--・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. . ...  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--●●● ..... ● ............. ● .,,. _ _. .......................................... ・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

..... ..............................................................................•................. ............................... .............. ................................ ...... .. . .............. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・......................................................................... 

5 著書・雑誌論文 簿書・雑誌・抜き刷り等を涸寸してください。コピー⑪賑蔀嘩載されたこと力落観的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻号・ 年月 出版社・発行所

書名『DieZukunft des Wissens』

Konrad Meisig編 所収論文：「 Das Erziihlmotiv des In t"tut fli 
（共著者M.Grein, Schlangenprinzen in der Bildrolle ,,Buch T-S~ I I r d 

h 1 h p . u1uo og1e er 
K.Hosaka, L. Ke, vom 1mm 1sc en dJeU r ngen rmzen J h ・・ ・ヽヽ • . o annes 
K.Me1s1g, I. Ritzer, Ame-waka如 koaus m Japamschen 2010/8/31 Gut nb 
M. Sato, Mittelalter」（当 には、二つの拙著単著論 u . e e. rg"' -
M.Stieglegger, 文が収載されている。そのうちの一つは、当助成 m. vers1ta, . 
Wengoborski) 研究によるマインツ大学での workshopでの発表 Mamz/Mamz 

原稿を基に、発展的に線めたものである。）

・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・-.. ・..................... -・・・・............. ・-・・・・・・・・・・・・・・・・ 

~··········································.. ・・・・・... ・.. -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..................... _ .. ,.... ......................................... ・・・・・-・・・・ ·····~··-···· 

※ホームページ等での公開の⑲・否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。



［成果物8-2 J 
6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

.... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・ ・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

-・・・・・-- ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＾曹曹曹~曹●● ~ ~．~ ~．曹~．~．~ ~. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・ 

終；

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

．．．． ............. - ............... ........ ......... ... . ............................................ ・・・・・・・・・・・・・・・ 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-058

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

日本大学 総 長 殿

氏

平成 2 3年 3月 3 1 日

名吉本隆廿喜

所属・資格 国際関係学部教授

下記のとおり提出いたします。

1 種目に：般研究（個人研究）ごン一般研究（共同研究） ／総合研究
注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

政軍関係論 ードイツ第二帝国を事例として一

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

<≪≪<<<  << ······••··•··········· ・・・・・・・・・・・・・・・・......................................... ,., ふ.....・..・........•·•··•··•·•········•·•··•·•. .. . ................................ ............ ● ..... 臀十●●_ ........ _ ............ 

.......................................... ,. ................. .. .. ,. ., _ ..... ......... ふ十ふ＋ふ..,,•. .......... •....... •.........•...•..........•.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ......................................... .. .. ..................................................... ・`．．`．．．．．．．．．．．．

··•························· ・....... ........... - ............................................................... .~............................................................. .......................................................................... 

........ ., ......... ●→ ● ................................................. ............................ .............. ... .. ・・・・・・... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ •.. 今今今..今●＋・＋・十●今＋ ・.. .................................. ・・・・・・・・・・..... ・・・・・・・・-ふ..● ........................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・・・・----・・・・・・・・・・・・・・・・・・................... 

............................... .. .. .. . .... ,, .............................. .... ● .................. ● ........... ● ....... ●●●● ............................................ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ....... ●●● ........... ●● ........... •··•·•· ...... 臀_........ ふ＋ふふふ....● ..................................... •.... •..•. 

5 著書・雑誌論文 嘩書・編ま・抜き刷り等を；甜寸してください。コピー⑪翫蔀対易載されたこと力落観的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

吉本隆昭
国際関係研究／ドイツ第ー帝国における政軍関 3 1巻 平成 23 国際関係学部
係ー 19 4 1年・東部戦線の場合一 第2号 年2月 国際関係研究所←ヽ...... ●→ ● .................................... ............................... ••n••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••""•""'•""'" ．．．．．．．． ................................ ●●●●●●●●●● ●● ．．．．．．．．．．． ........... _.,  .......................... 

·············-··••o•• ・.........● .. ● ............ ●●●● .......................................... •.•.•..•..•..•. • ..•. ............................ ..... .................. ................ ● ....... •·•·•··.....•.•....•.....•...•.• ·•·•·•·•·•·• 

．．．． ．．． .................................................... , ●●●●● ......... ,. ....•.•.•.•..•.•....•...•.•.•....•.•.•..•..•...•...•. ．．．．．．．．． ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・--・--≫・ ・...... ........................ •......... ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・

.... ・......... .................. ●●● ........... ● ............................................................ 

,., ● •·•·•· , . •. •. ・ヽ ., .... ● ..................... ・...●＋・・.......................... ・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ '~ 臀................_ 

．．．．．．．．．．．． ·••·······························································································································... .. .. ...... ● ............. ● ........ ● ............... 
·····-········••>--・..........・,...•.... ・・・・・・・・-・・・ ●●十●十●●●......... 

※ホームページ等での公開の<R・ 否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。



［成果物 8-2] 

6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

．．．．．．．．．．．．．． .. -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .... ●● ● ... . ..... ・・・・-・・・・・・・・・・・・ 

...... , ふ，，．．．．． .. .. .. .......................... ... ・・・・・・・... ・・・・・・・・................... .......... . ... ・・・・・・ ．．．．．．．．．．．．．．． .... 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ••••••••••••••• ~.~-上~-··················-·······-····················· .. ................................. _. ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

・・・・・・・・・・・.... .. ........................ .. .... .......... . ... ・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ..... ... .. .......................................... ● .. ● .. ● ............ 
.. ● ...... ●●十●●....... ●● ・・・・・・・・・・・・・・-・・・ ●●●十●●-・・・・  

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-059

日本大

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 2 3 年 3 月 3 1 日

総 長 殿

氏 名 Jason Hollowell 

所属・資格 国際関係学部・准教授

下記のとおり提出いたします。

1 種目 〖ゴ砂Jf究（個人研究了＞／一般研究（共同研究） ／総合研究
注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

Moodle(教育管理ソフト）の開発とFD(ファカルティ•ディベロップメント）， SD(スタッフ・ディベロップメント）の促進に

関する研究

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

Jason Hollowell 日本ムードル協会 Moodle as a CIMS 2011年2月
............................................................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・.......-・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ........ .... .. ●士●..... ● ............... ,.,..,..,.,.,.,.,. ... ,......... .. ............... .......... ●士●●`........................... .... .. 

.............. _ ................................................. ..................................'ふ....,,, ふ....., ...... . •.•.•.....•..•.•...•. ............... .............. .............................................. ... .... .. ............... ● ..... ........ ● .......... ●十●●............................................ •. 

....... , ......... 'ふ.• ふ...•.. ふふふふ＋・..●● ........................................................ ...... .. ......... ●● .... .... .... .. .. .... .. .• . ............................................... ●●下●.........•.... ● .......... ●●＋・・ ・. •. •·•·•· •.•.•..•...•.....•....•......•.•.. ・.....● ... ・.....．．．．．．． ............ 

........... , ● .. ふ............................................................ ......... ふ....ふ............... • .•. ● ●●● ............................... ..... ......................... ..... .. ...... .. 

................ _ .... , .................................................... ............................. ... ............... .. .. .... .. .•. ● -••••••uuuu.o.«•••••••--•••••••••••••••••••••• .... <<<<<≪<  .•.•............................. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.... 

..................... ふ..ふ...ふ..ふ.....土●●●....................... 

5 著書・雑誌論文 濯書・編ま抜き刷り等を涸寸してください。コピー⑪縣叩掲載されたこと力落顎的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

Jason Hollowell 
Moodle as a Curriculum and Information 

20 I I年1月 Packt Publishing 
M<>n叩 TPmPnt System 

......................................... ・・≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .• .• .. ........'ふ.......ふ・. .. .. ... ........ ............................................... . ...................••.. ,., 今●今今............ .. .. ,,. •. ............................................ ．．．．．． ............ ● ..... ● ........ ● .... ・・................●●●●● 

←ヽ~曹.. .... ● ...... ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 臀............ ．．．．．．．．．．．． ...... ........ ......... ふ..ふ.......................... ........................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. 

............................................................ ＋・＋・...● ............... ● ........ ● ·········•···•······•··•·•·•·•·•···•·•.•. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・"・・・・・"・"・・・・----・・・・・・・ .... .. .. ●→ ●●●→ ●→ ● ·····•·······•··•·•·•·· ..... ........ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・............................... 

... ···········•·<-••··········"················............. ......... _ ............ ,., ...... ,.,. ^~^~ ..................................... •••-•o• ...... ・・・・・・・・・・"'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・.. ・・・・・・・・...... 

．．． ., .......... ● ........ ● ............. ●● ............... ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ふ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．，．．．．． ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ •......... ・＋ふ...,. •·•···•·•··•.......• ..................................... .......................... ,_● ● . • .•. 

※ホームページ等での公開の（庖）否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。



［成果物 8-2] 

6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

·•··············· ..................... _ ●  , .... ●言 ... 臀.........

・＋・＋ ・.............. ・＋ ・＋・・.... •. 

f 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数

........... ・・・・・・-・・・・・・・ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ふ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ........................ - ....................... ．．．． 

.. .. ．．．．．．．．．．．．． .................. ＋臀.........臀・・・・・臀..臀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 臀.. ........ .. ........ ..... 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-060

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成23年4月5日

日本大学総長殿

氏 名陳文挙

所属・資格 国際関係学部・准教授

下記のとおり提出いたします。

1 種目にこ般研究（個人研究）うi一般研究（共同研究） ／総合研究 1注該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

中国経済成長と産業高度化研究

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨築⑬友き刷り，発刺京稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

陳文挙 学「術中会日議工業（進中程国比開較封」） 国際 経済増長与地区産業構造変動（中国語） 2010年1月9日
.................... ._, ●●● --・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・ 

-・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・ ........... 響-・・・・・・・・・・・臀臀~臀~臀臀臀臀臀臀臀~臀臀響~臀臀臀臀臀暑臀響臀響臀響響響響●響響響．．．．響●響●響●響．．．．．響●響響-

-・・・・・・・・・・・・.....  曇~.. ·•-···-·· ダ....................._ 

．．．．．．．．．．．幽~●幽~●幽~．．．．．．幽~ヽ•幽●●●幽~．．．幽~．．幽~．． 幽・~幽．．．．．．．．．．．．．．．．．．~．．．．．．．．．．幽~．．幽•~“幽,_................ -・・・・・・・・-骨-●●●●暑7口．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ●響-臀-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-.. 

5 著書・雑誌論文 （著書•編志抜き刷り等を添寸してください。コピーの場到胡識されたこと力落観的I~っかるものを潔寸してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

--~······-···························- ．． ~~••• -・・・・・・................ _臀•••響．．．．．．．．．

-口·--●幽．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．幽~．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．｀．．．．．．． .............. __幽~．．．．幽...........- .................. 響-臀響臀..響臀臀響臀臀響●響●●響響●●●響..●●●響-●●言

-幽・~●幽・~．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

．．．． 

．．雫呵●●●●●.. ● ···• ・・-●● -・・-・・・・・・・・・・-●●  ..... -・・・・・・・・・・・・・・ 

.. ,_ .... 響~········~···············-響-●........ ●言●~ 幽•



［成果物 8-2] 
6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

．．．．．．．．．．｀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．~．~．．．．．．．．．．．．．．．．．．．響．．．．響············響響臀響響響響響響響．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． -・・・・--・・・・・・・.. - ..... _ ................ - ..................... -H  HHHOHHrnHH  HHHHHH  HrnHHm_,.,.,.  .... _ 

-・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -・・-・・・・・・-・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・--···············-臀-臀~―-

その他（ビデオ， CD,シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

~~ ・-・・・・・---・・・・・・・・・・・・・・・・・....... - ...... - .. ・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・  ●●●●●● -・・・・・・・・・・・・-

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，臀-・・・-・・・
-•···•·--··-·····-、·······- -···•··········-·········-

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09・061

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 23年 4月 8日

日本大学 総 長 殿

氏 名 高 橋 亮 輔

所属・資格 理工学部・助教

下記のとおり提出いたします。

1 種目 尺二般研究（個人研究））／一般研究（共同研究） ／総合研究
注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

クラスター無作為化比較試験を用いたストレッチングの効果について

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

高橋亮輔

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表胴裔のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

高 橋 先 輔 日本体力医学会 運動部に所属する中学生を対象としたス 2010.9 
トレッチングの介入効果について
ー多施設ランダム化比較パイロット試験ー

高橋亮輔 日本体育学会・-・・-＂ 運動部に所属する中学生を対象としたス 2010.9 .. 

トレッチング認識度、パフォーマンスおよ
び傷害についてー多施設ランダム化比較試
験のベースラインデータの比較ー

•い

--い●●●●●●-・・-●●暑...→•一-··-·い-・ぞ・・--・-.. ・-・・・・-・・・ 

..... 臀●---. ●←・ぞ●●●●_M_,_ロ--・・-・..・・・-・・ 凰-----雫・---・-●●●●干ー一_,.. ● -・ ロ．．＂ -幽雀幽-●9ー・--●●●-・・・・・ 口--・・一-り・暑~日直-匹,.. ••• -・・ 雫凸●●-●●●● -・  雫~．

5 著書・雑誌論文 嘩書・饂志・抜き刷り等を甜寸してください。コピーの場合1討躙tされたこと力落親的l:::tっかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

......... _●●●● -・-●●●● """•···-··· 鴫●ぞ~書___.. い.,_,.... 曇・-・・幽●●_., .................. •• • -.. 雫下..... ● -響●●●●●_ ....... -●●●●●●●●七●●●●●●● •• •• -臀●●●▼雫●●●_ .............. ._・--・.. 雫●●響●了響響雫..響●響響●●~響......響●........................... -. 響．．響・・-... 臀響．．．．．ら-
... u .... _ -・・・・・-.. ・・-●9● - ”●●●士曇..........--.•·----一-囀---····ロ・..---・・・・・・ .. 

・-・・"ヤ蒼ふ●●・・・--・---●士い・-・・・・-・・・・・・-●●●---------●● • --・・・・--・・ 臀暑・-・-・・●心臀..ロ......-···-·······•--. ・•••• • • .. •••• ·•••m-ぃ-·············疇・・・・・・・・・・-・・・・・・・ 雫•••••••••rn••••••••••rn••••-

..... ,_. ロ•….......-・・・-●● ......... -・.., .................. ー．．臀~雫......._雫....... 響_,...... _ .... • .... ,_●● ........... __●●●●，，．．．．．．．．．．暑9い・・-・・・-・・一..…, ....... 臀書．．．．．．．．．，い9●了・-暑.. 暑............心•·-····· -・ ・量-・●●●●● -●●● -●●●ぞ~・干・吋●●●●●●,._. ← "● "● ●●●9…・ ·············•··· ・パ・,-.•··-···-•• -雫響.....響●●●●曇．．．．．．．．．．．^

, •••• 臀響響響響●響-曇一..い--・● -奮幽．．．曇-・トー---・・ロ__,, ···•--·• ............ ,_・~ __ ,.,_ .. , .... _,._ヽ.••······· ぞ..、．．．．

※ホームページ等での公開の経｝・否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

--・・・ 響．，．．臀雫..暑暑-暑-・・・・・・・・● ~~暑臀..● .... -.. 暑-・・-・・・・・・・・・曇-●●●●● --ぃ-
•-••••m-.-•-尋.........-臀臀-幽幽幽●幽幽臀- ·•····· 雫●暑ヽ臀_,......... 口...........臀•口●臀｀~~臀...... ・・・・-・-・・・・・・・ が●●●... _..、.....-・・・ 一-臀●●●●●●●●●●●` 會・・--・・-、臀-

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

．．．．．．．．．．ロー．．．．．．．．．．．．．．ヽ●-・・・・--・・--・-・............. -.....、.● ●い•••

H, ....... m••--•••••• -~ 雫●●-・・・・-響・-・・響...響..........- 響_........... ●● ____ ,._、・・・--・雫雫←ー...響・・・---------.... 雫.....臀●●... 口--・・・・・・・-●●●●●曇●●←幽●●● ●●●●●●●—幽-··心●●●●●- ,_,_., ___臀..........響●●●●●●-● .............. 響...........__雫●●●... ● 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

なし

（外部資金の獲得）

なし

（他の研究への発展）

本研究の結果から、スポーツ傷害やコンディショニング向上ための研究を継続して行う。本研究の結果を

踏まえ、また、国内外で行われた研究の文献調査・研究も行い、新しい研究デザインのもとに調査を実施す

る予定である。

（その他）

なし



【別紙様式 8】
課題番号 個 09・062

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 2 3年 3月 31日

日 本 大 殿長公
a

ヶ
恥

氏名

所属・資格

中村正人

理工学部
麟⑰

下記のとおり提出いたします。

1 種目 Y-般研究（個人研菟DI一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

低温での分子衝突と化学反応に関する理論的研究

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

Masato Nakamura 63rd Annual Gaseous Rotational and Vibrational Energy 2010年 10月

（中村正人） Electronics Conference Transfer in Impulsive Ion-Molecule 
A tsushi Ichimura and 7th Conference and Collisions 
（市村淳） 7th In tern a tional 

Conference on Reactive 
Plasmas 

.... ．．．． .... .... ..•..•.•.• .•...• .• . .• ● • . ..•....•.•.•.• ........... . .......•.•..•.• ・・・・・・・・・・・・・・・・・"'・・・・・・・・・・・・・ ·····•·•·············• ● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-●十●................. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ·•····················.. .. .. ...... 

................ ...... ......... .. .. .. .•.. .. .. ·•···· ····•·• .... ........ ...... .. .. ................... •••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••~m••••••.,."" 

... .................. ................. ···••••••..•........................ ・・・・・・・・・・ ·•··•···•···•················· ................... .... .....~.... .... .......... .. ....• . ... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ..................... _ 
.•. 臀..........・...............................● ................................... ● .... ● ....... •....... ・....................................● ●●＋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..................・＋ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・........... ・・・・・・・・・ .. ....................... 

5 著書・雑誌論文 澤書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピーの場合1井躙伐されたこと力落観的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著者名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所
・・・・・・・-・・・・・ ........ ● .......................................... - .. ● ..........• 

.......... . .... .... ............. ...... ．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．． ．．．．．．． ......... ...... ・・・・・・・・・・・・....... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・--・・・・・・ 

........... .... ..................... ．．．．． .. .... ........... ...... ・・---・・・・・・・・・・ ＋臀...臀十●●.. ●●十●●-●  ··············•·•·•·· •···•······ 

,,,,,,,, ,, 
9今・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,.,.,......•.•. ふ．．．．．．．．． ................ .. .... ................ ・・・・・・・・・・... .、.. ·•···• ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ..... ．．．． 

臀臀臀................... •. •·•···•·•··•·•·· ..... ●，. ... ..... - •...•.•. ........、●•.. • .•. •·•···•····•··•·•··•. ．．．．．．． .......... ....... ．．．．．． ················••····•····•·•·· 臀......................................_●● ........................ 

.•... ●● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・-・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・--・..... ●●●●● ・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・ 9今＋ ・~・今今...•.•. •. ・.......● .•.•..•.... ...... • .•... •. •. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ·•········· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・ 

.................................. ・・・・・・・・・・・・・・・・ .... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

・・・・・・・・・-● ・・・・・・・・・... ・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・-・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ..... ..... 

・・・・・・・・・・-・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・ ·•········.••••••••.••.•............. ·················•••• ．． ············•·••••••········· ・・・・・・・ 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

.................................... _●  ••••••••••••• ・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ·················•·••••··•············•·•·•·•············· ・・・・・・・・・・・・・・・・・............. .. 

············•·•·•·•················· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・ ..... _,_ .. 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-063

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 2 3年 4月 8日

日本大学総長殿

金子雄一郎氏名

所属・資格 理工学一部・准教授

下記のとおり提出いたします。

1 種目 I一般研究（個人研究） ／一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

公民連携による交通インフラ整備・運営事業のリスク分担と契約のあり方に関する研究

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り．発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

佐々木大治・金子雄一
土木学会第27回建設マネ

再評価結果に基づく道路事業の遅延に関
郎•島崎敏一

ジメント問題に関する研
する一考察

2009年 12月
究発表・討論会

日本交通学会第 69回研究 リスクを考慮した PFI道路事業の成立性に
金子雄一郎

報告会 関する分析 "' 
2010年 10月

...... _ .. ____ .. ,, ●●量.............., ロ....● .............................. ●●●●●● .... 暑曇.........._●●● ..... 

•. ,._ .... _______尋-・・・鴫-口●●●●配讐●配讐..... 噌噸●●-- ... 曇...●●●● ---・---・--・ 幽．．．．~暑------噌............. 雫-暑-尋-----•讐●●●●●-・ ●●奮............雫雫..尋亨●●●

,,.._●●▼●●●●●雫雫-・-嗚--●●●雫____,_, ....... 叫●●●●● • ··.•· い・---鳳奮●●●●-い●●●●●士曇●●●●●●__ ,_, .. 

.. ,., ___ .. ,. .. ,_噌_.,............... 噌.....い..............鴫●●●●●........ .. 噌．．．．．．．．．． ., ●●●●●●●●●●●●●●●● -----・-・-----曇__..... り・・噌●●●口.............__書暑...噌●---・・--噌---・-・呵・--.... , ........ -•-·.. -•----·-· 疇雫雫雫.., •••••• •--------·.,·• 

-噌-・・・・・・・・ 噸．．．．．．．．．．．．．．骨●●●●●●●●●士噌●●＊噌...._, .,_噌噸 -曇-・・.. ロ-・..................噸・----・曇..... 噸・噌●●●........ 鴫-書..尋........鴫●●●-・・-・・・-・-・......... ・・・-

5 著書・雑誌論文 嘩書・細誌・抜き刷り等を添付してください。コピ--{f)場合ば躙戊されたこと力落観的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

金子雄一郎
交通学研究 2010年研究年報／事後評価データ

54号 2011年3月 日本交通学会
を用いた PFI道路事業のリスクの定量化・・-・---....................... - .................. _●●●●●●●●●●●● 

●●●● ...... ●'""'暑....●●'"""'"_,, .................. 噌...噸,..... ● ................... ●●●, ......... -..... -臀●●--・・・.. 奮響●●●暑下暑..暑-・・-幽三響.......-..... 幽...............,_, .ヽ........_ .. ・..-.-ぃ・・-暑-雫●●，．．，．雫” ．．．．賢-・・・--........... 鴫●●●●.... 響・--...... _ .... 嗚・--・・--, •.. 骨•い・←暑●●曇_....... ,__, ロ.....-●●● -●● """" 

-雫̀…,.......... ~. ._ .... ● .................................. ●7●●● .............................. ........... _一•••い．．．．．．．．り・暑上●●●,・・・・・・・・・・・・・・・-尋....._…., . .., __ .,, 一・- _,., .. .,, ●●9●暑-ー.......雫"'●... ●● ........ _ ............ _.,,, ●●●●←響●●●

-●●●● _._, 臀............幽●●●●●い●●，......................., ............ , .. ●士●●●9⇔....... ・・・・-・・・・・・・--ロー-●●●雫・・-・・・・・・・- ...~ - ......... 響-・●●●●●言●●—........-,  ●● 

臀•H-.. •••••••"'••• ● H・...,., ................. H .... ,.,.,,.H~ い....._ ........ .. -●●  ・-●● ----・-・ 尋..噌●●●●●●●●●●●● ●9●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● -臀~●●-・・・・・ ●● "● __ ,.,. --- _ .. _ ........... 雫..• ....... 暑下雫●●●●● _ ...... ..... -....... 

臀~響●響雫▼響●響響●響●●●響·····•·•"●●●_ ............. _ .... ●●9●● ......... , ●● "●9●, ......... .... ●, ................. ~暑●●●● _, ......... 噌・・・-響●●●＊尋●●響響●響響●臀●響--ヽ臀_,_.,●●●●●●●● ・・-・・・-・・・-- 9 臀●臀響臀暑~暑,_,臀•…,-・・・-・・・・・ ．＂＂．．．．．暑....N一.............--..... ·N••···•• .. ·• .. ••H••H•H•• 凰●●●●●●口●●●-・・・・ 

※ホームページ等での公開の（包）否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

.... _ ................... 響●●●響響●●響●●響響響響響●響響響.........●響........... ..... 幽......●, ........................ 、,.,......... ., ,..,..,.,. ........ ,.,,.,,., Hm ... ロ -暑・-・・-............... - ............... ,、..............幽 ・ --・・・・・・-●●●  -•HHuu.,••••••••••••••••••••• .. •••• .. •-• .. HH•H• .. •••m•••m••••• .. •-••••••••H .. 

.............. , _  ........... - ............... ●●●9● 9●'"●, ........ 口心・_ _  ....................................... •-··•·.. ・・・・・・・..... _凰.....................- ......................................................... _ .. ....................... ~..............、..量~＂．．＂＂＂ー................_ ......................... - ...... -.... 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

............... ,, _ _噌●●●-噌 . .... 讐•暑-···· .,._ ...... 暑.....—…, ........... _ .................. .. ・吋●●●●●●●●●●●●●●.... , ' .......... ●● HHH曇-響___, .. ,_ .. 

•H .. •• .. •••••••••• .. •,_H .... い............................H,, ..... , _  ................ 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-064

注：課題番号を記入してください。

平成21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 24 1 1 月 29 日

日 本大学総長殿

名 宮本

所属・資格土木研究所専門研究員

下記のとおり します。

1 種 目 一般研究（個人研究） ／一般研究（共同研究） ／ 
注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究 課

都市における社会活動・整備が周辺水域に及ぼす影響の定量評価

3 （共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

（要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

学会名

土木学会年次講演会 印脂沼・高崎川流域における出水時の汚濁
負荷流出特性に関する数値解析

----→ -・"""'""""'""'● """' """'● "●9● """"""'" ........ ユユユユユユユ凰コユユユ....ヽnm書n凰エエム・ ....... ぞぞ...響響ヽ.....ヽ.,,,..,_ ........ ............. ~ ヽ...••• ベ・・---・・・・・・・--・-・ ••• • • • ~ , .... ,,-,,.,,,.,_,,,,~,,-,,.,,..,,,,.,, .. ,,,.......... ・-・-

< < ........ .. ぞ,,,,,,,~.......,,, ................................. ・--・-

.... , 公公公公公公公公公公 X公...... ... ぞぞ..........,~.... . よによ,,,,................................................... ...... ..... '・......... . . ・・・. . ・. . ・.. - -.... -エ・-エ工工9エ,... . ―.. ―.......................... 

5 著書・雑誌論文 ・雑誌賞抜き刷り等を添付してください。コピーの場合は掲載されたことが客観的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・ ／論文名 年月 出版社・

宮本守
河川流量観測の新時代／都市二級河川におけ

2010年9月
る洪水流量観測と河川計画上の課題

--エ―..―・・・・・・・・ ぞ,__ _.,, ... ~., .. , . .,, ........ ——.... ―... —い―.. ~............ .. .... ............... ―←, ・. ................. ・.......... - . . . .. . ーヤ--、 ... . ・・-ャ＋ヤヤミ●●●--ヽ---・・・・・--・-

...... 喩●喩喩喩喩・・・・・・・・・・・・・・・・....・.. ・・・・.. ...... , .. ● ・・-い...—. . .. い.._,,,,.~.... 以ヽ.,.,ヽ-・・・・・・・-←"'• • .~••• .. •••• .. "'~"'廿...,, 日 ".. , ""....... --ー ~·••'+<~•~·· ー

~···· ● ..... ● ・・・・・・-・・.., ............... 臀..............ヽ...........ヽ.,,,,,_ .......... や"' "-・・・・" ... ・・・・・・'・・・・・・・ ぞ~........ • - ...................... ... ,., ... 公.. -- ........... ド"'ドド.................-............. ●●● ..... .. ••-•••••m•m•~ 

※ホームページ等での公開の《う否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は， して下さい。



［成果物 8-2]

6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

なし
""らヽ ・ヽ9らヽヽ、 ヽヽヽ'"ヽ.......................- - • • • ... _. • ............. 以,.. ,.、 ..... -り~······,,,..... ,,., ....... _臀-・・・臀臀臀臀臀.....臀響響暑響響響響臀響響臀臀臀臀●臀臀臀......…F… ~ • • ,, ,. , ,~ 一-硲...い-・............... , .......................... , ..... - ●9●● .... ●● ................................. , ..... _ 

・.. 

、入

の他（ビデオ， CD, リ 舞台等）

内容 数

なし

..... 響●響●響響・・・・・ • • • • • • ~ ・ ・・ ド十ヤ…......ぶ……… •••••. ヽ・-・・・・・ ＋ぞ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ • • ・・・・・--"'""""・・... ........ ~ ● "ド"'ヤ・・・・・・-- エ工工工工ニエエ 工工ニエエニエ工工工 工エ ・―・-書・・・・・・・・・・・・・・-●●......... ●＋ヤ..........ド _................ ... .......... 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
＊課題番号 個 09-065

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 23年 3月 22日

日本大学総長殿

氏 名＿山田雅

所属・資格理工学部・助教

下記のとおり提出いたします。

1 種目 I (:_般研究（個人研主J>I 一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

地盤材料のせん断剛性の評価方法に関する研究

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

前原一輝，山田雅一他 日本大学理工学部学術講 ベンダーエレメントによる砂のせん断剛 2009年 11月
演会 性の評価その 3密度と応力異方性の影響

高津.....逸美，山田雅一他 , , -・-, 
ベンタ エレメントを装着した中空ねじ 2009年 11月 •••••• 

演会 りせん断試験装置の開発
石井......卓也，山田雅一他 日本大学理工..学..部学術講 • •• ... 構造の低位化を考慮した砂.,の応カーひず••••• ... 2010年 11月 • •••••• 

演会 み関係
太田宏，山田....雅...一他 .. .. 2010年度日本建築学会関 せん断剛'性の低.,位化を考慮した..砂........ の....... 応..力 2011年.....3.......月

東支部研究発表会 ーひずみ関係
り・ ----● ,_.,. _____●●● - ・・・・・・・-

~暑●● 9●・ ・・・・・・・・・・・・・・・---
-●●●●胃●●●-暑~暑臀~暑臀暑9 暑臀~暑~暑~暑~~● 暑暑暑........暑臀暑~暑暑暑● 暑●暑●暑暑暑● 暑暑暑暑臀暑臀●暑暑●●暑幽`．．暑幽臀 ......................................................... ~ 

-~·········· 

5 著書・雑誌論文 嘩書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピ-(f)場合頃躙伐されたこと力落頓的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

--・・・ 暑~~~~● 暑暑~~暑暑~~暑.....臀暑●臀暑臀臀臀臀臀臀臀暑........暑●暑臀臀臀臀暑暑..幽 -
-・・・"'"-・  臀-●- -⇔  -・・・・・・・-・・・・・・・・・・・ -・・・・・・・・・・・-

............ 上...................................- .... -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

,_ .. い...........................................- -● ●  .. ••~• .. ● - ● ● ●7● _ ............................................. 曇●●●●- ●●●  ・・・・・・・・ 

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ●● ••········.. ・・・・・・・・.. ・... ・-・・-

●●●●●● ・-雫●●●●●●，.........._●●● _ ............................................................................ _ .. 暑臀~~暑暑暑暑暑暑臀臀臀臀臀暑暑暑臀臀暑暑暑暑暑暑蒼● 暑. .. ................ ,rn●● .. ●●●●●● .. ● - ●●  _ ......... 

........................................ hO•••-•-• - - - - ー - ● ● ●_ _  ............................................................... ~~~~臀~臀~~~~臀臀臀臀 9 暑臀臀~，．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．． 

・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・-← .•••••••••••• 

※ホームページ等での公開の（う否） いずれかを0で囲んでください。否の場合ば理由書を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

-・・・-・--・・  ・・・・・・・・ 響●響臀響●臀響臀響響臀....響響．．．響響・・・・・・・・・・・・・・響●●●●響●●●●響．．．響．．．．響●●響.......................... ......... .. 

........ ●● ....... ~.. , ●● ·~··~-················-.................... - ............. _ ................................ ●●●ー..........●● ..... ● .......... - ............ .. .................................... - ...................... _ 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真舞台等）

氏名 提出物 内容 数

........ - ....................................... ●● - ........ ,, .. , .•.. ●●●，............ ● " .................................. ........... ,_● ~ ..... ● ---● ● -・・・・--・・・・・・・・---- .... ... .. ... ..................... 

．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ........ . ............ 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

本研究成果を利用して，砂の応力 ひずみ関係の繰返し挙動に対する構成式を構築した．

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 09・066 

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 23年 4月 15日

日本大学総長殿

氏

所属・資格 理工学部・准教授

下記のとおり提出いたします。- -
1 種目 長こ般研究（個人研褒? /一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

エアクッション型大型浮体の短波頂波中応答特性に関する基礎的研究

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月
Yukaぬncko,Tomoki Ikoma, Koichi Masuda, Thechno-Ocean Network AIMnpteeptghlirocad attioion n m of HAingahlevrs-iOs rodf! er Elements and Numerical tSriinbgutuiloan r 2010.10 Ch叩g~Kyu Rl11,..'t.'1ll and Hisaaki Ma咄a the ys Pressures with the pressure Dis 

..................................................... ● ......... ●●＋ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・....・..・..................-••·····················....................................... ...... 上.,ふ・・・・・・・・・・・・・・・・ •····· 臀臀....... .. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 今...・..............・言●・..● ........... ●●●●●●●● .. . ● 暑. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ...................................... ●● ・・・・・-・ ・．．．．．．．．．．．．．．．．

................................................................... _ ,.  ~................................................................................... .~ ・言●言●•... ● ................ • . . ・.......................................................••·-······· •·•· •· .. ·•· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .......................... ● ·········•·•.•. 

.... ●●，... ●●●，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．`．．`・・・・・・・・・・・・・・・・・........................ふ~ ............... .. .....................................、......................・-・・・・・・・ _.,,  ヤ..............................・-・・・・・・・・-・・.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・- 艮..

.•. ●●`．．．．．．．．．`・`・...........● ● ..... ● ● ....... ● .. ●● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .. ＂上.....●● ・..............................................• ..... ● ...• ● .......... ●●言●言●●●●................ ......................... - ......................................................... ・--・・・・・・・・・ ...............、·······················~

...................................... ,-......................................... 

5 著書・雑誌論文 灌書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピーの場合1井讃伐されたこと力落戟的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

•. ● ····•·•·•.•. •. •. ...................... ・・・・・・...................................................................................................... ,....... .... .... .. . ................ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ふ●● ·•······•····· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ..................................... ... 

・・・・・・・・・・・・・...... ...• .... .. .. ...... . ............................ .... ●→ ● ...•....... .......................................... •..•. • ... ·•·•···•· ●● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・----・--・・--・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・........ ......................................... ．．．．．．． ............. .........................................、-....... • .................... 

.. ... ,... .. ................................... ・・・・・・-・・・・・............... - ...................... ●● ................................................. ● .. ●● .... ● _ ......................................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・.. ·~····································· ......... _ ................................................. 
.... .. . ........ ........ 土・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ " . ・ト・ ............................ ,...... .. .......................... ・・・・・・・・・--・・・・........... .. . ........................................................... ・・・・・............... ,. ...... ●●● .................. .......................................... ● .......... .............. _ ...•. ●● .. •.•. • ......................... ●● 

....... ,., ................................ ・・・・・・・・・・・・・........ ,.,. .... •. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・....... .. ...................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・.... .. .. ....... ● ●』............................................................... ．．．． 十●●●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・......... ・ト・...........................

...... ................ ●0 ● ............................ ............. •. •. ・・・・・・・・・・・・・・・・.... .. ●→ ● • ・・・・・・・--・・・・........ 9今.,今...... .. ............... ............................................ .............. .,_ ......•...•.•...•.•.•..... ●●●● ·•····•·•·••·.•.•.• 



［成果物 8-2] 

6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

・・・-・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・-......................... .. .. 臀・・・・・・・・・・・・・・・・.. .• .................................. - .................. 

...................................... .. ．． -・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・ .......... - .................................... .. •H••-•••••••••m•n••• 臀...........-

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

臀............................
・・・・・・・・・・・・ ●●●●●●●●言●●...... ● ... ● .... -·········"•• .... .................. 幽 -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・ .. ・・・・・・ 

臀. .• . ............. ●● ~--········ .. ................................ • .......... 響 .響-......... , ............... .................... - -....... 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

なし

（外部資金の獲得）

なし

（他の研究への発展）

なし

（その他）

本研究の成果は他の大型研究プロジェクトで利用される洋上浮体構造物性能評価技術として，役立っている。



【別紙様式 8】
課題番号 個 09・067

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 23年 3月 22日

日本大学総長殿

氏 名

所属・資格

富永茂

理工学部・助教

下記のとおり提出いたします。

1 種目(1一般研究（個人研究）） I 一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課洞t- -----
ドライバの「認知・予測・決断」の働きを表現する視線行動の計算モデルの作成

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

長谷川隆之，富永茂，岡 日本機械学会第23回バイ ドフイバの視線行動による危険状態の評 2011年 1月8日
野道治 オエンジニアリング講演 価

会

富.......永茂....，伊藤......仁.........樹，岡野
15th In terna t10nal Analysis of Risk Factors for Rear-end 

2010年 3月...2.9......日••••• 

道治，西本哲也 Conference Road Safety Collision by using Drive・recorder Data 
on Four Continents 

.... 暑● 暑●臀~~臀臀●臀暑臀●●暑... -~、．．．、...............●●●● .................... ●●● ● ........................... _ .. ●●●● _ ..................................... 

-・・・・・・・・・・・・.. ・・・--・.-----・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・.............................. _ -・・・・・・・-

-・・  暑暑●暑..暑●●.. 暑......暑● •~ ● .. 暑........暑-········~●臀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．． 

5 著書・雑誌論文 屠書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピ-(])場合1井韻伐されたこと力落穀的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

なし
臀-臀臀~~~~臀~暑臀臀~~臀臀臀臀暑臀臀臀臀臀臀~~臀臀配尋臀臀暑暑........暑臀~~臀臀暑........臀臀見臀臀臀臀見そ臀臀臀................_ 暑 - ・ ・ ・ ・ ・ - .. 

............................................................... ••··-·····················-·· ••~•• 

~~~暑.......................................
.................. _ 

_ ...... 暑暑...暑9暑9暑暑9暑● 暑• 十●●●● 暑..........●● ・・・・-

....... ●●●●● ・~・ ●● ・・・-・..尋~~~暑~~暑~暑....尋臀臀~暑....尋｀~雫臀··············~· ••• ロそ…口雫臀-・尋..尋・-・-- . 尋..尋-・-・・・暑口..暑........暑暑暑臀臀暑暑暑臀臀暑暑~臀臀暑臀臀..暑暑暑臀..暑←●.... 臀暑●暑●●暑...暑●暑．．．暑-

※ホームページ等での公開のR否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は．理由書を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

なし
...................................................................................... _ 

-●●●●●言●言●言●●言●言●.. ●●言●●●●~··························-
............................................. _ 

----響-響響...響...響.....響...●響響●●●響響..臀｀臀~暑臀暑暑暑暑臀暑響臀臀暑臀臀暑臀臀響臀暑~響臀__......... .......... .... ........ ................... -

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数

なし
▼臀臀臀臀臀臀臀臀臀臀臀........ ..... .. .. 臀.............臀.暑臀臀臀臀...........暑~暑暑~暑臀臀~暑臀~~臀暑臀~暑臀暑臀暑臀臀暑暑暑臀暑暑暑暑臀暑暑● 暑暑•~~~~ ................................................................................. _ ●響響響響●響響響響響..響響..響響...臀響響...響響●暑臀響...響 ●臀響臀--・・ ~，．~~＇~~．~~~ ・~ .~ .~ 暑.. .... ............. 幽●.... 幽~~~~~~~ 幽ヽ幽●-

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ·······-~ _ ..................... - .................. .. ・・・・・・・・・・・・-、-

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

なし

（外部資金の獲得）

なし

（他の研究への発展）

本研究の発展として， 自動車技術会主催の学生安全技術デザインコンペティション日本地域決勝大会で発

表し，優秀賞を受賞した．（参考資料を添付）

（その他）

なし



【別紙様式 8】
課題番号 個09-068

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 2 3年 3月 2 3日

日本 大 総 長 殿

氏 名 （ 
八¥;;¥口＼＼

畑河内秀樹 手n)
＼ピ冷’

- 砂む／

所属・資格 理工学部 助手

下記のとおり提出いたします。

1 種目 ~ 般研究（個人研究下ヽ／一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題...._
__,,, 

静電マイクロアクチュエータの試作研究

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

畑河内秀樹
日本大学理工学部学術講

静電マイクロアクチュエータの試作研究 平成 22年 11月
演会

臀臀臀-・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・・・ ・.. ・・・・・・・・・・・・・・ ・・ -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・....... _~ ●響●●●●●●●●．． ..................................... ........ 暑...臀見●.. 暑臀臀臀臀●臀●見・-

................................... ● 臀.................................臀 9 臀臀臀見臀臀●臀臀響臀臀~臀··-······· ..................................... ........ ............ ...... .. .. ... .. ャ・.................. - ........... ● ..... ●●●言 .... ● ...... ● .. --・・ ヽ···········~

........... ●● ....... ●●●●● ••••••••rn••• ●●●●, .. ●●●●，．見→●●-響●臀............臀..● -・ ●●臀......臀.._,  ......... 口....●● ............. 

~-................... _ヽ→-⇔  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-.... - ·········~·······•···········............. ~ 

-●  ... ●7●●●7● ・・・・・・・・.......... •~….. 臀~~~~~~・....臀臀臀臀~~臀臀臀臀臀 9 暑臀臀臀臀~臀臀臀........ ロ.......................,. ........... → --響....................................... 臀~~~臀臀.....臀~臀....臀臀臀臀臀臀臀...臀~臀臀..........臀..ヽ........................................上............................................................. ............. ●, ····•··•········~~ 幽-●●

，．．．．會＊．．．．．．．．．．會・・・・・・・-●●●···········-•-.... -.. --............ --........ .. ・・・・・・・・・-●● --ヽ-・・・・・・・ →● ~暑臀臀~臀臀.......... .......... - ........................ .. 

5 著書・雑誌論文 南書・饂忠・抜き刷り等を添付してください。コピ-<J)場合（討躙伐されたことが客観的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

~ ●● - ●●  --.. -----·-·•----....................... _●●●●●  .. ●●●● ....... ●●●●言●.. ● .......... ●● ....... ............... ・-・・・-・・"-・-●● ●● _ ...... ,. 

臀~．~臀·-臀............臀臀臀臀...............,.. ....... ..,_,  ............................ ................................. 今......... 見9 暑臀~~~臀臀..M. • ● 臀臀臀臀臀暑臀臀臀9暑臀臀臀.........................................響-ロ-・・・・臀........ _ ............ ....... _ ... ・........ 暑臀暑•暑●臀.... 尋・・・・--・臀暑．．．．．．暑．．．~．．．．ヽ—····-·······

............... _●●●●ヽ—............⇔ -・・・・・・・・-・・・・・・・・・・  
............................... ・.............._. .................. -,  ...... _●●●内.........................................._. ................ 見● ●● 見.....................．．．． _ ............................... ········• ・．．．．．．．．`．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

-・・・・・・・・・・・ ● .. ● ・・・-・・ い.....,., ... ._. 今~・................................._内..., 呵..........・-・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ● ......................................... .. - ●  ................................ ...................................... _ 

士●士●●●●●●ふ...........會・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・-・-・・・ ............................................... - ................................................................................ 見．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．． ....................... 今.............................................. - .......... .. 

.................. ●●言●●●●●●-● --●●● ~-•• ---·-•--· ・..● ~,-ヽ..・.....~. 

＾ 
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

........................ ... .. ......... ,,, ............ ,,, 響・・・--●  """"""● "● ●● ..... ,,,,., ..... ●● ·················•·············~ ●言●,, . ., .. ,, ●言●●●.. , ... ● ......... ................................................................................ _響...、.........

_ ........... , ... ---・---・ ヽ·······••~ .. 臀~臀臀~臀...臀臀.,_.. .. ..... ... .......... .. .. .............. ............... .................. .............. ..... ~ ............. 幽........- .............................................. …----------

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

-・・・・・・・.. ·•·•····· …..... ← .............. ・・・-.. ・・・・"・ 
_ _  ........................................ -...... ●● .. ._ ................ .. .. ● 臀...............................尋臀●臀臀~·······~·~· ・・・ .... ・-................. ●● ● ................... ●●●● - -・-

．．．．．．．，．．．．．．．，．．ー..................................................._ ................. - ..................... 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-069

注：課題番号を記入してください。

平成21年度 学術研究助成金成果物報告書

日本大

平成 23年 4月 4 日

総 長 殿

高橋賢一氏名

所属・資格 航空宇宙工学科助手

下記のとおり提出いたします。

1 種目に：般研究（個人研究） ]) 般研究9共同価究） ／総合砥究
注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

推進薬の燃焼ガス中における着火・燃焼した固体粒子の周囲の流れ場に関する研究

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

高橋賢一 46th AIAA Joint Hot Gas Flow around Burning 2010.7 
Propulsion Conference & 

Aluminum Particles near Burning Exhibit 

. ., ................ ● ....... ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・ ・・・・・ ●● 十●.. .......................... ふ十ふ .. ................................... ......... ...... ● ・・・・・・・・・・ .. .. ..S.... .. ur....... fa....c.... e of AP Com.. ... posite ．P．．．．．．r．．．．o．．．．p．．．e．．．．．ll．．．．．a．． nt ．． .. .. 今今今9今... 
臀........ _ふふ.. .... .. ........................... ................ ........... ●十●.. ● ............ ・＋・,........ ,. .. .. .. ................. . 

.. ., .. ・・・・・・・・・・・・・・"・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .. .. ............ .. .. .... .... .. ••••••••••••·••·••······························· ・・・・・・-・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ．． ・・・・-・・・・・・ 

.~.~ ・~．．．．．．．． ................................ ・・・・・・・・・・・・ .... ・・・・・・・・・・・ ..................... ,,,.... ........ .. .................... . .................... ふ............................................., ....................... ............ ・..... .............................. 

...................•..•.•..•..•.• .. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ... ・・・・・・ ·•~.................. ................ ........................... ,., ... ............................... .•.. ............................•....•.........• .. ... .. .. .. .. .. .. . ........................................................ 

.. .. ············································•····•.• '~'~ ・.......... ・＋・~．． ... ●●●●●ふ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．``．．``．．．． ・・・・・・・・・・・...... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. -·•······............. _,.,  .. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-

5 著書・雑誌論文 嘩書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピ一の場合頃顕伐されたこと力落諌的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

••••••••• •• •••• •••• •••>-•••n••• •• ・・・・・・・................................................... ・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ··················••><••········ ... ·················•···· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-

.................. ●● .. ,,. .......... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ..... . 今~●今． ．． .~ ・今... 今.. ............. ● , ........................................................... ，~、今.. ., . ● ●● ....... .... ●● ・・・・・・・・・・・・ ● ...... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・..................................................................... 

·······•·······•····································· ・・・・・・・・・・・・・・・・ .. . ... ····•·•••···•····•·····················································•·•·····•··.. .... ,. ..... ●●→ ● ........... ... ・.......... ．．．．．．．．．．．．．． ・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ................................. 

........................ ••····-·····.... .. 臀...... . ......... 臀...........● ................... ・.. ●● .......... ● -・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 、..., .. 今......● .. ● ● .............. ・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・ .... ●●●言● ......... 

....................... ・・・・・・・・--・・・ ● ● .. ●●● ............... .............. .. ........................ - ...•.......•....• ··•·········· ・・・・・・・--・・・.. ・....... ................... 上................ ・・・・・・・・・・・・・・・.... ・・・・・... ・ . -.. 

.......... .. . ..... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ........ 一................ ●●●● ........................... _ ........................ .. . .................. 今...・..今........・今●十●●十●＋・＋・..●ふ..・十●●．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・... 臀........ ,~ 見、．．~． ... ● ●』.................................................................

※ホームページ等での公開の《団）否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

.......................... ● .... m••••••••••••-•••••••••••;•••• 臀rn••••••••-•••••••.. •••••••••••••••••-•••••••••••••• .. ... ··············••'>••·"• .......... ..... ..... - ................................... - ....... 

............................ - ........... ・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・ 臀9臀.......................................ふ~，~~，~ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． .. 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数

・・・・・・・・-・・・・・・・ ..... ................... 今................. .. .. . ......... ・............. ............................. .....•...... ・・・・・・-・・・・・・・・・・・... ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 臀-・・・・・・

..~................................................................................... ・・・・・・・................................................................. --.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・ 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-070

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 2 3 年 4 月 1 5日

日本大学総長殿

氏 名＿ 尾崎亮介

所属・資格 理工学部・ 助手

下記のとおり提出いたします。

1 種目 1ぐ般研究（個人研究）＞ー般研究（共同研究） ／総合研究
注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

フォトニック結晶構造の電磁波散乱及び伝搬解析に関する研究

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

電子情報通信学会ソサイ 多層誘電体グレーティングによる電磁波 2009年 9月

．．．尾崎， 山崎， 日向 ．． エティ大会
の中散間乱層ーに中欠間陥層構に造方形を持誘電つ体多を層持誘つ電場体合グーレ••••••• 

電気学会電磁界理論研究 . 2009年 11月 .. ... 

尾崎，●●●● 山崎， 日向 会 ーティングによる電磁波の散乱
電子情報通信学会総合大-・ 中空層領域を持つ誘電体導波路の伝搬特 2010年 3月

尾崎，山崎．．．．，．．．．． 日向 会 性 ・・-・・・・""'.. ● ..... ● -・・・・・・・・・・・ 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．い●●● ● ・・・-曇●●●●●● -・・ ●●~．~．．~~~．~~~~~~．~~ ・-●臀臀臀臀暑臀暑●暑・-●●●●●●●●●●●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-

-- ・ ・- ................. - -............... __ ., ... 臀--・・・・・・・・・・・・-・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-

~············ ●●●●●●●● -・ - ●●  •••• ●胃●●●............................. _、．．．．． -·····•·•---. 石.....暑暑暑暑暑暑暑●暑●●暑-響···········~·····・・・・・・・-······~·····-

5 著書・雑誌論文 嘩書・饂忠・抜き刷り等を添付してください。コピ-が賑叩掲載されたこと力落親的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

- .............. ヽ ・ -............ ~_ .............. _ ........................................ ............ ~.............. 

~, ................ 響~暑・-・-..................、...............● .. ●●●● -・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・ 會
~~-.......................... ●●●▼●● ••• ●●●●●● 

-・・・・・・・ ・ -7響響..響...............~ 響臀臀臀臀臀暑臀..臀臀，-- -・・・・・・・・・・・- ...... _響 --

．．． - ・  • ● .. - 暑臀●暑暑-~-··············-、"···-·

.. •••••••m•n•• .................... ... -響ーー響響ーー響響響響響響響響..●響................• 

臀-響響●●響響響●響響-・-・-・暑臀~暑................... ．．．．．．．．．．．．．．．．．雫響．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、・・-暑暑●●暑●●暑●暑-・・・・・・・・・・・● ............... 暑●暑●●●暑・・・・・・・・- .... ............ ~ -·················~-

※ホームページ等での公開のでり否） いずれかを0で囲んでください。否の場合ば理由書を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

........... - ........................................................................................... 

................. ............................................... ......... ● 暑9 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数

............................. - -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・ ............. - .............. - .... 

............................................... ~ ... ............ .. ........................ ~........................ 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-071

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 2 3年 4月 15日

日本大学総長殿

望月寛氏名

所属・資格 理工学部・専任講師

ド記のとおり提出いたします。

1 種目 IE般研究（個人研究じ〉／一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

系再構成機能を実現するインターフェースボードの開発

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

武田裕太 日本大学理工学部学術講 系再構成機能を実現する分散シスプムの 2010年 11月
演会

[系成再方構法成に機関能すをる実一現検す討る分散制御システ武田裕太 電子情報通信学会 2010年 12月
ムの構成と実装

．． 

-・・・・・・・・・・・--・-. -

5 著書・雑誌論文 澤書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピ-<l)場合（討躙伐されたことが客即的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著著名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内 容 数量

-⇔ -・・・・・・ 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）

・2010年 12月に開催された EmbeddedTechnology 2010 (組込み総合技術展）の産学連携推進パビリオン

で研究成果を発表。



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-072

注：課題番号を記入してください。

平成21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 2 3年 3月 2 4日

日本大学総長 殿

氏 名 山忠

所属・資格 理工学部・専任講師

下記のとおり提出いたします。

1 種目 j-(霰研究（個人研究） ／一般研究（共同研究） ／総合研究
注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

担持試薬を用いた新規合成プロセスによるベンゾチオフェン類の高効率合成

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

0青山忠・中岡恭平・滝戸 2010年 酸・塩基担持試薬存在下ジケトン類およ 2010年 11月

俊夫・小泊満生・橋元親夫 日本化学会西日本大会 びアリールチオアセテート類からのアリ
ールチオフェン類の合成

・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・ ··•··•···········•··· ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...... . ..... 

24th International Symposium on 2010年 7月
...........•................ 

Tadashi Aoyama, ONE-POT SYNTHESIS OF ARYLTHIOPHENES 

Kyohei Nakaoka, the Organic Chemistry of Sulfur FROM a-CHLORO-~-DIKETONES AND 

Toshio Takido ARYLTHIOACETATES BY PARALLEL 

Mttsuo Kodomari REACTIONS UNDER COEXISTENCE OF ACID 

AND BESE-C'¥.TALYST ...............................................•........... - ............... ····································•···.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...... 

土』..••································-··········· 
・・・・・・... ............. .......... .. ............ .. •• ● •••••• ● ........ ............. ................. ............ .. .. . ... ,. ........ .. ... 曹● ,., ............. ●→ ● •••••• 

曹`. 、.,••••••• ●→ ●9 ＂●+・...................................... 臀9臀.,,... 臀..... .. .. 臀...... ............. ..... ... .. . .. .... ...... ● ● .................. ••••• ● ...... ● ●● ........... ••• , ..................... ●●● ....... •• •• •••••••••••••••••• •••• •• ●● 

5 著書・雑誌論文 灌書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピ-{J)場合頃韻設されたこと力落咽的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

······••"·、●................. ふ●●十●●.............................. _ '~ 臀9尋................................................................................................. ............................. ., ......... .,.... .. .... ............................... 

9今9今....................................................~··· .. ........ ............ .. ................ ................................ ... ... .............................................. ・~．．．．．~喩 ＋・・・・・・・・・・・ •• ...................... ................. 

,. , ....... .. 今ヽ,•• , ........ .. .. .. ......... . .. , ..... ・・・・・・・・・・ .. ．．．．． , ....... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・" ............ ．．． ••••••••••• ・.. ．．．．．． ．． ........... ·················•··· ,., ••••••••••• ●→ ●●→ ● • ••••••••• 

•• ● ....... ふ，.. .................. .... ..... . .......... •• •••••••• • •••••••• ・....● ..... ・.............●●●言●●••••••• • ••• ••• 今●今.. • ••••• ・................................... ........... ............. ••• ● ................. •••••••••• , ••• ・...

•••••••••••••«• ••••••••••m••••9 .. .. ...... .... . ............ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••rn•••••••••-.•••••••••.,.,••••••••••••••••••••,.•••••••• •••••••••••••••••••••••••••--••••,.••-.••••-•••• ............. , .. ,. ....................... .................................... 

.... 臀.........................................·•············-····································-•• ● ........................ ．． .................. ·············••->••··· .... ........................................................ .. 

※ホームページ等での公開の<R・ 否） いずれかを0で囲んでください。否の場合ば理由書を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

................. ······•···••• .. ・・・・・・・・・・・・・・- ．． ・・・・・・・・・ ................. .. .. ............ ....... .. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ．． ．．．．．．．．． ....... 響臀響..,.. ............ .. . ............... 

I '"'炎・.................... .. .. ．．．．．．．．．．．．． .. .. .. .. ........... ●→ ●●→ ・・・・・・・・・・・・・--・・・.... .... .. .. ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ..... 臀.................................... .. ........... 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

, ............................. .... ·•······•·········· ................ .. ...... ．． ... 臀.......... ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・-・・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

.... .... .. ．．．．． 臀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ．．． --- ---- .. .. ........ . .......... ,. .. ・・・・・・・・・・・・・・・・-・..................... 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課 題 番 号 個 09-074

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 2 3年 4月 1 1日

日本大学総長殿

氏 名笠川良司

所属・資格 理工学部・専任講師

下記のとおり提出いたします。

1 種目 1 ＇研究（個人研究 ／一般研究（共同研究） ／総合研究
注：該当する種目をOで囲んでください。

2 研究課題

多様体上の幾何構造を保つ微分同相群と幾何構造の不変量について

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発親照扁のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発 表 者 名 学 会 名 発表テーマ 発表年月

笠川良司
日本大学理工学部 体積を保つ微分同相群の捩れ準同型につ

2 0 1 0年 11月
学術講演会 いて................ •. .. ............. ..... 暑9 臀9暑9暑.....暑..臀....臀臀....臀....幽............暑←臀 .......... 響•••••••••m.... •••••••• 響●●響••••m•••••••••••-•••••臀................................................................ ~·············..................................... _ ........................... '~ ，~~ '~,~ '~ ,~'~ ~＇~ 臀臀·····················•.-·············· ···• 

.............. ●● ................... - ............. 9 今~．，今~．，今. • 今~＇~＇~~＇~＇~＇~＇~＇~・rn ,.,,., •• , • .,., ............. , ••••••••••••••••••••••••• ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ・............................................- •...•.•.•.•.•.•.•..•.•.•. .......... _ ,  .......... 今...... 

................................ - ................................. ............................ ~······························· ........................................... .................................................... ···································••··.. .. .. ........ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

...... .............................................. ........ 臀.......臀暑... .... 臀臀臀臀臀臀臀.....響・・・・・・・・・・・・臀..響●響--・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・............................. _●●●●十●... ●● ......................... ●●●● ........... ●●●● "●● ............ .. ................ 臀....臀.........................●● ... ●●●●●▼ .. . .......... 

........................................... ., ● ・-・・..............、......................................................● ........ ● ....... ●● 

臀臀臀臀臀........................臀響..............● ................. .................................... .... _. "● ............................................. - ............................ ............................... ~ ●●言●●●●●言●●.......................... •. ... • ..................... ●●● ・・・・・・・・・・................... ●●●, ........ ............................................. ..... .. 

5 著書・雑誌論文 灌書・編志・抜き刷り等を；甜寸してください。コピーの場卸ま掲載されたこと力喀観的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・・・・・・・ ,...... . ... ....................... _ ......................... ●●● .............................. , ................................. ••n• nn● ,,,.,.,, ●'"'● , .................. .................... 凰・-・・・・・..•••••••••••••••••••••• 

十●十●●●.......... ● ..... ● ●● ... ●十●十●..•...•.•.•. ● •.. •.•. •. •. •. .. .• 暑臀・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・-●言●言●●●""●言●'"●.... •. . • .•.• ..• ●● ・・・・・・-・・・・ •· •· •· •·•· .................. ● ............... ヽ ~．暑• 暑• 暑• 暑• 臀• 臀• ~臀臀臀臀•臀臀臀臀臀臀臀臀臀............. 臀響.....臀 _.......................... ... .. 臀..臀~・...........臀....... 臀~．

•....•...•.... ●言●●●言●●●.•..•... , •..•.. ~, ..'.... ・・・・・・'........... ····•·•...... 臀,_.................. _,  ............... .. .. ............. 臀●臀....臀▼臀..........響̀響-響.......

臀•~ ~臀....臀臀.........臀~臀臀~臀臀~臀臀~臀臀~響..臀臀▼臀..臀-響▼響響ー―・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・......... ● ........•......•. ●● .. ● ............................................ _,  ....•.•.•.•.•.•. ...................................... ・....... .............. _ ........ ・.....-●  -・-・・・・・・・・・・・・・・ 

·················-ヽ—-············
~~ ・~・.....・~ ~• ●●●● .............. 臀臀臀~臀臀臀臀...臀臀▼臀▼臀~臀.........● .. -●● ... ● .. ● ............. .... .. •. •. •. .. .. ..... .. 臀＋臀....... _●●●●●●● 

_ ,  ........................................... 臀臀~~臀臀...臀~．~臀 9 臀臀~~臀~臀....臀▼臀~響............●● ... ー............● -・・・・・・・・・・・ ・・・・・'"・・・ .• .• .. . ............... 臀臀...響......................●●● ..• ．． 

※ホームページ等での公開の€り·否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

........... ● ................... ・・・・・・・・・・・・・-,.. ... , ........... ••••••-•u••••• ・・・・・・・・・・・・-臀臀臀臀-・・・・・・・・・・・・・・・ ・--・・ .............. ・-・・・・・・............. 

'V 

＜ ぶ.パく 1 '. 1 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数

•••······•··························· ．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 臀...... ., ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-.. ・・・・・ ・・・・・・・・・-・・・・・・ 

．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ......... _ ............ .................. ・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・.................... .. 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-075

注：課題番号を記入してください。

平成21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 2 3年 4月 1 5日

日本大学総長殿

行方直人

'ク...
., .. 虚八

もふ. ····•\啜督＼；叫》入1
し印象＼）

＼叫..疇 9、/
氏 名

所属・資格 理工学部・助手

下記のとおり提出いたします。

1 種目 に］受研究（個人研兌j)I一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

パラメトリック下方変換過程励起用高繰り返しパルスレーザー光源の開発

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

河野太一，行方直人，栗 第 23回量子情報技術研究 正弦電圧ゲート動作型 InGaAs/InPAPDを 2010年 11月
村 会

用1GいHzた正偏弦光電圧量ゲ子ーもトつ動れ作配型送InGaAs/InP APD を河野太一，行方直人，栗村 第 71回応用物理学会学術 2010年 9月
直，井上修一郎 "" 講演会 用いた偏光量子もつれ光子対の検出

•一•

-●●●●●●●●●●幽●●●_,_.,  ● - ・・・・・・・・  

5 著書・雑誌論文 藩書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピ-(])場合1芍躙伐されたことが客観的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

... 響▼響...響9響..響●●,,,,,.,,,,.,., ......... ● '"凰_................................. -ぞ.....● ・・・・・・-●'"""●●  _ ,.  .. , ......... , ... ● """●●●9●, _ ,.,  ● """"""●●● "●●● _ ,,,,  ．．． ... -........... 幽・~．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． -・・・・・・・-・・・・・・・-

................... - ........................ ●●● - ・・・  ........ ......... _ ●●  ... 響●響●.. 響響響響響響響響響響響響響響●胃●胃●胃●●●......... ~... ● , ....... •••••••••••• .. •••••-,mN•m .. •• .. •••"••-

................ 響 -●..... ● - ・・ ・・・  ●●●●● 

...... ●● ,,,,,,,. .... ,, ● , .... _ ●  ~ ......... ● ・・・・ ···-"·•-噌,_...... _ .. 暑書.......... 雫雫雫・雫雫..●● -雫・・・・・・・・・-・ .. 
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数

-・・・・・・・・・・--●●● •• 

.. 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

H22年度戦略的情報通信研究開発推進制度 (SCOPE) 「超伝導光子検出器による量子もつれ波長多重量

子暗号通信技術に関する研究」 (101503004)

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-076

注：課題番号を記入してください。

平成21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 23 年 4月 5日

日本 大学総長殿

氏 名 豊田陽己

｀
 

所属・資格日本大学短期大学部（船橋校舎）専任講師

下記のとおり提出いたします。

一綬研究（個人研究Li一般研究（共同研究）／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでくださ

1 種目 い。

2 研究課題

時空に広がりを持つ粒子の T-dualityに関する研究

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

豊田陽己 日本物理学会 Q空ー変間の形粒さ子れた正準理論とコンパクトと 2010/3 

．．． .... 臀臀臀臀臀...臀臀臀臀···············-··~

今........上.............
·················~ ●● ~....................... •• ••••• ••••••••••••••••••m"••• •••• ・・-・・・・・・・・・・・・・-

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ..................... _,.,  ... .. .... •··················........ .. .. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-

臀・・・-・・・・・・・・・・・・・・・-................................................................ ● ........... ● .... ● ... ● ................... ..................................... .. .. . ............................... ・・・・・・・・-臀臀臀臀臀臀臀臀臀臀臀臀臀.. ............ ~.. 

············--響-響•••••••••m ...................... mmm••H H ,.. ••• ••'""••••••rn••••••••••••••• •• .......... ●●▼●▼●●▼●●●●● 臀臀臀臀臀臀臀臀臀臀・・・・・・ ・・ ・ ・ -

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・---・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .... . ... , ・....● ···•-·········· 
.. ..... ..................... 臀▼臀臀臀~臀臀臀臀~臀臀臀臀臀....... .. 

5 著書・雑誌論文 （著書・編忠・抜き刷り等を添付してくださいコピーの場合（芯譴しされたことが客観的(~っかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所
Progress of Theoretical Physics/ 

S.Naka,H. Toyoda, T. Takanashi 
A Dynamical System with q-Deformed Phase 

124・6 2010/12 基礎物理学研究所
Space Represented in Ordinary Variable 
Soaces ........................................... _ ..... ・▼●▼●▼●●●●●▼●●●● ●●● ~，~臀臀臀臀~臀臀臀暑 9 暑 9 暑● 暑. ... _ _ ,,  ......... 

.................................... -~ -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ·······················~--······················· ．．．．．．．．．．．．．．．．．． .... ● ~········...................... ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

............................. ~ ●●● ......... ●● ........ ●●▼●●●●●●▼●● -~·········· -・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・・・ .......... -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .. 

.. _ ........................... ....... .... ...............`.....~.................................... . -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-●●●●  - ・ ・ ・ ・ ・ ・ -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. . .............................. ・...........~ .. .... ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． 

※ホームページ等での公開のR否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

-●  .. ●●●●● - ........... .. ▼臀..臀..尋......... ...................... ● .. ● -・・・・・・・........  ............. ●言●- ・・  ．．．． 

....................... ● .. ● -・・・・・・・・・・・・・・・・ 臀臀........... . 臀臀臀................................ ．． 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． .. 曹 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-響●響響●臀響●●響..響.....臀響..響響●●響●●臀響●●響_.. .. .. ・・ ・・・・ ・・ ・・・ ・・・ ・・ ・・ ・・・・・・・・.. ・・-臀響響響響響●臀響臀臀響臀臀響響臀響...．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．，．，．．．．．，．．．．．．．． .. .. 

...... ..... .. ....... ....................... 臀響●●●●響．．．響．．．．．．．．．．．．．．．響●●響響●響響響●響●響●響●●響●響●響．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．． •·· ・・・・・・・.. ・・・・・・・・.. -響●臀臀 ●臀臀臀臀臀臀響●臀響●臀臀臀臀臀臀臀臀臀....................... .. .. 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09・077

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 2 3年 4月 8日

日 本 大 総 長 殿

氏 名 大貰進一郎

所 属 ・ 資 格 理 工 学 部 ・ 准 教 授

下記のとおり提出いたします。

1 種目 一般研究（個人研冗 ／一般研究（共同研究） ／総合研究
注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

スペースネットワーク構築に向けた大規模電磁界解析シミュレータの開発

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

大貫進一郎，北岡優弥，岩松 電気学会 数値逆ラプラス変換法による電磁波の時間応答解析 2010年 11月

................................ 臀・-今.................••····-···--• .................. - ... , ... . 

平野正樹，大貰進一郎 電気学会 Cell/B.E. によるモーメント法のデータ並列計算化手法 2010年 7月

大貰進一郎，岸本誠也 電気学会 高速多重極法による三次元電磁波散乱解析ー計算精度 2010年 5月

の予測と制御一
., ...................... ヤ● ●● 見.................................- •. ・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・.. ・・・.. ・・・・・・-・・・-・・・・・・・・・・・・ .. ................................... ~.. 
大貰進一郎，岸本誠也 電気学会 曲面パッチを用いた三次元サーフェスモデルの電磁波 2009年 11月

臀..臀...................................- •••• 
樹，大貫進一郎 電子情報通信学会 ヘテロジニアス CPUによる三次元電磁波散乱解析 2011年 3月

・・・・・・・・・・・・・.. -● ...... ● ...... ●● ........... ●●，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ••• 臀・・・・・・・・・・・.............._,  ....................................... 鳴~ ● ・-・・・・・・・ ●●▼● ... ●● -・・・・・・・・・・・・・・・・............................................................... ・・・・・・・・-●●● ••••••••• ●● ~·························· 
也，大貰進一郎 電子情報通信学会 MLFMAによるランダム粗面の電磁波散乱解析ーレー 2010年 3月

ダ断面積における計算精度の予測と制御一, .......... ~--------· ● "● ....................... ···········•·•······························-··········.. ・・・・・・・・・・-... ・・・・・・・ -●  --・・  ●7● _ .. , ................................................... ●●言●●••• ● -、......●● •••••••••••••••••••••••••--•••••••••••rn•• ., •、．．．．．．．

他 45件

5 著書・雑誌論文 箸書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピーの場合1討躙伐されたこと力落頓的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・ 年月 出版社・発行所

S. Ohnuki and Y. K,taoka IEICE Trans Electron / Arnliysis of Transicm Electromagnetic Scattering from 
2011年 1月 IEICE Two-Dimensional Open-Ended Stmctures by Numerical In、・crsionof Laplace Transform vol E94-C, no I 

.................................................................................................. ··-····················--···············~·~ ●● -・・・・・・・・・・・・・・ 臀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＋臀臀臀.........................••••••••••• ••• ・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
S Ohnuki, R Ohsawa, and T. IEICE Tnms Electron/ Electromagnetic Scattering from Rectangular Cylinders with 

vol E93..C, no I 2010年 1月 IEICE Various Wedge Cavities a叫 Bumps,''

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・............ 十●●●······················~ ・・・-・・・・・・・・....... ~ ●言●.. ● ••••••••""'••• 
978~1-t2井

2010年 8月 IEEE 
-5154ぶ

S Ohnuk1, T. Okada, Y. K1taoka, Proc心 ding of IEEE lntc皿 1tiorn1lMccSytimngpo/siTum mn on Antcnrn1s and Propagation and 
CNC/USNC/URSI即 dioScience sicnt of Plasmon Modes in 

978wJ-424.J. 
2010年 7月 IEEE 

-!968-2 
・・・・・・・-・・・・・・・・・・・-・・・・ 

on Elcctromngnctic Compatibility/ An:tlysis 978・1・424..J 
2010年 4月 IEEE 

Kishimoto 
ofTr.msicnt Elcctrnmagnctic Se<lllcring from A巾itra,yObjccts

-5623-9 
-··-······~ ●● ••••••• ●● .. ●● -、▼●●・-・ ●● ...... ● •••••• ~ ●● -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 見-・・・・・・・・・ ......... - ............ そ臀臀臀~~臀臀~臀..臀......臀臀臀..............- ........................... 
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※ホームページ等での公開の＠• 否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。

［成果物 8-2] 

6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

該当なし
... ... _ .. , ......... 臀................... ．． ·····-•·"• ●●● ・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・- 臀臀臀............. 臀 _........ ．．．`．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．． 

.............. _,.,.,  ................ -・・・・・・・・・- ・・・・-・・・・・・・・.. - ............ ~ ........... . ................. 臀..,_  .. 臀..,_,.,.

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏 名 提出物 内 合グ 数

該 当なし
・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・ ．．．．． .,_  ...... ．．． ．． .......... -~.. -・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・ .. ・・・・-・・・・・・・・・・・・・ 

.... .. .. 臀臀臀臀臀臀臀臀臀臀響響-・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・ - -・・・・・・・・・・・・・・-・・・・- ．． .................... --・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .. ....................... ・・・・・・・-・・・・・ 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

中川活二，芦澤好人，大貫進一郎，伊藤彰義，塚本新，＂情報記録ヘッド、情報記録装置、情報記録方法及び光デバイス＂

特願 2010-161996.

（外部資金の獲得）

I. 大貫進一郎，中川活二，伊藤彰義，塚本新，芦澤好人，

“ナノアンテナ励起局所的円偏光を用いた次世代超高速光直接記録への挑戦",

2010-2012年度科学研究費補助金基盤研究 (C) （一般）．

2. 大貫進一郎，中川活二"複素周波数領域積分方程式法を用いた超高速

電磁界解析による局所的円偏光励起ナノアンテナの最適化設計",

カシオ科学振興財団

3. 大月穣，茶園茂，羽柴秀臣，大賞進一郎，“分子回転子の構築とその制御",

科学研究費補助金，平成 22年度新学術領域研究（公募研究）．

（他の研究への発展）

本研究で開発した解析コードをナノスケールの電磁界に応用し，下記の研究へ発展している。

1. 複素周波数領域の積分方程式法による表面プラズモンの解析

計算精度の保証が可能な複素周波数領域の積分方程式法を用いて，ナノスケール金属粒子における表面プラズモンの解析を行った．

本手法は，光の波長帯において，任意形状かつ複数の金属粒子に対して信頼性の高い電磁界解析が行える-とを明らかにした．金属粒

子のモデリングについての検討も行い，表面形状が滑らかな場合，従来より用いられる三角パッチに比べ，曲面パッチを用いることで

計算コストを半分程度に低減できることを明らかにした．金属粒子の形状に対する固有モード解析では，従来法である FDTD法に比べ，

最大で数百倍程度の高速化が実現できる-とを明らかにした．また，超高速並列プロセッサ Cell/8.E.に対応した解析コードを開発し，

積分方程式法を用いた 3次元のフルベクトル解析では，汎用の CPUに比べて 20倍程度の高速化を実現した．

2. 光直接記録に向けたナノスケールアンテナの設計

現行の磁気記録速度の 100,000倍を達成できる光誘起磁化反転において高密度化を実現するため，局所的な円偏光を高効率に生成で

きるナノスケールアンテナを設計した．円偏光を生成するアンテナは 2組のダイポールアンテナから構成され，それぞれのアンテナに

誘起される表面プラズモンの位相が 90度ずれるようにアンテナ長を選択した．電磁界シミュレーションにより，直線偏光を入射した場

合，中央部のギャップにおいてナノメートルオーダの局所的な円偏光が生成できること，入射方向を変えることで右回りと左回りの円

偏光を制御できること，磁気記録媒体中においても局所的な円偏光が生成できることを明らかにした．

（その他）

関連の研究を行った研究室所属の学生が下記の賞を受賞

1. 岡田辰一郎，電子情報通信学会東京支部学生奨励賞受賞

2. 望月祟久，電子情報通信学会平成 20年度電磁界理論研究会学生優秀発表賞受賞

3. 岸本誠也，電子情報通信学会平成 21年度電磁界理論研究会学生優秀発表賞受賞

4. 北岡優弥，電子情報通信学会平成 22年度電磁界理論研究会学生優秀発表賞受賞

5. 平野正樹，電子情報通信学会平成 22年度電磁界理論研究会学生優秀発表賞受賞



【別紙様式 8】
＊課題番号 個 09-078

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 2 3 年 3 月 1 8 日

日本大学総長殿

氏 名 木原雅巳

下記のとおり提出いたします。

1 種目 1-Ei般研究（個人研究）） I一般研究（共同研究） ／総合研究
注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

コンテンツ配信サービスにおける著作権保護および著作物流通技術

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

海賓，木原，小野 2009年電子通信情報学会 著作権管理機能を持つコン丁ンツ配信サ 2009年9月
ソサエティ大会 ービスにおけるユーザ登録方法

.... .. 真.......... 新........，.木原...，.... 小野 zorrn年電子通信情報学会 ... 動画配・・・信・・・・・サ・・・・・ー...ビ....スにおけ....る.コンテンツ個 2．0．．．．．0．．．．．9．．．．．年．．．．．．．．．9．．． 月 ．．．．．．．．．．．．． 

ソサエティ大会 別化手法
木．．原，．海．．．．．．．．．．賓．．．．，小野．．．．． アートドキ五．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

アーカイブのウェブネットワークアクセ
20....0.....9... 年 10月• •• • •••• 

メンテーシ
ョン学会第 2回秋季研究 スにおける個人認証と著作権管理
発表会

土...... 屋.......， .. 星....野.......... ，. 木原 ．．．．．．．．．． ...2....0.... 1 I.年...電子通信.••••••• ・情~~ ~ 曹・・・報・・・・・・・学......会••••••••..• 
インターネットアクセスにおける伝送遅

2．011年．．．．．．．．．3．．．．月．．．．．．． ．．． 

・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ..... 総合大....会........ 延を用いた携帯電話と PCの識別方法 ．． .................................. 

．．．． ・・-・・.. ···"·'·'······••"····........ .. •• ••••• •• ● ● ・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・.. ••••••••••••••••••••••••••••• ● •••••••••••••• ・・・・-・・・・・・・・・ ......................................................................................... - ........ .... ······················•··...• 

・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ..... ·•··············· .... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・...... ・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .. ・・・・・・・・・・・・ .~...................... 

5 著書・雑誌論文 灌書・竿志・抜き刷り等を怨寸してください。コピーの場合l討易載されたことが客観的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． .ヽ.. .. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・... ...... •····•·•···························.• 臀........ .. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・........ - .. 

••••••••••••••••••••••• •••••••• ●● _ ,  .................. _ .. ... 臀..臀臀...... 臀・・・-・・・・・・・・・・・ ....... ・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-土●●•• ••••••••••••••••••••••••• ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・......... 喩
......~ ・'"●●，．．，．．，．，． ・・・・・・・・・・・-●●●●十●●••• ●● -

・・・・・・-・・・............. _ ......................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-- ....................~........ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. . ........... -●●●● ................... - .... -●●● •••••• 

..... .. .. .. .. . ...... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・....................... _ ........•................ _ .... .... •••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ●言● •• ● ••••• ・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-

.............. .. ・今 •• ••• •• ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．~臀···········································-"···-··················-····
.... ~............... ．．．．． ・・・・・-・・・........ ．． 



［成果物 9-2] 

6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・--・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・ ・・・・・・・・.. - ・・・・・・・・--・・・・・・・・・・・・・-・・・・ 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

臀臀~ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・" 
.............. ・・・・・・・・ -~............................................... ............... , .. ・・・・・・・・・・・"・・・・・・・・・・・・・・ -・・・・・・・・・ 

....... .. . ... ........ ・・・・・・・・.. ・・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・.................. _ ....... _ .... .. . ... 臀臀臀臀臀臀臀臀臀臀臀臀臀臀臀臀響.............. ........ ... .. .. ... ...... . ...... ，．，．，．．． ．，．．．，．． 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

名称：会員登録システム及び会員登録方法

特許番号：特許第 4586206号

出願日： 2010 -01 -8 

（外部資金の獲得）

なし

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09・079

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 25 年 2月 28日

日 本大学総長殿

氏 名 出井裕 ¥・ f/] 所属・資格理工学部 ・ 教授

下記のとおり提出いたします。

1 種 目 一般研究（個人研 ） ／一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

Ti基連続繊維強化複合材料の高強度化・ 品質化

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

5 著書・雑誌論文 潜書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピーの場合1井躙成されたこと力落親的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・ 年月 出版社・発行所

出井裕
材料の科学と 「放電プラズマ焼結法で作製 Vol. 50、
した SCS-6/(3 21Sチタニウム合金の強度特性」 No. 1 



［成果物 8-2]

6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・夕刊） 掲載年月日

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏 名 提出物 内容 数

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09・080

注：課題番号を記入してください。

平成21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 24年 1月 6日

日本大 総長殿

1 

2 

3 

4 

5 

下記のとおり提出いたします。

氏 名田辺光昭

所属・資格 理工学部・教授

種目 1~ 血研究（個ム皿祠ぅ ／一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

研究課題

圧力波と高温反応との干渉現象によるガソリンノック発生のモデル化

研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

著書・雑誌論文 灌書・饂忠・抜き刷り等を添付してください。コピー双賑叩掲載されたこと力落観的にbかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

勝俣雅人・田辺光昭ほか 自動車技術会論文集 42巻6号 2011. 11 （公）自動車技術会

r"" 



［成果物 8-2]

6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数

........ 響●●←暑.. 讐．．．．．．．．．雫....讐~·-·····...書響......_●暑-暑響.._ ........... - .... .. ●●●● ●● ......... 幽...................

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

H22年度スズキ株式会社委託研究

H23年度富士重工業株式会社委託研究

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-081

注：課題番号を記入してください。

平成21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 2 2 4月 15日

日 本 大 総 殿

氏 名浅井朋彦 虞
所属・資格 理＿工学部・専任講師

下記のとおり提出いたします。

I 種目 1ぐ般研究（個人研充))I 一般研究（共同研究） ／総合研究
注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

極限的高ベータプラズマにおける二流体緩和および衝撃波発生条件の実験的検証

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

T. Asai et al. 20th International Toki Time cYolution of a magnetic structure of the ficld•rcvcrsed 2010年 12月
Conference (ITC-20) 

cool―igumtion in a super-Al「vcnictranslation process 

・ヽ..小森谷..勇.........樹..........，松.永.........宏..........幸...，浅..……井........朋彦..， • •• 
第27回プフ '"""、， .. 磁........化同軸ガンによ........る... .. F....R.. Cプラズマ...へ 2010 .. 年........12月.. ... 

高橋努， LorenSteinhauer 合学会年会 の磁気ヘリシティ注入
山11{I冷Ii,赤川駿介，llli匁f:J,,)[,'l勺11泰行，I籐川雅透，戸室 合第学27会回年プ会ラ≫≫≫ズ≫≫≫>マ・核融

移送磁場反転配位.....プ..........ラ.......ズマの放..・射・・・・・・・・光．．． 2010．．．．．年．．．．．．．．． 11月 ．．． 

将IリI.JI'之脇....祐.....太......，松湘)'j.. 樹......，.. 浅...... J..I .. ' .. 朋彦，中野袢・,/品橋努 計測 ．．．．． ．．．． ．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．． 臀臀・・・・・・・・・・・・・・・・.. ............... .. ................ 

T.li,K.Gi;r.Umczawa,M.Inomoto,Y.Ono, 52nd Annual Meeting of the APS Merging Formation of Large-Size Ficl<l-Revcrsc<l 2010年 11月
Configumtions with the Assistance of Neutral Beam 

A .Osaki ,H .M.... .. atsunaga;[ ... A.. sai .. ... .. .. .... D第iv.. i .. s8 .. i .. on 回..of 核.Pla融sm合aPエhysネicsルギ.. .. .. I分njec光tion計...... 測........による磁場反転配位プ....... ラ.. ズ........ .. 
松邪芳樹，赤川駿介，1£1谷修平，小森谷勇樹，'I勺11泰行，LFL 2010ヰ 6月

澤｛：康載川雅透．浅）l・JUI彦，平野詐 ・J:i橋努 一連合講演会 マにおける中性粒子の計測
-・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・-.... .. 第......8回核融合エ...... ネ.....ルギ.. ... 

FRC のセパラトリックス近傍にお 2010年 6月J/屈川雅透．小森谷勇樹， 'I勺11泰行，赤川駿介．浅mm
彦， ,,;:j橋努，松澤芳樹， ;i:i橋俊樹，LC.Steinhauer .... 一連合講演会 けるトロイダル流速分布 .... 

·•·•······················ ．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ＾曹..

5 著書・雑誌論文 （著書・祖志・抜き刷り等を添付してください。コピーの場合1胡覇伐されたことが客観的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 ・雑誌名／論文名
巻・

年月 出版社・発行所
万ロ

H. Tomuro,T.Asaietal. 
Review of Scientific lnstrumcnts/Dcvclopmcnt or a compact 81・ 20IO年 10月 American Institute of 
tomogmphy camcm system using a mulliamxlc photomultiplier 

10 Physics 
.. 臀臀....臀..●十●-● ..... .、 .,_, ..... .. ••••••••••••• ●● •••••••••••••• .. .................................. _ ... tube for compact toru．．s experim．．．e．．．n．．．t．s ．．．．．．．．．．．．．．．．． 

T. Asai et al. 
Review of Scientific lnstrnmcnts/ A compact and continuously 81・ 2010年 10月 American Institute of 
driven supersonic plasma and nculml source 10 .....P.... hysics . ... ● •• 曹..曹...臀..................今......................................................................~............ -●●言●言●●●●................................................ ... •• - .... .. ~ ー・...●●言ー・....ヽ......... .............. 臀..........._ 

..... ●十●●..................... ・.......... ........................................... - ...... _ ........................................... - .............. - ...................... ........................................................ ....................~.......................................... 

·····························• .... '~ 臀......... .. .. .. 臀...臀.....●● .............. ・............................................ . ................................................................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・ .......... 内..ヽ....................... ．．．．．． 臀_....................... - ... 

臀9尋・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. . ........... 臀............... 見....................... ..... ．．．．．．．．．．．．．．．． .......................... _ .......................... ．． ．．．．．．． ...... ~....................... .... ．． ... 

............ ・..,. ・~ .......... ● •• ................ •• • ••• ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・・ -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・-・・・・・・ ·•························· -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ● •••••• •-.......... ・・-・・・・・・・-・・・・・・・・・・・ 

※ホームページ等での公開の@・ 否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

.. .ヽ. ．． ............................................. ．．．． ・・・・・・・・・・・・・・・・-・・ ..... .曹...... 臀臀臀臀臀臀臀................ 臀................. . ... 

．． ................................................ .. .. 臀.............. 臀・・・・・・・・・・・-.. ・・・ .•.•...•..•.•....... ● ......•. ............. ......................... 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数

・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・ 

.... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・ ．．．．． 曹^ ．． .... ．． ................ ● ... - ●  ........ 今

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-082

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 23年 4月 12日

日本大学 総 長 殿

氏 名 久保田正広

所属・資格 生産工学部・教授

下記のとおり提出いたします。

1 種目爬二般研究（個人研究））／一般研究（共同研究） ／総合研究 1注該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

粉末冶金法による高機能性生体材料の開発

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

大野卓哉久保田正広 （社）日本塑性加 メカーカルミリング処理中の大気を利用した高 平成 22年 5月30日
工学会 強度純チタンの特性

・沃大野卓哉久保田正広 ---(社「日本塑性加 MA-SPSプロセスを利用した Ti-HAp複合材料の創 .. 平成 22年 10月16甘..
工学会 製

大野卓哉，久保田正広 （社）軽金属学会 メカニカルアロイング法と放電プラズマ焼結法 平成 22年TI月i3百
で作製した Ti-HAp複合材料の特性

●臀-●●●●9●●9●....、........,.----・・・・・・ ●●●●●●●●●●● -------・-・・ ・・・・・・-●●●●● ,_ .... ・・・・・・ 噌●●●●●●.. 尋●臀--鳳._,........ -..... • -●●● い......曇暑蒼い．．．．．．．．-・・・・ .ヽ.._. ... -.................................. 會.........._ 

.. .. 雫..........幽・-・-●●●●●-●●●● ---•· ●●一幽●●●●●—......._暑-響●←暑＂口--・，．． _ ......... - -.. ···-•·······-··........ 

．．． -----------・・---・・・・・・----・ ●口●●●●●●-臀--響▼響ーー-・← -●●●● •.. ロ--、------------・---........................ ・-・-・・ ●●●● ·········-~ 

5 著書・雑誌論文 澤書・躙志抜き刷り等を薬寸してください。コピー⑪翫蔀堺諏されたこと力喀観的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

大野卓哉，久保田正広 軽金属／純チタンの硬さおよび構成相に及ぼ
60・12 

平成 22年
（社）軽金属学会

すメカニカルミリング雰囲気の影響 12月
“ー叫●●叫●●-雫-----..... .. -・---響-・・・・・・・-・・・ 雫-暑』●●● ●●● -幽-響●●●胃●.... .. 幽●●●●__ , .. ,. .....'"."● ""●●●●, ・-●●●●● .. 響・・・・・--・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・●●●9●●9 

●●● _,., .... -.  雫．．．．．．．．．．．．．．．．暑・・-・・・"""'臀....-.................... _ 

・-・----・-・言ー....... ... _●  ..... _., ●● .......... .. _ ... .... ............... ⇔．．．．． →臀臀•N●●●......... - ........ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-●●●● -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・ ．ヽ．．．．．

........ ●●●●● ●●●三曇................--•·· 噌.........噌．．．．．．鴫噌●●・-●●●配雫．．．．．．．．．．．． -●  ,-.................. ← -・・・・・・・・-が.................·-····•·.. ---尋・・・-・・-・・・・・・・・、..............い＂→．．．．．． ......... ........ ロ---響臀響響臀響●●●響●響•••••••H•響・-響●響●●-●● ......... り・—....

-・-・・・・・・・・-ヽ.............⇔ ..•.•. ● .. ●臀臀響ー・・・・・・・・・●●● -・・・・・・・・・・---・・----...、・・・・・-・・● -・・・・・・-・・・・・-●● ・-●● •••••••••••••~•••••m•••••••••-••• --・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. -.. ._ ....................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・-.... ・・--・・・・-・・・・・・・・ 

......... 曇..●十尋響........_.._口-●"●9●● .......... 臀..................尋ヽ.............●言●● ••• .,_.,.--.. ・・・・・・.. ・・・・・・・・-................... _._, …-......................... _ .......................................... H••··--.. - --····••'-••····················· ャ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．~

............. -..................... 響~●... ●言●-・・ 會................................臀臀臀響...... .............. _ ............................. _●●●●●●●●▼● -·············--··········---···········•'"" ........... ⇔ ....................... 尋●●●言●................................ ヤ~．．．．．． ..... 臀......_., .. 臀.........●●●言●-●● ...... .............. 暑暑..._●●● ............ - -····-··-—•••• -・-
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

................................................................. _ ................................ .............................................................. ・-・・・・・・・・・・・------・・ ··································• .......... - ................................................... ... ●●●●●●●●●● ・・・・・・・・......... 響・・・・・・・・・・・"・・・............................ヽ.................・・・・・・・・・-・・.. ・・・・・・-・・・・・・...... 口●●●●●●●●...... 

........................ 雫・・・・・・・・・・・・・・-・・・-・・・--・・-・..••••••• ••••••••••••••••••••••rn•••••••••• .ヽ...........................................- ....... 會・・・・・・・・・・・-・..................-....... ---・・・・・・ ~．暑●●● ●●● ........................ _ ...... _ ....... ・・・・・・-・・・・-・--......... _ ......  

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

・・・・・・・--幽●●................ 臀..-............................. ,_●● ..................... - ........................................... - ....................... 
臀臀臀·····• ・・・ ・・・・・・ ・・・・・-・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・--臀.....................................尋・--.. ・---

・.............................................臀...................................................... ,._ ...........................、・・・・・・・・・・・・・・・・・..・-・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・.................. •••••••Hm, •--••••••••••••• ..、......・-・-・・、......._ ............................................. _. ··················~-·.. ・・・-・・・・・--・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・ 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

特許出願：高強度• 生体親和性に優れるチタン・ハイドロキシアパタイト複合材料，

特願2010・227203, 特許庁， 2010年10月

（外部資金の獲得）

本研究をスタートした同年度，科学研究費補助金（基盤研究 (C)課題番号 21560756)を受領しており，

平成 23年度に研究が終了する予定である。今後，さらに科研費の申請を予定している。

（他の研究への発展）

本研究を通して多くの知見が得られており，粉末冶金法を用いたチタン系生体材料の創製を継続中で

ある。

（その他）

大野拓哉（院生）：平成 22年 11月 13日，（社）軽金属学会第 119回秋期大会 優秀ポスター発表賞

大野拓哉（院生）：平成 23年 2月 13日，（社）軽金属学会平成 22年度軽金属希望の星賞

大野拓哉（院生）：平成 23年 3月 25日，（社）日本機械学会 三浦賞



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-083

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 2 3 年 4 月 1-3日

日本大学総長 殿

氏 名 霜山竜一

所属・資格 生産工学部・教授

下記のとおり提出いたします。

1 種目 に三襄研究（個人証盈1I一般研究（共同研究） ／総合研究
注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

位相差スペクトルイメージによる音源の 3次元位置検出

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

霜山竜一 2010年電子情報通信学会 位相差スペクトル分布による音源の 2次 平成 22年 3月 19日

ふ....................● ....... _ ....... .ヽ......................................●● .. ● 総合大会 元位..置推定.. .....、~、、..... ....... ●曹..... •• ヽ .. . ........ .. •••• ••••••• • .... ., ......... ・.......●●，......... ● ................ 
R. Shimoyama 7th EUROSIM 2010 ....... .. ..... .. 2D Position Identification of a Sound Sep. 9, 2010 

Source .. ス.. U....s .. ペ....i...nクgPトhルaseイdメifーfe..ジreにn.. c.. よeるS..p.... .. e1c音tru源m ,,,,,, 霜,,……山,,,,,,,竜,,一, ,,, """" ......生..、.産....工学部..学術講...演.......会 ．．． .•• 位相差 .. 平成 22....年............1....2....月....4.....日.... .. 

の2次元位置推定
霜山竜一 20 1年電子情報通信学会

位.........相..差..........ス...ペ...クトルによるヘッ・・・・・・・ド・・・・ト.....ル...ソを•••••• 平成・、・・・・2・・3...年 3....月.....15...日• ・......●・

,., ..'今.......『●『......................................'今............................. .............. •••• ••• ••••••• .. ....................... ・・・・・・・・・、............... • ••••••• 用いた音源の方向推定 ••••••••••••• •••••••• •••••••••• •• •• •• ••••••• •••••••••••••••••••m•••••••••••••--••••••••••• ● •••••••••••••••••••••• 

..................................... . ... ・・・・・・・・.. ..............................................、,•• ,. .................. ● ...'.................... •• .. ••••• ........... ......................... ... ..................... .. .............. •• ••••••••• .. ..... ... .. •• ....... .......... .... 臀臀臀●●響・・・・・・・・・・・"......... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・"・・・・・・・ 

...................................』....... .......... ·······--··--··"·•··.. -.............. .. ........................................、・・・・・・-・・・・・・...,.・・・・・・ 見......................••••••••••••••••_.•.,••••••n•••••"•••••• •••••• ••••••., •••••••••••••••'""•• ""•••••••• ,.,.,. ••••••• .. •n•.-••••• ••••••••••-,•••••••••••••••••• ふ............•••• 臀.........臀..臀....響...臀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..-.... ● •• ・．．．．．．．．．．．．

5 著書・雑誌論文 （著書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピ＿の場合1材顕設されたことが客観的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

......... .......... ............................... .... ........... . ............ •••••••••••h<•••• •• ... m•n•••••••••••«••••••••• .... ••• ••••••• .. ••••••••• •••m• _.,, ... _. ••••-•--•••••• ••••••••••••••••• .. •••'-< ........ <<• _. •••• ........................................ ... ● .... ..,., ...... ●● ・・・・・・・・・・・・..... ........ ............................. , .................................... 

.............. , ................................................... ● ●z●● ● ••••• ......................... ・・・・・・・・・・・--・・・・・・................. ........................ .. ....... ...... ............... . ........................... ............. , ................... .................• .... ... . ........... ·•••••••••••••• ••••••• ● ••• ・・・・・・・・・・・・・・・・・.. -・-・・・・・・・・・・・・・・・---・-・・・・ 

9今......................... .ヽ.......・・・・・・・・ 今................ , •••••••••••••• ● ............ ...... ふ.......ふ・...••••• ••• ・・・・・・"・・ •• •• ..... ● ................................... ,. ... ● .......... ., .................. ・・・・・・.. ., ........................ ・・・・・・・・・・・・・・・・...... 

・・・・・・・........................... , ....................................... 臀臀........尋.,.......... バ・............. ふ......ふ, ....... 響••••••• .. 

,,. .ヽ... . 今............................・・ ・.........今....... .. ・・・・・・・・・・・・・............................................. ・・--・・-・・・・・・・・・・... ... .. .. .. ...... .. ... ・・・・・・・・., . ., ..... •.......... ............... ..... . ... ................... .... ,, ................... , ............. .. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・"・""・... ..... . ......... .. 

................. •• ー→パ・→●』 、.••••• •• ................. .. •••• .~ 臀....・................... 臀→臀.....•• ............ ,. • •• ・・ ・...., • .., ......、................................. ・・・・・・....... •• ふ＋ ・今 9ふ....• 今........ ● ••• ・今今．． .......................................... 臀................................. ... ••• ....... ••• • ••• 

※ホームページ等での公開の（包）否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。



［成果物 8-2] 

6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

.. 臀.. .. 『..... ...... .. .. . ... ● ●● .......... ・......................................... .. ...... ........ . .. ........ ..•...........•..... ........................... .. ........ ................ ........ . .......................... ............ ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. . ........................ ．．．．．． 

........................... •••••••••••••••••••o• ••• •• .. ••••••.,••• •••••••••••••• ........................................ .. ... .. ... ...... 臀. ...... ・....・十●●●●●●●●＋・ ..... .. .............. .. ............... .......... .. . 臀臀.. ... ●→ ● .. ..... .. ... 尋......................_ ... ●● ............ ・・・・・・・・・・・・・ .......... 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

.. .. ..... , ..... ,........ ······"~...... .. ....... ...... ···~··" ........... .. ........ . ............... ●●●●● .. ● . ..... ...... ................ ............. ........ . ....... ..... ●●●● ●●●響..●●＋●響. . ............................................................................................... ................... ●● ..... ● ●● ........... ● ●十●十●●● 十● 十●..... 

臀........ ・・・・・・・・・・・・・・・・・"・・"・・... ・・・・・・・・・・・.. . .................. .. ............. . ... 響..................... ...... ....... ......... ...... ......... ............ .. ... ・・・・・・・・・・............ ●●，.......... ・・・・・・・-・・・..... ●● ............................................................ .... ●響.................... .... ..... .. .. 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09・084

注：課題番号を記入してください。

平成21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 23 4 月 7 日

日本大学総長殿

秋葉正氏名

所属・資格 生産工学部土木工学科・教授

下記のとおり提出いたします。

1 種目 I<==可翌四究（個人研究亡＞／一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

乳化剤を不要とするアスファルト乳剤の簡易製造方法の開発

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

納千野陽琢輔磨，秋葉......正一，加
土木学会第 65回年次学術 験高温の検・高討圧水を用いたアスファルト抽出試 平成22年9月3日

講演会 ....、................ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・.... • .. ・.・... ・.-臀臀臀響・・・・・・・・・・・・ .... ふ．．．

- ・  ● ...................... ヤ●●................. _ ・・・・・・・・・・・・・..-・・・・・.. -・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ヤ臀--・・・・・・-・・・・・・・・・・ -・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

臀●暑.......●今........._ ............................. ,._,., ● ・--・・・・・・-・・・・・・・・ .ヽ......._ ... ● ..... ... ・ヤ●● ..... 今-·········~臀臀........................... ●●●●今... ., ..... ふ-・・・・・・・●●●了・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・-....... ..... ...... _ ............................. ふ．．．．． ・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・・............. _ ................. 
......................... ●．．．．．．．．．．ヤ●●9●●・・-・・・-・ ●●● .... ●● -・・・・・・・ ―・・・・・・・ 臀.....臀▼臀..臀•石下●.... ●●● ... _............... ........... . ...... ._ .............................. -_ . ., ---●●●● ,__ャ................................● ......... ● ........... ●● --------・"・"'.............................................. ● ..... ー..................................... .,. ................. ........... 響...響臀響●響●響.................. .... ....... ●● 

・・--・・・・・・・-・-・"----・・ ••···•••• …... 雫•-m... .. -駅ヤ●●●●…,_................ ・----・・ ・・・-●●●●暑，．．．．．．．．．

・・・・・-・・・・・・・・,・・-・.... 臀...・-・---ヽ・・・-・・--・-●●●●●●●● ●● -●●●●● .. ● ・-● --・・・・・・・--••• —-··•· ●雫----・・・・.. 

5 著書・雑誌論文 灌書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピーの場合因讃艮されたことが客観的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

秋莱正一・加納陽輔
土木学会舗装工学論文集／亜臨界水を用いた環境調

第15巻
平成 22年

土木学会
和型アスファルト抽出試験に関する実験的検討 12月
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

•••一暑曇-響·-●響··--··-·--・ 日.. 善＊＊●●9亨＊＊響・・--...... , .. __ ,.,_,_ロ....,._・,........ 暑--ー·曇—........臀●●—·----" --疇.............---•-• ...... 鳳骨●●_,,,_.,_ •-•••••n賢~・~量..●● -・・・ →●●●● "● ..... 暑・・-・-・・凰.................暑.......................................・-・-・・・・・'・・・'・"'"'●●●●ャ,.__ ,,. 響.........

•一曇"'恥.量..................._, ___幽．．囀駈暑・--・-.. _ .. ・--・-・，.,_暑●●●●●●●●●曇幽_.............. , __ . .,,,_., __・・-・・・-・・・-・ 幽●●● "-・---●●●9ぞ＊・

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

.. , ... _雫暑..暑•••雫_....... _●●● riH ...... ri ... ri●● .-............... _. ___●●●●●←●●●●● ......... 曇..., ........ ___暑●●●●●● ●一•

-●●●, ·•··-、~·•••••---.................. H●●●●● _ .............. -ら"い●●●暑幽~........ - ............ __ ,,., 暑書骨●●●-雫●●，-●●●... ●●●● _ ........... ~............. -.... -,  ........................................... -............ -尋..................................................................●● 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09・085

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 2 3年 4月 1 5日

日 本大学総長殿

氏名

所属・資格

塩川博

生産工学部・教授

下記のとおり提出いたします。

1 種目 I一般附究（個人佃究） ／一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題
ヽ~_/

インドネシア・バリ のサウンドスケープに関する研究

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

•• ............... ... ・・~ ．． '... ··••··•··" 

・・・・・・・・・・・・・・ ふ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ふ●●● ................................................. -●●●●  .............. ・..................・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・... ・・・.............. ● ""● ...... ●● , .. ● , .. ●● ... ●言●言●,, ● """●言●●,.,,, ● ,, .. ,. .. ,. ............................ ~ 臀······~·········

......... ●●●●●言●........................ ● .......... ● ............... ● .. , .... , .... ●● .................. ●● ...... ........................................... ● ........ ●● ......... •~...~ ・.............●● .. ●言●●........... ●言●●●....... ., . ., -・・・・・・・・・............................................................. - ...... ●●●● ...... ●●十●・・・・・・・ ●● .... ● ... ●十●...... ●● .... ● 

.. .. .. .......... .. .... .. .. .. ..................... .. ●ヽ ●● ....... ・・・・・・・・・-・・......... .. ,. ............................................. ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．上・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

.. ..... .... ...... . ................................... 

.. ・・・・・・・"'.. .. .. . .. ....'.. . ....... ······• .. , .......................................................................................... .. . ..................................................................... ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・.... ·······•····•·· ···········•····•····•··......... .............................................. _ 

5 著書・雑誌論文 灌書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピーの場合1討讃伐されたこと力落頓的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

塩川博義
騒音制御／インドネシア・バリ島におけるガム

35巻l 2011/2 
日本騒音制御工学

ランのつなり 会.............................. 

, ..'.,.. ... . ....... ·······•·•···•····•···•··· ・・・・・・・・・・・.. , ..... .,.......... .................... .................................. .. .......................................................................................... '・・・・・・・・・"・....... .... .. ...... •··········............ .... , ............................... _ 
臀•~臀........臀臀尋9臀-尋.....臀,... 尋........、.................................................... 

~........................ 

........ ●● ................ 臀..臀..●9臀十臀..臀＋臀..................... 臀.........臀-・・.................... .. ... .. .... .. .. .... .. .... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .. .. . ............... ●● ............. 

........................................................................................................... ・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・....... ・・・・・・・・................ ・・・・・ 上............上・・・・・・・・・・・・・・・"・'・・・・・"・'・'・'......... .... ・・・・・・・.... ・~ ・.....・~・...● ................... ●言●... ．．． ．． 

＾ 
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

『'"『' ....... .. .......... 

........ ........... 『.,,ふ ... ．．．．．． .. .. ... . .......  ., ..... ,. ................. ● .............. ,...... .. . .. 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真舞台等）

氏名 提出物 内容 数

．．． .. .. .. ふ......・ 『.,. .,,., .. ,.,,.,,,, い ........ ・--・・・.. ...... ..... ● ......... ●● ...... ● ......... ・・・・・.. ●● 

.... ．．．，．． ．．．．． 『..., ........ 『.... ... < << 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-086

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 2 3 4 月 7 日

日本大 公心4
 

殿

氏

所属・

下記のとおり提出いたします。

1 種目 に二般研究（個人研究U/一般研究（共同研究） ／総合研究
注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

放電プラズ マ 中 で の 炭 化 水 素 転 換 に 関する研究

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

4 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発 表 者 名 発表テーマ 発表年月

Masaki Okada, Ryousuke 210th /¥CS International Effect of discharge properties on 2010年 8月
Hattori, Yuu Kuwayama, Meeting conversion of methane using pulsed DC 
Shigeki rurulrnwa, and discharge field 
Toshihiko I―Iiaki ..... .., ...... .. ..... ●'"・....● .. ●ふふ●ヽ●.. ..... ,., ........、.,. ●ヽ●，........~...... , ●● ...... ●● 『... ...... 見臀...ふ..........』...、 ........ ふ........ふ.......... ヽし● ........ ふ●ふ....ふ............ ● ... , ...... ●●●● .................................................... ●』............................~ ふ・・・・・・・・・● ........................................... 上..............""尋.,,,_•••• •••••,. •••• , . ., .., -••••••m••••••••• • ""•••-•"•••••,.••• 

ふふ●..................... •---············· .................. 臀,........... .............. .......... .. ... ..... ふ●＋・・＋・ ・.........ふ......................・・--・-・・・ ・・・・-・・・・・ ●● ................. -・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・..... _●● _,, ..... _ •••••••m-••••••••••••••••••.,., •••""•••••••••••••••-••••••-

・＋ふ..ふふふ.....,-, ............. 會...................................-• ........................... . . .. 見.......................見.. ........ ●● ........... ● ・・・・・・-・・・・ , ... 上.............●● .......................................................................... 會・・・・・・●●●●●●下●●●●-・・ ● ............ .... .. .. -上．．．．．．．．．．上．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．臀...............

............... . ........ -.............................. ~.... .... .. ...... ●7● ... 『.... 見...ド→・...........・..... .. ... ・....● ................ .. . .. ...... ●●●●●T● ····•···••"·· ● .................... ●●9 

5 著書・雑誌論文 （著書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピーの場合I胡網伐されたことが客観的にbかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

...... ・・・・・・-・................●●●●下●●●●▼●●●.... ~................ -●●●，................................ ~臀.... ,.,,.. .. ..,..,,.. .. ,. ....... ● ...... ...... ..... .. ..................... ··········•······················... ● ●● . .,. .、....., ...... .. ... ... ふ．．．． ，上＋ふふ~ . ............ ~ 臀.......................... ... . ................. ·········-·····•············ 

m•• .. ••••rn•• ・＋ ・＋・・→●●● ............. ●＋・・， .... .. .. .. ・・・ ........... ， ．， ．．．，．．，．．．．．．．．．．．．．，會呵............ヽ.................●● .. ・....................... . ....... ._........... ....... ......... . . .... .. ......... ................. ..... .、... .. ··························•···•·..•...•. ................... ふ,....................... -..................... 

ふふ9ふ,, ... , ・•• ............................. ,.rn••••••••••••••••••• .. •• ........... .,.,, ....... ,,.,.,,. 見~~ ~~臀..........., ..... ,,,, . ., .. , ... ・・""',.•••••••••••"""""''"''"•••mn•••n• ● 『9 臀................................................ ., い●......... ● ........ , ................... .. ....... 臀......................... ●ヽ●●暑...............

ふ,,ふふ..••••,,• •• .. • ••••••• .. m•••,,.,, ... ,..,m .. ••••••"• ●●●● ... ,,,,,,. . ............... .... 臀.........や...●● ............ .. "'° ● ........... ● ~. .. ., . .,.. .... . ....... 『........ ・・・・・・・・・・・・・・・................ 9ふ≪ふ............ .. .. ,. .. ふ●ふ,,,ふ,....... '""""""土..., ........ ● ,,,...,..,,..,mmu≪mmnm 

.. .. . ...................................................... ・・........................................、............................................................. .. ........... .. ・・・・・・・・・・・・・・..... ~· ・・・・・・・・・"・"・・・ 

士●ふ●T●●..... ~..................................... ・・・・・・" .. .. .. .. ......... ●十ふ十●..... ● ●● ~・ , .................. .......... ● .. ● ,.... ., .,, .................................... 臀,............. .. ............. , ... ●● ................... ._ ........ 

※ホームページ等での公開の＠・否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

.. .ヽ....臀......................................................... ................ ● 臀臀.... ~. ．~臀臀臀....臀響臀..臀....... ... ...................... .. ... ...... ............... ............ .... .. ....................................................... .... ヽ..・~．~、い．．．．．．．．．．．．．．．．．．~． ............. ...... 臀≫臀下●臀臀下臀臀.... ,. ~.. .... ... 

......... 『...........尋.................● ..... 『....................,,,,, ● ............. - .... .... 臀ー............................................い . . ..................... ●● .... ー・・・ ~................ ― ＂＂ ＂ 臀臀•ヽ.....................~........... ●●臀..~......... . ・....•••••••••••• .. rn••• •••• ・~.... . .......... .,.,, ... ..... ●● .......... .. .. .. .. 臀.....臀臀...~,. 

その他（ビデオ， CD, シナリオ， 舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

·········•""'-'" 『................., ................. ... 臀●臀臀臀臀尋..................』..., .................... ........ ........... ...... ... ,. ... 臀................ .. 臀臀臀.............. ~................................. ・`．．．．．．．．．．．．．．．．．見9 見................見........................ ―, ............. ~...... ,,,,,,, .......................... , .. ,, .. 

••••••••" ., ••mm•••m•••"•• ••••••••••••••••n•• ••••••••••••• .. ••n•" ．．．，．．．．．~．~．．．．．．．．．．．｀．．．．．．｀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．臀..... ・・・・・・・・・・・・・・・・・............ ~ ・・・・・........................ ・・・・・・・・・・・・・・・- ............ ・・・・・・・・・・- .... . .................................................... ・・・・・ ・・・-・・・・・・・.... ・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

該当なし

（外部資金の獲得）

該当なし

（他の研究への発展）

現在，得られた結果をもとにより制御された放電反応場の構築を思考した研究テーマヘと発展させている。

（その他）

該当なし



［別紙様式 8】
課題番号 個 09・087

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 23 12 月 21 日

日本大 総長殿

氏 名 大 紘一

所属・資格 生産工学部 教授

下記のとおり提出いたします。

1 種目 一般研究（個人研究） 一般研究（共同研究） ／総合研究
注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

鉄スクラップの高度リサイクルに関する研究

3 研究組織（共同 研究 ・総 合研 究の み該 当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表した-とがわかるものを添付してください。）

発表テーマ 発表年月

,、.... .. 今今.... .. .. 今... 今... ... . 今..... ●●● .. ... ... 今..●●● ●● ... .... .... 今A●●● ,. .. .. ., ................... ... ・・~..・・・・-・・・・・・・ ....... ・，......................... .. .......... ... .. ・ィ・、 ............... ............. ...... ... ...... ...... ... ...... .... ........ ,. .. ・-● .. . ,._, ...... . ,. .. ,. ..... ............. ,, .... ,, ........... ,, ..... ,.. .. ,, ........ ....... ., ... 今, .... ,,,. ..... .. —士今...... ........ ●●● . ・・・-・・・≪・・ ......... ····• 

, ..... ....... , ... .... ● , . ...... ..、・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ... ..... ●● ・ロ・..........・・・・・ ..... ~-··· ・・・・・-ヽ. ・・・-ヽ. ・・-...... ・-・・・・・・ ・・・-・・.... ・・・・・・・・........... 『,........ . ・........, ................. ●●，. . ................ ●● ............. ● ●●●● .............. ●●●● ......................... ー.......● ●● ..... ...... ・..........バ士●●パ・....................................................... 

·······~···•·-. ●● ・・-・・ ・-・・......... _ ......... ・・・・・...... . .......... ・・-・... ・・-・・..... ... .. ...... ,_ .. ●● -・・ ・・・・・・・・-・・ ・--・・・・-●●●● ・-・・ ・-・・・---・・・・・・ ・・~・・・・・・・・・.. ·~······· ・・・・・・・・・・・・・・・-・・・.. ・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・ ・

,, .... -....... ●●●● ................. ・・・・・・........................... ●● ............. ・-・・・・......................... ヽ...........ヽ..............~... ..... ......... .. .. M _,_,,~ 今今今 ,. ,. 今>,. .. .. M .. , ●● ,. 今今 ,. .. ..... .. ..... .... ........ ........ .... .......... ........ .......... 今........... ●ヽ● . . .... .. ~ ..... ........... ~........ ●●●●● ● ..................... ●●● ● .......................... .. 

, .. ,. .... .,,. .. ,. .... ...... ................. ヽ---, .. ヽヽ......,,, .. ●● .. ● -・・・・・・.... ・,≪ ●● ,. ... ,. .... ●●臀・・・・・・・・・・・-....... ●●● , .. ・・・・・・・・・.. ・・・・"・・・・・・"・・・・・・.. ・・ ●● ●● ....... ●●● ・・・・・・.... ・・・_,.,...... ............ ・-・・・・-・.. .... ....... ・・・・・・・- .. ・・・・・-・.. .. .. .... ....... .... ........ .... .... .. .... ... ..... ...... ..•.. . .......................... ・・~・・--・...... 會 ....... _, ....... ・~●●●●● ,. ········--··············•·-.······-- .......... ・・・・・・・ 

e .. , '、.""臀十ふ..ヽ..._,.. 今.,........ .... ........ パ・，...........................--・・-・ '"・・・・・・-・・・・・・.. ・・・-・・・・・ 『Z●●●●●● 『...........『・・・・・・・・・・.......『.......................... .. ... ●● ●● ..... . ..... ....... ...... .... ・-・・・..-・....... ●●●●● ............. , ....... .. ...... .. ..... .. .... ・・言 .. . ............................ .., ●● ......... -.... ,,., .... ・.......・・-・ 

5 疇饂・抜き刷り等を添付してください。コピーの場合頃鴫されたこと力落観的にわかるものを添付してください。）

・雑誌名／論文名 年月 出版社．• 発行所

日本大学生産工学部研究報告A/
44 平成 2~'1 日本大 生産工

大澤紘一 冷延鋼板のリン酸塩処理性におよぼすトラン

プエレメント
2 l2月 20日 部

... ・・・・・ ・・..., ..... 『.................... ● 『..............● ........... ~···· .... ャ..........,.. .. ., ... 臀＋ 、＋ヽ＋今..... ..... ロィヽ.... ,...,., ,,, ,.., ふ..,, ・_,..,. .. ,, ............... ● . _,, ...... .... .. 「＇●. ..... ...... .... .... ..... ...... .. 『●. ........ .. ., ,. ., .. .ヽ,.,.,,,, ,.., ,., ..... ,,. ~- ....... ,.,. •·----............ .,_.,,,,,,,. ....... 『...................... 

.. , ............ ・・・・---・・・--...••. ,,., .. ・・・・・・・--・........................ ·~............ .,.. .,.. ~... ,.. ,_ ... ,.... ・-.,., ・-・ ~·.. ・-・ ●● ,, ... ・-・.,, ... ・-"・・・・・・...... , ......... , .. ● .... ・...... .... .... . ... ・-・.... ,... . ............... ... 今........・・・・・.... 今..........今..................・-...... ・・-・ ●●● ..... 

................................................................... ,. ............................... ............. " .. .ヽ............. ●●●● .. .ヽ........・・，............ヽ.........●● .... ●● ... ●● .ヽ....... ●● ~••····.. ・・ ....... .... ● .... 一_,... ...... -... .. ●●● .. ●十●● ●● ・-・・・ ......... ... ・-・.. ・・・・・・・.. ...... ... . ... ... ~ ・,.、......, .....、............... ・,... , .............. —........ ・・・・・・・・""・・・・................................. 

.... ● ・-・・...... -., ........... , ................................... , ......、．．．．．，．．．、．． .... ,. .. ●● ~.....、,．，．．，．．，、.., ... ,. .. ~ ● .............. ●●●● ...... ●●●●』....................●● ・・・・-・・・............... , ..................... .. ............................... 臀......... .. ... 今... 今....... ・今 .. . 今.... ”今今ヤ●●...... ●臀＋・・ ・...... ・......._, ........... ●●●●● ............. .. 

............... ●●● ● ....... ・............●●●● ... ●●●●F●●●●● ... ●●●● ........................... ●●● ● ・・・・・・--『●『.....................................・...............,..... ... .................... ....... ... ...... .. ... .. .... ... ..... ---・・・... ~···..... ,.. . ......... ··•···· ・・・・・・・---・ . .. ..... . .. ・・-・・・・・・・・.......... 

..............................'バ.......今，................● ........ ハ ・...............-... ・・・・・・-・・・・・・・・・・・--・・・・・・・ .ヽ---・・・・・ .ヽ...........................-........... ●●●●● ................................................ りて今，．^今....今，...今....い，......................... .,. ●今'"'今..................... .... ●ヽ....................... -・.................. "~・・................ .,. 今.................................. 

※ホームページ等での公開の（包）否） いずれかを0で囲んでください。否の場合ば理由書を添付して下さい。



［成果物 8-2] 

6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

●● ,_ ..... ・・・-・ ・--・・・・-・ ●●ふ•• ••••••m•m• 尋. ... . .. ,. ...................... ・-・・・・・・・・・・-・. 上...・・-・ ...... ・--臀................................................................................................ヽ●................................................................、................................................................. 上...........●ふ............●●ヤ●●●,, ........ ●●●9● .. ● ........ ー..●● ............................................ 

・＋・・-『ヽ......,. ............... ふ---・-●土●●● ●●『 ................... ~ ・-・ ・，................ .. .... ... ● ●● _ .... ← . ...... ● ........ ● ●● ... ........... ・・・・・・・・・・・................ _,. ●●● .ヽ............ ●● ....... ....... ● ... ............ ・・・・・・・・・-・・................ ●●● ............... ● .. ，ヽ．．．，． ．． .. ーヽ............................. ....................... ...... .... .......... ...... ... ........... ...... .... .......... .......... ... .. 

その他（ビデオ， CD, シナリオ， 舞台等）

氏名 提出物 内容 数

....................................... ●ヽ.........・・・・・・・-・・--・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ............ _ ................................ -.................. ●ふ●●●. ・-・,.................................................... ····················-••«••··、. .... .. ...... .... .... .... .......... . ..... ・-・・...... -・・..... ..... .. ... ・-・・ ・-・ ・---・.... . .. ,. ... .., ... ●●● ●●→ ●● .. ●●●● ,..、..........、.................●●●●●●● ............ 

......... .,. ・・・・・・・・・・・・ ........................ ●下●● .... ・・＋・..............................● ..... ・・・・・・・・・・・・・・・・・.....................、●............. ● ..................... , ....................................... 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-088

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 2 3年 4月 14日

日本 大 総 長殿

氏 名 細川利典

所属・資格生産工学部数理情報工学科教授

下記のとおり提出いたします。

1 種目 I~ 般研究（個人研究）） I 一般研究（共同研究） ／ 総 合 研 究
注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

システム LSIの高品質テスト生成に関する研究

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表した-とがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

Toshinori Hosokawa, International Symposium A Test Pattern Matching Method on BAST 2010年 10月 28日
Yun Chen, etal. on Communications and Architecture Using Don't Care 

Information Technologies Identification for Random Pattern 

Resistant Faults 

陳賛，細川利典，吉村正 電子情報通信学会 DC研究 ランダムパターンレジスタント故障検出 2010年 6月 25日
義 ,6.. 用ドントケア抽出を用いた BASTアーキテ云

クチャにおけるテストパターンマッチン
グ法

..•.• 湯本仁.高....，..... 細川.利、.典....、...，..吉••••••• 電子情報通信..学........会........D...C..研究 遷移故...障テ...ス........ト圧縮指...........向制.. 御.......... ポ.イ..ント.... 挿
2010年 2月 日

村正義 ム 入法云
若........園大...... 洋...，細...... 川...利典....，吉• ヽ• .ヽ. 電子情．．．．．報．．通．．．．信学会． DC研．究．． ... テスト圧縮....指向ドン....ト.......ケ..ア.. 抽....出....法• .. 20...、.. 09年....12.. .. 月 4..日.. 

村正義...• 曹. . 曹..曹. 会•••••••• 臀臀................- ・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・...... •••• ••••••••••••••• --~ .ヽ............._ ..................... .. ● .. ••••••••m• .. -••••••-• .. •••••••••urn••••• 

・・・・-.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .................................. ............... 臀臀..................臀臀・・・-・・・・臀....臀臀................................................ - ...... .. •m•••••••••••••••••••-•••••••••••••~•••• 

5 著書・雑誌論文 灌書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピ-<J)場合I井顕設されたこと力落頓的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

................ ヽ..'今,••••••••• ●●● ・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・................... ...............................................................•.. .......•... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・............. ··•··•····•·•······•·· .. ・・・・・・・・・・・・・・・・............ ••• ● ., •••••••••••••••m• .,,,. ••••••••••••••• ..... 今●＋・.............................................................. 

......................... .,... .. ...•....•. . ................ ••• '今今............今.• 今.......●' ••• ••••••••••• •• ・., 今•••••••••••••••• ● , ., , ............. •• ・.....•• ......................... -.................. ....... - •••• ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ................... ・．．．．．．．．．．．．．．． .................................................. .. ・・・・・・・・・・・・・・・・....... 

................. ●ヽ，...、・・・・・・.., ● ............ ........ ・・・・・・・........ ................................................................................................................................... ................ ...... .. .. . ................ ..................................... ..... . ................................. .......... ,. .... ....•... . ................. 

.... ,....... ... .. 
.. .... ふ..ふふ.. .. ・····••«••··・・・・・・・・・--"・・・・・ •• ............................................................................................... ●● •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ●●● ••• ......... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ , ......... ·••····•·· .... .. .. , ... , .. , ....... ........... .... ..•..... . ... 

...... ·••>•• ....... ,. , •••••• ,.... ,., ............. ● ., •• 今.....臀ヽ •• ヽ 9今........, .. ••• 今......... • ... •••••••••• •••••••••••••••• ヽ.........●'.......... ,. ••• ●』........●● ................... .... ......... • ••••••• ●● •• ● ●→ ●→ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ......................................................................... 

※ホームページ等での公開の Cり・否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。



［成果物 8-2] 

6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・-........................................................... ... ● ................................................................... 響............. ................... ... ... .. ................ ........... . ............ .. ............................................ ・-・・・・・・・.. ・・・・・・・・・................................ 

............ 臀響臀臀臀..................... ●言●.................. ..... ....................... ...................... .. .........、...... .... ... ............ .... ........... .... ...... .. .... ...... .. ... .. ... . .. ・・・・・・・....... ● ................................. ● ........................... .. ............................. ●● ... .. ................................................................................. 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真舞台等）

氏名 提出物 内容 数

.. _ ............................ _ ............... ••••••••• •••••••••••••--• HH•••••----••• ••-•••••••••••••••••••••••••••••••••--••••--•• OH ... , •••••• ••••••••••••••• ••••• •• ..................................... - .................................................................... .. ~臀臀臀............. , ..... 臀臀臀暑... ...... ............................. .......... ... 

臀--・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・..................................................................... - .................................................. ,., .. .......................................................................... _ ....................... - .. .. -・・・・・・・・・・・・・......................... _ ............................ 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

特になし

（外部資金の獲得）

特になし

（他の研究への発展）

システム LS Iの高品質テスト生成に関する研究は，製造テストのためのテストパターンの生成、テスト容

易化設計、テストデータ圧縮に関するものであったが、これらの技術を発展させて、システム LSIが組み込

まれているデジタル情報機器のフィールドテストに関する研究や製造テスト後に不良品と判定されたシステ

ム LSIの欠陥個所を推定する故障診断技術に発展させ、現在これらの研究に取り組んでいる。電子情報通信

学会におけるディペンダプルコンピューティング研究会において発表を行っている。

（その他）

特になし



課題番号 個09°089

【別紙様式 8】

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 23 年 4 月 10 日

日 本大学総長殿

氏 名 南 i
生彦工棺部

所属・資格 教養・基礎科学系

下記のとおり提出いたします。

宏明

麟

1 種目 IE般研究（個人研兌 ／一般研究（共同研究） ／総合研究
I注：該当する種目を文囲んでください。

2 研究課題

新規な環境調和型材料による重金属類の濃縮分離に関する研究

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

南澤宏明他
第43回日本大学生産工学 ポリウレタンフォームを用いた六価クロ

2010年12月
部学術講演会 ムの予備濃縮に関する研究

上●・・・・・・・・...... ~...................... -............. _., ........... ●● ........ ..... 臀..臀響........................................ _ _  ..... ●●十●●● ....... _ ......................................... -...... ●~~．．~~~・····-········..・--・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・ ........................... •-···-・~

南澤宏明他
第43回日本大学生産工学 塩酸処理ポリウレタンフォーム(HCl- 2010年12月

部学術講演会 PUF)に関する研究
..................... - ......................、...........................・・・・・・・・・・・ 臀-・・・・・・・・・・・-・、...............- ....... ...... ・-・・-・・・・・・・ 尋............................--口............................................... 響~~~~…..●●● .................. - .... -

Determination of trace cerium in water 
南澤宏明他 PACIFICHEM2010 samples by ICP-AES after solid phase 2010年12月

extraction on chrlating fibrous sorbent 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・.. ・・.................... - ................ ....... ー―....................... ..... ・-・・----・・---.... - ..... ●言ー...................... ............................................................................. ・・・・・-------------・・・-----・・・・・・・・・・・・--・・・・・ ..... ー••••••••••••••••••rn••••••••••• "''"'"""'"••••• .. ••• ......... ~ ••••• •••• .. •••••• 

南澤宏明他 分離技術会年会2010
キレート繊維を用いる水試料中の微量 Sb

2010年6月
および CeのICP-AES

--------見臀暑臀...............................ヽ・ -・・・--••••• ・・・・・-.. --・-・・・----・--・・・・・・・ -響ーー・・・-・・・・・・・・・・.. ., ・・・・-・・--..... 幽.........................-... ●言ー・—................ ...... ●●響_............. 響●●響●響響......臀........................... - -............................... ................... .................................................... _ 
Solid Phase Extraction of Chromium0/I) 

南澤宏明他 PITTCON2010 from Aqueous Solutions by Polyuretan 2010年3月
Form晒 atedwith Hydrochloric Acid 

・・・・・・・・・-・・・・・・・・・...............、．．．．．、.............................● .. ●●言●●●●.... ●● ............ .. ............................................................................................................ ・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・.. ・・・・・.. ・・・.... -●  ·········-ヽ·······--···········•-,··· ......................... •-•·-········· 響......

廃棄系バイオマスを用いた機能性材料の
南澤宏明他 日本化学会第90春季年会 開発（リン酸カルシウム誘導体の合成と 2010年3月

機能化）
.............................. 響......................................_●●●● ●●● ...................................... ● ・・・・・・ ●●●●言●●●●●.......................................................... ~...... 臀・・・・・・・・・・・・・・・..................、....................バ_.,........................................................ ・・・・・・・・・・・・・・............ ~-·-•• ........................ ー...

第42回日本大学生産工学
塩酸処理ポリウレタンフォーム(HCl-

南澤宏明他
部学術講演会

PUF)を用いた環境試料中六価クロムの定 2009年12月
量に関する研究

... ...... ....... ・・.......● ...... ....... ............ 響............臀臀.......... .... ー十●●......... ........................ _ .................................................................. ＋●, .......................................................... ~............................................................................ ・.........・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・.. ・・・・・・・....................... 

................. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.... ●，.. ●'... ● ....... ・・・・・・・・ ●● ・・・・・・---・・・・ ................... ● ...... ● •—•• ・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・----・...... ・・・・・・・・・・ ●● ........ ● ・・・・・・・・・・・・・・・ ● ... .................................. _ ............................................................................................................................... ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 



5 著書・雑誌論文 （著書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピーの場合は掲載されたことが客観的にわかるものを添付してく
ださい。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

南澤宏明他
分析化学／塩酸処理ポリウレタンフォームを Vol.59, 2010年

日本分析化学会用いるクロム(VI)の固相抽出 No.12 12月
＋臀......................●臀-・・・・・・・・・・..・・・・・・・・・・・・・・・・............ ••--~••••••••••••H•••••--••H••••••••n••nH•••••••••• .. •••n•H••••••••••••••••••••••••• 臀~臀•••rn••••••m•••-••••... ... ................................. ....................、・・・・・・・・・..·-·•-.. 

日本大学生産工学部研究報告A(理工系）／キレ
Vol.43, 2010年 日本大学生産工学

南澤宏明他 ート繊維 GRYを用いた微量アンチモンの
No.2 12月 部

ICP-AES 
.......................... ,-.................... .. ............................. -........ - ........ ●● -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・....................... _ .. ... 臀...............、........................ ......... 臀響............................. .... .. ........ _,.,  .................................................. 

.......... ....................................................... .. ......................... ...................... - ................................................................................................. 臀臀響臀臀............ ... .... 臀臀臀..臀＋臀響....... ............................................. ..................... ,, ●● ,.,, ・，.......................................................

........................................................ _ ........... _.,  暑●~，．暑●●●●................................... - .......................... - ............ ....... .. ........................... .. ................................................ ......................... ......................... . ................. ... 
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-090

注：課題番号を記入してください。

平成21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 23 5月 12日

日本大 総 長 殿

氏 名 影國義

所属・資格 工学部・准教授

下記のとおり提出いたします。

I 種目 I I一般研究（個人研究）11一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

ウォータージェットによる高速度キャビテーション気泡流の数値解析法の確立

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

影國義
キャビテーションに関するシ 圧縮性混合流手法による高速キャビテーショ

2010.11 
.......... ．． 

ンポジウム（第 15回）,, ン噴流の数値シミュレーション •••••••• 

・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・- ..... 臀..............● ............. ••··-······.. ,・,・・・・・・・・・・・・・・・・・ -・・・・・・ 

・・・・・・・・-・・--・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●●Z●●z●●● ・・・・・--・・・・・・・ ふ..・..ふ十ヽ十●＋ふふ..ふ....● • •••••• ふ...●●●●十●十●●●●十●●●●●●●●••• - •••••••••-•••••••••••••u••••••••• ・・・・・・・・・・-・・................................................. -・-・・・・・・・・ ........... .. ・・・・・・・・・・・・ 

·········-·•·"····••«•••«« ●●●●士●●........... .......... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ·········•-············•···....... 見臀.........●● ......... .. - -・・・・・・・・--・・・・・・・・・・・・"・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・.............................................. - ............. ふ............-● ...... ●十●●十●十●十●十●●•• ●十●●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 臀...............● ...... ●● ..................... _ •• , ••• ● - 十●●十●●●-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・... ● 暑..... ．．． 

・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・- ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． -·········~········ 

5 著書・雑誌論文 溶書・雑誌・抜き刷り等を；祝寸してください。コピー⑪駆与l討易載されたことが客観的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

G. Peng, S. Fujikawa, 
Water Jetting Technology for LO HAS/ Numerical 

Int.Academic 
and S. Shimizu 

Simulation of Turbulent Cavitating Water Jets 2009.11 
Printing Co. Ltd 

Issued from a Submerged Orifice Nozzle 
...... ・・・・・・・・・・・・ 

臀, •••••••••••••••uu•• •• •••""•••••••••.,•••• •••• •• • ....... ・....-···-·····························"··········•.-•········· ........ ●● -・・・ ●＋●十●•• ● ● •• ···························•·•.• ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・.. ................... ... ・＋・.......● ... ●言

・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・.......... .. ··········~·······················-····· ・・・・・・・・- ......... - ・ ・ ・ ・ ・ --・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..... ●● -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ............................................................................................ - .. .~.~.~ ・..● .... ●●言●.... .. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ ........•... ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．，．．．．．．．．．．． 

※ホームページ等での公開の（⑲)・否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。



［成果物 8-2] 

6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・- ••••••••••••••rn-••••••.,••••••• ・・・・・-臀...................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・ ．． 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・ -・・・・・・・・・ .... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・ .... ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
メ々

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数

・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・ ···································-~ ・・・・-・・・・・・・・・・・ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・ 臀臀-.......... ••••••• •• • , •• ・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・ .. ... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・- ・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・ 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

科学研究費補助金（基盤研究 (C), 22560177), 平成 22年度~24年度

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-091

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 23 年 4 月 1 8 日

日本大学総長殿

氏 名児玉大輔

所 属 ・ 資 格 工 学 部 ・ 准 教 授

下記のとおり提出いたします。

1 種目 I I一般研究（個人研究）11一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

イオン液体のガス吸収特性の解明と応用

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

Daisuke Kodama PPEPPD 2010 Solubility of Carbon Dioxide in G3.1ly5 mK es 
and Saturated Liquid Density at 313 

2010年 5月 20日

...~ ．．．．．．．．．．．．．．．“．．．．．い・---・・··········•···················•-·""··"-臀｀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． .. _. ● --・・・・・・・・・・・・・・-.. ,., ...... ,.,., ●●●●●●● "●, -·---·····~ ●●●9●● "●●●●● ------ぞ-- ............................'"'●● "鳳.,.. ●● ....... 

児玉大輔 分離技術会年会 2010 体積可変溶酸解化度炭測定装収置特作製とグライ
ム類のニイ 素吸 性

2010年 6月 3日

・・・・・・・・・-・・・・・-・・・・・・・・・・-響● - ................................................. ●●● 

児玉大輔 第ポ 31回日本熱物性シン 溶解度測定装置作製とグライムの
2010年 11月 19日

ジウム CO2吸収特性
臀-幽●←幽,_,.. ,. いい._. .,_ ................... _● -・・・・・・・・・ _ ........... ,.,_ ............. ●● ........... ●●● ....... ● , _____ ,.,._●●臀●●臀

_ ....... _.,,._,,.,, ●● _.,._. ナ・-・ ............. 暑●暑....暑暑●●●暑●~●暑●●●●暑~暑暑奮臀暑←暑暑←暑●●蒼暑暑暑暑暑●●暑●暑暑暑暑●幽●●幽●蒼●●幽幽●●ぃ...................................................●●● ........... - ................. ● ... ●9●●9 _ ........ _ ......................... ●●響..

........ , ................... _● ......... ● .. ● .... ●●●● .. ●●●●9● .. ● ... ●●●●● ......................... _ ~--· 噸-曇●●●_ .................... 曇................_雫9●...... 

5 著書・雑誌論文 咽書・雑誌・抜き刷り等を涸寸してください。コピー⑪翫全1討易載されたことが客観的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

Daisuke Kodama et al. 
Fluid Phase Equilibria / Density, viscosity, 

302・1-2 
2011年 3

Elsevier 
and solubility of carbon dioxide in glymes 月

臀・-・・・・・・・・・・・・ ・・・・-・・・・・・・ ....................... ・・・・・・・・・・・............... ・・-・・・・・・.. ・・・・・・・.. ・・・・・・・.. ・・・・・・.. ・.. ・・・・・・.. -・.. ・・ ．．，．，．，．，．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． -・・・・・・ .. .... .. ・・・・・・ 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ... 今 .. .......... .. .. ・・・・・・・・・・・・・・・... ・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ．． ．． ・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-

······~-·-· ・・・・・・・・・・.. ・-・・・.... .............. .~.~.............................................................................................. .~ ・＋・........● .... ● - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・- ．．．．． 

............ ~........................................ _ . .,., ・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・-・・-・・・・・・・・・・・・・・.... ・・・・・・・・・-.... ....... ··································•····• •.•..•.......•...•.•.•. ● ● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-

．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 臀............・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・............... ..... ··•·• ・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 曹^^曹 -・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・ 

※ホームページ等での公開の（団・否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

・・・・-●●●  ....................... _ .. ●● ●● ● ....... _ ................................ - ................................. .....--.. .. -・  ●, .... _HHHHOHH-•o> .. HO<OOOOOOOOOOOO .. H-·•••• 

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・ - ........ - ................................................................................... - ................... .................... - ............. - ............... ___ 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

_ ................................................... 幽●●●● .............. - .. - ................ ._ .................. ... ......... - .... , .... _ ........ ,_  .... , ............ 

.................. ●●9●● .. ● _ ,.,  .................、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ................................... _ .. - ...... - - - ●  _ ........ 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

・JSPS平成 22年度科学研究費補助金基盤研究(C)

「イオン液体の温室効果ガス吸収特性解明と応用」

・JST研究成果最適展開支援事業フィージビリティスタディ【FS】ステージ探索タイプ

「イオン液体の二酸化炭素吸収特性及び輸送特性の解明」

・JSPS最先端・次世代研究支援開発プログラム

「イオン液体を利用した二酸化炭素物理吸収プロセスの構築」

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個09-092

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 2 3 3 月 18 日

日本大 公心脊 殿

氏名

所属・資格

岩 田幸

歯学部・教授

下記のとおり提出いたします。

1 種目 Ir-、呼研究（個人研究} y 一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

下歯槽神経損傷後に発症する異常疼痛に対するMAPキナーゼの関与

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

........................................... ,-.. ・---・・-・ い・・・-・・・・曇●●~．~．．．．~．．．．．暑●●●●

•.•• _,.., 骨口●●●●~•一.....- ...... 暑』●●● ●●●● ........ _幽..... -...... 臀••臀. ・-・ .. 

5 著書・雑誌論文 灌書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピーの場合ば躙伐されたことが客観的l::tっかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

M MiyK amToa to, Y fovolvement of GluR2 and GluR3 subunit 
Tsuboi, akamiyM a, 

C-termini in the d trCigle-mC inal spinal 
R L. M HuSghainniord , subnucleus caudahs an 2 neurons m 491 (1) 2011年3月 Elsevier 
Kondo, a, Y trigeminal neuropathic pain. Neurosci Lett 
Oi and K Iwata. 

．． 

．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．~~~~● 9●●●口....● ...... ●臀~・---··-·····…---●暑.............● 

............................................ ●●●●●●●●●●●●言●●................... ● -・・・・・・-・・ ●●●●●● ............ 尋-·····•··········-·······曇●●-・_... ,_ ... .. ←●●暑..暑...暑..................●● .................... _,.,, ... ............. .. 内今

....................... 今............................._. ... 臀.....●●●● .......................................... ●●●●●●●⇔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．見........................._ ..... 

※ホームページ等での公開の<R・ 否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は．理由書を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・-....... 噌．．．．．．．．．．~●●●●暑暑~● 暑暑•ロ・-・臀臀臀臀・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ••• 臀臀臀臀臀.................................... .. •••••••••• 臀•~ 臀臀~臀 9臀~-·········●● .... ・-----●__ ,.,. 

．．．．噌--・・・・・・・・・・・・・・・・

その他（ビデオ， CD, シナリオ， 舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

・・-・・・・・・・ ●● ... ●胃●●●.... 幽幽・・-・幽●●~····-········ 口............. 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

なし

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

本研究では下歯槽神経切断モデルラットを用いて、 pERK発現に対して活性型アストロサイトが関与する

ことを明らかにした。本研究結果を踏まえて、頚神経モデルを作成し、同様の研究を行い、頚神経切断によ

って引き起こされる、痛覚過敏に対しても、アストロサイトが関与することが明らかになった。本研究結果

は2011発行の MolPain (IF 4.19)に掲載された。

（その他）



【別紙様式 8】

I 課題番号 1什忌09-0931
注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 23年 4月 1日

日本大学総長殿

氏 名 川 旦

所属・資格 歯学部・助教

下記のとおり提出いたします。

1 種目に噂研究（個人研究2>I 一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

骨芽細胞による骨形成と破骨細胞の分化に及ぼす血中コレステロール成分の影響の解明

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ、 発表年月

飯田隆文，川戸貴行， 口腔衛生関東地方研究会 酪酸は骨芽細胞のシクロオキシゲナーゼ 平成 22年 3月
他 5名 総会・学術大会

発酪現酸ぱと・・・・・・・・・骨・P・・・・G芽E公細産胞生のを.....促C....O....進X..-..す1おるよ。• び....COX.. -2・・・・発・・・・現•.•..•. 飯.....田.....隆..文，..田中.秀...樹， .....第.• 132・・・回・・・・・・・・日・・・・・・本・・・・・・歯・・科・・・・・・・・・保・・・・・存学.会....、..... ..平、........成.22... 年 5月.. ......... 

他 6名 2010年度春季学術大会 増加を介して PGE芸産生を促進する。 ．．． 
....... ........... Ka .. w.  ato T, 他.. .. .. ............. 臀●臀●臀●臀臀臀臀臀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．` 平.成...•. 22年・・6・・・ 月 ．．．． 
Iida T, 6 88th General Session & Butyric acid induces Coxs and PGE2 
名 Exhibition of IADR p酪ro酸duはct骨・・・・・i・・・・o・芽n細in胞RのOS分I7 化/2を.8 抑....c..制...e.....ll.しs.P. G..E....2.....産....生．飯．．．．．．．．．田．．．．隆．文．．．，田．＂．中．秀．樹．＂．．．． ， .. 会第・5総9.........会• 回....日本....口腔衛.......生..学 ...• 平成 22・・・年・・・・・・・・10月.. 曹.... .... 

他 7名 を促進する。 ......................... - ........................... 

・・・・・・-・.... 9今，．．~・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・................................_ .•.•. _ .. , .............•.............. ·················•··•·•. . .•..••.•.•... ●十●●・・・・・・・・-

................................... .• ·•··•·•·•···················· ●十●●...........•... ● ........ ..... .... ヽ....................・・・・・・・・...................................................... ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ................................................................................ 

5 著書・雑誌論文 澤書・雑誌・抜き刷り等を涸寸してください。コピーの場合1討易載されたことが客観的にわかるものを；甜寸してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

Iida T, Kawato T, Archives of Oral Biology/ Sodium butnate 56巻，
他 6名 induces the production of cyclooxygenases 7 20 I I年2月 Elsevier 

and prostaglandin E2 in ROS17/2. 8 cells 6 78-686 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ·•·•·············.... ...................... .. ・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ................. •········ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・ ・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ふ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

.~........................................ ., ・・・・・・・・・・・・・・・ .............. ......................... .. .... . ....... ················.•..••• . ..... ·•·········· ..... ···········•••••••••·•··················•••• ....... .. .... . .... ．． ・・・・・・・・・・-・ 

・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .. ., ......... .. ・・・・・・・・・・・・・・・・・--・ ●＋● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●●●●●● .............. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・"・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ... .. .. ...... . .... ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・..... ···············•·•·•••·........ 

．． ・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・ ................ •.. ●● .......................... ・・....● ● ... .... .. .. ・・・・・・・・・・・.. ·•·•············· ●●，．，．．．．．．．．．．．．．．． .. ・・・・・・・・・・・・・・・・........... ．．． ... ● -・・・・・・・ ● ● ..•.•...... ..................... ●，................. • ..... ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. 

・・・・・・ ............................. . ..... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.... . .. ・・・・・・・・・・・・・---・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・・・ ．．．．．． .. ...... ・・・・・・・・・・・ ... .. .... 曹 ．．． .... 

················""'"'''''''••·· ・・・--・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・-・・・・ ··················-~·~·············-···············........... ・・・・・・.......... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...... . ........ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.................. 

※ホームページ等での公開の巳〕否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

·······~············ ・-・----・・・・・・・・・・・ ·•······ ● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-......... _ ・ ・--⇔●●●  - - ・ ・ ・・-・・・・・・・・..  ・.. - -..•.•.....•. ••····-························· ・・-・・・・--・・・・・・・・・・・・・--................. _ ._  ...................... ・し

・・-・ で...........-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・.... ・・・・-・・・ .... ........ .................. -・・ -・・・・・・・・-........................ _ ............. _ ............. --•········... .. ・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・-・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・-・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・............_ 

その他（ビデオ， CD, シナリオ， 舞台等）

氏名 提出物 内 合六 数量

・・・・・・・・・・-・・・・・・・・-・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・..... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・.. ・・............... 
--・・・・・・・・-・・・・・  → - ---・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・ -・・・・・・・・・・・・・・---、-.•• ・-・ 

- --・・-・・・・-・・・・-⇔  . ーヽ●●●●-•-••• •••••••• •••••-•-• •• •--••••••• ••••••••••m••• •-•• •••~• ●●●●, ......•.....• -・・・・・・、........••••••••• ...... _ ..... - -... - ................................ ・--・・・・・.. ・・・・・-・・ ................ ャ.,...... 曇 _......................... _ ●●●  

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-094

注：課題番号を記入してください。

平成21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 24年 1 2月 2 5日

日本大学総長殿

津田啓方 嬌氏名

所属・資格 歯学部・助教

下記のとおり提出いたします。

1 種目~般研究（個人研究D 一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

歯周病細菌病原因子である酪酸の産生とその調節に関与する遺伝子の同定

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

,,_,"',mM .. MM●● 9 ●●一， .. ~ 量●●____ ,, .. ,. 曇•曇量．．．．．．．．．曇●● 三●●●●—--·-·一-噌噸"

0 Hm_.,., "•-•• → 0 HHOHH噌..................曇.........................

5 著書・雑誌論文 嘩書・編忠·抜き刷り等を添付してください。コピー~部渫載されたこと力落覗的l=t功ヽるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社• 発行所

Yoshikazu Mikami, Journal of Pharmacological Sciences Vol. 117 
The Japanese 

Naoto Suzuki, Tornihisa Baci tracin Upregulates mbrAB Transcription (20ll) 2011年 10
Pharmacological 

Takahashi, Kichibee via mbrClJ to Confer Baci tracin Resistance in No. 3 P 月

Otsuka, Hi romasa Tsuda Streptococcus mutans 204-207 
Society 

.... . —-·-· 一----一-・ ·-•· —-曇警讐●●●●●●-............ -...... --心-・・・-・・・・・・-・・・・噌........_ .. ,_.,., .............. —•-......... -................... ー.................................. ---・・  尋•＊ 幽・-→・--・-・ 

............. __・己●●●●●●ぃ・・-暑--- ・・・・・-・・ ●●●●●●●●● _.,_. _______ ... --.. …・-. . 噌噸...-.. -......... -----・・・・・・・・ ....... --・.. ・・--.. --_, .  噌··············-·•······-

......... _ .. ____●●●●●, -················-·•-···-•••• -M•••••• 一·•·····---
．．．．．．．．．．．．．．．．．．＂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ................ _, -・・・・-・ 一・・-・・・・・........_ .. _.,_ .............. ,_  ............... 

.'  



［成果物 8-2] 

6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

.... .. 噌•••一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．疇..●●配雪●●●●●●●●●●●●●● .ヽ....雫讐ニ●●●●●一·-'•"、 ..... ... _ ．雫量.....響響臀響響~響..........幽...._, ...... ............... 會...蝙 -・--・・・・・・-・・・・・・-・・-・・----・・・---・・  •• ・ ・ - ・  曇●●●............. -.. ........ ... .... _・~．．． ．．．．．．．．．．．．．．疇噌--・・・・ 

．．．．．．．．．．．．．疇·······-·-曇-讐．．．．＂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．噌•一..........._ .. 
!•. 

' 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

・・・-・・・-・・--・・ 幽●●-●●い・H・←暑．．．．．．．．．曇・---・—·-••• OHHHH "' HooH⇔●曇＊●●●●●＿． ．．．．＂曇←暑---・・・---・・・・・---・ —••一--,.. -.................. 曇．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．—..雫-・・・・・・・・・・・・・・・ヨ，．→・・・・----・・ -・-一........ 曇．．．．．．．．．．．．．．＊噌“・曇...曇量．．．．．．．．．＂．．．．．．．．．．．．“．．．．．．．．．

I .. -•-ー-··―-一—-·一・・-・-・-・一.......-... -・-・・.. _ .. 一_.. ,_….... ----··•·· 一-

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

［文部科学省科学研究費補助金］

若手研究 (B)、津田啓方（日本大学歯学部）、

ヒストンアセチル化調節食品成分による歯周炎骨破壊予防法の開発、

4,160千円（直接経費： 3,200千円，間接経費： 960千円）、

平成 21年,--...,22年度

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】

＊課題番号［恥 09-095

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 23年 3月 31日

日本大学総長殿

氏名

所属・資格

會田有希子

歯学部・助教
冨

下記のとおり提出いたします。

1 種目 I~研究（個人研究VI一般研究（共同研究） ／ 総 合 研 究 I注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

ヒト正常軟骨細胞の細胞外マトリックス成分の合成に及ぼす IL-17の影響

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り．発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

谷川志保子，會田有希子 第 62回日本大学歯学会総 IL -1 7Fは軟骨細胞による軟骨基質タン 2010年・ 5月
他 6名 会・学術大会 パク代謝を分解系に傾ける．
谷川志保子，會田有希子 19回硬組織再生生物学会 IL-17Fは軟骨細胞によるコフゲナーゼお 2010年・ 9月
他 5名 学術大会・総会 よびストロムライシンの産生を促進する．

I 

5 著書・雑誌論文 灌書・雑誌・抜き刷り等を甜寸してください。コピーの場合I井鵠註れたこと力喀硼的r:::tっかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

Cytokine ／ Interleukin-17F stimulates 
cartilage degradation by increasing the 

S. Tanigawa, Y. Aida, 
expression of collagenases and 

T. Kawato他 6名
stromelysin-1 and by decreasing the 投稿中
expression of their inhibitors and 
extracellular matrix components in 
chondrocytes. 

-・I ＇ 

※ホームページ等での公開の(@)・ 否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は．理由書を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

なし
・-

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

なし
・-

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

なし

（外部資金の獲得）

なし

（他の研究への発展）

本研究は，軟骨細胞を Interleukin(IL) -17Fで刺激することにより，軟骨細胞の動態がどのように変化す

るのかを細胞および分子生物学的に明らかにすることを目的とした．軟骨細胞には，ヒト正常軟骨細胞を用

い，軟骨基質を構成する主な線維成分である typeII collagen, 非線維成分の aggrecancoreおよび link
protein, 基質の分解とその調節を担う matrixmetalloproteinases<MMPs), tissue inhibitor of matrix 
metalloproteinase (TIMPs) , 骨吸収促進因子である prostagrandinE2 <PGE2)や律速酵素である

cyclooxygenase (COX)-I, 2の遺伝子発現を real-timePCR法で，タンパク発現を ELISA法にて調べた．ま

た， COX-2の特異的阻害剤である NS398を刺激し， IL-17Fによって増加した PG恥の影響を調べた．その

結果， IL・17FがMMP-1,・3および・13の発現を増加させ， TIMP-2,・4, type II collagen, aggrecan core 
およびlinkproteinの発現を減少させることによって軟骨破壊が促進することが示唆された．また， aggrecan
core, link protein, およびTIMP-4が軟骨細胞における PG恥のオートクリン作用に関与していることが示

唆された．

今後は本研究を基に， macrophagecolony-stimulating factorやosteoprotegerinなどの軟骨・骨破壊とそ

の調節に関与する因子の発現を調べ，軟骨破壊から骨破壊への病態の推移の一端を細胞および分子生物学的

に解明する．

（その他）

なし



【別紙様式 8】
＊課題番号 個 09・096

注：課題番号を記入してください。

平成21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 23年 2月 10 日

日本大学総長殿

氏 名 池田弘子 三
所属・資格 歯学部・助教

下記のとおり提出いたします。

1 種目に可好Jf究（個人研究:DI一般研究（共同研究） ／総合研究 1注該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

口腔ジスキネジア発症におけるドパミン神経機構の解明

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

............... - .............................. ・-・-・・・・・・・・.. ・・ 
・・・・・・・・・ ● .. ー~●● ... ● - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・---・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

_ _  .,._,  ............ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・  喩

．．． -・・・--ヽ..臀........●臀-・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・-臀_............ -·····~ 

＇~~~，~ 臀9臀臀臀臀...臀臀臀臀臀臀 9 臀臀臀臀臀~臀臀臀臀~臀臀~臀臀臀臀臀臀●臀●臀臀内臀...臀●内臀-................................ - .............................. ・・-●▼●●●  ・・・・・・ 響~-··············---・・・・・・・・・・・・・・・ 

5 著書・雑誌論文 灌書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピ→が賑紺掲載されたこと力落頓的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所
Ikeda H, Kotani A, Neuroscience I Differential role of 
Koshikawa N, Cools AR GABふ andGABAB receptors in two 

distinct output stations of the rat 167・1 2010年
Elsevier striatum: Studies on the substantia 31・39 4月

nigra pars reticulata and the globus 
pallidus. 

.................. .. ....... .. ........................................ -・・・・・・・・・・・・・・・.. -···························································~ ..................... _ ●  .. ● ...... ● ....... ●言●... ●言 そ臀臀臀...暑.....臀臀←臀臀臀臀臀臀臀............... .... .. .. _ ●●  ...... ●●●言

Ikeda H, Miyatake M, The Journal of Biological Chemistry / 
Koshikawa N, Ochiai K, 

Morphine modulat10n of Yamada K, Kiss A, Donlin 
The American MJ, Panneton WM, thrombospondin levels in astrocytes 285・49 2010年 Society for Churchill JD, Green M, 

and its implications for neurite 38415-38427 12月 Biochemistry and Siddiqui AM, Leinweber 
AL, Crews NR, Ezerskiy outgrowth and synapse formation. 

Molecular Biology 

LA, Rendell VR, Belcheva 
MM. Coscia CJ 

．．． ................. - ................... _響●響●

_ ,.,  ......................................................... -・・・・・・.... ・・-・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・・.. ・・・................ _ ....... ............ . ● 暑←●暑● 暑臀臀暑蒼臀臀蒼臀蒼暑幽......幽幽............... .. 

※ホームページ等での公開の€り否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

・・・・・・・・・・・・・-・・・・・.. ····••u••·................................ ................................ - ...... ・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・ ... . ..................... ---・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

_ ........... ................ .. 臀. . ........ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

~. ~臀臀...... .... .... ..... . ..... 臀.. 臀.... ............ .. .. 臀臀..... .... ... . 臀臀臀臀臀臀....臀•••-•••••"'"" '" '""'"""" '"""""""""" ....................................................................... _ 

........... _,._,  ........... .............. - ............ -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・............... - ...... _ 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
＊課題番号 I1国D＾ 7 -0り7

注：課題番号を記入してください。

平成21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 23年 3月 7日

日本大学総長殿

氏名

所属・資格

坪井 美行 印

歯学部・専任講師

下記のとおり提出いたします。

ソ一般研究（共同研究） ／総合研究
注：該当する種目を0で囲んでください。

慢性顎関節痛の神経機構の解明ーATPの関与について一

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

坪井 美行 }子ム云 顎関節刺激により誘発される反射性咀喘 2010年 9月21日
筋活動における P2X受容体の役割

-・  ー・・-・・暑・・-.. ・・-・・・ ・・・・・・・・・・・・・・--・・ •... 曇.........-. ・~會···-··· 雫言●● • ••• ·><-••· 臀了雫●雫雫・雫・・・・・・・・・-・響●●●疇噌-・ ...... -....... 尋●●-

5 ・雑誌論文 灌書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピーの場合I討躙註れたこと力喀咽的にbかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

Watanabe T, Tsuboi Y, Brain Research ／ P2X and NMDA 

Sessle BJ, Iwata K, Hu receptor involvement in 1346 2010年7月 Elsevier temporomand i bu I ar joint-evoked ref I ex 
J¥V. activity in rat jaw muse I es. 

-響響●響響●響響響響●●言●響●7響●響...響....雫”●●~響""響.........●響...._ .. 響●響●響響響響響●響響▼響...響..響響響・呵響響●●響響響響響-・・今噌．．．．．．．．．．．．．．．．，．． ．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

●響~響......今................今.......● ●●●●●●●ヽ•臀.............ヽ—·---··-・·········-・・--・・  ●● --·-···········~ 一-・・-- -・・・・・・・・・・・・-一・・・・・・・

... 響．＇響●●~● ... ●● ............ ●●●●● ●→●● ●● -●~~・...........................●●●幽.......,. ヤ●● .. ・-・・・・..... ... .. ... ..... ...... 今 9● ................... 今.......................幽・~、 、．．、............幽......................、．． .... ._·-··················~·····..、，.....

••口·--.... , ....................... ヽ..............._●●●●●●●●●●●●●●● -・・・ -·······················~························-~ ...... 

※ホームページ等での公開の（冠）・否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

,.,,,,,,_,, ● .,,,_・......●● "'●●●9●●● "'"""● "'● ""●9●●●● -●●●●●●●●●●●●●●●●  -"●●●● __  ,._,_●●●●● -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ●●9●9●● .... 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真舞台等）

氏名 提出物 内容 数

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】

課題番号 ！匈 09•098
注：課題番号を記入してください。

平成21年度 学術研究助成金成果物報告書

日本 大 吟n、い 殿

氏 名

所属・資格

平成 23年 3月 24日

ばや）
内藤昌

歯学部・助手

下記のとおり提出いたします。

1 種目 -E) I 一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

Wntシグナルに よる骨芽細胞分化制御機構の解析

3 研究組織（共同 研究 ・総 合研 究の み該 当します）

・研究代表者

・研 究分 担者 （役割分担）

4 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 発表テーマ 発表年月

内藤昌子 第 52回歯科基礎医学会 Dexamethasone (Dex)誘導性脂肪細胞分化に 平成 22 9月

．．．ふ_,......................... ., ................................... , ...................... ・・・---●●●●●●●● ........................................................................................................... 臀.......... おける..、W....n....t/.. 仕......cateninシグナルの役割 ・・-・ ●● , ・・・・--・-・・・・・・・・・、..........,. ............、......................................

_ .... ,._.._.,_ ........ ● ••、... ・-●●- ト・--・--・..●●● ・-............ ・・・・・・・---・-・・.............●●●●●●● ............ _ .........、・・・・・・・・・・・・・~・・・・・・・・・・・・・・・、-・・・.......·-··············••o,•···.. ・・.... ●●●● -・・・ 日..ヽ←・.........、-・・・・・.......-.......... _●●●●● ●ヽ_,. .. ヤ....... ＋臀...、・-・今...臀言●9今............._ ... _ .............. ●●● ・-・--・・・● .. ・・・-・・・・-・・・ヽ・・-.. -

...... ・・-・.. .,, ................. -................... ●●●ん・，................._ ........... ・-・・・・・.. ・................. _.、...................................... ●● _ ................. 臀............● .. 今.......... ヽ・-~......,. ・・・・-・_.. ● ......... _., ........ _・・,..,_.・・-・ ●● ・ヽ-... ,.. ●● .... . -............... ●● .......................... ・-・・・・・.. ・・....... -. -●●●●●m●●● ........ _ ,~···-.. ・・・-・・・・-・・....... _・.......-・，．．．．．、........................-..... 

...... -... ● .. 'ヽ.⇔ .......... ● ., い....・..⇔●●● ...... ●●● _ ......... 土........●●●●●● ....... ●9● -・.... ·······--•·"••• --● ..... ●●●●● .. ●●●● .. ●●●●● . ···········--••« ●●●●●● ● .... ●● _ .... ・・・・・・・-........... _. ....... ...、........................●● K・.............. ・・..・・・-・・....... ,-...... ● ...... .. -・・-・・・..... _ .. ........ .................................... ··~ ●●● ,.. .. ロ....,. ........ ,. .. ●●●●● . ・・・・・・-・・., ............. .-......... ., .... 

.. _・-今今_.. ●●● ・・--・・-・.. ・・.. ・・"--・-・・・・ 今-・・・-・・・..-・・-・・--・--"●● -・・・・・・・・・-・・.. ・-・・・・・ 臀........._. ● ....... ・--・・・・・・・・、-・・--・・・・・..----··-····-····-········--······--··~ ●●● -・・--・-・・ ・ヽ-・・ ・-・・・--・・・・-●● ・-・・・・・・・・・・-・・--・・・・・・、-・・・・-・・ •ヽ ..... ヤz・.--・・-・・-ー--・・・-・・・・ニ●●●●●-・・・--・・・・-・・・ ャ-・--・-・・・-・←・・-●●●今ニ●● ●● -・.. ~・・・・・-------・-----w .. ● ~ヽ-·●● --・・・-・・・-・-ヽ・・・・・-・-・・・-・・・・・・・・・、・・・・・・・-

-・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・-●●●●● -・--・・・・・・・・・・ ・・-●● ........ ● -m••••• .. -••••••••••••-m•••••••••-• .. -, ...... ●●● •-»•••••••••., •-•••••••mヽ..... .--• .. --.. ・・・-・.. ・・・・・・・~・・・・-.. ・・-.... ·-··••.--. ............... -..... ・-・● -......... ,・-・・・・・・.... --.. , ... ・...-...................... ●● -・--・...... -........ ・-げ●●●●●心●●今・~-・・・・・・・今.............-........... ...、....●● ~············· ●●● .. _.,_. ●●● ・-・-・・・・・・・・・・-●●● -●●●● --・・.. ・・・・・・-

5 疇・編志・抜き刷り等を添付してください。コピ-c場合I討覇伐されたこと力落頓的にわかるものを添付してください。）

・雑誌 名 ／ 論 文 名 巻・ 年月 出版社・発行所

.... ・い●●● _,. ..... ヽ・ヽ・-..... . ... ....... ........... _ ...... --.. ・・・-............... -・.. ・・・・-.. ・ド・~．．～ヽ····-.. --.. -・・・・・--.. , ...... 尋・言ー・— 9・······-··········---·····●●● ........... --・—.....、言 .ヽ.....、言●●ー・........._・.......●●● .......... -......... ヽ・・-ヽ....ド・..................····-·········-、·~················ ·--.-•··------・・・・・・・・・・・・ ··--•---. ・・・・・・・・.... 臀トド,.―~・m●●●●_ ... _. ............... ー...._ .....、•m•-•••••••-- ●⇔・，．．．．．．．．．．．．．．

~-···, ..................... ● ▼・............................,_ .. ., ................ -・・...... -~ ,.., .. ・干見~雫.. .... ,... …—·---~ ・7●-・ ........ .......... _ ......... 'ー・······•-»"""・~●● -••••••m••• .. •••••~•---臀........-...... _ ... •.... ,.. .ヽ_.. , ....... ·.-••~ ー.._ .. , ..... ヽ• _, ... → ・・・・-.......... , ......... .. ····-···--·····-~.. --・.. ヽ•......... ヽ•......... _, ..... ヽ..,~.... ●ド..._,. ··»-••· 雫...........・-・・・・・・.. ··-・•••• •••-,.••.,••n•• 

, .................. ・-●●●● .,, ...... ., ......、..........・・・・--・-・・・--・・・・・・・・--. .,. ・・--・・・・・・・・・・・・... ... ●● ... , .............. ・言 ●● .... .......... . ....................... ..... -.... ............... ...... ......................... .......、.............................. ・------・....... ,. .... .-. ●●●●● ●● ・・・---・ .. ●●● ......................... ●●●●● ....... ●●● -. .-●●●●い.....●●ヽ...● 士●●●●士●ふ●●●........ ●● -・・................ ●●，..................... 

....、............● ..... -...... ●● ・・・-..... ,. .............. ・-.......... -......... -............. ., ............ -●●●●●●●ヽ..--・-・・・ ●●9ヽ.......●●←・・・・・-・・...・・・............. _,. い....._ .. ● ................. _, .... ヤ●●● __ ........... _,. ........... ・---.. ~・・.. ・---・・・・・・............... ..... _. ● -・.. ・・-・・・・・....... -........ ••-••m••• .. _●●→・今・-・..-・... _ ... _・ ・今........ ...... -.... 今..........、.....●●●~・＋・今·····-.... .... .......... -........ 今......-. ●●鳴

... -...... , 今十●十●ャヽ●●今..,-⇔ ........ ● .. .,_. ● .... ・・-・ ヤヽ●..... _ .. .... ●9 今........ ●' ・-......... . ● ...... ~. ャ，...今......臀-・見...........● .... .ヽ,.臀.........ド..........................._ .. ., .. ., .... 臀---●●............................ ・・・--・--・・..・・-・・・--・----・・-・・・・-●●● ---・・・・-・・--...... .. ---・............. --, .. ・・・・・・" -~·"'•····· •-.••··-·--·., ・.....・言●●--・・・・-・--・ ●●●● .......... ., ・・・・・・・・ ・• • ••·······-・···--------ー下●●-・-------------・・・・・・・・・・● --・--ーヽ............ 

・・・・・・-・.··-··················•• .. ・・・・・・・・-・・・ ・-・・・-・・・.................. ・-・・・・・・・・・・・-・・・・・・ ．．．．呵'••·····今........・-・・・・・・・・』---・・・"・・・・・・・・・・・・・-・・・-・"'・..............●● ●● ••• 見..........-.... パ．．．内...........-, ...... -........ ・-・・・・・...... .. 一--...... .. 一~．．．．．．．．．．~．．．
... _.,_ ...、...臀._............ _ .......... ~.............. ● ...... -. 見....●→ 臀._....... ● .... ⇔ .. ,., .ヽ.......·······~........ ● -●●●● ，ヽ・・・・-・● ........ …, ... ・...●●● ....... ・・-・・・・ 
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

................ -. ●●●● .. ・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・............................................... -...... .,, ......... ---・., .. ., ... ,,.. ... 『• ,m•••• ••••••••._ .. ,.., , ... •••-••"•• , ..... ・・.................. ・-.. ., ............... ・・・-........... ・---...... .... . ... ● .. ........ ・・・・・・" .............. ●●『●→●土●●.. ● -・....、.............上....... ...... . ................ ふ..........

........... -・・・・・・・・・・・-----・・・--・・・・・・・・・--』，..........................................●●●● ...... -・・・・・・・・・ 鳴 ,. ・........, .... ・-・・・--・............. ., ........... ・・・・-・・........ -................... 一__,........ . ...、・--.. ● .. .... .... .. ・-・・.. ・・-・・・・............ ・・・-・・・"・・.. ..•.... ·•~-····........... ~・・・・・・・・・ ・・・~・・・・・・ ・・・・-・・・・・ ・・・-・・・・・・....................... ・・-・・・・...................... ·•···· 

その他（ビデオ， CD, シナリオ， 舞台等）

氏名 提出物 内容 数

≫ 日. .. >●心・................ . ...................... ........... ・・-・・・・............. ・-・・-・ ・・_....... ・---・....... _. ..... ●● ..... ● .. ,.、..........・・-・・・・・・--・・・ ●●●●●言●●●●● .. ● .. ー・...................・-ー..........-ー●●-.. ,_,...,_, .. .. 心••••m••••~«••m«••~••見......・・-・・...... ・・-・・...... ・・-・・...... ・・-・・.................. ・・-・・...... ・・-・・....... ・・-・--・・・ ・-・・、...... ....、 ・~ ・-・、........ _ー下●●●...... _ー.--.••··-ーー .... ・--..... 

... ,. .... ... •-• ..... >W  ..... •-• .,,,.. .. .,、.................................., ............ ・-・.... _ ......................... ...........、ト・......・，...・．．．`．．．．、.........................................................····•-ヽ，......................... ............ ・・-・ ヽ•い..........、．．ヽ............. ....... ヽ............ヽヽ・，,........ ...... ..... ヽ.....●● ., ●●ヽヽ.... ......................................................、...●ふ.......、.......●●● .......... 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください砂

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
＊課題番号 個 09-099

日本 大

注：課題番号を記入してください。

平成 21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 23 年 3 月 28 日

総長殿

氏 名 武市 収

所属・資格 歯学部・専任講師

下記のとおり提出いたします。

1 種目,~般研究（個人研究01一般研究（共同研究） ／総合研究 注：該当する種目を0で囲んでください。

2 研究課題

歯根嚢胞中の血管内皮細胞は炎症の遷延と防御を司る

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

武市 収

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

Takeichi 0, et al. 88th General Session of RAGE-AGE interactions are important in July 14-17, 2010 
The IADR ．．．p．．．．．e．． na．p．．．．．1ca．．．．．l ．．． granul．．．o．．．m．． a．．．s ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． . 88....t. h Gene曹曹ra..l. S● e....s. s i・o・・・・・n ・ ・・・・・・・o・・・・・f ・・・・・・ .................. _ .. 

Hatori K, Takeichi 0, Midkine is expressed in human periapical July 14-17, 2010 
et al The IADR granulomas .............. . ...................... ...... - ... 

9今.......● .......... . ........................... .. ・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・.. ・-・・・・・ .. 

.................................... .. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・...... .. ..................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-...................................................... ・ .. ........ ●● .. ● ・・・・・ ・十●●●.... ● -・・・・・・  ・・ ・・ ・・ ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ●● ... ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

.. ・..● .. ふ....... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・" ..... ＾曹●~ .. ・・・・・・・・・・・・・ ● ................................. .. ....................... ● .. ● ..... ● ........ ●言●言●........... ..... ・＋・~ ・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・●十●十●... ●●十●●●十●●...................... ・-・・・・・・・・・・・・・・・・-・・ 臀...,. .... •••••••• ......... •-••••••m•••• ........ 

........................... .... .. .. .... .. .................... ... ●●●●●● .......................................... ● .... ● -・・・・・・-・・・・・・ ........ ·•······························ ・・・・・・-・・・・・・・・・・・................................ _ .... ,............................. .. .. .. . ..................... 

5 著書・雑誌論文 （著書・餌忠・抜き刷り等を添付してください。コピ-(J)場合1討躙伐されたこと力落頓的にわかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

9今 _........... ●十●●........ - ,  .......... ● ....... ...... ●'.. ●●●● .. ● .................................................. ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.,・・・・.. ．．．．． ·••·•·························.. .. . ...... .................................................................................. 

...... ●十●.. ●● ...................................................... ● ........... .. ................................................. ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． .........•........•... .. .. . .......... .......................... -·•···-

ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .. ,.. .. .. ............ ・＋・....... ・・・・・・・・・・・・・・・・--・・--・・・・・・・・・・・.......... .................................. .. .. .. .. .... .. .. . .. ..... ●● ........... ·······"·•················ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-

............. ・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.............. ...... . ............................................. .... ・＋・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .~.~ ・.........・..・.....- ............... ●● ...... .• 臀. • .•.. ●十●●....................... _ .... 

......................................................... ●●十●・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・ ..................... ●● .. .. .. .. ................................................ ••••••••h•••••••••••••••••• ···············•···· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ••••••••••••••••••m• •• .. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・ .. 

.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ....... ふ十●● .. .. .................. ·-··········~··············.. ,・・・ ・・・・・・・ ............... ・→ ・...................................·········································•· 臀・・・---・・ ............................. 

※ホームページ等での公開の 0り否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

................... .. ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ,................ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・......... ・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .... ．．． ... ●十●＋臀......臀. .. .... ●十臀・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・ 

●●●●●●●●●● .,,,,, ●●●●●●●●, ......... .. ............ ・・・・・・・・・・・・・・・・・............ .............. ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．． ................ .. .. ...................... .. ................ . ....... 

その他（ビデオ， CD, シナリオ，写真，舞台等）

氏名 提出物 内容 数量

臀. ....................... . ... ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .. .................. ................ .. ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． ．． ．． 

... ..................... . ............... .. ．． .. ・・・・・・・・・・・・-・・・・ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． .................... , ...•...•..•.•. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ... ................. .............. . ............... ・・-・・・・・-・・.. ・・・・・・・・・ 

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）



【別紙様式 8】
課題番号 個 09-100

注：課題番号を記入してください。

平成21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 24 1月 1 0日

日 本大学総長

氏名

所属・資格

大木秀郎

歯学部・教授
⑮
 下記のとおり提出いたします。

ご般研究（個人研究V/一般研究（共同研究） ／総合研
注：該当する種目を0で囲んでくださ

1 種目 究
い。

2 研究課題

T helper I型病変のリンパ節における樹状細胞動態

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）

・研究代表者

・研究分担者（役割分担）

4 学会発表等 （要旨集の抜き刷り．発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）

発表者名 発表テーマ 発表年月

'"' 

'-

5 著書・雑誌論文 瑾書雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピ~鮭甜掲載されたことが額賠加わかるものを添付してください。）

著者・執筆者 著書名・雑誌名／論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

NAOYUKIMATSUMOTO,SHOTARO 
Anticancer Research/ Prognostic Value of 

2010 
MUKAE,HIDERO OHKI, et al 

LYVE-1-Positive Lymphatic Vessel in 30 
April 

Anticanncer 
Tongue Squamous Cell Carcinomas Research 

”’’ 

＇ 
※ホームページ等での公開の c@否） いずれかを0で囲んでください。否の場合は理由書を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表／掲載者名 新聞名 （朝刊・タ刊） 掲載年月日

．： 

その他（ビデオ， CD, シナリオ， 舞台等）

氏名 提出物 内容 数

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）

（知的財産権の取得）

（外部資金の獲得）

（他の研究への発展）

（その他）
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