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＊ 理工学部所属予定

教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科
A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科
C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科
E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

會澤 純雄｜AISAWA Sumio

A■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／無機工業化学 Inorganic Industrial Chemistry
 無機材料化学 Inorganic Materials Chemistry
 環境材料化学 Environmental Materials Chemistry
 粘土科学 Clay Science

無機層状化合物を基材とした
新しいナノ複合体の合成とその応用
無機層状化合物の層間は様々なイオンや分子をナノレベルで取り込む性質を
もっています。私はこの性質を利用し、生体や環境にやさしい無機／有機ナノ
複合体の合成とその応用に関する研究に取り組んでいます。最近では、生体分
子や薬剤を層間へ取り込み、分子コンテナ、生体分子キャリア、ドラッグデリバ
リー材料への応用を目指した研究にも挑戦しています。

宇井 幸一｜UI Koichi

A■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／物理化学 Physical Chemistry
 電気化学 Electrochemistry
 無機化学 Inorganic chemistry

「材料を制するものが電池を制する」

「材料を制するものが電池を制する」という言葉があります。電池は多くの材料から構成され、
それらが電池性能に影響を与えています。そこで、各材料の特徴を生かし、それらを組み合わ
せて評価し、新たな問題点を見つけ出し、解決することを繰り返すことで、電池の高性能化を
進めていきます。また、現在のリチウム二次電池の電解質には、有機溶媒系電解質が用いられ
ていますが、その可燃性が安全性の上で問題視されています。そこで、不揮発性及び不燃性と
いう“室温イオン液体”を電解質に適用し、“燃えない電池”を設計する研究も行っています。

大石 好行｜OISHI Yoshiyuki

A■ 役職／教授 Professor
■ 専門／高分子化学 Polymer Chemistry
 高分子材料化学 Polymer Material Chemistry
 機能性高分子化学 Functional Polymer Chemistry

先端産業の発展を支える
機能性高分子の開発

様々な機能性を有する新しい高分子材料が、宇宙航空分野や情報通信分野
などのハイテク産業を支える先端材料として期待されています。このような
ニーズに応えるために、種々の機能団を有する機能性モノマー（高分子の原
料）の合成と、高選択的で高効率な精密重合法の開発を行っています。最近で
は、高耐熱性高分子、高透明性高分子、高屈折率高分子、有機／無機複合材
料、ガス分離膜などの機能性材料を創製しています。

呉 松竹｜KURE-CHU Song-Zhu

A■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／機能性表面工学 Functional Surface Finishing Engineering
 応用電気化学 Applied Electrochemistry
 材料化学 Chemistry of Materials
 ナノ材料の創製 Fabrication of Nanomaterials

機能性ナノ材料の創製と
実用表面技術の開発
種々の表面処理手法（アノード酸化、電気・無電解めっき、ゾル・ゲル法、スパッタ蒸
着）の活用により、金属（Al, Ti, Zr, Cu, Fe）とガラス材料の上に、様々な酸化物
（Al2O3, TiO2, TiO2-TiN, ZrO2）と金属（Sn/Ag3Sn, Ni-Pd, Sn-TiO2, Fe族
-Pt, Ni, Pd, Ptなど）のナノ材料（ワイヤ、チュープ、ポーラス膜、積層膜）を創製する
とともに、自動車端子・コネクタ、車エンジン部品、LEDデバイス、Liイオン電池・燃
料電池、光触媒、太陽電池、垂直磁気記録媒体などへの実用研究を行っています。
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是永 敏伸｜KORENAGA Toshinobu

A■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／有機合成化学 Synthetic Organic Chemistry
 均一系触媒化学 Homogeneous Catalytic Chemistry
 計算化学 Computational Chemistry

元素戦略に基づいた
新規触媒反応の開発とその理論的解明

医薬品や機能性材料の合成に欠かせない金属錯体触媒には、多くの場合レア
メタルが使用されています。私たちのグループでは、「元素戦略」に基づいた未
来型触媒の開発による効率的有機合成法の確立を目指し、理論計算を駆使
した分子設計による超高活性金属錯体触媒の開発（減量戦略）や金属フリー
な新規有機分子触媒の開発（代替戦略）を行っています。さらに開発した触媒
を医薬品の工業生産に利用する試みを企業と共に進めています。

芝﨑 祐二｜SHIBASAKI Yuji

A■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／有機化学 Organic chemistry
 高分子合成化学 Polymer chemistry

有機化学を基盤とした
素材の研究開発

私たち生物を構成する有機物を知ることは、有機化学を理解することから始
まります。私たちの研究グループでは、この有機化学を基盤として、新素材開
発、高強度・高弾性樹脂の開発、機能性素材の開発、生体適合材料の開発な
どを研究しています。化学という純粋な学問の追求とともに、我が国の産業が
より一層発展し、私たちの生活がより豊かで充実したものとなるような発展研
究を行っています。

嶋田 和明｜SHIMADA Kazuaki

A■ 役職／教授 Professor
■ 専門／有機合成化学 Synthetic Organic Chemistry
 複素環化学 Heterocyclic Chemistry
 有機ヘテロ原子化学 Organic Heteroatom Chemistry

有用有機化合物の簡便供給のための、
環境負荷の小さな新合成反応の実現を目指す

本研究室では、含カルコゲン複素環化合物やヘテロ原子を含む活性化学種の高
い化学反応性が、巧妙な制御によって化学種の合成化学的利用が可能になる点
に着目し、多様な有用有機化合物の簡便供給に直結する、環境負荷の小さな新合
成反応の実現を目指しています。更にこの考え方に基づき、カルコゲン原子と炭素
原子の多重結合を含む活性化学種の効率的発生と、それらを用いる生理・薬理活
性化合物（医薬品のもととなる物質）の短段階合成について研究を行っています。

白井 誠之｜SHIRAI Masayuki

A■ 役職／教授 Professor
■ 専門／触媒化学 Catalytic Chemistry
 表面化学 Surface Science
 超臨界流体 Surpercritical Fluid
 グリーンケミストリー Green Chemistry

水と二酸化炭素を利用する
グリーンケミストリー
環境や人体に有害な化学物質の使用や排出を極力押さえ、かつ従来法よりも
高効率で反応を進行させる触媒化学の研究を行っています。具体的には、超
臨界状態を含む高温高圧状態の水と二酸化炭素を、有機溶媒や無機酸の代
替として用い、バイオマスや有機系廃棄物などの未利用資源を有用化学物質
へ変換する触媒技術を開発しています。企業、国研そしてインドなどのアジア
諸国とも連携して研究を進めています。

鈴木 映一｜SUZUKI Eiichi

A■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／分子分光学 Molecular spectroscopy
 量子化学 Quantum chemistry 

分子間相互作用と
光励起状態の分子分光学

分子同士が弱く結合した錯体の構造や電子状態は、化学反応のしくみを知り
新たな反応を設計する上で重要です。私たちは希ガス低温固体中に分子錯体
を捕捉し、各種スペクトルと量子化学計算を用いてその性質を調べています。
また、分子の励起状態の光物理化学的性質は分子周囲の微細環境によって
大きく影響されます。私たちは環境による励起状態の安定化に着目し、有機分
子の励起エネルギー失活過程について詳しく調べています。

竹口 竜弥｜TAKEGUCHI Tatsuya

A■ 役職／教授 Professor
■ 専門／電気化学 Electrochemistry
 触媒工学 Catalysis Engineering
 環境科学 Environmental Science

燃料電池用電極触媒と
次世代二次電池の開発

エネルギーの効率的変換により、環境負荷を低くすることを実現するために、
燃料電池、および、金属・空気二次電池の研究を行っています。家庭用燃料電
池・エネファームに用いられるPt-Ru合金触媒の合金化度を最大値まで高め、
高効率発電を実現。また、次世代の電気自動車に用いる、エネルギー容量の
大きな金属・空気二次電池について、RP型ペロブスカイト酸化物を空気極
（＋）に用いて理論値での充電・放電を実現しました。
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教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科
A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科
C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科
E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

土岐 規仁｜DOKI Norihito

A■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／化学工学 Chemical engineering
 結晶化学 Crystal chemistry

機能性結晶の創製と
結晶化技術の開発

結晶が析出するのは、結晶相が溶液相よりもエネルギー的に有利（安定）だか
らです。しかし、その結晶化メカニズムは複雑で、特定の機能性を持った結晶
の創製や、生成結晶の高度分離、高純度化の研究解明が、医薬品、食料品、化
粧品等の多岐に渡る分野で所望されています。そこで、論理的な結晶構造の
予測と、様々な機能を発現する新規な結晶の創製技術、工業プロセスに応用
できる新しい結晶化法に関して研究しています。

七尾 英孝｜NANAO Hidetaka

A■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／トライボロジー Tribology
 表面化学 Surface Chemistry 

潤滑を極める

トライボロジーとは、簡単に言うと摩擦・摩耗・潤滑に関する科学技術です。省エネル
ギー・省資源をはじめとする環境問題改善はもちろんのこと、人体の関節から宇宙ス
テーションの安定稼働など、幅広い分野で欠くことのできない技術です。摩擦や摩耗と
いったダイナミックな現象は、まさに動いている状態で捉えないと実際の摩擦面で何が
起きているのかわかりません。そこで表面分析装置と摩擦試験機を組み合わせ、摩擦面
で起こっている分解や反応といった現象を解析・検討し、研究を進めているところです。

平原 英俊｜HIRAHARA Hidetoshi

A■ 役職／教授 Professor
■ 専門／分析化学 Analytical chemistry
 無機工業化学 Inorganic industrial chemistry
 無機材料化学 material chemistry
 無機有機ハイブリッド・接着 Inorganic-organic hybrid・Adhesion

無機化合物と有機化合物を複合化
または接着させ、新機能を持つ素材を作る
無機層状化合物（粘土）は生活の中で、家電、自動車、容器、製紙、建築材などで大量に
使用されています。私たちは、地球上に豊富にある無機化合物と有機化合物（ポリマー
やゴムなど）を複合化または接着することで、単独では実現できない機能を持つ素材
を作り出す研究をしています。また、有価金属を回収する研究も行っています。持続発
展社会を実現するため、有限資源から循環型資源への原材料の転換を考え、地球環
境に対応した大きな役割を果たす接着複合化学材料の研究開発を進めています。

村岡 宏樹｜MURAOKA Hiroki

A■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／有機合成化学 Organic synthetic chemistry
 有機構造化学 Organic structural chemistry
 有機機能化学 Organic function chemistry

星型π共役系分子の合成と
環境応答性の発現

ドナー性アリール基（D）-チオフェン（π）-含窒素複素環コア（A）で構成され
る星型π共役系分子の創製とD-π-A型分子特有の分子内電荷移動特性を
利用した環境応答性の発現を目的として研究を行っています。これら環境応
答性分子は、溶媒極性変化、プロトン濃度変化、金属イオンに対する応答を溶
液色・発光色変化として視覚的に検出可能であり、新しい分子センサーとして
の応用が期待できます。

分子内電荷移動特性をセンシング原理とする環境応答性分子の開発
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八代 仁｜YASHIRO Hitoshi

A■ 役職／教授 Professor
■ 専門／腐食防食工学 Corrosion Engineering
 電気化学 Electrochemistry

金属材料の腐食研究を通して
社会貢献を目指す

金属材料の腐食は私たちの暮らしの安全・安心に対する脅威と大きな経済損
失をもたらします。なぜ錆びるのか、どうしたら防止できるのか、どうしたら検
出できるのかなど、社会のニーズは山積しています。私の研究は、化学の知識
をベースとしてこれらを解決し、社会に貢献することを目指しています。最近は
エネルギー材料に特に力を入れており、ヒートポンプシステム、燃料電池、リチ
ウムイオン電池材料などに関連する研究を進めています。

横田 政晶｜YOKOTA Masaaki

A■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／化学工学 Chemical Engineering

無限の可能性を秘めた結晶の研究

目的生成物と複数の副生成物の中から高純度の目的化合物を生成させる、新しい結晶化
技術の開発が重要な課題となっています。私の研究テーマは、結晶の構成成分となる分
子の合成技術に加え、分子の性質を最大限に生かすよう分子を並べる結晶合成という技
術の開発です。分子がある規則に従って配列している結晶には、無限の可能性が秘められ
ています。論理的背景に基づいた予測とともに、様々な特殊機能を発現する新規な結晶の
創製技術、そして量産化を目的とした新しい結晶化法に関する研究に取り組んでいます。

荒木 功人｜ARAKI Isato

B■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／発生生物学 Developmental Biology
 神経科学 Neuroscience
 分子生物学 Molecular Biology

高レベル軸索性RNAに関する研究

神経細胞の軸索にはRNAが輸送され（軸索性RNAと呼ばれる）、局所的なタ
ンパク質合成が起こり、それが神経回路発生や軸索再生において重要な役割
を果たします。哺乳類では軸索性RNAの存在量は少ないのですが、本研究室
ではニワトリ後期胚の脳で軸索性RNAを大量に含む神経細胞があることを
発見し、その機能を調べています。この研究は神経発生機構のより正確な理
解に加え、神経再生治療への貢献も期待されます。

一ノ瀬 充行｜ICHINOSE Mitsuyuki

B■ 役職／教授 Professor
■ 専門／神経科学 Neuroscience
 生理工学 Physiology
 神経免疫学 Neuroimmunology

中枢神経系および
自律神経の解析による感性評価

工学の発展は、小さい・軽い・早いなどで表現される技術が最優先されてきま
した。しかし、現在の環境問題や人口減・高齢社会を考えると、持続可能な社
会の発展のためには人に優しい工学が求められています。そのためには安心・
安全・快適・健康・便利な工学技術の進歩が必須です。研究室では、このような
工学技術の進歩に必要な人間の快適性を評価する方法について研究してい
ます。健康の維持・未病の改善にもつながる研究です。

小栗栖 太郎｜OGURUSU Taro

B■ 役職／教授 Professor
■ 専門／神経科学 Neuroscience
 生化学 Biochemistry

神経機能素子の構造と機能

チャンネル連結型受容体の一種であるGABA受容体ρ3サブユニットを発見
し、チャンネル機能や視覚経路での発現を明らかにしました。現在はサブユ
ニットの集合機構をタンパク質レベルで研究しています。また、神経機能に必
要である可能性のある機能未知タンパク質を遺伝情報処理により検索し、研
究しています。現在までにシナプスにおける神経伝達物質の放出に必要なタン
パク質を発見し、その機能を研究しています。

尾﨑 拓｜OZAKI Taku 
＊

B■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／生化学 Biological Chemistry
 細胞生物学 Cell Biology
 動物生理学 Animal Physiology

ミトコンドリアカルパインの機能解明と
ペプチド医薬の開発

我々ヒトを含めた生物は１つ１つの細胞から構成されています。その細胞の中
では数多くのタンパク質が存在して、想像を超える精密さで様々な生命現象を
制御しています。その複雑な生命現象の一端を解明するべく、私の研究室で
は、ミトコンドリアに存在する「カルパイン」というタンパク質に着目した基礎
研究を行っています。そこで得られた知見は、網膜や脳の疾患に対する治療薬
の開発といった応用研究へと展開しています。
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※ ２次元バーコードは研究室などのwebサイトアドレスです。
＊ 理工学部所属予定

教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科
A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科
C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科
E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

坂田 和実｜SAKATA Kazumi

B■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／神経科学 Neuroscience
 生物物理学 Biophysics

線虫の神経回路をコンピュータ上で再現、
生体中の神経回路の信号処理・伝達のしくみを研究

線虫の神経細胞の数は302個で、高等生物と比べ非常に少ない数です。さらに、全ての神
経細胞に名前が付けられて区別されているだけでなく、神経細胞同士の接続の種類と数、
加えて接続の場所までが全て明らかにされています。本研究では、コンピュータ上での線
虫の神経回路を再現し、その回路を使って、生体中の神経回路での信号処理・信号伝達が
どのように行われているのかを詳細に調べています。これまでの結果から、前進運動の際
に頭部と胴体部分の運動を上手に連携させるために必要な条件が分かってきました。

菅野 江里子｜SUGANO Eriko 
＊

B■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／細胞工学 Cell engineering
 視覚科学 Visual science

加齢に伴う
神経変性に対する治療法の開発

網膜を構成する神経細胞の中で、最初に光を受け取る細胞は視細胞です。こ
の細胞は一旦変性してしまうと回復させることができず、失明に至ります。我々
はオプトジェネティクスを応用して、視細胞変性後も残存する網膜の最終アウ
トプット細胞に光を受容する能力を与え、もう一度視覚を取り戻す研究をして
います。この研究では緑藻類の遺伝子を応用しているため、様々な動物種を用
いて安全性を検討しています。

冨田 浩史｜TOMITA Hiroshi

B■ 役職／教授 Professor
■ 専門／視覚神経科学 Visual Neuroscience
 分子生物学 Molecular Biology
 神経科学 Neuroscience 

人工網膜や緑藻類の遺伝子を利用し、
失明者の視覚機能再建を目指す

外界からの情報の80％以上は「眼」を通して得られると言われるように、眼は生活
への貢献度が大きい器官です。毎年約16000人がさまざまな疾患によって失明に
至っていますが、現状ではその視覚機能を回復させる治療法はありません。そこ
で、失明者の視覚機能再建を目指し、眼内へのLSIチップ埋め込みによる人工網膜
や緑藻類の遺伝子を利用した治療研究を行っています。また、これらの研究を通し
て、複雑な視覚情報処理システムの各々の役割を明らかにしたいと考えています。

福田 智一｜FUKUDA Tomokazu 
＊

B■ 役職／教授 Professor
■ 専門／細胞工学 Cell Engineering
 分子遺伝学 Molecular Genetics
 幹細胞生物学 Stem Cell Biology
 動物遺伝学 Animal Genetics

無限分裂細胞と
人工多能性幹細胞に関する研究
我々は幅広い動物種において、細胞周期に関連する共通した３つの遺伝子を
導入することで、元の細胞のゲノム状態や性質を保持したまま無限に細胞分
裂を誘導できることを見出しました。また近年、発展の著しい人工多能性幹細
胞（iPS細胞）技術を動物に適用し、個体や機能の再生と利用を進めています。
これらの細胞における技術を用いて新たな細胞を作り出し、世界中の研究者
と共有の研究資産として利用しています。
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若林 篤光｜WAKABAYASHI Tokumitsu

B■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／分子遺伝学 Molecular genetics
 神経科学 Neuroscience

遺伝学的な研究により、
動物が味を感じるしくみの解明に取り組む

我々ヒトが普段、何気なく感じている五感のうち、におい物質を感じる嗅覚、
味物質を感じる味覚をまとめて化学感覚とよびます。このうち、味覚を検出す
る生物学的なメカニズムについては、現在でも未解明の問題が多く残されて
います。私たちは、高等動物と同様の化学感覚を持っているモデル生物・線虫
を用いた遺伝学的な研究により、動物が味を感じるしくみの解明に取り組ん
でいます。

石垣 剛｜ISHIGAKI Tsuyoshi

C■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／天文学 Astronomy
 天文光学 Astronomical optics

面分光装置の開発に基づく
銀河活動の観測的研究

銀河からの可視光線や赤外線などを分光することによって、銀河を構成する
星やガスの運動状態・物理状態に関する情報が得られます。近年、非常に遠方
の銀河の観測が可能となり、銀河がどのように現在の姿に進化してきたのか
を推測できるようになってきました。本研究室では、銀河のように空間的に広
がった天体からの光を効率良く分光するための面分光装置の開発を行いなが
ら、銀河の観測的研究を進めています。

瓜生 誠司｜URYU Seiji

C■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／物性理論 Theoretical Condensed Matter Physics

ナノ単位の物質や構造を持つものの
電子や光に関する性質を研究

ナノは10-９を意味する接頭語ですが、１ナノメートル（10億分の１メートル）程
度の長さを表す言葉としても用いられます。私たちは炭素のナノ物質、半導体
や金属のナノ構造などの電子や光に関する性質を明らかにする理論研究を
行っています。この微小な世界では、従来の古典的な力学では説明できない不
思議な現象が現れます。私たちの研究は、エレクトロニクスをはじめとする幅
広い分野での応用の基礎になると期待されます。

尾台 喜孝｜ODAI Yoshitaka

C■ 役職／教授 Professor
■ 専門／数学（整数論） Mathematics（Number theory）

代数的整数と素イデアル分解

整数を拡張した概念である「代数的整数」の研究をしています。整数において
素数や素因数分解が研究対象になるように、代数的整数においては「素イデ
アル」や「素イデアル分解」と呼ばれるものが研究対象になります。純粋数学の
中でも長い歴史を持つ伝統的な分野ですが、近年は暗号理論など実用的な
分野への応用も盛んになって来ました。

川崎 秀二｜KAWASAKI Shuji

C■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／時系列解析 Time series analysis
 確率モデル Stochastic models
 応用数学全般 Applied mathematics

時間−周波数局在性と
確率変数極限定理正則化、揺らぎ現象

時系列のウェーブレット解析（WA）の研究に、理論と応用の両面から取り組ん
でいます。従来の確率変数極限定理では、相関が強くなると漸近分布は古典
的な正規分布では無くなりますが、ウェーブレットは時系列の相関を断ち切る
特徴があり、ウェーブレットドメインでの相関の理論的評価を定式化します。ま
た、WAの最も基礎的対象となる自己相似過程や1/f揺らぎ過程クラスの記述
する、様々な物理系の相転移メカニズムを特徴付ける事が課題です。

谷口 晴香｜TANIGUCHI Haruka

C■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／超伝導 Superconductivity
 磁性 Magnetism
 圧力効果 Pressure effect

電子間相互作用の強い物質が示す
新奇現象の探索と解明

超伝導はゼロ抵抗や完全反磁性という現象の華々しさで有名ですが、そのメ
カニズムも魅力的です。超伝導状態では固体中の電子が相互作用して集団運
動しており、量子力学の効果がマクロに発現する珍しい例として注目を集めて
います。このような電子系における新奇な磁気・輸送特性の発見・解明を目指
し、私たちは電荷・軌道・スピンという電子の３つの自由度に着目しながら超伝
導体やモット絶縁体などの研究を行っています。



FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING54

031 033

032 034
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＊ 理工学部所属予定

教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科
A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科
C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科
E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

中西 良樹｜NAKANISHI Yoshiki

C■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／強相関電子系物理 Strongly correlated electron systems
 磁性 Magnetism／エキゾチック超伝導 Exotic Superconductivity
 多重極限環境下物性測定 Solid state physics under multiple extreme conditions

極限環境下における
新規量子現象の探索と発現機構の解明

身の回りに存在する物質の特性は、その多くが物質中にある素粒子の一つ電
子によって決定づけられています。その電子も集団となり、互いに相関し合うこ
とで一つの電子自身がもつ特徴からは考えられない多種多様な特性を示しま
す。この多電子系の究極的な姿である超伝導、磁性、等の新規量子現象の探
索およびその発現機構について、極低温・強磁場・高圧力と呼ばれる多重極限
環境下で研究しています。

奈良 光紀｜NARA Mitsunori

C■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／数理科学 Mathematical Science

偏微分方程式と
数理モデルの理論研究

偏微分方程式は、様々な自然現象・物理現象を背景にもち、それらの理論的
側面からの理解に不可欠なものです。私の研究では、特に数理生物学や生理
学に関係の深い反応拡散型方程式（非線形放物型偏微分方程式の一種）の
理論研究を行っています。数値シミュレーションを併用しながら、定常解や進
行波などの特別な特性を持つ解の安定性・解の時間漸近挙動の解析、界面現
象のダイナミクスの解明に取り組んでいます。

成田 晋也｜NARITA Shinya

C■ 役職／教授 Professor
■ 専門／高エネルギー物理学 High Energy Physics
 粒子測定器開発 Particle Detector R&D
 凝集計画科学 Condensed Matter Nuclear Science

高エネルギー加速器による
素粒子物理学の研究

根源物質の探索や宇宙の成り立ちを調べる素粒子物理学の研究を行ってい
ます。特に、加速器ニュートリノ実験や国際リニアコライダー実験において、物
質と反物質の対称性の破れ、ヒッグス粒子の性質、暗黒物質・暗黒エネルギー
などを、より詳しく精度良く観測するための粒子測定器の開発に取り組んでい
ます。他に、固体中での新奇な低エネルギー原子核反応の機構解明を目指し
た研究も行っています。

西崎 滋｜NISHIZAKI Shigeru

C■ 役職／教授 Professor
■ 専門／理論核物理学 Theoretical Nuclear Physics

原子核構造と
高密度核物質の理論的研究

原子核は、原子の中心に位置する極微の粒子ですが、陽子と中性子が核力に
よって結合した量子多体系で、多様な運動様式を示します。この原子核の基底
状態や励起状態を微視的模型に基づいて研究しています。また、核物理学の
手法を用いて、巨大な原子核とも言える中性子星の内部の高密度核物質や恒
星の最期を飾る超新星爆発後に生まれる高温高密度核物質の諸性質の解明
に取り組んでいます。
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花見 仁史｜HANAMI Hitoshi

C■ 役職／教授 Professor
■ 専門／宇宙物理学 Astrophysics
 森羅万象の数理物理学 Mathematical Physics for Nature

「かたちに潜む知恵」の解析と
制御のための物理学

銀河進化の研究をしていますが、望遠鏡なども生物のように振る舞い、森羅万
象の「かたち」に潜む機能＝「知恵」を感じるようにもなりました。そこで、構造
体を拘束多体系と捉えて、座標に依存しない幾何代数による物理学を整備し、
「かたち」の多様性を表す「形状空間」とそれを不変に保つ運動学的「変換」と
に分離するなど、森羅万象のゲージ理論の構築も目指しています。

松川 倫明｜MATSUKAWA Michiaki

C■ 役職／教授 Professor
■ 専門／物性物理学 Solid state physics
 超伝導理工学 Superconductor science and engineering
 電子材料学 Electronic materials science

材料作成プロセスの改良による
超伝導特性の向上を目指した研究

本研究室では、金属的二重鎮を有する銅酸化物Pr247において、還元熱処理に
より超伝導を示すことを世界ではじめて発見。現在、材料作成プロセスの改良に
よる超伝導特性の向上を目指した研究を行っています。また、磁場誘起の絶縁体
金属転移を示す物質においても、物理的なフラストレーションと超巨大磁気抵抗
効果の関係を調査し、マルテンサイト変態に類似したステップ状の格子変形を発
見。この物質の形状記憶材料、磁気メモリー素子への応用も検討しています。

宮島 信也｜MIYAJIMA Shinya 
＊

C■ 役職／教授 Professor
■ 専門／行列解析 Matrix Analysis
 数値解析 Numerical Analysis
 数値計算 Numerical Computation

行列問題の解に対する
数値的検証法

計算機を用いた数値計算では、その計算は正確には行われません。四則演算
の結果はその都度有限桁に近似され、極限を含む無限演算は全て有限演算
に近似されます。計算結果から正しい結論を得るためには、計算結果の誤差
評価を行って厳密解の存在範囲を確定する必要があります。計算機上でこれ
を行う手法が数値的検証法です。行列問題の解に対する新たな数値的検証
法の構築が主な研究の興味です。

吉澤 正人｜YOSHIZAWA Masahito

C■ 役職／教授 Professor
■ 専門／物性物理学 Solid State Physics
 低温物理学 Low-temperature Physics
 材料物理学 Materials Physics

固体中の電子が織りなす機能の解明と
それを用いた新しい電子デバイスの開発・研究

固体中の電子が織りなす機能の解明とそれを用いた新しい電子デバイスの開発
を研究しています。具体的には、金属や酸化物、有機物の中で強い相互作用のも
と運動する電子の状態を極限状況で計測し性質を解明するほか、分子エピタキ
シー（MBE）装置を用いて、新しい物質の創製に取り組んでいます。MBEで作ら
れた二硼化マグネシウム（MgB2）超伝導体はデバイスに加工され、生体から発す
る磁場の測定に用いられます。将来は、心疾患の診断に利用されることでしょう。

鎌田 康寛｜KAMADA Yasuhiro

D■ 役職／教授 Professor
■ 専門／金属物性 Physical metallurgy
 非破壊評価 Nondestructive evaluation
 磁性薄膜 Magnetic thin-film

金属材料の新しい非破壊劣化診断法と
品質検査法の研究

発電所など社会インフラの老朽化が進んでおり、それらを安全に維持し保つ
“保全”の取り組みが重要となっています。そのため構造物を壊さず（非破壊）
に健康診断をする方法の開発が必要です。金属の内部では原子配列の乱れ
（格子欠陥）が生じ劣化が進みます。私は格子欠陥に敏感な磁気や超音波を
用いた新しい非破壊劣化診断の研究を行っています。この技術は自動車をは
じめとする様々な金属製品の非破壊品質検査にも応用できます。

小林 悟｜KOBAYASHI Satoru

D■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／磁性物理学 Physics of Magnetism
 非破壊評価 Nondestructive evaluation

磁気的非破壊検査技術に関連する
研究

高技術社会を維持するために、構造物や工業製品の非破壊検査による品質管
理がますます重要になっています。研究室では、材質劣化によって生ずる「格子欠
陥」と「磁性」の相関を利用した「磁気的非破壊検査技術」に関連する研究を進め
ています。具体的には、強磁性構造材料の非破壊劣化診断に有効な「磁気ヒステ
リシス・スケーリング解析法」の基礎開発や、非磁性であるステンレス鋼の経年劣
化における「磁気的非破壊検査法」の有効性の検証などに取り組んでいます。
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＊ 理工学部所属予定

教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科
A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科
C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科
E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

関本 英弘｜SEKIMOTO Hidehiro

D■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／材料熱力学 Materials thermodynamics
 材料電気化学 Materials electrochemistry
 金属製錬工学 Extractive Metallurgy

平衡論に基づく
素材プロセスの研究

私たちの生活は、さまざまな金属材料によって支えられています。金属材料は、
鉱石を採鉱し、製錬され供給されていますが、近年、鉱石品位の低下や枯渇、
政治的情勢などにより、金属の供給が逼迫。従来のやり方では、“もの”を作る
素材の調達が困難になりつつあります。このような状況で、サスティナブル（持
続可能）な社会を実現するため、各種金属の新製錬プロセスや金属リサイク
ル、廃棄物処理方法の研究を行っています。

内藤 智之｜NAITO Tomoyuki

D■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／超伝導理工学 Pure and applied physics of superconductivity
 低温物理学 Low temperature physics

超伝導体分野において、
企業との共同研究も積極的に実施

超伝導体分野において、小型・可搬型装置で６テスラを超える補足磁場を実現
するバルク超伝導体の新しい着磁方法を開発しています。温度と磁場の同時測
定により着磁現象を明らかにするこの研究は、汚水処理に用いる磁気分離など
の超伝導応用分野における先端的な研究であり、企業との共同研究にも積極的
に実施しています。また新しいタイプのバルク超伝導体の結晶成長を行い、種々
の酸化物超伝導体の低温・強磁場での熱物性データベースを構築しています。

晴山 巧｜HAREYAMA Takumi

D■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／鋳造工学 Casting engineering
 金属材料学 Metallic materials engineering
 接合工学 Bonding engineering

高機能金属材料の研究開発

鋳造とは溶けた金属を鋳型に流し込み形を得る金属加工法のひとつで、南部
鉄器、自動車・トラック部品、マンホール蓋など身近なところで鋳造材料は利用
されています。また、金属を溶かす工程があるため、様々な元素を添加すること
が容易で、新しい高機能金属材料の開発に適しています。私たちの研究グルー
プでは、鋳造・溶解技術を活用することにより、これまでにない金属材料の開
発、摩擦攪拌接合技術の開発に取り組んでいます。

平塚 貞人｜HIRATSUKA Sadato

D■ 役職／教授 Professor
■ 専門／鋳造工学 Casting Engineering

◎鋳鉄の高強度化・高機能化
◎鋳鉄と異種材料との複合化

エンジンブロック、ピストンリングなどの自動車部品は、鋳造（溶けた金属を鋳
型の中に流し込み、冷やして目的の形状に固める金属加工法）によって作られ
ています。自動車部品の薄肉軽量化のために鋳鉄をより強くする高強度化・高
機能化の研究を行っています。また、自動車部品や機械材料に用いる鋳鉄と
軟鋼やステンレス鋼などの異種材料との複合化の研究にも取り組んでいます。
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046 049

047 050

藤代 博之｜FUJISHIRO Hiroyuki

D■ 役職／教授 Professor
■ 専門／電子材料学 Electrical materials
 超電導理工学 Superconductor science and engineering
 応用物理学 Applied physics 

エネルギー危惧や自然環境破壊に対して、
材料研究の立場から取り組む

来たるべきエネルギー危惧や自然環境破壊に対して、材料研究の立場から取
り組んでいます。超伝導分野では、永久磁石の10倍以上強力な「超伝導バル
ク磁石」を開発。環境浄化用磁気分離や医療用ドラッグデリバリーシステムへ
の応用を目指しています。熱電エネルギー分野では、全一次供給エネルギーの
70％を占める廃熱を効率よく電気エネルギーに変換する材料開発を行ってい
ます。また、多くの企業や国内外の研究機関との共同研究も行っています。

水本 将之｜MIZUMOTO Masayuki

D■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／複合材料学 Composite Materials
 鋳造工学 Casting Engineering
 接合工学 Joining Engineering

金属と異種材料の複合化および
接合技術の開発

金属とセラミックス等の異なる材料を組み合わせた金属基複合材料（MMC）
は、高い強度および熱伝導率など様々な特性に優れることから、次世代の輸
送機器や産業機械への適用を中心とした幅広い分野への応用が期待されて
います。そこで、MMCのさらなる高性能化のために、金属とセラミックスを理
想的に接合する技術や、MMCを従来の技術よりも安価に大量生産すること
を可能にする技術の開発に関する研究に取り組んでいます。 

山口 明｜YAMAGUCHI Akira

D■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／薄膜材料学 Thin Film Materials
 水素活用材料 Hydrogen Materials
 エコマテリアル Eco Materials

新しい機能を持つナノ構造の
薄膜創製に挑戦

反応性同時スパッタリング法などの成膜法を駆使して、全く新しい金属やセラ
ミックス、それらを複合させた薄膜等を作製し、その構造や性質に関する研究
を行っています。特にこれまで全く想像できなかったナノ構造の組織を有する
薄膜を創製すること、その薄膜に新しい機能を持たせたりするなどに果敢に
挑戦しています。具体的には新たな水素透過薄膜、それを用いた透明度が変
化する窓材料、エコ材料全般の研究などを行っています。

山口 勉功｜YAMAGUCHI Katsunori

D■ 役職／教授 Professor
■ 専門／非鉄製錬 Non-Ferrous Extractive Metallurgy
 冶金熱力学 Thermodynamics of Materials
 高温熱量測定 High Temperature Calorimetry

非鉄金属製錬と金属リサイクル

機能性材料の開発と製造には、銅、鉛、亜鉛などのベースメタルと貴金属やレア
アースなどのレアメタルが不可欠です。日本は金属資源の大消費国であります
が、そのほぼ全ての金属資源を海外からの輸入に頼る資源小国です。我が国の
先端産業を支えるベースメタルとレアメタルのリサイクルは持続可能な社会形
成に不可欠な技術となっています。現在、非鉄製錬や貴金属の企業と共同で、
銅製錬や白金族金属やレアアースのリサイクル技術の開発を行っております。

吉本 則之｜YOSHIMOTO Noriyuki

D■ 役職／教授 Professor
■ 専門／有機機能材料学 Organic materials science

有機半導体薄膜の結晶成長と
構造評価

有機半導体は将来の電気製品の中核となる機能材料として期待されていま
す。私たちは、有機半導体の高品質な結晶性薄膜の作製を目指し、Ｘ線回折に
よって有機半導体分子の凝集過程と薄膜内の結晶構造を明らかにする研究
を行っています。Ｘ線実験のために、大型放射光施設スプリング８で使用する
ための成膜観察装置も私たちの研究室で独自に作製、開発して研究を行って
います。

秋山 雅裕｜AKIYAMA Masahiro 
＊

E■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／高電圧工学 High voltage engineering
 放電プラズマ工学 Discharge plasma engineering

パルスパワー発生装置の開発と
液中プラズマの研究

瞬間的に高電圧を発生させるパルスパワー発生装置に、制御システムを組み
込む研究開発を行っています。プログラミングを用いるため色々な制御を作る
ことができ、様々な応用分野に適応させて大きな結果に繋げることを目指して
います。その他に、水の中でプラズマを生成する研究にも取り組んでおり、液中
のプラズマの発生・進展・バブル形成・衝撃波形成などの機構解明を研究して
います。
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※ ２次元バーコードは研究室などのwebサイトアドレスです。
＊ 理工学部所属予定

教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科
A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科
C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科
E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

叶 榮彬｜YE Rongbin

E■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／電子デバイス Electronics Devices
 有機エレクトロニクス Organic Electronics
 環境発電 Energy Harvesting

環境発電を活用するための
薄膜二次電池・太陽電池の開発

近年、最も注目される環境発電（エネルギー・ハーべスティング）は、身の回りにある光や熱、
振動、電波のエネルギーを電気エネルギーに変換し、電池やケーブル等による電力供給を
必要とせずに機器等を駆動させる技術です。私たちは、微小電力を貯める薄膜二次電池と
室内光で発電する薄膜太陽電池の開発に取り組んでいます。今まで電源がなかった場所
に微小電力を安定して供給することによって新しい機能を発現させ、長時間持続可能なメ
ンテナンスフリーの電源として、さまざまな応用分野への適用が期待されています。

長田 洋｜OSADA Hiroshi

E■ 役職／教授 Professor
■ 専門／計測・制御工学 Measurement and Control Engineering
 センサ工学 Sensor Engineering
 電子デバイス・電子機器 Electric Device/Electric Equipment

生体由来の発熱制御機構の解明と
工学的温度制御システムの開発

岩手県等の寒冷地に自生する、氷点下を含む外気温度の変動にも関わらず体
温を20℃程度に維持できるザゼンソウという恒温植物を材料に、連合農学研
究科との共同研究により、生体由来の発熱制御機構の解明と、それに基づく
工学的温度制御システムの開発に取り組んでいます。また、酸化亜鉛という紫
外線領域で動作する物質に関して、その結晶作製から次世代光デバイスであ
る紫外線LEDや紫外線センサ等の開発にも取り組んでいます。

菊池 弘昭｜KIKUCHI Hiroaki

E■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／磁気応用 Applied magnetics
 非破壊評価 Non-destructive evaluation
 磁気利用センシング Magnetic sensing

磁気利用センシングと
電磁非破壊評価応用

磁石の性質を示す材料（強磁性材）の特性変化や電磁現象を利用し、さまざま
な物理・情報量を検出する磁気利用センシング技術の開発に取り組んでいま
す。そのキーデバイスである磁場の強さや方向を検出する磁界センサーの高
機能化を目指すとともに、大型構造物の劣化や鋼材の微小な欠陥を破壊せず
に検査する非破壊評価技術に応用する研究を進めており、人々が安心して暮
らせる社会の実現に貢献することを心がけて研究を行っています。

小林 宏一郎｜KOBAYASHI Koichiro

E■ 役職／教授 Professor
■ 専門／生体磁気計測 Biomagnetic measurement
 電子計測工学 Electronic measurement engineering
 信号処理工学 Signal processing
 生体計測工学 Biomeasurement engineering 

生体センシング技術の開発と
信号処理に関する研究
主に、心臓から発生する磁界を超高感度磁気センサ（SQUID磁束計）で検出
し記録する心磁図計測システムの開発を行っています。具体的には、SQUID
磁束計の制御用電子回路や生体センシング機器の設計・製作、生体信号計
測、解析プログラムの作成などが研究テーマです。さらに、鉄筋コンクリート構
造物の塩害を検査する非破壊検査装置の開発にも取り組んでいます。
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佐藤 宏明｜SATO Hiroaki

E■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／計測制御工学 Measurement and Control Engineering
 システム工学 Systems Engineering
 ディジタル信号処理 Digital Signal Processing

制御装置の最適な設計に応用するための
シミュレーション＆Virtual-Reality

実世界のシステムをコンピュータ上に再現し、それを制御装置の最適な設計
に応用するためのシミュレーション＆Virtual-Reality技術に関する研究をお
こなっています。この技術は自動車などの工業製品の開発、人工衛星など宇宙
技術の開発といった場面でシステムの設計・検証を短時間で完了することに
役立っています。また、信号処理技術を用いて生体から発せられる生体信号を
分析処理し、生体活動を効果的に計測する研究にも取り組んでいます。

大坊 真洋｜DAIBO Masahiro

E■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／光電子工学 Opto-electronic system
 電磁気学 Electromagnetics
 電子計測工学 Electronic measurement engineering

ベクトル・ポテンシャル・コイルの研究

ベクトル・ポテンシャルは、磁場や電場の元となる量であり、量子力学の領域で
は電子の位相をシフトさせる能力があります。最近、我々は磁場を発生させず
にベクトル・ポテンシャルを発生させる特殊なコイルを開発し、ベクトル・ポテ
ンシャルが高い透過性を持つことを発見しました。ベクトル・ポテンシャルに
よって対象内部に非接触で電圧を発生させることにより、物体内部や体の内
部を検査する新しい装置の開発に挑戦しています。

高木 浩一｜TAKAKI Koichi

E■ 役職／教授 Professor
■ 専門／電磁エネルギー工学 Electromagnetic energy engineering
 高電圧パルスパワー工学 High-voltage pulsed power engineering
 プラズマ工学 Plasma engineering

プラズマを生成するため
パルスパワー技術の研究開発

放電プラズマや高電圧工学は電子デバイスやエネルギー変換など、ユビキタス社
会や低環境負荷社会の構築に大きく貢献しています。近年は医療、バイオ、農業
分野や環境保全など、新しい応用分野が広がっており、私たちは、各応用に適し
たプラズマを生成するための電源（パルスパワー）技術や、環境保全、農業・食品、
材料分野への応用研究をおこなっています。また、明日の地球と地域と人づくりの
ため、小学校や科学館と連携したエネルギー環境学習にも取り組んでいます。

高橋 克幸｜TAKAHASHI Katsuyuki 
＊

E■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／高電圧パルスパワー工学 High-voltage pulsed power engineering
 プラズマ工学 Plasma engineering
 静電気工学 Electrostatic engineering 

放電プラズマを用いた汚水の浄化

高電圧を用い、水中で放電プラズマを発生させると、ヒドロキシラジカルなど
の非常に酸化力が高い化学的活性種が生成されます。これを利用することに
よって、従来の汚水処理技術では分解が困難であった難分解性有機化合物
を、選択制無く高速で分解処理することができます。この技術の確立と普及実
現のため、放電現象の理解、電源によるプラズマの制御、有機化合物分解効果
の実証、処理システムの検証など幅広く取り組んでいます。

恒川 佳隆｜TSUNEKAWA Yoshitaka

E■ 役職／教授 Professor
■ 専門／ディジタル信号処理 Digital Signal Processing
 システム工学 System Engineering
 計算機工学 Computer Architecture

ディジタル信号処理の応用と
ハードウェアアルゴリズムの開発

高度情報化社会の形成において、「ディジタル信号処理」の重要性は益々高
まってます。本研究室では、ディジタル信号処理の基礎から応用まで、さらには
高性能ＬＳＩプロセッサの研究開発を行っています。また、映像処理や暗号処
理の分野など高速性が求められる各種のアプリケーションにおいて、これまで
とは異なる、並列実現を前提とする新たなハードウェアアルゴリズムの研究開
発を行っています。

西館 数芽｜NISHIDATE Kazume

E■ 役職／教授 Professor
■ 専門／電子デバイス Electronic Device Physics

最新の科学理論とスーパーコンピュータを
駆使し、物質の電子構造を探る

私たちの現代生活を支える半導体。その性質は、バンドギャップや欠陥準位、
不純物レベルといった電子構造に由来します。私たちの研究室では、最新の科
学理論とスーパーコンピュータを駆使して、物質の電子構造を探っています。
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※ ２次元バーコードは研究室などのwebサイトアドレスです。
＊ 理工学部所属予定

教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科
A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科
C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科
E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

本間 尚樹｜HONMA Naoki

E■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／無線通信工学 Wireless communication
 アンテナ工学 Antenna engineering
 電磁波工学 Radio wave engineering

電波枯渇問題を解決する
アンテナシステム技術の研究

携帯電話に代表される「ワイヤレスコミュニケーション」の普及にともなう電波
枯渇問題を解決するアンテナシステム技術に取り組んでいます。特に注目して
いるのは「MIMO（Multiple-Input Multiple-Output）伝送」。これは、利用
周波数を増やさずに大容量伝送を実現する画期的技術です。また、人と人だ
けではなく物どうしの通信や、ワイヤレスコミュニケーション技術の非通信分
野への適用についても検討を行っています。

三浦 健司｜MIURA Kenji

E■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／磁気応用工学 Applied magnetics
 電子デバイス工学 Electronic device engineering
 環境電磁工学 Electromagnetic compatibility

マイクロ波帯電磁複合材料
作製・評価とその応用

スマートな情報通信社会実現のため、高速通信だけでなくセンシングや電力
伝送に電波を利用する試みが進んでいます。私たちは誘電特性と磁気特性を
高周波帯で併せ持つ電磁複合材料とその応用デバイスに関する研究を行って
います。応用のひとつとして、混練型木質プラスチックを母材とした電波吸収
体を提案しており、電波干渉が起こっている空間でも違和感なく設置できる、
内・外装材と一体化した電波吸収体の実現を目指しています。

向川 政治｜MUKAIGAWA Seiji

E■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／放電プラズマ工学 Discharge Plasma
 半導体工学 Semiconductor
 素粒子物理 Particle Physics

放電プラズマの生成と応用

放電プラズマの生成と応用を主な研究対象としています。放電プラズマは、各
種材料の表面改質や半導体デバイスプロセスなどに幅広く用いられています。
現在は主に、プラズマから基板の熱流束の測定や、低誘電率薄膜、大気圧プラ
ズマ、マイクロプラズマの研究、および放電プラズマに関する各種計算を行って
います。また、大気圧プラズマの応用として、高分子材料表面処理（親水化、疏
水化、窒化）の研究に、学内外の研究者とともに携わってきました。

明石 卓也｜AKASHI Takuya

F■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／メディア情報学 Media Informatics
 コンピュータビジョン Computer Vision
 ヒューマンインタフェース Human Interface
 ヒューマンセンシング Human Sensing

マシンと人間のよりよい関係の構築

ロボットなどのマシンと人間のよりよい関係の構築のために重要な、マシンが
人間を理解するための技術（HS:ヒューマンセンシング）や、マシンと人間の境
界（HI:ヒューマンインタフェース）。本研究室では、基礎研究として人工知能や
進化計算を用いたコンピュータビジョン、HS、視覚情報処理を研究。応用研究
では、生理学・心理学的知見に基づくHI、人物追跡、ロボットの自律動作のた
めの視覚情報処理システムなどの研究を行っています。
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安倍 正人｜ABE Masato

F■ 役職／教授 Professor
■ 専門／情報工学 Information Science

振動を利用した物体中の
欠陥診断の研究

振動を利用した物体中の欠陥の診断について研究しています。現在は防波堤に用
いられる大規模コンクリート建造物ケーソンに穴が開いていないかを、水中に潜ら
ずに診断する方法を研究しています。ケーソンに穴が開いている場合、表面を打撃
すると音が反射して戻ってきます。この反射波を検出し穴の有無を診断しますが、
実際には構造物の壁や表面を伝わる波も同時に検出されるため、診断が困難でし
た。しかしこれら不要な波を除去する方法を開発し、診断が可能となりました。

金 天海｜KIM Chyon Hae

F■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／ロボティクス Robotics
 人工知能 Artificial intelligence
 最適化 Optimization

ロボットにとって
最適な知能に関する研究

人や動物とは異なる第三の知的構造物であるロボットの知能は未だ発展の
途上であり、その最適なあり方を探求する必要があります。ヒト型ロボット、水
上ロボット、自動走行車などが必要とする環境認識技術や自動制御技術の開
発を通じて知能の新しい体系を研究しています。また、これらより得られた基
礎技術をもとに産業応用を積極的に進めています。

木村 彰男｜KIMURA Akio

F■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／画像認識 Image Recognition
 コンピュータビジョン Computer Vision

多様な分野に応用できる
画像処理技術の研究開発

コンピュータを利用した画像処理技術の研究を幅広く行っており、特に生産ライン
での不良検査や製品の自動組み立てなどに応用される「画像認識」に力を入れて
います。これまでに、カメラ視点に依存しない形状認識、成長変形を伴った牛の鼻
紋パターン認識などのアルゴリズムを開発してきており、最近では、一枚の画像か
ら３次元的な情報を抽出するアルゴリズムの研究や、小型軽量のカメラ搭載型ラ
ジコンヘリコプターを利用して3次元復元を行う研究などにも取り組んでいます。

今野 晃市｜KONNO Kouichi

F■ 役職／教授 Professor
■ 専門／メディア情報学 Media Informatics
 情報考古学 Archaeological Informatics

データ圧縮・転送技術、
バーチャルリアリティの研究

インターネットを通じて３次元データのやり取りを容易かつ高速に実現するた
めのデータ圧縮・転送技術、バーチャルリアリティの研究を行っています。具体
的には、遠隔地にある３次元データをバーチャルな空間に転送し、そこにある
物体に触ったり、掴んだりすることでリアリティのある展示環境を構築する手
法が求められています。たとえば、博物館などでショーケースに入れられて展
示されているものに、自由に触れられるようにするシステムを開発しています。

佐藤 信｜SATOH Makoto

F■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／情報工学 Information Engineering

日常的な感覚での
ソフトウエア開発を可能にする研究

自然からの知見に基づき、ソフトウエアに必要な特徴を紡ぎ出す研究をしてい
ます。ソフトウエアを創造する場合に、特徴の類似性をコンピュータで取り扱う
ことを可能にし、日常的な感覚でのソフトウエア開発を可能にすることが研究
のテーマです。また、スモール・インテリジェント・システムでの並行・分散処理
ソフトウエア・パターンをテーマとした、スモール・コンピュータ・システムのた
めの研究もしています。

永田 仁史｜NAGATA Yoshifumi

F■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／情報工学 computer science
 音響信号処理 audio signal processing

音響信号処理の新たな領域への展開

雑音抑圧、音源方向推定、音の伸縮変換処理など、従来から行ってきている可
聴音領域の研究課題に加え、超音波によるコミュニケーションや超音波源の
発見と可聴化など、超音波に関するテーマに新たに取り組んでいます。また、
地域課題として南部風鈴の音色設計に関して研究を行っています。
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※ ２次元バーコードは研究室などのwebサイトアドレスです。
＊ 理工学部所属予定

教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科
A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科
C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科
E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

中谷 直司｜NAKAYA Naoshi

F■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／計算機システム・ネットワーク Computer Systems and Network

進化的アルゴリズムを用いた
未知ウイルスの検出

情報化社会を支えるコンピュータネットワークやセンサネットワークの研究を
行っています。特にセキュリティに関わるコンピュータウイルスについて研究を
進めており、生物の進化にヒントを得た進化的アルゴリズムを用いて、未だ知
られていない新しいウイルスの検出に挑戦しています。最近は、コンピュータウ
イルスの特徴を形状と色で表現し可視化することで、ウイルスの解析や検出に
役立てようという研究にも取り組んでいます。

西谷 泰昭｜NISHITANI Yasuaki

F■ 役職／教授 Professor
■ 専門／計算機科学 Computer Science
 アルゴリズム理論 Algorithm Theory

「並列・分散」をキーワードに、
アルゴリズムやシステムの研究開発を行う

「並列・分散」をキーワードにアルゴリズムやシステムの研究開発を行っています。
並列・分散の計算原理は、一人より多人数でやるほうが早いという簡単なもの。計
算の速さも魅力ですが、それぞれの計算機の単純な動作を工夫すれば、全体をコ
ントロールしなくても目的の仕事ができるところに面白さがあります。下のグラフ
は、校庭に散らばった子どもたちが円形に並ぶ過程を表示したもの。子どもは円の
中心を知らず、提示する先生もいません。お互いの位置関係だけで移動します。

西山 清｜NISHIYAMA Kiyoshi

F■ 役職／教授 Professor
■ 専門／情報工学 Information Engineering

推定理論と機械学習に基づく
システムの知能化

急速にシステム化が進み、人間が行ってきたことを機械やコンピュータが担う
機会が増えている現代社会。このような要求に応えるためには、人間のように
学習能力や認識能力を持ったシステムの開発が欠かせません。当研究室では、
最適化と推定をキーワードに、さまざまなシステムの知能化に取り組んでいま
す。特に、脳の知覚特性を利用した高臨場感の再生と伝送やロボットの遠隔
操作に関する研究に力を注いでいます。

萩原 義裕｜HAGIHARA Yoshihiro

F■ 役職／教授 Professor
■ 専門／パターン認識・情報処理工学 Pattern Recognition and Information Processing
 ロボット工学 Robotics
 三次元コンピュータグラフィックス 3D Computer Graphics

脳・視覚−計測、認識、理解と
その制御に関する最先端の研究

未来のロボットやコンピュータには、周囲の状況への理解力、知識発見能力、
論理的思考力、情報を補ってイメージする能力が必要になります。私たちは、こ
れらの能力の実現を目指すとともに、CG作成ソフトや3Dゲームに役立てた
り、ロボット制御に応用したり、医師を始め高度な訓練を受け専門的な知識や
スキルを持つ技術者に準じた判断能力を実現することにより、社会で役立つ
ロボットやソフトウエアを開発しています。
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076 079
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平山 貴司｜HIRAYAMA Takashi

F■ 役職／講師 Lecturer
■ 専門／計算機科学 Computer Science

ディジタルシステムの自動設計ソフトウェア

昔は技術者が図面を引いて設計していたディジタル回路も、現代はコンピュー
タに計算させて自動設計します。そのため、自動設計ソフトウェアがいかに上
手に計算するかが、回路の品質を左右します。本研究室では、ますます大規模
化するディジタル回路設計に対応するために、より計算効率の良い自動設計ソ
フトウェアを開発することを目標に研究をしています。特に、「EXORゲート」と
いう素子を活用した回路の自動設計の研究に取り組んでいます。

藤岡 豊太｜FUJIOKA Toyota

F■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／ディジタル信号処理 Digital signal processing
 音響工学 Acoustical engineering

スピーカの高調波ひずみ率測定法や
構造物の非破壊検査法に関する研究

スピーカの高調波ひずみ率測定法や構造物の非破壊検査法に関する研究を
行っています。スピーカ再生音で主要な歪み成分は高調波ひずみであり、高調
波ひずみ率を短時間で正確に測定できることはスピーカを使用する際に重要
となります。また、構造物の非破壊検査では、外部からの音（振動）を用いて、コ
ンクリート構造体やボルトなどさまざまなサイズの構造体の内部異常を簡単・
正確に検査する手法の研究開発を行っています。

藤本 忠博｜FUJIMOTO Tadahiro

F■ 役職／教授 Professor
■ 専門／情報工学 Computer Science

モノの形を
コンピュータ上でいかに表現するのか

モノの「形（形状）」をコンピュータ上でいかに表現するかを研究のテーマにしてい
ます。人為による幾何学的なものから自然界に見られる複雑なものまで、多種多
様な形状の特徴や規則性をとらえ、より少ない情報量で効率よく表現したり、効
率的に取り扱うための方法を考えることを目標にしています。現在は、複数のカメ
ラで撮影した実映像から３次元形状を復元するモデリング技術と、任意の視点
から観た映像を生成するレンダリング技術に関する研究に取り組んでいます。

松山 克胤｜MATSUYAMA Katsutsugu

F■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／コンピュータグラフィックス Computer Graphics
 コンピュータビジュアリゼーション Computer Visualization
 インタフェースデザイン Interface Design

ユーザインタフェースと
リアルタイムアニメーション

ソフトウェアを効率的に操作することや、対象の理解を促すことを目的に、新し
いインタフェースのデザインと開発を行っています。主に、地図や投影図、３次
元形状を対象に、視点の切り替えや多視点的な表示ができるようなインタ
フェースを開発しています。また、コンピュータグラフィックスの研究も行って
います。これまでに、リアルタイムにアニメーションを生成する技術や、リアルタ
イムに効果音を生成する技術を開発しました。

三輪 譲二｜MIWA Jouji

■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／知能情報 Computer Information Sciences

「情報技術」「音声情報処理」の応用研究で
人に優しいコンピュータシステムを構築

人に優しいヒューマンインタフェースのコンピュータ利用を目的とした「情報技
術」「音声情報処理」の応用研究を行っています。情報技術の応用研究では、先
進的マルチメディア処理を用いた統合型キャンパスシステム「iCampus」の
e-Learningシステムを構築し、授業や試験などで実際に利用しています。音声
情報処理では、音声認識、音声合成、音声分析などの要素技術を組み合わせ
た発音評価やWeb読み上げなどの新しいシステムを研究開発しています。

山中 克久｜YAMANAKA Katsuhisa

F■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／理論計算機科学 Theoretical computer science
 アルゴリズム理論 Algorithm theory
 離散数学 Discrete mathematics
 グラフ理論 Graph theory

「あみだくじ」を列挙する
超高速アルゴリズムを開発
アルゴリズムやグラフ理論に興味を持っています。主に、列挙や符号化に関する高
速なアルゴリズムを設計することが研究テーマです。最近では「あみだくじ」を列挙
する超高速なアルゴリズムを開発しました。あみだくじは、日本人にとってなじみ深
いだけでなく、代数学や幾何学の分野に登場する重要なオブジェクトでもあるの
です。設計したアルゴリズムは、理論的にはこれ以上改善できないほど高速にあみ
だくじを列挙します。すなわち世界で一番高速なアルゴリズムとなっているのです。
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※ ２次元バーコードは研究室などのwebサイトアドレスです。
＊ 理工学部所属予定

教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科
A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科
C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科
E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

吉森 久｜YOSHIMORI Kyu

F■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／情報フォトニクス Information Photonics
 光工学 Optical Engineering
 統計光学 Statistical Optics

光の干渉現象を利用した
「ディジタル分光ホログラフィー」を開発

私たちの生活にとって身近な光は、物体のもつ３次元の位置情報と色情報を
伝えるという大切な役割を担っています。本研究室では、光の干渉現象（ふたつ
の光波が重なった時に光が強め合ったり弱め合ったりする現象）を利用し、光
の干渉縞から物体の持つ３次元位置情報と色情報を、コンピュータによって同
時に再生する新しい計算イメージング技術「ディジタル分光ホログラフィー」を
開発しました。現在、この技術の実用化を目指して研究を進めています。

盧 忻｜LU Xin

F■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／統計的パターン認識 Statistical pattern recognition
 多変量時系列解析 Multivariate time series analysis
 コンピュータビジョン Computer vision

確率的な解析手法を用いてロバストな追跡法を
研究、新たなヒューマンインタフェースの開発を行う

コンピュータが車両や人物と言った対象を視覚的に追跡するとき、対象が急激
に変化すると追跡性能が低下します。その問題を解決するために、確率的な解
析手法を用いてロバストな追跡法を研究し、新たなヒューマンインタフェース
の開発を行っています。具体的には、手足の不自由な人などがパソコンを操作
する方法として、安価なWebカメラのみで口や目などの動きを追跡することに
より、マウスカーソルと同等な操作性を有するカメラマウスを開発しています。

上野 和之｜UENO Kazuyuki

G■ 役職／教授 Professor
■ 専門／流体力学 Fluid Dynamics
 航空宇宙工学 Aerospace Engineering
 材料電磁プロセッシング Electromagnetic Processing of Materials

空気の流れ・水の流れ・
融けた金属の流れ

流体力学（水や空気の流れ）を基礎にしていろいろな研究をしています。研究
対象は航空宇宙関係、金属材料プロセス関係、固液・気液相変化を伴う流れ
などです。実験的研究では新型飛行船の開発と風洞の磁気支持天秤の開発
に取り組んでいます。数値シミュレーションでは大気圏突入カプセルまわり流
れから樹枝状結晶まわりのミクロ流動までいろいろなスケールの流れの予測
を試みています。

内舘 道正｜UCHIDATE Michimasa

G■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／機械工学 Mechanical engineering
 サーフェスメトロロジー Surface metrology
 トライボロジー Tribology

最適な表面テクスチャを作成するための
コンピュータ解析

機械システムにおいては、摩擦によってエネルギー損失が生じ、摩耗によって
材料表面が劣化することで機器が寿命を迎えます。例えば、自動車では摩擦
を数％制御するだけで年間何万トンものCO２削減につながります。研究では、
表面の微細な凹凸（テクスチャ）が摩擦や摩耗に与える影響に着目し、最適な
表面テクスチャを作成するためのコンピュータ解析を行っています。また、水を
始めとする潤滑環境下での材料の劣化に関する研究にも取り組んでいます。
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小野寺 英輝｜ONODERA Hideki

G■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／流体工学 Fluid Engineering
 風力エネルギー工学 Engineering for Wind Energy
 産業考古学 Industrial Archeology

小型風車の最適設計をメインとした
自然エネルギーの利用に関する研究

自然エネルギーの利用に関する研究、特に小型風車の最適設計に関する研究を行っ
ています。風力エネルギーの利用において、大型風車は風速や景観の問題から、今後
急速な普及は見込みにくいといえます。本研究室では、ビル周辺の高風速を利用した
非常用電源、山岳部や砂漠における独立電源としての利用を念頭に置いた小型風車
を課題としています。特に、高速回転が特徴の小型風車の欠点といえる風切り音の
低減、少ない回転数でパワーの出る垂直軸風車の性能向上に取り組んでいます。

加藤 大雅｜KATO Hiromasa

G■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／航空宇宙工学 Aerospace Engineering

解析データの処理を直感的にする方法や、
設計最適化全体を効率化する方法を研究

最近の航空機用エンジンは、CADシステムを軸に流体、構造、熱伝導など多分野の連
成数値解析に助けられて設計されます。設計最適化は、解析結果を基に設計を改善
し、高性能化を効率的に行うものですが、計算性能の向上とともに解析過程は複雑
化、データ量も急激に増えたため、解析データの処理を直感的にする方法や、設計最
適化全体を効率化する方法を研究しています。また、近年の複雑化した数値解析環境
におけるソフトウェアエンジニアリング手法の有用性についても研究を進めています。

佐々木 誠｜SASAKI Makoto

G■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／生体工学 Bioengineering
 リハビリテーション工学 Rehabilitation Engineering
 ヒューマンインタフェース Human Interface
 ロボット工学 Robotics

人の生活を豊かにする
ライフサポートテクノロジー
本研究室では、医学系研究機関との連携により、高齢者や障害者の自立生活
やリハビリテーションを支援する様々な研究、たとえば，舌の運動で電動車い
すやPC等を制御するための重度四肢麻痺者用インタフェースの開発、摂食嚥
下障害者の口腔機能訓練や聴覚障害者の発話訓練を支援する新しいリハビ
リテーションシステムの開発、個々人に適した口腔ケア技術を習得するための
シミュレータ開発などに取り組んでいます。

佐藤 淳｜SATOH Atsushi

G■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／制御工学 Control Engineering
 航空宇宙工学 Aerospace Engineering

システム制御理論および
航空宇宙システムへの応用

今日、ものづくりの現場から個 の々製品にいたるまでの様 な々場面で自動制御が
必要とされています。システム制御理論では制御対象が持つ動的な性質を明ら
かにするとともに、これを利用して適切に操るための手法を研究します。佐藤研
究室ではハイブリッドシステムの制御や、LMIアプローチ等の数値最適化手法を
利用した制御に関する研究を行っており、JAXA等の外部組織と連携して無人
航空機（UAV、ドローン）などの航空宇宙システムの研究にも取り組んでいます。

清水 友治｜SHIMIZU Tomoharu

G■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／金型技術 Die and mold technology
 品質工学 Robust Quality Engineering
 トライボロジー Tribology

不良品の発生を高精度に検出する手法の
考案、実証研究を行う

金属を金型で押しつぶすプレス加工は、さまざまな形状を作り出し、多くの部品
加工を効率よく生産するために使われる、大量生産に最も適した加工法。自動車
部品や情報機器など最先端の産業にも広く使われています。しかしごくまれに、
さまざまな要因で不良品が発生することがあり、問題への対応が強く求められて
きました。そうしたニーズに応えるため、不良品の発生を高精度に検出するAE
（アコースティック・エミッション）という手法の考案、実証研究を行っています。

末永 陽介｜SUENAGA Yosuke

G■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／燃焼工学 Combustion engineering

燃焼現象の基礎と
その応用に関する研究

自動車や航空機のエンジンは、燃料を燃焼させて動力を得ています。エンジン
の高性能化には、燃焼現象の基礎を理解し、新たな燃焼技術の開発に役立て
ていく必要があります。当研究室では、複雑な流れ場および濃度場に着目した
燃焼現象の基礎研究に取組んでいます。研究成果は、超小型燃焼器やバイオ
マス燃焼ボイラの開発にも応用されており、鉄・非鉄金属の超微粉末材料の
製造を可能とする超音速燃焼器の開発にも役立てられています。
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教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科
A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科
C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科
E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

谷口 英夫｜TANIGUCHI Hideo

G■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／流体力学 Fluid dynamics
 乱流遷移 Laminar-turbulent transition
 流体機械 Fluid Machinery

翼周りの非定常流れ挙動の解明

流体機械の性能向上を目的に、流れの不安定性や乱流遷移に関する研究を
行っています。主に、風洞実験により航空エンジンの低圧タービンや軸流圧縮
機における翼まわりの非定常流れを熱線流速計、多孔圧力プローブ、粒子画
像流速測定法、流れの可視化などを利用して調べています。

西川 尚宏｜NISHIKAWA Naohiro

G■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／生産機械工学 Production Mechanical Engineering
 マイクロ加工学 Micro-Machining
 廃水処理 Liquid Waste Treatment

機械加工の加工液を開発。
問題だったサビを防ぐ

従来の機械加工（切削・研削）に使われる加工液には、油や界面活性剤などの薬
剤が含まれ、作業者の健康被害が懸念されたり、廃液の処理（焼却など）にかか
るコストや温室効果ガスの排出という問題があります。そこで開発したのが加工
液に水のみを使用する「電気防錆加工法」。水で加工する場合に問題だったサビ
を、加工対象（鉄材）に微弱電流を流すことで防ぎます。このほか、金属を削るの
ではなく堆積させる「付着加工」によるマイクロ加工についても研究しています。

西村 文仁｜NISHIMURA Fumihito

G■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／計算固体力学 Computational Solid Mechanics

数値シミュレーションにより、材料内部の
ミクロ挙動とマクロ挙動の関係を解析する

複雑な熱・力学的負荷が作用する大型の形状記憶合金素子の実用化を目的とし
て、数値シミュレーションによる材料内部のミクロ挙動とマクロ挙動の関係の解
析を進めています。また、高精度プレス加工や射出成形加工には金型の変形を無
視できないことから、成形加工の数値シミュレーションにより加工中における金
型の温度分布、熱変形状態を解析。金型温度や部品レイアウト、加工プロセスの
最適化により、加工精度を向上させるための手法の研究にも取り組んでいます。

廣瀬 宏一｜HIROSE Koichi

G■ 役職／教授 Professor
■ 専門／熱工学 Thermal Engineering

熱の移動が原因で起こる
様 な々自然現象を計算を通して研究

熱の移動が原因で起こるいろいろな自然現象を、実験やコンピュータを用いた
計算を通して研究しています。例えば、氷が解けたり固まったりする時の氷の形
状とその周りの水の流れとの関係を調べています。プラスチック製品を作る際、
金属を彫り込んで形を造り（金型と呼ばれます）、その中で樹脂を固めて製品を
作りますが、そのときの樹脂の流れるようす、金型を冷やすことによる樹脂の固
まり方などを調べ、より良い金型の作り方を探るなどの研究をしています。
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福江 高志｜FUKUE Takashi

G■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／伝熱工学 Heat Transfer
 流体工学 Fluid Engineering
 熱工学 Thermal Engineering
 電子機器の熱設計 Thermal Design of Electronic Equipment 

熱エネルギーの高効率制御法の創生と
次世代電子機器への展開
電気や光など、我々が日常使用するエネルギーは最終的に全て「熱エネル
ギー」に変わります。よって持続可能な社会の構築に向けた「ものづくり」のた
めに、熱効率の向上が重要です。当研究室では、自然界に学んだ「脈を打つ流
れ」や、ミクロジェットを用いた新しい省エネ冷却技術を提案しています。次世
代の電気自動車やコンピュータ、タブレットなどの放熱に対する応用を目指し
て研究を進めています。

船﨑 健一｜FUNAZAKI Kenichi

G■ 役職／教授 Professor
■ 専門／機械工学 Mechanical Engineering
 ターボ機械 Turbomachinery
 航空宇宙工学 Aerospace Engineering

高性能で環境に優しく
低燃費なエンジンに関する研究

航空宇宙に関する研究、特に、高性能で環境に優しく低燃費な航空エンジンや高
信頼性ロケットエンジンに関する研究を、風洞実験装置や最新鋭の測定機器高
性能コンピュータを用いて行っています。また、研究の基礎となっている流体工学
の知識やコンピュータシミュレーション技術を用いて、高効率発電システムや低
騒音ファンに関する研究もしています。これらの多くは企業等との協同研究であ
り、研究活動を通じて基礎から応用まで幅広い知識を身に付けることができます。

北條 智彦｜HOJO Tomohiko

G■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／材料力学 Materials Mechanics
 機械材料 Mechanical Materials 

地球温暖化防止に貢献する
自動車部品用の鉄鋼材料の開発

交通事故のとき、乗員を守る高い衝突安全性と、自動車車体の軽量化による
燃費向上、地球温暖化ガス排出量削減を達成することのできる自動車衝突安
全部品用の鉄鋼材料の開発に関する研究を行っています。本研究によって開
発された鉄鋼材料が多くの自動車に適用されるようになれば、街には壊れにく
くて安全性が高く、燃費の良い経済的な自動車が増えると期待されます。

水野 雅裕｜MIZUNO Masahiro

G■ 役職／教授 Professor
■ 専門／精密工学 Precision engineering
 精密加工 Precision machining

金型の自動研磨装置の
開発に取り組む

いろいろな工作機械（機械部品をつくる機械）の開発に取り組んでいます。特に力を
入れているのは、金型（部品を作るための型）の自動研磨装置です。複雑な形状の
金型は、一般的に熟練技能者の手作業によって研磨されていますが、今後金型形
状の微細化が進み、手作業での研磨は困難になると考えられます。現在開発中の
研磨装置は、３個の積層型圧電素子（電圧によって伸縮する素子）で工具に微小振
動を与え、その動きとダイヤモンドペーストで金型表面を鏡面に磨き上げます。

三好 扶｜MIYOSHI Tasuku

G■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／ロボット工学 Robotics
 生体模倣工学 Bio-mimetics
 水産ロボティクス Fisheries Robotics

海洋および水産資源の
調査・管理に向けた水中ロボット開発

海・水中の資源調査や管理は最先端の工学が結集しなければなりません。一
方、海・水中では人間による調査は不可能です。私たちはこの不可能を可能に
すべく、特に生物特有の運動機能を模倣した生体模倣ロボットの研究開発に
より、海・水棲動物のような動きの獲得を目指しています。さらには水産物・水
産加工物のような、柔軟物体の操作を可能にするロボットハンドの研究開発
にも挑戦しています。

柳岡 英樹｜YANAOKA Hideki

G■ 役職／教授 Professor
■ 専門／熱流体工学 Thermal and Fluids Engineering
 数値流体力学 Computational Fluid Dynamics

多様な熱流体の輸送現象を解明し、
環境問題の解決に挑む

流れや伝熱、燃焼の現象は、自動車や航空機などの様々な機械システムで見ら
れます。エンジンの低燃費化や排気浄化を図るためには燃焼や微粒化特性を
調べる必要があり、熱交換機の性能向上のためには熱伝達特性が重要です。
また、生物が動くことにより発生する流動を工学的・環境学的に利用できる可
能性があります。この研究室では、このような多様な熱流体の輸送現象を解明
する研究を行い、エネルギー問題や環境問題の解決に取り組んでいます。
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社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］
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金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科
A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科
C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科
E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

湯川 俊浩｜YUKAWA Toshihiro

G■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／ロボット工学 Robotics
 機構学 Theory of Mechanism
 制御工学 Control Engineering

高齢化社会や持続型社会に対応した
テクノロジー教育にも取り組む

バイオロボティクス部門では、基礎研究として、手術支援ロボットの新機構、高
機動型ロボットの新機構、多用途無段変速機の新機構、新型高感度センサの
設計、および制御理論の構築をおこなっており、応用研究として、医療福祉ロ
ボットのシステム開発と介護用移動ロボットの実用化を検討しています。これ
らの研究を通して、高齢化社会や持続型社会に対応したテクノロジー教育に
も取り組んでいます。

吉野 泰弘｜YOSHINO Yasuhiro

G■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／機械工学 Mechanical Engineering
 トライボロジー Tribology
 低温工学 Cryogenic Engineering 

機械構造物の接触界面で生じる
摩擦・摩耗・潤滑現象を調査・研究

機械構造物の接触界面で生じる摩擦・摩耗・潤滑現象について、表面の硬さ
や摩擦発熱を測定することによって調査しています。特に当研究室では、摩擦
環境を低温（絶対零度近傍：4.2K）まで冷却できる技術があり、磁気浮上列車
用超電導マグネット構造材の摩擦発熱評価を行ってきました。近年では、この
ような特殊材料だけでなく、産業界の基幹材料である金型材料まで幅広く
扱っています。

吉原 信人｜YOSHIHARA Nobuhito

G■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／精密工学 Precision engineering
 精密加工 Precision machining

機械加工の高精度化・高能率化を
実現し、加工メカニズムを解明

デジタルカメラなど精密機器の普及に伴って、高精度な加工が求められるよう
になっています。また高能率化・低コスト化も求められており、これらの要求に
対応するためには機械加工が適しています。本研究室では、機械加工の高精
度化・高能率化を実現することを目的として、加工メカニズムを明らかにする
研究を行っています。また、解明した加工メカニズムをもとに工作機械の新た
な設計指針を提案しています。

脇 裕之｜WAKI Hiroyuki

G■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／材料力学 Mechanics of Materials
 破壊力学 Fracture Mechanics
 材料強度学 Strength of Materials 

ガスタービンやジェットエンジン材料の
高温強度の研究

セラミック遮熱コーティングは、ガスタービンやジェットエンジン翼の超合金
を高温環境から保護するもので、エンジンの高温化・高効率化のキーテクノロ
ジーです。研究室では、損傷機構の把握に不可欠な、遮熱コーティングの弾性
特性、残留応力や強度などの機械的性質を評価する高精度法の提案を行って
います。また、共鳴超音波やレーザスペックルなどを利用した新しい評価法の
開発、新材料の高温機械特性の解明に取り組んでいます。
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石川 奈緒｜ISHIKAWA Nao

H■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／環境科学 Environmental science
 土壌科学 Soil science 

土壌・水環境中での元素の挙動を
明らかにし、環境影響評価に役立てる

水の汚染は土壌の、土壌の汚染は水の汚染につながり、さらにそこに生息してい
る植物や生物に影響を与えます。ここでは、主に土壌・水環境中でのさまざまな
元素の挙動を明らかにし、環境影響評価に役立てます。下水処理に関連し、下
水から下水汚泥、下水焼却灰中へのさまざまな物質の移行について実験を行っ
ています。汚泥や焼却灰にはリンなどの有用な資源のほか、有害物質も多量に
含まれています。この研究は汚泥や焼却灰の有効活用を考える上で重要です。

伊藤 歩｜ITO Ayumi

H■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／上下水道工学 Water supply and sewerage system engineering
 水環境工学 Water environment engineering

汚水処理から生じる汚泥の
再資源化技術の開発

私達が使用した水は汚水となり、処理場で浄化されますが、汚れ成分の多く
は汚泥という形で残ります。この汚泥は、有機物やリンなどの有用物質を含ん
でおり、エネルギー源や肥料原料として利用できます。しかし、汚水に由来する
重金属や有機化学物質などの微量汚染物質も同時に含まれています。そこ
で、微生物や酸化剤あるいは光触媒の機能を利用した汚染物質除去や有用
物質回収のための新しい技術の開発にチャレンジしています。

海田 輝之｜UMITA Teruyuki

H■ 役職／教授 Professor
■ 専門／水環境工学 Water environment engineering
 環境衛生工学 Environmental sanitary engineering
 水・排水処理工学 Water and wastewater treatment engineering

河川、ダム湖や湖沼の
水環境の評価、水質浄化に関する研究

河川、ダム湖や湖沼の水環境の評価や水質の浄化に関する研究を行っています。
具体的には、下水処理水の河川への放流や改修工事による河川の水質、河床に生
息する水生昆虫への影響、貯水池の富栄養化に伴う水質の変化や富栄養化対
策、重金属汚染による付着藻類や水生昆虫等の河川生態系への影響等について
の研究です。また、下水処理過程でのヒ素重金属の挙動、地下水に含まれるヒ素
を、バクテリアを使い効率よく除去する処理装置の開発にも取り組んでいます。

大川井 宏明｜OKAWAI Hiroaki

■ 役職／教授 Professor
■ 専門／生体計測学 Biological Measurement Engineering
 循環器内科学 Circulatory Internal  Medicine
 生活科学一般 General Life Science

人文科学、社会科学を
一体にした科学を創ります

個の健康⇒家族の健康⇒社会の健康がテーマです。日常生活で多くの時間を
過ごす住居にいながら、こころや身体の調子、感じている満足を検知する手法
を創りました。この手法を特に①高齢者の日常の健康見守り、②自然環境や
住居環境が人に与える影響の評価に活用しています。このように、人文科学、
社会科学を一体にした科学を創る、ここに工学の魅力があります。

大河原 正文｜OKAWARA Masafumi

H■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／地盤工学 Geotechnology
 土質力学 Soil mechanics

地盤の破壊現象の
メカニズムに関する研究

地すべり・斜面崩壊など地盤の破壊現象のメカニズムに関する研究をおこなってい
ます。この分野において、いよいよ地盤を構成する物質のゲノム解析（Geo-
Genomics）に関する国際共同研究が始まります。土粒子（固体）、水（液体）、空気（気
体）の三相混合体がミクロの世界においてどのような挙動・性質を示すのか？最先端
の分析・解析機器を駆使することで次第に明らかになるでしょう。従来の方法とは一
線を画した新しい測定法、対策工法の原理が発見されるものと期待されています。

大塚 尚寛｜OTSUKA Naohiro

H■ 役職／教授 Professor
■ 専門／環境保全工学 Environmental assurance engineering
 骨材資源工学 Aggregate resources engineering
 大気環境工学 Atmospheric environmental engineering

ＶＲシステムを用いた景観シミュレーションで
景観変化を予測・評価

大規模な開発や建設行為に伴う景観の変化は、地域景観を阻害する場合が
あります。そこで、地域景観の保全を目的とした環境アセスメントにおいて、
バーチャルリアリティシステムを用いた景観シミュレーションをおこなうことに
より、景観変化を予測・評価する方法について研究しています。また、景観対象
領域がどこから見えるかを、GISとリモートセンシングデータを組み合わせて
予測する可視領域解析法の開発に取り組んでいます。
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※ ２次元バーコードは研究室などのwebサイトアドレスです。
＊ 理工学部所属予定

教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科
A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科
C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科
E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

大西 弘志｜ONISHI Hiroshi

H■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／維持管理工学 Maintenance Engineering
 構造工学 Structural Engineering
 橋梁工学 Bridge Engineering

小型ＦＷＤを用いた
橋梁簡易点検システムの開発

インフラ構造物の老朽化は社会基盤の利便性を確保するために解決するべき
大きな問題の一つとなっています。特に道路網を構成する構造物の一つである
橋梁は劣化現象の顕在化とその対策の検討が大きな問題となっていて、いか
に簡易で効果的な対策をとれるのかが問題解決に向けて必要となっています。
本研究では橋梁構造の性能を簡易に計測できるシステムを開発していて、高
速道路等の橋梁に対する調査と対策計画の立案に活用しています。

小笠原 敏記｜OGASAWARA Toshinori

H■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／海岸工学 Coastal engineering
 水工学 Hydro engineering

津波氾濫流に粘り強い建物の
安全照査可能な数値水槽の開発

岩手県三陸沿岸地域は津波常襲地帯であり、2011年東北地方太平洋沖地震に伴
う巨大津波では、二万三千戸以上の建物が被害を受けました。低頻度であるが大災
害を引き起こす津波に対し、生命・財産を守ることは必須であり、建物の安全性の評
価基準を確立することが要求されます。研究では、段波発生装置開水路を用いた実
験より得られる氾濫流条件を基に、MPS法を用いた流体－建物連成解析が可能な
数値水槽を開発し、粘り強い建物の安全照査を可能にすることを目的としています。

小山田 哲也｜OYAMADA Tetsuya

H■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／建設材料学 Construction material engineering
 コンクリート構造工学 Concrete structural engineering
 道路工学 Highway engineering

寒冷地のコンクリート構造物の
品質・耐久性確保に関する研究

積雪寒冷地域の道路には冬場の交通安全の確保のため凍結防止剤が散布さ
れています。一般的な凍結防止剤には塩化ナトリウムが使用されています。塩
化ナトリウムは、コンクリート構造物を劣化させる要因が含まれています。コン
クリート構造物の長寿命化のため、施工時のコンクリート構造物の品質確保
の方法を提案するとともに発生し得る劣化現象を列挙してそれぞれのメカニ
ズムを考察し、それらの対策を見出そうとしています。

鴨志田 直人｜KAMOSHIDA Naoto

H■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／岩盤力学 Rock Mechanics
 地盤耐震工学 Geotechnical Earthquake Engineering

私たちのエネルギーを支える
巨大トンネル

皆さんは、地下の巨大トンネルに石油を備蓄する施設が岩手県久慈市にある
ことを知っていますか。これは石油のほとんどを輸入に頼っている日本におい
て、安全保障上極めて重要な施設です。岩盤トンネル方式の石油備蓄基地は、
石油用３施設と石油ガス用２施設が日本にはあります。私は、将来のエネル
ギーを担うと考えられている天然ガスや液体水素など、低温液化燃料を備蓄
するための巨大トンネルを造るための研究を行っています。



IWATE UNIVERSITY 71

115 118

116 119

117 120

越谷 信｜KOSHIYA Shin

H■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／地質学 Geology
 自然災害科学 Natural Disaster Science

東北日本奥羽脊梁山脈周辺の
活断層の地下地質構造

日本には多くの活断層があります。ところが、すべての活断層の位置がわかっ
ているわけではなく、まして地震を発生する地下深部の構造がわかっている活
断層は多くありません。私たちは、東北日本奥羽脊梁山脈周辺に発達する活
断層の地下における構造やその側方への連続性、つまり、震源断層としての広
がりを地表地質調査や地球物理学的手法を用いて明らかにし、将来の災害へ
備えるための基礎データの提供を目指しています。

小山 猛｜KOYAMA Takeshi

H■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／ロボット工学 Robotics
 福祉工学 Assistive Technology
 ロボット教育 Education by robotics

ロボットによる活動の支援

ロボットを使って人間の活動を支援する機器を開発しています。農林水産分
野では持続可能な水産業の構築を目指した養殖に関する研究、工業分野で
は工場における重労働の軽減を目指した研究、福祉介護分野では脊髄を損傷
した人の歩行機能の回復や再建を支援する研究、を行なっています。

齊藤 貢｜SAITO Mitsugu

H■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／大気環境工学 Atmospheric Environment Engineering
 環境影響評価 Environmental Impact Assessment
 環境動態解析 Environmental Dynamic Analysis

大気環境の新規なモニタリング法の
開発と可視化技術

地球温暖化や酸性雨を“地球環境”問題とするなら、ゴミや騒音、自動車排ガスの
問題は、街や地域に根付く“地球環境”問題と言えます。自動車排ガス中の窒素酸
化物が酸性雨の原因となるように、環境問題の蓄積が地球環境問題へと発展し
ていきます。こうした観点から、環境汚染物質の捕集・測定法の開発をテーマに、
地域の大気汚染を簡単にモニタリングする方法を開発。ミクロ繊維シートを利用
した大気汚染物質のモニタリングと推定濃度分布の可視化に取り組んでいます。

出戸 秀明｜DETO Hideaki

H■ 役職／教授 Professor
■ 専門／構造工学 Structural Engineering
 橋梁工学 Bridge Engineering
 維持管理工学 Maintenance Engineering

木製の実橋における各種試験で、
橋の静的・動的特性と剛性を明らかに

主に木橋を対象に、実橋において打撃試験・トラック走行試験・トラック載荷試験
を実施して数値解析を行い、橋の静的・動的特性、剛性を明らかにしています。木
橋には温かみがあり、地元の森林資源の保護と育成にも寄与するというメリット
があります。大断面の集成材を使用した場合、強度的には問題がないものの、コン
クリート橋と比べ寿命の短さは否めません。今後は森林資源の活用や人間へのや
さしさといった面も加味した、総合的なコスト判断が必要になると考えます。

中澤 廣｜NAKAZAWA Hiroshi

H■ 役職／教授 Professor
■ 専門／環境工学 Environmental Engineering
 廃棄物処理工学 Waste Treatment Engineering
 鉱物処理工学 Mineral Treatment Engineering

有価物を分離回収する技術の研究

廃棄物には、金属等の有価物が含まれています。これらをリサイクルするために
は、有価物を他の不要なものと分離して回収しなければなりません。そこで、物質
の密度、磁性、電気伝導性の違いを利用して、有価物を分離回収する技術の研
究を行っています。たとえば、鉄やニッケルは磁石を用いることで他の物質と分
離することができます。また、上記の分離技術を応用することで汚染土壌に含ま
れる重金属を除去し、汚染土壌を浄化する方法の開発にも取り組んでいます。

羽原 俊祐｜HANEHARA Shunsuke

H■ 役職／教授 Professor
■ 専門／セメント化学 Cement Chemistry
 コンクリート工学 Engineering and Mix Design of concrete
 建設材料科学 Materials Science of Construction Materials

コンクリートの耐久性についての研究

東日本大震災においてコンクリート構造物の堅牢性は再認識され、「人を守るコ
ンクリート」は今後も建設材料の主役を務めます。その耐久性は環境や供用条件
によって大きく変わり、新しい現象である硫酸塩による劣化現象や、寒冷地帯で
の凍結融解による劣化も大きな課題であることから、コンクリートの耐久性につ
いて研究を進めています。また、21世紀は「混合セメントの時代」と呼ばれ、CO２

排出量を低減した新しい混合セメントの在り方についても研究をしています。
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電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科
A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科
C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科
E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

晴山 渉｜HAREYAMA Wataru

H■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／環境工学 Environmental engineering
 廃棄物処理工学 Waste treatment
 分離工学 Separation engineering

有機塩素化合物による
汚染の浄化法の開発

地下水・土壌汚染は、全国各地で現在も新たに発見されています。地下水・土
壌汚染の浄化手法は、既に存在しますが、その低コスト化と環境負荷の低減
化が望まれています。そこで、太陽光や微生物といった自然の力を利用した、有
機塩素化合物による汚染の浄化法の開発を行っています。また、上記手法に
廃棄物を用いることで浄化を低コスト化する研究や、難分解性の有機化合物
含有廃水の処理に応用する研究にも取り組んでいます。

松林 由里子｜MATSUBAYASHI Yuriko

H■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／海岸工学 Coastal engineering
 水工学 Hydraulic engineering

河口地形変化が
サケ遡上におよぼす影響

岩手県で放流されるサケの回帰率は年々低下しており、回帰率の向上に向け
た対策が行われています。サケの回帰には、海水温などの沿岸の環境が大きく
関係していますが、その中で、河口の幅や水深の減少が、河川への遡上を妨げ
ているのではないかと言われています。河口閉塞が観測される河川での回帰
率がほかの河川より低いことがわかっており、その原因と対策について研究を
進めています。

南 正昭｜MINAMI Masaaki

H■ 役職／教授 Professor
■ 専門／都市計画 City Planning
 交通計画 Transportation Planning
 社会基盤計画 Infrastructure Planning

人々が安全で快適に暮らせる
都市空間の形成を目指す

人々が安全で快適に暮らせる都市空間の形成を目的に研究を行っています。
「安全・安心なまちづくり」という視点からは、防災まちづくりや避難計画の立
案支援、通学路における子どもの安全確保など、また「誰もが暮らしやすいま
ちづくり」という視点からは、高齢者や障がい者に配慮したバリアフリー街路
網計画の支援、過疎地方部での生活交通の確保、地域景観形成などを研究
テーマとしています。

山本 英和｜YAMAMOTO Hidekazu

H■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／地震工学 Engineering Seismology
 物理探査工学 Gephysical Prospecting
 自然災害科学 Natural Disaster Science 

物理探査の手法を用い、
目に見えない地下の状態を解明

ビルや橋などの地上構造物、トンネルなどの地下構造物の安全性は地盤の性質に
左右されるため、人間の豊かで安全な暮らしのためには地盤の性質を知ることが重
要と言えます。こうした視点から、目で見ることのできない地下の様子・状態を物理
探査の手法を用いて解明することを目的に研究しています。また、大地震発生時に
おけるある区域内での詳細な震度分布を知るため、住民個人に対するアンケートを
行い、どこがどのように揺れるのかという地震危険度の予測にも取り組んでいます。




