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詳細プログラム 

【 特別講演 】 13:30～14:30 （マルチメディアシステムセンター） 

演題：ものづくりと技術について 

講師：西口 泰夫 氏（京セラ株式会社 代表取締役会長兼CEO） 

司会：深海 龍夫 君（信州大学） 

 

【 口頭発表 】 １件あたり１２分（発表８分／質疑応答４分） 

第１会場（１０３講義室）：1A～１Ｄ 

1A  ＜基礎・境界 I＞ 10:00～11:00 座長：神林 紀嘉 君（長岡技術科学大学） 

1A-1 演算増幅器を用いた虚変成器の構成  

小澤 一樹，坪根 正，神林 紀嘉（長岡技術科学大学） 

1A-2 演算増幅器の有限利得帯域幅積を考慮した能動 RC フィルタの構成  

○樺沢 直行，渡辺 弘道，布川 武司（新潟大学） 

1A-3 任意の振幅と群遅延特性を持つ FIR ディジタルフィルタの設計法  

○鈴木 康，杉田 泰則（長岡技術科学大学），相川 直幸（日本大学），吉川 敏則，武井 由

智（長岡技術科学大学） 

1A-4 DSP を用いた適応フィルタによる音響インパルス応答推定の検討 

鎌土 記良， 矢野 昌平（長岡工業高等専門学校） 

1A-5 DCT 回路内部の信号相関を考慮した低感度 DCT の構成 

○大西 昌宏，岩橋 政宏（長岡技術科学大学） 

1B  ＜基礎・境界 III＞ 11:20～12:20 座長：杉田 泰則 君（長岡技術科学大学） 

1B-1 ２つの領域で動作する同一チャネル MOSFET を使った rail-to-rail OTA 

○茂原 悠子，坪根 正，神林 紀嘉（長岡技術科学大学） 

1B-2 複素係数を媒介とした反対称回路の構成 

○小松 祐介，渡辺 弘道，布川 武司（新潟大学） 

1B-3 E 級増幅器の出力ひずみに関する研究 

○若野 琢哉，坪根 正，神林 紀嘉（長岡技術科学大学） 

1B-4 矩形迷路のパス決定戦略 

○久住 淳，高橋 俊彦（新潟大学） 

1B-5 独立な減衰量を持つ複素 BPF の設計 



○谷内田 武志，坪根 正，神林 紀嘉（長岡技術科学大学） 

1C  ＜基礎・境界 V＞ 15:30～16:30 座長：島田 正治 君（長岡技術科学大学） 

1C-1 複合振動モードを用いた圧電セラミック単板による超音波モータの駆動 

○桑田 寛，遠藤 尚之，番場 教子，深海 龍夫（信州大学） 

1C-2 モデルを用いたスピーカのフィードフォワード制御 

石塚 健治，佐藤 秀一，反町 嘉夫，竹部 啓輔（長岡工業高等専門学校） 

1C-3 高騒音下における携帯電話用唇部位型加速度センサの基礎的検討  

○小林 巨直，伊藤 学，降旗 建治（信州大学） 

1C-4 高騒音下における骨導携帯電話用耳栓とその伝達棒の基礎的検討 

○伊藤 学，小林 巨直，降旗 建治（信州大学） 

1C-5 話者の発話方向知覚に関する一検討 -2 球モデルにおける ILD の変化-  

◯高野 洋樹，穗刈 治英，島田 正治（長岡技術科学大学），杉山 清（東京工芸大学） 

1D  ＜基礎・境界 VI＞ 16:50～17:50 座長：降旗 建治君(信州大学) 

1D-1 密閉型スピーカと無限大バッフル板の指向特性の検討 

○大野 隆之，高野 洋樹，穗刈 治英，島田 正治（長岡技術科学大学） 

1D-2 開放型ヘッドホン装着時の実音源定位精度の検討 

○吉田 正尭，久保 星哉，工藤 彰洋，穗刈 治英，島田 正治（長岡技術科学大学） 

1D-3 サンプリング揺らぎを含んだ系のインパルス応答計測に関する検討 

○波多野 裕，矢野 昌平（長岡工業高等専門学校） 

1D-4 有限要素法解析による心電双極子推定 

○臼井 秀行，中川 匡弘（長岡技術科学大学） 

1D-5 リカレントニューラルネットを用いた環境情報時系列データの学習･予測 

保高 智昭，中川 匡弘（長岡技術科学大学） 

第２会場（１０４講義室）：2A～2Ｄ 

2A  ＜基礎・境界 II＞ 10:00～11:00 座長：荻原 春生 君（長岡技術科学大学） 

2A-1 Key Equation が示す限界に基づくタップ多項式の導出法 

○大森 裕介，藤田 悠，杉村 立夫（信州大学） 

2A-2 M 系列を用いた位置検出システム 

○古川 真之，杉村 立夫（信州大学） 

2A-3 ヤコビの和の性質とガウスの和との関係 



〇坂谷 修吾，杉村 立夫（信州大学） 

2A-4 LFSR を用いた系列の分解 

○河原 真吾，杉村 立夫（信州大学） 

2A-5 レクトリニア多角形の配置アルゴリズム 

○大久保 武司，高橋 俊彦（新潟大学） 

2B  ＜基礎・境界 IV＞ 11:20～12:20 座長：杉村 立夫 君(信州大学) 

2B-1 交番多項式の零点が成す正規基底の複雑度に関する検討 

○井上 卓也，小林 茂樹，杉村 立夫（信州大学） 

2B-2 相反変換による元の遷移に関する検討 

○市川 国広，小林 茂樹，杉村 立夫（信州大学） 

2B-3 連接２状態ＴＣＭの特性評価 

○佐藤 正敏，荻原 春生（長岡技術科学大学） 

2B-4 生体認証システムにおける安全なプロトコルについて 

山崎 高広，國宗 永佳，新村 正明，Hernan Aguirre，不破 泰（信州大学） 

2B-5 Kerberos 認証プロトコルの改良 ～生体認証システムへの適用～ 

光山 尊久，国宗 永佳，新村 正明，Hernan Aguirre，不破 泰（信州大学） 

2C  ＜通信方式 III＞ 15:30～16:30 座長：中野 敬介君（新潟大学） 

2C-1 セキュアなユビキタスネットワークシステム ～セッション持続型無線 LAN 切替制御～ 

犬飼 哲之，新村 正明，國宗 永佳，Hernan Aguirre，不破 泰（信州大学） 

2C-2 セキュアなユビキタスネットワークシステム -セッションの多重化と経路制御- 

下瀬 達也，新村 正明，國宗 永佳，Hernan Aguirre，不破 泰（信州大学） 

2C-3  Highly Dimensional Observer-based Hyperchaotic Synchronization System and its 

Application in Secure Communication 

DO TOAN MIN，HOANG MANH THANG，中川 匡弘（長岡技術科学大学） 

2C-4 2 状態 MAP/M/1 の系内客数の階乗モーメントに関する研究 

○杉江 慎也，中川 健治（長岡技術科学大学） 

2C-5 高速ネットワークにおけるレート制御方式の特性改善に関する研究 

○小林 美甫，中川 健治（長岡技術科学大学） 

2D  ＜通信方式 V＞ 16:50～17:38 座長：新村 正明君（信州大学） 

2D-1 セキュアなユビキタスネットワークシステム ～個別暗号化通信路～ 



中村 智，新村 正明，國宗 永佳，Hernan Aguirre，不破 泰（信州大学） 

2D-2 セキュアなユビキタスネットワークシステム ～認証手形によるサービス利用制御～ 

○松原 幸祐，新村 正明，國宗 永佳，Hernan Aguirre，不破 泰（信州大学） 

2D-3 アドホックネットワークにおける端末の移動とウイルスの広がりに関する考察 

○パク ジョンピル，中野 敬介，鎌倉 昭浩，仙石 正和（新潟大学），篠田 庄司（中央大学） 

2D-4 アドホックネットワークにおけるチャージング・リワーディング法に関する考察 

○宮下 陽介，中野 敬介，仙石 正和（新潟大学），篠田 庄司（中央大学） 

第３会場（１０５講義室）：3A～3Ｄ 

3A  ＜通信方式 I＞ 10:00～11:00 座長：中川 健治 君（長岡技術科学大学） 

3A-1 端末間直接通信を適用したセルラシステムにおける移動と複数のセルを考慮したトラヒック

特性の解析 

○宮北 和之（新潟大学），樺澤 辰也（長岡工業高等専門学校），中野 敬介，仙石 正和（新

潟大学） 

3A-2 無線アドホックネットワークにおけるチャネル利用に関する一検討 

○中村 高士，田村 裕（新潟工科大学），仙石 正和（新潟大学） 

3A-3 経路法に基づくネットワークの遅延ジッタ解析方法 

◯丸山 純人，今井 博英（新潟大学），角山 正博（新潟工科大学），牧野 秀夫（新潟大学） 

3A-4 RSA 暗号処理の高速化における Montgomery 法の適用と SD 数の応用について 

荒井 研一，新村 正明，國宗 永佳，Hernan Aguirre，不破 泰（信州大学） 

3A-5 RSA 暗号処理のハードウエア化について 

○下山 侑吾，新村 正明，國宗 永佳，Hernan Aguirre，不破 泰（信州大学） 

3B  ＜通信方式 II＞ 11:20～12:20 座長：太刀川 信一 君（長岡技術科学大学） 

3B-1 検波後ダイバーシチを適用した DPSK/OFDM システムにおけるビット誤り率の簡易計算法 

○石川 雄也，笹森 文仁，半田 志郎，大下 眞二郎（信州大学） 

3B-2 直接拡散マルチバンド UWB 伝送における狭帯域干渉の影響に関する一検討 

ソン ユンソク，佐々木 重信，サム チン シェン，日馬 拓海，菊池 久和（新潟大学） 

3B-3 定振幅 DS/SS 符号ダイバーシチ受信におけるリミッタの効果 

○長谷部 悟史，太刀川 信一（長岡技術科学大学），浜村 昌則（高知工科大学） 

3B-4 フェージング相関を利用したＭＳＤＤ/ＯＦＤＭ伝送方式 

○佐野 真也，笹森 文仁，半田 志郎，大下 眞二郎（信州大学） 



3B-5 ウェーブレットパケットを用いた UWB 信号による OFDM 伝送への与干渉の低減法に関する一検

討 

○金原 裕和，木村 直樹，佐々木 重信，菊池 久和（新潟大学） 

3C  ＜通信方式 IV＞ 15:30～16:30 座長：佐々木 重信 君（新潟大学） 

3C-1 UWB におけるビット誤り率の等価パルスを用いた簡易計算法 

○森 貴宏，笹森 文仁，半田 志郎，大下 眞二郎（信州大学） 

3C-2 マルチパス伝送路における FH パターン一括尤度比判定法の効果 

○酒井 正和，太刀川 信一（長岡技術科学大学） 

3C-3 マルチパス環境における M-ary CSK-UWB 方式の性能評価 

○仁藤 与晴，佐々木 重信，菊池 久和（新潟大学） 

3C-4 ターボ符号化 MDAPSK に対する多シンボル遅延検波の系列尤度の適用法 

○高橋 保弘，半田 志郎，笹森 文仁，大下 眞二郎（信州大学） 

3C-5 DS/UWB における RAKE 合成を利用した同期追跡回路の検討 

○大山 圭太郎，太刀川 信一（長岡技術科学大学） 

3D  ＜通信方式 VI＞ 16:50～17:50 座長：笹森 文仁 君(信州大学) 

3D-1 フェージング通信路における DS－CDMA と GMSK の組み合わせに関する研究 

○深谷 篤，アサノ デービッド（信州大学） 

3D-2 マルチパス伝送における UWB/CDMA アレーアンテナの検討 

○伊藤 直敏，太刀川 信一（長岡技術科学大学） 

3D-3 受信電波強度による中継優先度を考慮したＡＯＤＶ方式 

○須賀 勇介，六浦 光一，半田 志郎，大下 眞二郎（信州大学） 

3D-4 最尤法を用いた電波到来方向推定の特性評価 

東海林 慶一，山田 寛喜，山口 芳雄（新潟大学） 

3D-5 様々なアンテナ負荷状態における MIMO 特性評価 

井浦 裕貴，山田 寛喜，山口 芳雄（新潟大学） 

第４会場（１０６講義室）：4A～4Ｄ 

4A  ＜アンテナ・伝播 I＞ 10:00～11:00 座長：田口 裕二朗君（長岡工業高等専門学校） 

4A-1 導波管を用いた携帯端末等の放射電力推定法の提案 

○長谷川 直，石井 望，宮川 道夫（新潟大学） 

4A-2 スロット結合給電を用いた 2 次モード励振 MSA の FDTD 解析 



○田辺 樹，田口 裕二朗（長岡工業高等専門学校） 

4A-3 偏波レーダによる人の検出に関する基礎実験 

三富 敏，山口 芳雄，山田 寛喜（新潟大学） 

4A-4 広角走査フェーズドアレーアンテナに用いる 2 次モード励振 MSA の小型化 

○土田 健太朗，田口 裕二朗（長岡工業高等専門学校） 

4A-5 Coherency 行列を用いた POLSAR 画像の四成分散乱モデル分解 

○矢島 雄生，山口 芳雄，山田 寛喜（新潟大学） 

4B  ＜アンテナ・伝播 II＞ 11:20～12:20 座長：山口 芳雄 君(新潟大学) 

4A-1 Pol-InSAR における ESPRIT 法の森林高推定精度向上に関して 

○山崎 真裕，山田 寛喜，山口 芳雄（新潟大学） 

4A-2 MSA スノーセンサの励振モードの違いによる特性への影響 

○池田 一樹，田口 裕二朗（長岡工業高等専門学校） 

4A-3 組込アンテナの組込筐体の影響と周囲影響に関する考察 

木藤 了治，窪田 悟，柴本 好一（長野日本無線株式会社） 

4A-4 エッジ結合マイクロストリップラインを用いた方向性結合器のオープンスタブによるダイレ

クティビティ特性の改善 

○佐藤 孝行，池田 一樹， 田口 裕二朗（長岡工業高等専門学校） 

4A-5 エスパアンテナを用いたビーム切り替え型アダプティブアレーに関する検討 

○森下 雅透，山田 寛喜（新潟大学），太郎丸 真，大平 孝（ATR 波動工学研究所），山口 芳

雄（新潟大学） 

4C  ＜コンピュータネットワーク I＞ 15:30～16:30 座長：角山 正博 君（新潟工科大学） 

4C-1 高透過性ファイアウォールの運用と評価 

中島 由美子，國宗 永佳，新村 正明，Hernan Aguirre，不破 泰（信州大学） 

4C-2 回路評価回路の構成法について 

○坂田 雅史，田中 賢（新潟大学） 

4C-3 分類学習によるルール作成型侵入検知システムについて 

○安部 浩章，Hernan Aguirre，國宗 永佳，新村 正明，不破 泰（信州大学） 

4C-4 個人間情報交換・共有システムにおける推薦機構の適応特性の評価 

○高橋 亮太（長岡技術科学大学），亀井 剛次（NTT コミュニケーションズ（株）），湯川 高志

（長岡技術科学大学），佐藤 哲司（NTT コミュニケーション科学基礎研究所） 



4C-5 IP アドレスを持たない分散ファイアウォールシステムの実現 

○石田 直之，國宗 永佳，新村 正明，Hernan Aguirre，不破 泰（信州大学） 

4D  ＜コンピュータネットワーク II＞ 16:50～17:50 座長：國宗 永佳 君（信州大学） 

4D-1 状態集約を用いた GSPN の近似解法 

◯奥山 暁，今井 博英（新潟大学），角山 正博（新潟工科大学），牧野 秀夫（新潟大学） 

4D-2 ccTLD 別に見たサーバの実在性 ―ネットワーク管理情報のデータマイニング― 

○星野 哲哉，中平 勝子，三上 喜貴（長岡技術科学大学） 

4D-3 多様なオンラインテストが作成可能なマネジメントシステムの開発と運用 

○緒形 亮，國宗 永佳，新村 正明，Hernan Aguirre，右代 美香，不破 泰（信州大学）  

4D-4 e-Learning 教材による自学自習型学習における学生サポート ー実践と評価ー 

右代 美香，新村 正明，國宗 永佳，Hernan Aguirre，不破 泰（信州大学） 

4D-5 ウェブ空間の構造分析 ‐国別ウェブ利用水準評価指標の提案- 

○ 和田 祥太，Pavol Zavarsky，三上 喜貴，湯川 高志（長岡技術科学大学） 

第５会場（２０５講義室）：5A～5Ｄ 

5A  ＜コンピュータ応用システム＞ 10:00～11:00 座長：湯川 高志 君（長岡技術科学大学） 

5A-1 Linux における PIC ライタの開発 

○蛯原 康尊，アサノ デービッド（信州大学） 

5A-2 PIC マイコンのシミュレーションソフトウェアの開発 

○山崎 弘樹，アサノ デービッド（信州大学） 

5A-3 セキュアなプリンティングシステムの実現 ～全体構想～ 

○金沢 広峰，不破 泰，新村 正明，國宗 永佳，Hernan Aguirre（信州大学） 

5A-4 セキュアなプリンティングシステムの実現 ～実証結果～ 

丸山 祐佳，不破 泰，新村 正明，國宗 永佳，Hernan Aguirre（信州大学） 

5A-5 ハミングによる楽曲検索システム 

○福満 崇寛，宮尾 秀俊，丸山 稔（信州大学） 

5B  ＜音声・生体情報処理 I＞ 11:20～12:20 座長：石原 康利 君(長岡技術科学大学) 

5B-1 ヒューマノイドロボットの脳直結型制御に関する検討 

○松村 浩昭，中川 匡弘（長岡技術科学大学） 

5B-2 脳波のフラクタル解析による学習効果の定量化 

○松本 崇，中川 匡弘（長岡技術科学大学） 



5B-3 講演音声認識における認識誤りの分析 

○傍島 裕迪，山本 一公，松本 弘（信州大学） 

5B-4 高域復元による音声の聞き易さ改善手法の性能評価 

○鵜木 恒有，岩城 護，木竜 徹（新潟大学） 

5B-5 多段線形近似を用いた雑音への HMM 適応 

○和田 真祐，山本 一公，松本 弘（信州大学） 

5C  ＜音声・生体情報処理 II＞ 15:30～16:30 座長：中川 匡弘 君(長岡技術科学大学) 

5C-1 音声合成を目的とした LSP 領域とケプストラム領域のセントロイドスペクトルの比較 

○中谷 尚俊，山本 一公，松本 弘（信州大学） 

5C-2 残響音声の認識における変調フィルタの評価 

○今井 宏，竹居 翼，山本 一公，松本 弘（信州大学） 

5C-3 PAS による非侵襲生体情報計測の検討 

○永井 隆史，伊藤 純，和田森 直，石原 康利（長岡技術科学大学） 

5C-4 ヒト腕運動等時性の計算論的考察 

○齋藤 尚，和田 安弘（長岡技術科学大学） 

5C-5 生体シグナルとしての「自律神経活動」の波形解析システムの試案 

○前原 雄太，アサノ デービッド，小山 省三（信州大学） 

5D  ＜音声・生体情報処理 III＞ 16:50～17:50 座長：山本 一公 君（信州大学） 

5D-1 マルチドメインを用いた画像の可逆フラクタル符号化 

小川 真一，中川 匡弘（長岡技術科学大学） 

5D-2 マウスの小脳顆粒細胞画像のフラクタル解析 

○栗田 誉平，中川 匡弘，渡邊 和忠（長岡技術科学大学） 

5D-3 人体形状計測に適した投影パターンの検討 

○小見山 勝，峯岸 康充，和田森 直，石原 康利（長岡技術科学大学） 

5D-4 皮膚性状評価のための超音波マルチチャンネルプローブの試作 

○鈴木 智洋，萩原 孝典，井口 誠二，橋本 昌巳，米澤 義道，伊東 一典，松尾 清（信州大

学） 

5D-5 光トポグラフィによる意思情報の認識 

○ 松下 晋，中川 匡弘（長岡技術科学大学） 

 



第６会場（２０６講義室）：6A～6Ｄ 

6A  ＜画像 I＞ 10:00～11:00 座長：牧野 秀夫 君（新潟大学） 

6A-1 Ｘ線透過画像における異物検出に関する研究～異物の分類と判別手法の検討～ 

○起 賢一，吉川 敏則，武井 由智，杉田 泰則（長岡技術科学大学） 

6A-2 異なる入力画像に対する GA を用いた電子割符生成の一検討 

○芳澤 洋次郎，エルナン アギレ，田中 清（信州大学） 

6A-3 高精細画像を得るための高周波成分復元を考慮した２次補間カーネルの検討 

○磯辺 亮，杉田 泰則（長岡技術科学大学），相川 直幸（日本大学），吉川 敏則，武井 由智

（長岡技術科学大学） 

6A-4 人物の姿勢を考慮した固有空間による照明補正 

◯奈良 知晃，玉木 徹，山本 正信（新潟大学） 

6A-5 画像の動的な輝度変化の補正について 

窪田 愛，山泉 亘，玉木 徹，山本 正信（新潟大学） 

6B  ＜画像 II＞ 11:20～12:08 座長：武井 由智 君（長岡技術科学大学） 

6B-1 隠れを考慮した交差レーザスリットとフォトダイオード列による三次元位置・姿勢計測 

○椎谷 聡，石井 郁夫（新潟大学），高橋 章（長岡工業高等専門学校）， 今井 博英，牧野 秀

夫（新潟大学） 

6B-2 高解像度裸眼立体視ディスプレイのためのオブジェクト表示処理の効率化 

○佐藤 宏司（新潟大学），若月 大輔（筑波技術短期大学），石井 郁夫（新潟大学），高橋 章

（長岡工業高等専門学校）， 今井 博英，牧野 秀夫（新潟大学） 

6B-3 動画像系列に対する超解像の性能改善に関する検討 

○武久 泰夫（長野県工業技術総合センター），田中 清（信州大学） 

6B-4 画像検査の分散処理による高速化 

高橋 隆司，角山 正博（新潟工科大学），小川 栄， 今井 睦樹，高橋 一義（（株）トライテ

ック） 

6C  ＜知能情報処理 I＞ 15:30～16:30 座長：元木 達也 君（新潟大学） 

6C-1 ロボットによる倒立振子の学習制御 －仮想空間から実空間へ向けて－  

○杉山 晃一，和田 安弘（長岡技術科学大学） 

6C-2 遺伝的アルゴリズムによるヒト腕最適軌道計算方法の提案 

角田 寿巳，和田 安弘（長岡技術科学大学） 

6C-3 パターンマッチングと時空間勾配法の併用によるモーションキャプチャ 



○塩谷 厚志，山本 正信（新潟大学） 

6C-4 力学的釣り合いを考慮したモーションキャプチャデータの編集 

○金澤 正男，山本 正信（新潟大学） 

6C-5 多目的 EA における局所支配および局所交叉に関する検討 

佐藤 寛之（エプソンアヴァシス（株）），エルナン アギレ，田中 清（信州大学） 

6D  ＜知能情報処理 II＞ 16:50～17:50 座長：和田 安弘 君（長岡技術科学大学） 

6D-1 コミュニケーション学習モデルの一試み 

○荒木 隆史，徳永 憲市，和田 安弘（長岡技術科学大学） 

6D-2 Anti-Pheromone Flooding による AntNet の改良 

○池田 宗弘，元木 達也（新潟大学） 

6D-3 発話速度別モデルの構築法に対する検討 

○桃井 潤一，山本 一公，松本 弘（信州大学） 

6D-4 質問応答システムにおける複数評価尺度の重み係数決定のための機械学習手法 

○松田 泰治，湯川 高志（長岡技術科学大学） 

6D-5 MNK-Landscape 問題における個体サンプリングの効果に関する検討 

○佐藤 正彦，エルナン アギレ，田中 清（信州大学） 

第７会場（２０７講義室）：7A～7Ｄ 

7A  ＜センサ・システム I＞ 10:00～11:00 座長：小野 浩司 君（長岡技術科学大学） 

7A-1 エレクトロスピニング法による PVK ファイバー薄膜の作製・評価 

○高橋 行尊，水野 佳紀，川上 貴浩，大平 泰生，新保 一成，加藤 景三，金子 双男（新潟

大学）  

7A-2 Otto/Kretschmann 複合型試料配置での表面プラズモン励起と放射光特性 

○山本 哲也，大平 泰生，新保 一成，加藤 景三，金子 双男（新潟大学） 

7A-3 表面プラズモン励起による MEH-PPV/C60 薄膜光電変換素子の高効率化 

〇岩見 暢彦，皆川 正寛，大平 泰生，新保 一成，加藤 景三，金子 双男（新潟大学） 

7A-4 CNT ドープ MEH-PPV 薄膜の光センサ特性 

西井 優，伊東 栄次，宮入 圭一，（信州大学） 

7A-5 酸化チタン上に蒸着したフラーレン/フタロシアニンのｐ－ｎ接合膜の光電変換特性と電極材

料の影響 

○鈴木 祐一，中道 博一，伊東 栄次，宮入 圭一（信州大学） 



7B  ＜センサ・システム II＞ 11:20～12:20 座長：佐藤 孝 君（新潟大学） 

7B-1 レーザービーム描画法による２次元液晶分子配向パターンの形成 

○阿久津 匡智，小野 浩司（長岡技術科学大学），川月 喜弘（兵庫県立大学） 

7B-2 光架橋性高分子液晶を用いた偏光回折格子上の低分子液晶の配向と光学効果 

○及川 慎司，小野 浩司（長岡技術科学大学），川月 喜弘（兵庫県立大学） 

7B-3 光配向方法により作製した回折格子液晶セルの FDTD 法による解析 

○関口 拓也，森崎 孝，小野 浩司（長岡技術科学大学），川月 喜弘（兵庫県立大学） 

7B-4 アゾ色素ドープ液晶高分子複合体へのホログラム形成に及ぼすモルフォロジーの影響 

○中村 学，小野 浩司（長岡技術科学大学），川月 喜弘（兵庫県立大学），佐々木 友之（長

岡技術科学大学） 

7B-5 外部共振器型半導体レーザ光源の走査波長安定化に関する検討 

○遠藤 貴徳，鈴木 孝昌，佐々木 修己（新潟大学） 

7C  ＜センサ・システム III＞ 15:30～16:30 座長：宮入 圭一 君（信州大学） 

7C-1 偏光サニャック型半導体レーザ干渉計における直接変調特性 

○白井 雅人，鈴木 孝昌，佐々木 修己（新潟大学） 

7C-2 耐振動型フィードバック位相シフト半導体レーザ干渉計 

○高橋 勉，鈴木 孝昌，佐々木 修己（新潟大学） 

7C-3 ２光波混合を用いる正弦波状波長走査干渉法による粗面形状計測 

矢後 裕章，佐々木 修己，鈴木 孝昌（新潟大学） 

7C-4 小孔付半密閉空間を有する光導波型圧力センサ ～センサ出力の小孔面積依存性～ 

○佐藤 薫，遠藤 義純，大河 正志，関根 征士，佐藤 孝（新潟大学） 

7C-5 Rb の飽和吸収分光法を用いた半導体レーザの発振周波数安定度の改善 

○中野 健司，前原 進也，太田 悠一，佐藤 孝，大河 正志，丸山 武男（新潟大学），坪川 恒

也（国立天文台）  

7D  ＜画像 III＞ 16:50～17:38 座長：岩橋 政宏 君（長岡技術科学大学） 

7D-1 色覚バリアフリーのための静止画像の色補正に関する検討 

○中山 卓郎，田中 清（信州大学），近藤 昭治（元信州大学），中村 英樹，市川 一夫（中京

病院），田邊 詔子（視覚研究所），山出 新一（滋賀医科大学）   

7D-2 タイ北部メコン流域-長野市の間の IP 利用 TV 電話会議の構築と中学生の国際ビジネス体験カ

リキュラム 

○丸山 和義（長野市立柳町中学校），大江 健（早稲田大学），山崎 照良，原 宏一，赤沼裕



一，横井 行雄（長野日本無線（株）），後藤成遵，Sunanta Fabre（NECTEC MFLU） 

7D-3 道路網のフラクタル次元に関する基礎研究 

和栗 健，前田 義信，牧野 秀夫（新潟大学） 

7D-4 三次元動画像を用いた遠隔教育システムの構築 

曽田 俊彦，角山 正博（新潟工科大学） 

第８会場（２０８講義室）：8A～8Ｄ 

8A  ＜デバイス I＞ 10:00～11:00 座長：番場 教子 君（信州大学） 

8A-1 Raman 分光分析による MWCNT を用いた LIB の充放電機構解析 

梅本 壮一郎，小島 昌人，寺門 大輔，堀田 英智，村司 泰章（信州大学），大澤 幸造（長野

工業高等専門学校），金 隆岩，林 卓哉，遠藤 守信（信州大学） 

8A-2 Poly-Para-Phenylene 炭を用いたリチウムイオン二次電池 

○吉田 一仁，小島 昌人，寺門 大輔，堀田 英智，村司 泰章，（信州大学），大澤 幸造（長

野工業高等専門学校），金 隆岩，林 卓哉，遠藤 守信（信州大学） 

8A-3 シルクを用いた EDLC 用電極材料への応用 

○阿部 佑亮，金 龍中，末崎 紘章，千野 晃明，柳浦 貴志，木谷 公亮，児玉 毅，樋口 慶

太，金 隆岩，林 卓哉，遠藤 守信（信州大学） 

8A-4 カーボンブラックの EDLC 特性 

○柳浦 貴志，金 龍中，末崎 紘章，千野 晃明，阿部 佑亮，金 隆岩，林 卓哉，遠藤 守信（信

州大学） 

8A-5 Multi Walled Carbon Nanotube を用いたリチウムイオン二次電池 

佐藤 圭吾，小島 昌人，寺門 大輔，堀田 英智，村司 泰章（信州大学），大澤 幸造（長野工

業高等専門学校），金 隆岩，林 卓哉，遠藤 守信（信州大学） 

8B  ＜デバイス II＞ 11:20～12:20 座長：加藤 景三 君（新潟大学） 

8B-1 球晶状フェノール樹脂炭を用いたリチウムイオン二次電池 

○渡辺 高明，小島 昌人，寺門 大輔，堀田 英智，村司 泰章（信州大学），大澤 幸造（長野

工業高等専門学校），金 隆岩，林 卓哉，遠藤 守信（信州大学） 

8B-2 カーボンナノチューブ生成触媒の濃度による生成物への影響 

○水嵜 英明，村松 寛之，片岡 政博，島本 太介，手塚 弘紀，金 隆岩，林 卓哉，遠藤 守信

（信州大学） 

8B-3 熱処理による Carbon Nanotube の電界放出特性 

○瀬尾 栄一，村松 寛之，中谷 敏樹，多田 慎吾，石井孝憲，金 隆岩，林 卓哉，遠藤 守信



（信州大学） 

8B-4 ホウ素添加による Cups-Stacked Carbon Nanotube の構造変化 

○多田 慎吾，村松 寛之，中谷 敏樹，瀬尾 栄一，石井 孝憲，金 隆岩，林 卓哉，遠藤 守信

（信州大学） 

8B-5 Si 基板上に成長した希薄磁性半導体(Ga,Mn)As の磁気抵抗効果 

佐藤 慎哉，神保 良夫，内富 直隆（長岡技術科学大学） 

8C  ＜デバイス III＞ 15:30～16:30 座長：阿部 克也 君（信州大学） 

8C-1 低温活性触媒体を用いた Cat-CVD 法によるⅢ-Ⅴ族窒化物半導体のヘテロエピ成長に関する研

究 

○高橋 和希，西山 洋，井上 泰宣，安井 寛治，赤羽 正志（長岡技術科学大学） 

8C-2 Hot-mesh CVD 法による SiC/Si(111)上への GaN 成長 

○田村 和之，高橋 和希，深田 祐介，安井 寛治，赤羽 正志（長岡技術科学大学） 

8C-3 マイクロ波高速パルス変調によるプラズマ電子温度制御 

○岡村 健広，窪田 悟（長野日本無線株式会社）， 櫻井 史博，江角 直道（長野工業高等専

門学校） 

8C-4 電解重合ポリピロール膜の充放電特性 

○加納 暁，小島 昌人，笠井 利幸，太田 善規（信州大学） 

8C-5 陽極酸化タンタル上に塗布したポリチオフェン FET と界面処理効果 

○飛石 尭大，伊東 栄次，宮入 圭一（信州大学） 

8D  ＜デバイス IV＞ 16:50～17:50 座長：石黒 孝 君（長岡技術科学大学） 

8D-1 水晶振動子微量天秤法による金微粒子薄膜のガス応答特性 

○古川 寛之，大平 泰生，新保 一成，加藤 景三，金子 双男（新潟大学） 

8D-2 V2O5層挿入フタロシアニン電界効果トランジスタの作製と評価 

岩崎 正英，○皆川 正寛，新保 一成，加藤 景三，大平 泰生，川上 貴浩，金子 双男（新潟

大学） 

8D-3 ペンタセン配向薄膜の作製と表面プラズモン励起による評価 

○小林 博彰，島岡 徹，大平 泰生，新保 一成，加藤 景三，金子 双男（新潟大学）  

8D-4 PI 極薄膜上に形成した CuPc 有機 FET 

○若井 雅文，伊東 栄次，宮入 圭一（信州大学） 

8D-5 ポルフィリン斜方蒸着膜の NO2ガス応答特性 



○落合 康成，大平 泰生，新保 一成，加藤 景三，金子 双男（新潟大学） 

第９会場（２０９講義室）：9A～9Ｄ 

9A  ＜電気電子材料 I＞ 10:00～11:00 座長：河合 晃 君（長岡技術科学大学） 

9A-1 垂直磁気異方性を有する NdFeB 薄膜の形成とその特性 

○荒井 一剛，山澤 晃次，劉 小晰，森迫 昭光（信州大学） 

9A-2 高密度磁気記録媒体用 Pt/FeCu 薄膜の構造および磁気特性 

○杉山 淳一郎，片山 信宏，劉 小晰，森迫 昭光（信州大学） 

9A-3 垂直磁気異方性を有する Sm-Co 薄膜の下地層に関する考察 

○高田 鉄也，嘉藤 勇，武井 重人，森迫 昭光，松本 光功（信州大学） 

9A-4 FePt 薄膜形成とガス添加効果 

○橋ヶ谷 征利，前川 智昭，森迫 昭光，劉 小晰（信州大学） 

9A-5 Ba フェライトナノドット薄膜の形成 

○小川 知浩，山本 修己，Nazmun Nahar Shams，劉 小晰，森迫 昭光（信州大学） 

9B  ＜電気電子材料 II＞ 11:20～12:20 座長：安井 寛治君（長岡技術科学大学） 

9B-1 TbFeCo 薄膜の磁気特性への Al 下地層効果 

○山下 剛，T. Rahman，劉 小晰，森迫 昭光（信州大学） 

9B-2 Co 下地層を用いた FeCo 薄膜の構造及び磁気特性 

○山岸 誠，宮尾 卓二，劉 小晰，森迫 昭光（信州大学） 

9B-3 ランガサイト単結晶の酸素欠陥挙動 

○加藤 健太郎，太子 敏則（信州大学），林 貴之（シメオ精密(株)），番場 教子，干川 圭吾

（信州大学），深海龍夫（信州大学） 

9B-4 タンタル酸リチウム系固溶体セラミック圧電材料の開発 

○知野 崇，番場 教子，深海 龍夫（信州大学） 

9B-5 圧電体・カーボンファイバー複合体の特性 

○倉島 健一，番場 教子，深海 龍夫（信州大学） 

9C  ＜電気電子材料 III＞ 15:30～16:30 座長：森迫 昭光君（信州大学） 

9C-1 二酸化チタン･酸化亜鉛複合体膜の溶解による粗面構造形成の試み 

○栗原 晋，番場 教子，深海 龍夫（信州大学） 

9C-2 多層カーボンナノチューブの電気伝導特性 

吉井 邦治，竹内 健司，村松 寛之，島本 太介，田尻 岳行，林 卓哉，金 隆岩，遠藤 守信（信



州大学） 

9C-3 ホウ素の置換固溶による MWNT の電気伝導特性 

○田尻 岳行，村松 寛之，神尾 峻平，菊池 隆文，吉井 邦治，多田 慎吾，金 隆岩，林 卓哉，

遠藤 守信（信州大学） 

9C-4 コンピュータシミュレーションを用いた電気二重層キャパシタ用電極材料の特性解析 

○直川 悟，遠藤 守信，林 卓哉，金 隆岩，今井 伸治，鍛治谷 博士，古井 崇介，喜多村 茜，

柴 悠太（信州大学） 

9C-5 コンピュータシミュレーションによる電気二重層キャパシタ用電解液の構造解析 

古井 崇介，今井 伸治，鍛治谷 博士，直川 悟，喜多村 茜，柴 悠太，金 隆岩，林 卓哉，遠

藤 守信（信州大学） 

9D  ＜電気電子材料 IV＞ 16:50～17:50 座長：新保 一成君（新潟大学） 

9D-1 プラズマ窒化法による 6H-SiC 上への窒化膜の作製 

○劉 穎慎，山口 哲生，石田 芳樹，林部 林平，阿部 克也，山上 朋彦，上村 喜一（信州大

学） 

9D-2 Hot-Mesh CVD 法を用いた SOI 基板上への SiC 成長 

○栗本 大詩，三浦 仁嗣，安井 寛治，赤羽 正志（長岡技術科学大学） 

9D-3 反強誘電性セラミックのピエゾ誘電効果 

○窪 道明，遠藤 尚之，番場 教子，深海 龍夫（信州大学） 

9D-4 逆ミセル法で作製した Co ナノ粒子の H2O 添加効果 

○小西 健二，瀬川 和宏，榮岩 哲二（信州大学） 

9D-5 グラニュラー薄膜のトンネル型巨大磁気抵抗効果 

○杉脇 皓介，遠藤 ちなり，榮岩 哲二（信州大学） 

【 ポスター発表 】 １０１講義室 

掲示用パネルは１件あたり 120cm（幅）×100cm（高さ）及びパソコン等の電源の利用可 

P  ＜ポスターセッション＞ 14:30～15:20 世話人：植野 真臣 君 

P-1 飛砂計測法に関する基礎検討 

○吉田 秀輝，佐藤 栄一，富永 禎秀（新潟工科大学） 

P-2 直列連接トレリス符号化変調の water fall 領域の改善 

○小林 大輔，正本 利行，荻原 春生（長岡技術科学大学） 

P-3 バースト雑音通信路における LDPC 符号の復号 



○加行 幸人，荻原 春生（長岡技術科学大学） 

P-4 蜂の巣換気の音響特性 -住宅モデルにおける遮音性能- 

町田 具凡，降旗 建治（信州大学） 

P-5 蜂の巣換気の音響特性 ‐２マイクロホン法による遮音特性- 

矢田 尚也，小松 周平，降旗 建治（信州大学） 

P-6 蜂の巣換気の音響特性 －音響管モデルによる遮音特性－ 

○篠原 誠，伊藤 学，降旗 建治（信州大学） 

P-7 超音波センサを用いた皮下脂肪厚測定に関する基礎的検討 

生川 弘晃，降旗 建治（信州大学） 

P-8 感覚特性による疲労・回復チェックシステムの構築-振動・光刺激を用いた感覚特性の基礎的

検討- 

小林 正之，降旗 建治（信州大学） 

P-9 エレキギターの音色に関する基礎的検討 

井上 壮太，降旗 建治（信州大学） 

P-10 近赤外光トポグラフィによる言語理解の脳活性の計測 

田中 祐介，中川 匡弘（長岡技術科学大学） 

P-11 希塩酸による Bi-2212 改質層の組成分析及び電気特性 

○吉田 隆，鈴木 光男，余川 奈保美，岡上 久美，濱崎 勝義（長岡技術科学大学） 

P-12 Bi-2212 デバイス用自己平坦化プロセスの最適化 

○下畑 圭一郎，鈴木 光夫，岡上 久美，濱崎 勝義（長岡技術科学大学） 

P-13 自己平坦化法を用いた Bi-2212 スタックにおける臨界電流の温度依存性 

○入江 勇太，ファチャムルン・ラッタナット，鈴木 光夫，岡上 久美，濱崎 勝義（長岡技

術科学大学） 

P-14 LED バックライト導光モジュールの高効率化 

○近 雄介，小林 徹，関根 征士，大河 正志（新潟大学） 

P-15 MBE 法による Si(001)基板上への GaAs1-xSbxのエピタキシャル成長 

戸田 哲郎，西野 文雄，加藤 有行，上林 利生，神保 良夫，内富 直隆（長岡技術科学大学） 

P-16 スパッタ堆積したカーボン薄膜における電界電子放出特性とＤバンド欠陥との相関性 

○稲垣 優人，前沢 洋介，長谷川 洋祐，山田 秀輝，山上 朋彦，林部 林平，阿部 克也，上

村 喜一（信州大学） 



P-17 Si(001)-2°off 面上の MMSi を用いたステップバンチングの評価 

○金丸 哲史，原島 正幸，荻原 智明，安井 寛治，赤羽 正志，高田 雅介（長岡技術科学大

学） 

P-18 マイクロストリップラインを用いた 2GHz 帯 LPF に関する検討 

吉澤 優一，柄澤 孝一（長野工業高等専門学校） 

P-19 CdSe 量子ドットとオリゴフルオレンの電解重合による複合ネットワーク薄膜 

○五十嵐 彩（新潟大学），パットン ディレック，ロックリン ジェイソン，馬場 暁（ヒュー

ストン大学），新保 一成，加藤 景三，金子 双男，アドビンクラ リゴベルト（ヒューストン

大学） 

P-20 金属ナノクレーター構造の作製と表面プラズモン励起による評価 

○水村 公哉，大平 泰生，新保 一成，加藤 景三，金子 双男，川上 貴浩（新潟大学） 

P-21 フォトニック結晶導波路からの出射パターンの制御 

○森本 正人，上林 利夫（長岡技術科学大学） 

P-22 2D・3D シミュレーションによるフォトニック結晶バンドギャップの評価 

○菅原 広也，山崎 真嗣，上林 利生（長岡技術科学大学） 

P-23 光学発汗計の基礎的研究 

坂口 正雄，○青木 幸子（長野工業高等専門学校），大橋 俊夫（信州大学） 

P-24 周期活性化関数を用いたカオス誤差逆伝搬学習 

小此木 慎哉，保高 智昭，飯塚 拓也，中川 匡弘（長岡技術科学大学） 

P-25 振幅包絡時系列の類似性基準と音源方位推定性能の関係について 

○相原 洋平，岩城 護，木竜 徹（新潟大学） 


