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氏名 

大嶺 聖 

役職 

教 授 

専門分野 

地盤環境工学 

主な研究内容 

1. 災害廃棄物の地盤材料としての活用技術 

震災被害により生じた災害廃棄物と津波堆積物の地盤材料と
しての活用技術について研究を行っている。岩手県の災害廃棄物
の締固め特性，CBR 特性およびせん断特性や塩害被害を受けた農
地の地盤環境改善効果を明らかにする。 

 さらに，福島の放射線汚染土の保管方法およびセシウムの除去
技術についても検討を行っている。 

2. 有用微生物による地盤環境改善技術 

廃棄物や副産物の処理・処分，汚染土壌の浄化および底質の環
境改善などの地盤環境問題が深刻化している。 

微生物による汚染地盤の浄化は，低コストかつ環境負荷低減の技
術として期待されている。乳酸菌，酵母，光合成細菌などは身近
なところにいる有効な微生物で，これらの微生物が重金属汚染土の浄化に効果があることが明ら
かになっている。 

また，ヘドロや有機物の分解に効果的な微生物を用いた土壌微生物電池の研究も行っている。 

特記事項 

JST 復興促進プログラム（A-STEP）探索タイプ「好塩菌堆肥による津波堆積物の緑化基盤材とし
ての有効利用」（代表者：大嶺聖）     研究室 HP http://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/~jiban/ 

氏名 

蒋 宇静 

役職 

教 授 

専門分野 

地盤環境工学，岩盤工学，防災工学 

主な研究内容 

1. 異常気象による斜面災害の予測と対策 

降雨強度、継続時間および地盤条件を考慮した斜面崩壊予測技術を
開発するとともに，遠隔監視システムの構築と実用化を進めている。 

2. 道路トンネルのアセットマネジメント(AM) 

 膨大な点検情報の効率的管理と維持管理への適用として，GIS によ
るデータベースの構築，劣化曲線，優先順位，FRP グリッドによる補
修・補強技術の選定，LCC 算定を含めた AM システムを開発している。 

3. メタンハイドレートの生産技術 

メタンハイドレートの採取に伴い，海底地盤の変動・沈下，坑井周
辺地層の圧密によるケーシング自体の損傷，メタンハイドレート層自
体の崩壊などが考えられるので，環境保全に配慮した効率的生産技術について検討している。 

特記事項 

・九州建設弘済会研究等助成「集中豪雨による斜面崩壊メカニズムの解明と評価手法の開発」(代
表) 

・科研費(萌芽研究)「無線ネットワーク情報伝達技術を活用した岩盤斜面ハザード監視技術の開
発」(代表)                研究室 HP http://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/~jiban/ 

氏名 

中村 聖三 

役職 

教 授 

専門分野 

鋼構造，維持管理工学 

主な研究内容 

1. 構造物の維持管理 

既設構造物の現地調査・遠隔モニタリング，複合サイクル試験
などによって，劣化予測法，残存耐力・余寿命評価，腐食環境と
腐食状況の相関，各種防食法の耐久性評価などに関する研究を行
っている。 

2. 鋼橋の設計法 

 鋼橋を対象に，主に非線形有限要素法などの解析的手法によっ
て，疲労設計用衝撃係数の定式化，各国設計基準の評価など，構
造や設計法の合理化（省力化，経済性向上）に関する研究を行っ
ている。 

特記事項 
・長崎県橋梁維持管理計画検討委員会・長崎県市町橋梁長寿命化検討委員会 委員 

・国土交通省九州地方整備局 緊急災害対策派遣ドクター（TEC-DOCTOR） 

研究室 HP http://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/~dokou/ 
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鋼橋の損傷事例 
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氏名 

原田 哲夫 

役職 

教 授 
専門分野 

コンクリート構造学，建設材料学 

主な研究内容 

1. CFRP より線の各種構造物への適用 

 高強度，軽量，高耐食性で，鋼材に代わる CFRP より線をグ
ラウンドアンカー，PC 構造物および海洋構造物などの新設構造
物や既設構造物の補強への適用に関する研究を行っている。 

2. 定着用膨張材（HEM）を用いた定着・補強工法の開発 

 高膨張圧、液圧的伝播特性を有する HEM を用いて，連続繊
維緊張材や PC 緊張材の定着工法のほか，腐食した鋼橋の新た
な補強工法の開発を行っている。 

3. 高耐久性フライアッシュコンクリートの開発 

 産業副産物であるフライアッシュを利用した高耐久性を有す
る高流動コンクリートの開発を行っている。 

論文：土木学会論文集 E2，Vol.70，No.4（2014）,Vol.69，No.1

（2013），Vol.68，No.4（2012）など 

特記事項 

長崎県におけるフライアッシュコンクリート指針作成検討委員会（H.23.4～H.27.7）委員長 

研究室 HP http://www.st.nagasaki-u.ac.jp/ken/harada/index.html 

氏名 

松田 浩 

役職 

教 授 

専門分野 

維持管理工学，コンクリート工学 

主な研究内容 

１．インフラ検査技術の開発・検査法の標準化 

肉眼で見えないインフラ構造物の変状について光学的計測技
術を用いて高精度に検査するための計測機器を開発するととも
に，検査法の標準化について研究している。また，高所・狭隘箇
所及び危険で近づくことができないインフラの遠隔検査法につ
いての応用展開を図り，フィールド実証試験を行っている。 

２．ICT による道路マネジメントシステムの開発と運用 

平時及び緊急時における情報の抽出や利活用を支援するため
に，クラウド化データベースに各種インフラ情報を一元化し，道
路情報マネジメントシステムを構築する。各種のデータは標準化
され，「見える化」するための研究を行っている。 

特記事項 

“道守”養成講座（H２５年度以降継続，インフラ長寿命化センター） 

研究室 HP http://www.st.nagasaki-u.ac.jp/ken/matsuda/index-j.html 

インフラ長寿命化センターHP http://michimori.net/ 

氏名 

奥松 俊博 

役職 

准教授 
専門分野 

振動工学，維持管理，遠隔ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 
主な研究内容 

1. 橋梁ヘルスモニタリング  
 橋梁ヘルスモニタリングは各地に散らばる様々な構造物を，仮
想的に五感（視覚，聴覚，触覚，味覚，嗅覚）で情報化する技術
であり，各種センシングまたロボット化などについて研究してい
る。 
2. 情報化・無人化施工 
 災害に伴う危険地域の施工・モニタリングシステムについて実
績を有する（雲仙普賢岳無人化施工工事等）。 
（カメラ・GPS 等各種デバイスを用いた認識技術，群制御等） 
 
論文: 奥松ほか; Temperature effect for natural frequencies of a steel 
langer truss girder bridge, Proc. of 4th International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering,  (in 
CD-ROM) (2014.11)など 

特記事項 

インフラ社会資本に関する情報モニタリング，環境振動計測・評価／ 情報化・無人化施工 

研究室 HP http://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/~dokou/ 

 

 

 

 

 

ICTによるインフラ長寿命化 

 
グラウンドアンカー工法 
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氏名 

森田 千尋 

役職 

准教授 

専門分野 

構造工学，維持管理工学 

主な研究内容 

1. 耐候性鋼橋梁の腐食性評価および外観評価に関する研究 

 耐候性鋼材はさびでさびを防ぐというユニークな鋼材で，近
年，多くの橋梁に使用されている。この保護性さびの良し悪し
を判断するため，本研究室では，三次元写真計測を用いてさび
表面の形状を計測することにより，耐候性鋼橋梁の健全性を評
価している。 

2. 鋼橋の３次元有限要素解析と振動計測に関する研究 

 近年のコンピュータ技術の発達に伴い，橋梁全体を FE（有限
要素）モデル化して，解析することが可能になっている。本研
究室では，鋼橋の 3 次元 FEM 解析を行い，実際の橋梁の挙動と
の比較・検討を行っている。 

特記事項 

JST 科学技術戦略推進費 地域再生人材創出拠点の形成「観光ナガサキを支える“道守”養成ユニ
ット」（H20.7～） 

研究室 HP http://www.st.nagasaki-u.ac.jp/laboratories/morita/ 

氏名 

佐々木 謙二 

役職 

助 教 

専門分野 

コンクリート工学 

主な研究内容 

1. 種々の材料と養生方法により製造されたコンクリート
の各種環境下における性能評価 

 所要の性能を満足するコンクリートを得るための合理的
な材料・配合設計手法，養生選定手法の構築に資することを
目的として，種々の材料・配合，養生条件により製造された
コンクリートの各種環境下における力学的特性，収縮特性・
耐久性について研究を行っている。 

2. フライアッシュ混合型高流動コンクリートの開発 

 石炭火力発電所において発生するフライアッシュを利用
した環境負荷低減効果も期待できる高耐久・高品質な高流動
コンクリートの開発を行っている。 

特記事項 

研究室 HP http://www.st.nagasaki-u.ac.jp/ken/harada/index.html 

氏名 

杉本 知史 

役職 

助 教 

専門分野 

地盤環境工学・地盤防災工学 

主な研究内容 

1. 各種リサイクル材を活用した低アルカリ性固化材の開発 

 排出量が増加している廃石膏ボードを加熱・処理した再生石膏と火
力発電所等から排出される石炭灰を主体とした混合材を，セメント系
固化材と比べ低アルカリ性の固化材として活用することを目指し，力
学的・化学的な面から研究を行っている。 

2. 自然風化や人為的改変を伴う斜面崩壊の危険度評価に関する研
究 

 近年頻発する突発的な豪雨に伴う斜面崩壊について，自然風化によ
る観点と切土等人為的改変による観点から，室内試験や数値計算によ
る検討，さらには原位置における建設機械を用いた直接的な評価手法
の提案に取り組んでいる。 

特記事項 

上記２テーマに関する内容ついて，これまで共同研究・受託研究の実績あり。その他も対応可。 

研究室 HP http://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/~jiban/ 

 

 

 

 

 

 
耐候性鋼橋梁 

  
接写写真  計測結果 
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氏名 

西川 貴文 

役職 

助 教 

専門分野 

構造工学 

主な研究内容 

1. 橋梁等構造物の振動モニタリングに関する研究 

高精度構造同定理論を応用し，振動計測に実装することで構造物の構造特性を定期的に同
定・監視する。計測においては，ICT を活用してモニタリング・ベースと遠隔地の計測フィ
ールドの間をネットワーク接続し，データの自動管理やオンデマンド処理を可能としている。 

 

2. 車両の動的応答を利用した路面性状評価手法の開発に関する研究 

定量的かつ高頻度な路面モニタリングシステムを開発し，国際的な道路ラフネス評価指数を
簡易に推定することを可能とした。本研究で開発しているシステムは，国際協力機構（JICA）
を始めとする国際協力機関の業務等に活用されている。 

 

3. 脆性材料の不連続現象のロバストな画像診断手法の開発に関する研究 

脆性材料に生じる損傷を精緻に把握するための画像計測システムを構築した．本システムの
特徴は，遺伝的プログラミングを応用して構築したロバストな画像フィルタにある。撮影条
件や表面の状態などの異なる様々な画像から損傷を安定して抽出することが可能であり，さ
らにフィルタの適用処理を工夫することで，損傷の定量的な特徴量をサブピクセル単位で同
定することを可能にしている。 

特記事項 

研究室 HP http://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/~dokou/ 

氏名 

李 博 

役職 

助 教 

専門分野 

岩盤力学，地盤工学 

主な研究内容 

1. 亀裂性岩盤内水理物質移動特性評価の高度化 

高解像度 CCD カメラを用いて，亀裂内における流れの画像を
可視化し，せん断過程における亀裂表面の接触状態の変化とチャ
ンネル構造の形成メカニズムの観察評価に関する研究を行ってい
る。 

2. 常時微動測定によるトンネル覆工コンクリート健全性評価 

覆工コンクリートの劣化により，ひび割れや空洞などが発生し，
その振動特性も変化する。原位置覆工コンクリートにおける常時
微動測定およびそれをモデルした振動解析により，コンクリート
の健全度と振動特性（例えば最大周波数）の関係を研究している。 

論文：Int J Rock Mech Min Sci, 48, 1292(2011), Soils and Foundations, 

50, 589(2010), Int J Rock Mech Min Sci, 46, 97(2009) など 

特記事項 

若手研究 B「流体移動の可視化と音響トモグラフィによる岩盤内水理物質移動特性評価の高度化」
（H24.4～）研究代表 

研究室 HP http://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/~jiban/ 

氏名 

石松 隆和 

役職 

教 授 

専門分野 

福祉工学，ロボット工学 

 主な研究内容 

1. 障害者のためのアシスト機器の開発 

 画像処理技術，メカトロニクス技術を用いて，障害者の動作や 

 意思伝達を支援する機器を開発する。 

 これまで，歩行アシスト装置，上肢動作支援装置，各種意思 

 伝達装置，階段昇降機を地域の福祉関係者と共同で開発 

2. 見守り装置の開発 

 ネットワーク技術を活用して高齢者の見守りを実現するシス 

 テムを開発する。これまで，五島地区，対馬地区で見守りを 

実施。関連して，服薬管理システム，生活タイマーを開発 

3．嚥下訓練装置の開発 

 小型振動モータ，ワンチップ CPU を用いて訓練装置を開発 

 

特記事項 

平成 25 年度課題解決型医療機器等開発事業「摂食嚥下障害の評価・訓練システムの開発」実施中 

九州ヘルスケア産業推進協議会の幹事として，医工連携を推進 

研究室 HP http://www.welcome.mech.nagasaki-u.ac.jp/ 

微動測定 

対象トンネル 

センサー 
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氏名 

板山 朋聡 

役職 

教 授 
専門分野 

 水処理工学，水環境生態工学 

主な研究内容 

1. 富栄養化湖沼等で発生する有毒藍藻（アオコ）の分子生態学
的解析，特に温暖化の影響解析と有毒藍藻が発生した水域の
バイオフェンスを用いた生態工学的浄化システムの研究。 

2. ケニヤ等のアフリカ諸国や東南アジア地域で活用できる水浄
化システムの研究開発。特に，生物処理膜ろ過法や多孔質担
体，土壌等を用いた生物処理システムと膜ろ過等を組み合わ
せた，低コストで簡易化浄水システムを家庭や学校等での雑
廃水のリサイクルシステムのための研究開発。 

3. アクアヘルスネットワークの構築のための調査研究。アフリ
カ等の開発途上国で，家庭や水環境衛生状態と健康状態をモニタリン
グするためのシステム構築のための基礎的現地調査研究。  

特記事項 

文科省，キャンパスアジア「日中韓の大学間連携による水環境技術者育成」,ケニヤ政府による

「The Lake Victoria Comprehensive Ecosystem and Aquatic Environment Research for Development 

Project」，科研費基盤（B）海外「標高の異なるタイ国養魚池を活用した環境ゲノミクスによる温

暖化影響の解析」 

研究室 HP http://www.eng.nagasaki-u.ac.jp/water/index.html 

氏名 

小川 進 

役職 

教 授 

専門分野 

福祉工学，ロボット工学 

主な研究内容 

1. 福島原発の放射能汚染 

福島原発の水素爆発による放射能汚染を粒子モデルで解析する． 

 

2. PM2.5 の大気汚染とその原因 

PM2.5 飛来による大気汚染を拡散モデルと衛星データで解析する． 

 

3. 衛星考古学 

衛星データから考古遺跡の抽出を行っている． 

 

論文:Ogawa S., Cesium 137 pollution from Fukushima Nuclear Power 

 Plant, Japanese Studies Journal, Vol. 29, pp. 5-10, 2012. 

特記事項 

セシウムの吸着が少ない舗装構造の開発（東京都との共同開発） 

研究室 HP http://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/~uchu/ 

氏名 

才本 明秀 

役職 

教 授 

専門分野 

材料力学，破壊力学，応力解析 

主な研究内容 

1. 傾斜複合材料の応力解析 

 線形弾性問題のみを扱うことがこれまでの主な利用法であった 

重ね合わせの原理に基づく境界型応力解析法を拡張し，熱弾性問 

題，弾塑性問題，材料特性が空間座標の関数であるような一般化 

複合材料の応力解析に取組んでいる。  

2. 複合荷重下における３次元き裂の初生・進展の評価 

 ３次元空間内で複雑な伝ぱ挙動を示すき裂の進展解析に取組ん 

でいる。特に集光したレーザー光線が材料の表面や内部に局所的 

に生じる温度上昇によって生じた熱応力が，き裂進展にどのよう 

に寄与するかを数値シミュレーションにより明らかにする。 

論文：Enc. Thermal Stress, Springer (2013), Eng. Failure Anal.,17, 

838(2010), Key Eng. Mat.,417, 245(2010), Int. J. Fract 157, 101 (2009) 

特記事項 

各種破壊問題の静的ならびに動的シミュレーション，材料の力学的応答解析に関する共同研究を
実施可。 

研究室 HP http://bowie.mech.nagasaki-u.ac.jp 

機械工学コース HP http://www.mech.nagasaki-u.ac.jp 

バイオフェンス 

Cyanobacteria 

Bio-fence	

Charcoal	Bio-Carriers	etc.		

Habitat	for	Microorganisms	to	
decompose	toxic	cyanobacteria	

 
西表島のサンゴ礁 

 
 

切欠底近傍の弾塑性場解析 



6 

 

氏名 

多田 彰秀 

役職 

教 授 

専門分野 

水工学，河川工学，海岸工学 

主な研究内容 

1. 諫早湾口部での水質動態と赤潮発生との関連性； 

 2007 年度より右図に示す鶴ノ瀬（観測点 M1）から竹崎港口 

（観測点 M0），観測櫓 B4 近傍（観測点 M2）および小長井港地先 

（観測点 K1）に至る諫早湾北側海域を対象に，赤潮に関する現 

地観測を毎年 7 月下旬～8 月下旬に渡って実施し，赤潮発生と 

各種水質動態との関連性について検討している． 

2. 水俣湾での水銀動態に関する基礎的研究； 

水俣湾内 St.1(裸瀬)，St.2(湾央)および St.3(恋路島)の 3 地点に 

おいて，多項目水質計(アレック電子㈱製 Model-AAQ1183)を用い 

た水質観測および採水調査を一ヶ月毎に行っている。前者では， 

水温，塩分，濁度，DO，pH，クロロフィル a 等の鉛直分布を 

計測している。さらに，海水中に含まれる水銀濃度の動態を把握     諫早湾の観測地点 

するために採水調査をも実施している。 

【論文】1) Matsuyama, A., Eguchi, T., Sonoda, I., Tada, A., Yano, S., Tai, A., Marumoto, K., Tomiyasu, T. 

and Akagi, H. (2011) , Mercury Speciation in the Water of Minamata Bay, Japan, Water, Air and Soil 

Pollution,Vol.218,pp.399-412. 

特記事項 

･キャンパス・アジア中核拠点支援「日中韓の大学間連携による水環境技術者育成」(2010 年 10

月～2015 年 3 月)教育プログラム責任者 

･ケニア政府&JICA によるビクトリア湖開発 Project(2013 年 10 月～2015 年 9 月)Component 1 担当 

研究室 HP http//www.cee.nagasaki-u.ac.jp/~suiken/ 

氏名 

玉井 宏章 

役職 

教 授 

専門分野 

建築構造 

主な研究内容（テーマと概要・成果など） 

1. せん断パネルによる制振鋼構造建築の設計に関する研究 

建物に鋼製のダンパーを取り付けることによって地震時の応答を低減 

し,地震後も直ぐに利用可で財産の保全が可能な高機能の建物の設計法 

を研究している。 

2. 建築構造用高強度鋼 H-SA700 の支圧接合法に関する研究 

従来鋼の 2 倍の強度の鋼部材で骨組を作成する際の問題を解決した， 

接合強度を 2 倍以上にまた，初期剛性が確保しうる接合方法を開発し 

ている。 

3．炭素繊維プレートによる鋼構造建築物の長寿命化技術 

鋼の 7 倍の強度をもつ炭素繊維プレートを接着することにより鋼構造 

建築を補修する技術を開発している。写真は，下フランジに炭素繊維 

プレートを接着補強した梁試験体の疲労載荷試験の実験概要を示している。 

特記事項 

Proc. Steeel Construction ,Vol20.,pp.229-236,(2012). 

Proc. 15 th World Conference Earthquake Engineering, Lisbon, ID:2874, CDROM,(2012). 

IABSE 2011,London, No.0227,CDRPM,(2011). 研究室 HP http://tmarc1.st.nagasaki-u.ac.jp/index.html 

氏名 

中原 浩之 

役職 

教 授 
専門分野 

建築構造物の耐震設計 

主な研究内容 

1. 耐震補強技術の普及により地域防災力を向上させる社会的実験研究（研究室の知見を応用す
る研究です。Technical University of Civil Engineering Bucharest との共同研究を予定していま
す。） 

2. 損傷制御型 RC 造有壁架構の開発研究（実用化に向けて資料を整えるための基礎研究です。
九州大学との共同研究を予定しています。） 

3. CFT 短柱のせん断性状に関する実験と FEM 解析（学究的基礎研究です。九州産業大学との共
同研究を予定しています。） 

特記事項 上記に関連する助成研究 
1.国土交通省建設技術研究開発助成・政策課題解決型技術開発公募，2010 年度～2011 年度「実在
文教施設の加力実験に基づく低コスト耐震補強法の開発」21,600 千円 

2.科研基盤研究(C) 2014 年度～2016 年度「ひび割れが目立たない RC 系耐震壁の開発」5,070 千円 

3.科研若手研究(B) 2011 年度～2012 年度「コンクリート充填鋼管柱のせん断破壊性状に関する基
礎的研究」4,160 千円 

研究室 HP 準備中 

諫早湾諫早湾
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氏名 

林 秀千人 
役職 

教 授 

専門分野 

機械工学 

主な研究内容 

1. 空力騒音（ファン騒音の低減と性能の向上・さらにそのため 

に基礎的な音源の解析を行い，流れの基づく騒音の低減を計 

る） 

2. 塩分濃度差発電（海水の塩分濃度と淡水との塩分濃度の差 

によって生じる浸透圧のエネルギーを利用して発電をする 

システムの開発とその中心部となるモジュールの流動特性 

を解析して，新たな開発を行う。 

3. 温泉発電におけるスケール解析（温泉水を利用した発電で 

問題となるスケールが及ぼす影響を解析し，スケールが付 

きにくいまた，影響が出にくいシステムの開発を行う。 

特記事項 

塩分濃度差発電と温泉発電のスケールの課題は複数の機関とのプロジェクトを行っている。 

研究室 HP なし 

氏名 

今村 洋一 

役職 

准教授 

専門分野 

都市計画，景観デザイン，まちづくり 

主な研究内容 

1. 旧軍用地の転用からみた都市計画史 

 終戦によって遊休国有地として残された旧軍用地が，戦後の都
市づくりのなかで，どのように扱われてきたのかを明らかにする
都市計画史研究をおこなっている。 

2. 日本における文化的景観保護制度の運用実態 

 効果的な文化的景観保護制度の構築に向けて，現在運用されて
いる制度の課題の抽出や改善の方向性の検討をおこなっている。 

3. 花街の景観特性と計画論考察 

 伝統的な花街景観の保全に向けた計画論の展開に向けて，長崎
丸山町を中心に，花街空間の形成・変容過程と景観保全上の課題
を明らかにする研究をおこなっている。 

 

特記事項 

花街空間研究会 HP http://niigata-toshikeikaku.jimdo.com/花街空間研究会/ 

研究室 HP http://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/~uchu/ 

氏名 

扇谷 保彦 

役職 

准教授 
専門分野 

機械要素，機械加工 

主な研究内容 

1. プラスチック歯車の高性能化 

 プラスチック歯車は多様な機器に使用されているが，用途や需要
の拡大に伴い，性能向上を強く求められている。本研究ではプラス
チック歯車の特性を詳細に調べ，静粛性などの運転性能を向上させ
る手法について検討している。 

2. ボールエンドミル加工の高精度化 

 ボールエンドミル仕上げ加工では，切削抵抗による工具変位に起
因する加工誤差の発生を避けることができない。本研究では加工時
の切削抵抗実測値に基づいて，切込深さを補正することにより加工
精度を向上させる実用的手法を検討している。 

論文 : Proc. of The JSME International Conference on Motion and Power 

Transmissions MPT2009-Sendai，pp. 456-461(2009)など 

特記事項 

・精密工学会成形プラスチック歯車研究専門委員会プロジェクト研究テーマ「POM 歯車の騒音
への心理音響評価量の適用」ワーキンググループリーダー(2013) 
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氏名 

源城 かほり 

役職 

准教授 
専門分野 

居住環境学・建築環境工学 

主な研究内容 

1. 居住環境の健康性・快適性の評価と改善 

 熱空気環境の実測等を通じて，人間(高齢者や乳幼児を含む) の 

健康性と快適性の観点から居住環境を評価し，改善策を提案する。 

2. 各種建物のエネルギー消費の削減に関する研究 

 住宅や大学を対象としたエネルギー消費の実態把握に基づき， 

エネルギー消費の削減手法を提案する。 

3. 観葉植物のグリーンアメニティ効果の実証 

 観葉植物の持つ温湿度調整，化学物質除去，心理的効果に着目 

し，ストレス緩和による作業効率向上への寄与度を実証する。 

論文: Proceedings of Clima, R2-TS42-PP01(2010), Proceedings of Healthy Buildings, Paper 805(2009), 

Proceedings of SET(2011) 

特記事項 

1) 科学研究費補助金採択(平成 16・17 年度若手研究(B)，平成 20～22 年度若手研究(B)) 

2) 秋田県秋田版省 CO2型住宅検討委員会参与(平成 20 年 6 月～平成 21 年 3 月) 

研究室 HP http://www.st.nagasaki-u.ac.jp/ken/genjo/index.html 

氏名 

瀬戸 心太 

役職 

准教授 

専門分野 

電波水文学 

主な研究内容 

1. 人工衛星リモートセンシングを用いた降水観測 

 複数の人工衛星搭載センサを用いて降水を観測する
国際プロジェクトに参画し，各種の降水推定アルゴリズ
ムを開発している。特に，2014 年運用開始予定の二周
波降水レーダによる降水強度推定では中心的な役割を
果たしている。主要論文：IEEE Trans. Geosci. Remote 

Sens. Vol.49, pp.1827-1838(2011) 

2. アジアにおける水災害軽減への貢献 

 タイにおいて，衛星観測と現地観測の気象水文データ
を組み合わせて，洪水・渇水を含む水災害の発生を早期
に検知し，災害被害軽減を目指す取り組みを現地研究者
と行っている。2013 年度は，ミャンマーの高等教育支
援を通して，同国でも展開することを目指している。 

特記事項 

JAXA 降水観測ミッション PI(2013-2015)，科学研究費若手研究(B)研究代表者(2013-2015) 

研究室 HP http://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/~uchu/ 

氏名 

田中 良幸 

役職 

准教授 

専門分野 

人間機械系，生体工学，ロボティクス 

主な研究内容 

1. 生体感覚・運動制御メカニズムに基づく医療福祉支援機器 

人間の随意運動制御メカニズムを応用し，より安全で安心な 

感覚・運動機能の早期診断／訓練を支援するための装置や， 

歩行アシスト装置などの先端ロボットシステムの研究開発 

を行っている。 

2. 人間特性を組み込んだ自動車操縦システム 

自動車運転における人間の様々な特性に基づいて，より安全 

で安心な運転アシストを可能とするための次世代自動車操縦 

インタフェース制御技術に関する研究開発を進めている。 

論文 

IEEE Trans. on Haptics, 8-1 (2015); IEEE Trans. on ITS, 15-4 (2014); 

自技会論文集, 45-2 (2014); Exp. Brain Research, 193-1 (2009) など 

特記事項 

・文部科学省科研費基盤研究(C)「四肢協調作業時の筋運動感覚特性の解明と操縦インタフェー 
ス制御技術の開発」（H25.4～）研究代表者 

HP http://hms.mech.nagasaki-u.ac.jp/ 
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氏名  

安武 敦子 

役職 

准教授 
専門分野 

建築計画・都市計画 

主な研究内容 

1. 人口減少下における地域計画 

旧産炭地や離島をフィールドに地域の成り立ちや変遷の解明
を基礎に，自治体や住民とのワークショップや活動を通して
再生を探る。 

2. 災害遺産の保全計画 

これまでの被災遺構の保全経緯を明らかにし，復興計画や事
前復興計画について考察する。 

3. 都市景観に関する研究 

古写真を利用した都市景観に関する研究を行っている。 

4. 伝統的家屋の維持 

論文 1: Conservation of Traditional Houses Yet to Be Designated as Cultural Properties, 24th World 

Congress of Architecture, International Union of Architects (UIA), Academic Program, Tokyo, September 

2011, 30396. 

論文 2: Maintenance of Traditional Houses Utilizing "Housing Record Cards," 16th Congress, 

International Union of Women Architects (UIFA), Seoul, October 2010, pp. 124-126. 

特記事項 

研究室 HP http://www.st.nagasaki-u.ac.jp/ken/yasutake/index.html 

氏名 

佐々木 壮一 

役職 

助 教 

専門分野 

流体工学，空力音響学 

主な研究内容 

１，ターボ機械と空力騒音に関する研究  

(1)プロペラファンの翼端渦と空力音に関する研究（経常研究），
(2)自動車ドアミラー周りの流れ場と音場に関する研究（共同研
究），(3) 多翼ファンの空力騒音に及ぼすディフューザの影響 

【論文】Journal of Thermal Science, Issue 4, 2013（掲載決定）；タ
ーボ機械，39，2013（掲載決定）, など 

 

２，再生可能エネルギーに関する研究  

(1)マイクロプロペラ風車の風洞試験と後縁騒音の理論解析（民
間助成研究），(2)オーガニックランキンサイクルを実現するマイ
クロスクロールタービンの研究開発（科学研究費助成研究） 

特記事項 

(1)科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究（H25.4～）研究代表，(2) トヨタ自動車九州 民間共同研
究（H25.7～）研究代表，(3)原田記念財財団 民間助成研究 (H24.10～)研究代表 

研究室 HP http://fluid.mech.nagasaki-u.ac.jp/ 

氏名 

鈴木 誠二 

役職 

助 教 

専門分野 

エスチャリー工学，河川工学 

主な研究内容 

1. 湖沼における水質改善技術の開発 

湖沼，とくにダム湖においてアオコの発生は，環境面
だけでなく上水等に利用する際に非常に大きな問題と
なる。そこで，水質浄化を促進する新たな技術として，
微細気泡水流発生装置や，新しい上下循環推進装置の
開発を行っている。さらに，オゾンを使用した水質浄
化も試みている。  

 

2. 水圏生態系の環境再生に関する研究 

環境負荷が増大するにともない，水域の生物相や生態系のシステムが大きく変化している。
各水域の優占種を対象に生物量調査等を実施し，さらには，水域の環境調査を実施すること
により，生態系の環境再生および，生態系の長期変動予測を試みている。 

 

特記事項 

研究室 HP 

 

Sound Source
(tip vortex)

Sound Source
(wake vortex)

Impeller

N=1200 rpm
φ = 0.3

 
数値解析によって可視化されたプ

ロペラ型羽根車周りの空力音源 
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氏名 

本村 文孝 

役職 

助 教 

専門分野 

破壊力学・レーザ加工 

主な研究内容 

1. レーザスクライブ法の数値シミュレーション 

  有限要素法による数値解析手法を用い，ガラス等の脆性材料にレーザを照射した際に生じる
温度場および熱応力場を計算し，破壊力学に基づくき裂の初生，伝ぱ，停留を推定する。推定
されたき裂伝ぱ挙動から材料の加工（割断）経路が分かる。 

2. パルスレーザによるガラス加工の数値シミュレーション 

  高強度でピコ秒レベル相当のパルス幅を持つパルスレーザを照射したガラス表面はレーザア
ブレーションにより除去される。レーザアブレーションやフィラメンテーション現象を数値解
析により明らかにすることで，表面除去や内部改質等の微細加工における最適な条件を推定す
る。 

特記事項 共同研究が可能な内容 

・超短パルスレーザによる脆性材料のアブレーション加工 

・レーザスクライブ法による脆性材料の割断 

研究室 HP 現在、立上げ中 

氏名 

植木 弘信 

役職 
教 授 

専門分野 
熱流体工学 

主な研究内容 

1. 高速高数密度液滴計測システムの開発 

 半導体レーザーやフォトダイオードなどの光電子デバイスを利 

用して高速で飛行する高数密度の液滴についてその全数の速度と 

サイズを計測するシステムを開発し，液滴分裂前後の特性を明ら 

かにする。 

2. ディーゼル機関燃料噴霧微粒化過程の研究 

 ディーゼル機関の燃料噴射時の雰囲気圧力とほぼ同等の 50 気 

圧の高圧場（右写真）において，燃料噴霧の微細液滴への分裂過 

程を計測し，液滴分裂を制御するための基礎情報を得るとともに， 

液体微粒化過程のモデルを確立する。 

論文: The Int. J. ENERGY, Elsevier, 35-12, 4572-4581 (2010). J. Fluid  

Science and Technology, JSME, 5-1, 75-85 (2010).など 

特記事項 

ILASS-Asia 2013, 16th Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems (2013.12)実行委員
長、第 22 回微粒化シンポジウム(2013.12)実行委員長 

研究室 HP http://www.mech.nagasaki-u.ac.jp/htmls/top_laboratory.html 

氏名 

坂口 大作 

役職 

教 授 

専門分野 

流体機械 

主な研究内容 

1. 多目的最適化によるターボ機械の設計 

  遺伝的アルゴリズムおよびニューラルネットワークによるメタ
モデルを多目的最適化に応用し，数値解析によるターボ機械の設計
を効率的に行うことができるシステムを構築し高効率化や流動改
善メカニズムの解明に役立てている。 

2. 小弦節比翼列ディフューザの開発 

 二次流れという逆流が自律的に流動を安定化させるという現象
を解明し，高効率で運転流量範囲の広い小弦節比翼列ディフューザ
を開発している。 

3． 能動的制御によるサージマージン改善 

 循環流型ケーシングトリートメントによる流動改善メカニズムを解明し，ターボチャージャ用
遠心圧縮機のサージマージン改善に応用している。 

特記事項 

ターボ機械の多目的最適化による設計 

研究室 HP http://www.mech.nagasaki-u.ac.jp/index.html 

 

 
ディーゼル燃料噴霧を計測

するためのレーザー流速計

が装着された高圧容器 
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氏名 

桃木 悟 

役職 

教 授 

専門分野 

熱工学・機械工学 

主な研究内容 

1. 管内沸騰・蒸発における流動と伝熱 

管内を流れる流体の蒸発と凝縮に係る現象を解明するために，流動様相が構築されるメカニ
ズムと伝熱特性の予測手法 について研究している。 

2. 膜沸騰現象の下限界点の予測 

高温の物体を水等の液体で冷却する場合には，最初，伝熱面が伝熱特性の悪い蒸気膜で覆わ
れる膜沸騰が生じる。冷却が進んでこの蒸気膜が崩壊して高温面が液で濡らされる過程につ
いて，そのメカニズムの解明にとりくんでいる。 

3. 熱物性データベースの開発 

二つの大規模データベース「流体の熱物性計算プログラムパッケージ PROPATH」と「水素
物性データベース」の開発において中心的な役割を担っている。 

特記事項 

流体の熱物性計算プログラムパッケージ PROPATH HP: http://propath.mech.nagasaki-u.ac.jp/w/ 

水素物性データベース 

HP http://h2db.mech.nagasaki-u.ac.jp/ 

研究室 HP http://propath.mech.nagasaki-u.ac.jp/lab/ 

氏名 

矢澤 孝哲 

役職 

教 授 

専門分野 

光応用計測，精密・微細加工 

主な研究内容 

1. 工作機械上での非接触計測技術に関する研究 

 表面粗さ，うねり，形状誤差，寸法，運動誤差，位置決め誤差 

などを，外乱が多い工作機械上で高速・高精度に計測する技術の 

開発を行っている。 

2. 固定砥粒ワイヤソーによる切断技術開発 

 固定砥粒ワイヤソーを用いた複雑形状の切断および，硬脆材料 

の高能率切断技術の開発を行っている。 

3. 小径エンドミルによる高能率切削技術開発 

 小径エンドミルを用いたディンプルミーリング，傾斜ミーリン 

グ，高硬度材料の高回転高送りミーリング等について開発すると 

ともに，それに付随した 3DCAD/CAM システムの構築，計測評価 

システムの確立，加工メカニズム解析をおおなっている。 

 

特記事項 

 現場での計測や量産対応の精密・微細加工の相談に応じます。 

研究室 HP http://manuf.mech.nagasaki-u.ac.jp/index.html 

氏名 

山本 郁夫 

役職 

教 授 

専門分野 

ロボット工学、システム工学、力学・
制御工学 

主な研究内容 

1. ロボットシステム 

海洋，航空宇宙，陸上，医療などの分野で自律運動機能を有する 

先端ロボット・メカトロニクス，総合システムの研究開発を行っ 

ている。 

 

2. 海洋エネルギー 

再生可能海洋エネルギーなど世界をリードする技術を開発し，製 

造，保守，運用に至るまでの総合フィールド技術の支援を行って 

いる。 

特記事項 

魚ロボットの開発でフランス国際賞受賞（２００５年），自律型水中ロボットうらしまの連続長距
離航走世界新記録樹立（３１７ｋｍ）などで日本経済新聞社日経産業新聞「２１世紀の気鋭」に
選出（２００６年） 
著書：ISBN978-4-320-08186-4,ISBN978-4-320-08191-8,IET,SUT,ENSTAParisTech,Wiley 他 

研究室 HP http://manuf.mech.nagasaki-u.ac.jp/yamamotolab/ 
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氏名 
吉武 裕 

役職 
教 授 

専門分野 
振動工学，機械力学 

主な研究内容 
1. 機械・構造物の制振装置の開発  
 機械や構造物に最適な新しいタイプの制振装置を開発している。 

2. 歯車系の振動解析 
 歯車はかみ合う歯の枚数が周期的に変わるために歯剛性変動が存在
する。また，歯形の誤差も存在し，自動車では駆動トルクの変動もあ
る複雑な振動系である。理論的に歯車の振動現象を明らかにし，静粛
な歯車系設計のための指針を得ている。 

3. モータの振動解析と制振 
 モータで問題となる電磁振動を防ぐために，モータの振動特性を詳
細に調べるとともに，最適な制振装置を理論的に明らかにしている。 
 
論文:日本機械学会論文集, Ｃ編, 79 巻, 第 803 号 (2013-7)，2286-2297 頁., 78 巻, 790 号(2012-8)，
2760-2770 頁., 73 巻, 728 号 (2007-4), 997–1004 頁など. 

特記事項 
・歩行発電装置，フラフープを用いた制振装置等の特許を取得 
研究室 HP http://www.st.nagasaki-u.ac.jp/ken/yoshitake/index.html 

氏名 

奥村 哲也 

役職 

准教授 
専門分野 

トライボロジー・表面工学 

主な研究内容 

1. 浸透膜表面近傍のイオン・分子挙動の解析 

 分子シミュレーションにより海水淡水化または濃度差発電に
おいて使用される浸透膜の表面近傍におけるイオン・分子の挙
動を計算し，新しい膜素材の開発を検討している。 

2. トライボシステム中における水素の挙動 

 トライボシステムにおよぼす水素の影響について分子シミュ
レーションを用いて検討している。 

3. 超薄膜潤滑メカニズムの解明 

2 面間のすき間が数ナノメートルである超薄膜潤滑における
潤滑剤の挙動について分子シミュレーションを用いて検討して
いる。 

特記事項 

・最先端研究開発支援プログラム（FIRST）Mega-ton Water System（H21～）非定常ナノ流動解析 

・産業技術総合研究所客員研究員（H18～H22）トライボシステム中の気体分子の挙動解析 

研究室 HP http://www.mech.nagasaki-u.ac.jp/labo/design.html 

氏名 

勝田 順一 

役職 

准教授 

専門分野 

材料強度，破壊力学，ヒューマンエラー 

主な研究内容 

1. 疲労亀裂伝播に関する高精度シミュレーション 

1.１ 圧縮・引張り塑性変形後の伸び特性を用いた疲労亀裂伝播 

 進展する疲労亀裂は，亀裂先端において開閉口を繰り返し，伝
播が遅延することがある。現在は，評価できないこれらの現象を
考慮した疲労亀裂の伝播シミュレーション法を開発している。 

1.２ PIV 法による再圧縮塑性域を用いた疲労亀裂伝播予測 

 疲労亀裂を高速カメラで撮影した亀裂先端の変形挙動を PIV 法
によって再圧縮塑性域を求める方法を開発している。本方法を用
いて，耐疲労亀裂伝播に優れた結晶組織配列を明らかにする。 

２．破壊事故におけるヒューマンエラー防止対策 

 どのような破壊事故においても，人が初期の事故原因となって
いることが明らかになっている。人がミスをしても事故につなが
らないシステム創りの評価法，防止法について研究している。 

特記事項 

科学研究費補助金採択（基盤研究(Ｂ)平成 23 年～25 年，基盤研究(Ｃ)平成 20 年度～22 年） 

研究室 HP http://www.st.nagasaki-u.ac.jp/ken/katsuta/index2.html 
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氏名 

小山 敦弘 

役職 

准教授 

専門分野 

材料強度学，疲労 

主な研究内容 

1. 各種工業用材料の疲労特性評価 

 鉄鋼，アルミニウム合金などの工業用機械材料の疲労特性を実
験的に調べている．特に，変動荷重負荷が及ぼす疲労特性への影
響について研究している。 

2. レーザーおよび電子線誘起超音波顕微システムの開発・応用 

 レーザーまたは電子線を用いた試料表面近傍のミクロンオー
ダーの微小欠陥（微小き裂，空孔など）を非破壊で観察するため
の顕微鏡システムの開発を行っている。 

 

論 文 : J. of Solid Mechanics and Materials Engineering,6-6, 

512(2012)，日本機械学会論文集（Ａ編），78-789，637(2012)，材
料，60-12，1110(2011) など 

特記事項 

各種材料の疲労特性の調査や共同研究可能 

研究室 HP http://www.mech.nagasaki-u.ac.jp/ 

氏名 

近藤 智恵子 

役職 
   准教授 

専門分野 
 伝熱，熱工学，冷凍空調工学 

主な研究内容 

1. 高性能電子機器冷却デバイスの開発 

スーパーコンピュータやパワーモジュール等の電子機器からの 

発熱密度はますます増加しており，これらの実装密度向上や高効 

率化には小型で大きな除熱性能を持つ冷却デバイスが必要です。 

最適な作動流体の探索と沸騰伝熱面の表面改質とを組み合わせた 

高性能冷却デバイスを開発しています。             図 超親水化処理前後の沸騰伝熱面 

2. 地球温暖化係数の小さい冷媒を用いるヒートポンプの開発 

 現在エアコンや冷凍機に使用されている冷媒の温暖化係数は 

CO2の 670 から 3000 倍と非常に高く，この係数が 1 程度と非常 

に低い新規冷媒の探索や，その実用化へ向けた技術開発を行っ 

ています。 

論文: Int. J. Refrig., 53 80-89 (2015), Int. J. Refrig. 53 126-141, (2015)    図 R1234ze(Z)と R1233zd(E)の沸騰 

Int. J. Refrig. 40 161-173 (2014), Int. J. Heat Mass Transfer 55 2779-2791 (2012), など 

特記事項 

NEDO プロジェクト『業務用空調機器に適した低 GWP 冷媒の探求とその安全性、物性および性能評
価』技術アドバイザー 

研究室 HP -  

氏名 

下本 陽一 

役職 

准教授 

専門分野 

制御工学・制御システム設計理論 

主な研究内容 

1. LMI(線形行列不等式) を用いた制御システム設計手法に 

関する研究 

多数の設計要求を同時に満足し，スケジューリング機能を付加 

した高次ダイナミクスを有する制御則を少ない試行錯誤で実現 

可能な LMI を用いた理論とその応用に関する研究を行っている。 

(1) 小型飛行機の自動着陸における飛行制御側への適用 

 従来困難であった安定余裕要求を他の設計要求と同様に設計 

仕様に直接盛込める手法の開発について研究を行っている。 

(2) 柔軟アームの振動制御への適用 

 コントローラに含まれるパラメータを LMI 理論を用いて 

決定する研究を行っている。 

 

特記事項 

 

研究室 HP http://www.mech.nagasaki-u.ac.jp/htmls/top_research.html 

 
レーザー誘起超音波顕微シ

ステムの概観 
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氏名 

戎 圭明 

役職 

准教授 

専門分野 

機械情報処理，計算力学 

主な研究内容 

1. 粒子法（SPH）の開発と応用Ⅰ：非定常，非線形熱伝導問題 

 熱伝導率が座標と温度の両方に依存する非定常，非線形熱伝導問題に対し粒子法で定式化を行
い，各種の境界条件ともに適用できるようになった。これを三次元の傾斜機能材料の熱ショック
問題へ応用し，実験とよく合う結果が得られた。 

2. 粒子法（SPH）の開発と応用Ⅱ：材料の動的応答解析 

 傾斜機能材料を含むいろいろ材料の衝撃荷重に対する応答を解析し，疎密波やせん断波などの
観察ができた。境界条件や材料定数からの影響も明らかにした。 

3．粒子法（SPH）の開発と応用Ⅲ：熱と流体の連成問題の解析 

 潜熱や顕熱回収熱交換器を高性能化するために，粒子法を用いて熱と流体の連成問題の基本的
な定式化を進めている。 

 

論文：日本機械学会論文集 79,799(A)304(2013), Advanced Materials Research Vol.586 (2012), 

pp111-116, 日本機械学会論文集 76,772(A)1756(2010)など 

特記事項 

 

研究室 HP 

氏名 

高瀬 徹 

役職 

准教授 

専門分野 

材料強度学 

主な研究内容 

1. 制御圧延を施した材料の疲労強度評価に関する研究 

  制御圧延により結晶粒径および結晶方位を制御した炭素鋼の疲労
強度を評価するための基礎的研究を行っている。 

2. 摩擦攪拌接合アルミニウム合金の疲労き裂発生および進展挙動
に関する研究 

 一定荷重下および変動荷重下における疲労き裂の発生・進展挙動お
よび荷重変動によるき裂開閉口とき裂進展速度との関連について研
究を行っている。 

3. 構造材料の疲労寿命推定に関する研究 

 実働荷重下の疲労寿命推定法を確立するために，疲労損傷の新しい
評価法を二段二重および二段繰返し荷重下での疲労試験に適用し，そ
の妥当性を確かめる研究を行っている。 

特記事項 

 

研究室 HP http://www.mech.nagasaki-u.ac.jp/2011/ 

氏名 

山口 朝彦 

役職 

准教授 

専門分野 

熱工学 

主な研究内容 

1. 流体の熱物性測定と状態方程式の研究 

・混合物の等温 VLE 測定 

・気体の音速測定 

・汎用三次状態方程式の開発 

2. 熱流体の数値シミュレーション 

・離散粒子法による固気混相流の熱流動解析 

・格子ボルツマン法による複雑形状内二相流の熱流動解析 

3. 室内空調と快適さの評価に関する研究 

・人間の熱的快適さ評価指標 

・ふく射併用冷暖房の快適さに及ぼす影響 

 

論文: Numerical analysis of two-phase flow in sintered copper wick by lattice Boltzmann method, Proc. of 

11th ICNMM2013, 2013, 73205 

特記事項 

ノッテインガム大学(英)訪問研究員 

研究室 HP http://www2.mech.nagasaki-u.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

氏名 

中嶋 明 

役職 

助 教 

専門分野 

トライボロジー 

主な研究内容 

1. 微粒子ピーニングによる表面改質材のトライボロジー特性に 

関する研究 

 摺動材のトライボ特性向上に表面改質法が用いられるが，微粒 

子ピーニング法は近年注目されている表面改質法の一つである。 

微粒子ピーニング法を用いて金属材料の表面改質を行い，改質材 

のトライボロジー特性を実験的に調査している。 

2. 海水中における金属材料のトライボ特性に関する研究 

 海水中で摺動実験を行い，金属材料のトライボ特性を調査して 

いる。 

 

論文；Journal of the JIME, Vol.44, No.3, p110-117 (2009), Journal of the  

JIME, Vol.42, No.4, p159-165 (2007), Proc. of the 7th ISME Tokyo 2005 

p126(2005) など 

 

研究室 HP http://www.mech.nagasaki-u.ac.jp 

氏名 

原田 晃 

役職 

助 教 

専門分野 

機械力学，非線形力学 

主な研究内容 

1. 非線形系に対する解析手法に関する研究 

線形系に対する解析手法の非線形系への適用では無く，非線形
系を原点とする解析法についての研究を行っている。 

論文：機論 C，Vol.73，No.728(2007)，pp.989-996，など 

2. 非線形性の利用に関する研究 

非線形特性を利用した周波数領域におけるエネルギーの局在
化を軸とした，低密度エネルギーの高密度エネルギー化による，
様々な形態で分散している低密度エネルギー源からの効率的エ
ネルギー抽出に関する研究を行っている。 

特記事項 

・科研費：若手(B)「幾何学的非線形性を考慮したＦＥＭモデルからの低次元化モデル作成に関す
る研究」（H17.4～H18.3） 

・科研費：挑戦的萌芽研究「自然エネルギー利用の非線形特性を用いた高効率化に関する研究」
（H25.4～） 

研究室 HP http://research.jimu.nagasaki-u.ac.jp/IST?ISTActId=FINDJPDetail&userId=199 
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氏名 

黒川 不二雄 

役職 

教 授 
専門分野 

電子回路，パワーエレクトロニクス 

主な研究内容 

1. 高速ディジタル制御アルゴリズムおよび回路の開発研究 

 高周波で動作する DC-DC コンバータ等の電力変換器のデ 

ィジタル制御のためのアルゴリズムおよび回路方式を開発 

し，コンピュータ用電源，LED 照明，電気自動車の充電器 

等へ応用する。 

2. 衛星のエンジン制御システムの開発研究 

 衛星の電気推進ためのホールスラスタエンジンの制御を 

機械学習による駆動システムで行っている。 

3. 火力プラントのシミュレーションおよび最適制御の研究 

 燃焼時の性能向上のための新しいアルゴリズムを考案し，実システムで検証している。 

論文：IEEE Trans. on Industrial Electronics, 48, 4(2012), IEICE Trans. E95-B, 1(2012), 航空宇宙技術, 

10(2011), COMPEL, 29, 1 (2010)など 

特記事項 NEDO グリーン IT のためのアクティブエネルギーマネージメントの開発プロジェクトリーダー：新

しいディジタル制御 DC-DC コンバータを開発し，実証実験を行っている。研究は群特許に選定。IEEE Fellow。 

研究室 HP http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/~www-ecc/kurokawa/index.html 

氏名 

田口 光雄 

役職 

教 授 
専門分野 

アンテナ工学 

主な研究内容 

1. 超低姿勢逆 L アンテナの研究 

 著者らが提案した，有限導体板上に配置し
た高さ30分の1波長以下の不平衡給電アンテ
ナを用いて，ワイドバンドアンテナ，多周波
共用アンテナ，MIMO アンテナ，円偏波アン
テナ，無線電力伝送システムの開発を行って
いる。無線電力伝送システムでは，電力伝送
効率 99%以上を実現した。 

 

2. 電磁界シミュレータの教育への応用 

 電磁界シミュレータを用いて，アンテナ上の電流分布や近傍電磁界分布，時間応答特性を可視
化して，アンテナの動作原理を説明し，教育に応用する研究を行っている。 

特記事項  

不平衡給電超低姿勢逆 L アンテナ及びそれを用いた無線電力伝送システムは特許出願中。 

研究室 HP http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/~emlab/study/staff/taguchi/ 

氏名 

辻 峰男 

役職 

教 授 
専門分野 

電気システム制御学 

主な研究内容 

1. 誘導モータのエンコーダレスベクトル制御 

  電車や産業用として誘導モータは広く利用されている。モー 

タのトルクや速度の制御には軸に直結したエンコーダが必要 

であるが，制御理論を駆使して速度を推定し，エンコーダな 

  しでトルクや速度を自在に制御する方法を提案している。 

2. 同期モータのエンコーダレスベクトル制御 

ロボットや自動車用として同期モータは広く利用されている。 

誘導モータと同様に，制御理論を駆使して速度を推定し，エ 

ンコーダなしでトルクや速度を制御する方法を提案している。 

3. 分散電源システムの制御 

太陽光発電，風力発電，バッテリーなどを電力系統に接続す 

る場合の制御法を研究している。 

特記事項 制御法（PID 制御，オブザーバ，モデル規範適応システム，ベクトル制御，ディジタ
ル制御）の各種システムへの応用に興味がある。 
研究室 HP http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/~asca/index.html 
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写真：PLD 法の成膜装置 

氏名 

中野 正基 

役職 

教 授 
専門分野 

磁性材料 

主な研究内容 
1. 電子デバイス応用を目指した PLD(Pulsed Laser Deposition)

法を用いた希土類系・白金系厚膜磁石の開発 

 高い成膜速度を有する PLD 法を利用し，デバイス応用に必要
な数 10 μm 以上の膜厚の磁石膜を金属基板上に作製し，数種類
の小型デバイスに応用展開。更に，Si 基板上への成膜に関しても
検討を進め，微細加工を利用した未来型デバイス(エネルギーハ
ーベストデバイス)への応用も提案。 

2. 真空アーク蒸着法を用いた Nd-Fe-B 系磁石膜の作製 

 アーク放電を利用した成膜手法により，等方性 Nd-Fe-B 系厚膜
磁石の作製を検討。放電エネルギーを制御する事により，ターゲ
ットより放出されるドロプレット量・サイズを制御し，ナノコン
ポジット組成において，磁気特性向上を実現。 

特記事項 

2018 年 3 月末まで：科研費基盤(B)の研究代表者 

研究室 HP http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/labs/magnet/index.html 

氏名 

樋口 剛 

役職 

教 授 
専門分野 

電気機器 

主な研究内容 

1. 新型スイッチトリラクタンスモータ（SRM)の開発 

 レアアースレスモータとして，永久磁石を使わない，新型セグ 

メント構造 SRM を提案し 4 相タイプ，デュアルロータタイプな 

どの開発。 

2. 自起動形永久磁石同期モータの開発 

 自己始動可能で，回転子の位置情報を必要とせず，インバータ 

無しでも使用可能な高効率永久磁石モータの開発。 

3. 風力発電用新型発電機の開発 

 分散電源用小型風力発電用として，風車に直結し高性能永久磁 

石を持つ多極同期発電機，磁石を必要としないセグメント構造ス 

イッチトリラクタンス発電機，磁石を必要とせず更に強風時でも 

自動的に電圧を一定に制御できる可変界磁型同期発電機の開発。 

共同研究が可能な内容 

1 新型モータ，発電機の開発，2 モータ，発電機を適用する新しい応用分野の開拓 

研究室 HP http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/~pec/higuchi-lab/web/index.php 

氏名 

福永 博俊 

役職 

教 授 
専門分野 

磁気工学 

主な研究内容 

中野教授，柳井助教と協力して，次世代の磁性材料の開発と応用
に関するに研究を進めています。以下，２つの例を挙げます。 

1. 強磁性体の磁化過程の計算機シミュレーション 
Micromagnetic Theory に基づいた計算機シミュレーション技術を用
いて永久磁石の磁化過程をシミュレーションし，磁石特性を決める
物理現象を明白にしたり，次世代磁石を設計したりしています。 

論文例：IEEE Trans. Magn. 49 (2013) 3240. 

2. Pulse Laser Deposition 法を用いた次世代ナノ構造磁石の創製 
高速成膜とナノ構造制御を両立できる Pulse Laser Deposition 

(PLD) 法と計算機シミュレーション技術を融合させ，ナノ構造を
制御した革新的次世代磁石の創製を進めています。 

  論文例：IEEE Trans. Magn. 48 (2013) 3154. 

特記事項  

JST 産学共創プログラム 「革新的次世代高性能磁石創製の指針構築」プログラムオフィサー 

研究室 HP http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/~magnet/index.html 
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72/84kV Bushing

Full scale model

of 72/84kV movable

insulation part

 
72/84kV 固体絶縁スイッチ

ギアのプロトタイプの例 

 

氏名 

藤山 寛 

役職 

教 授 
専門分野 

プラズマ材料科学 

主な研究内容 

1. ミニマルファブ用高度プラズマ源の開発 

ハーフインチウェハを用いたクリーンルームレス半導体プロセス 

のキーテクノロジーであるプラズマエッチング，スパッタリング， 

PCVD プロセス用の高密度プラズマ源を開発。 

2. プラズマ CVD & PVD ハイブリッドプロセスによる医療用 

ツールへの DLC コーティング 

カテーテル用ガイドワイヤなどの医療用細管＆ワイヤへの生体 

適合性 DLC 膜を密着性良くコーティングする技術の開発。 

3. プラズマ誘起サブサーフェスの基礎研究 

プラズマと固体，液体の接するナノレベルの表面反応を，その場，  写真 ミニマルファブ用 

実時間で診断し，反応プロセスを精密に解析。           サブハーモニック ECR プラズマ 

 

特記事項 
産総研ミニマルファブ用プラズマプロセス開発ＷＧの主査を務め，同プロジェクトを推進してい
る。 

研究室 HP http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/~plasma/index.html 

氏名 

山下 敬彦 

役職 

教 授 
専門分野 

電力・高電圧工学 

主な研究内容 

1. 固体／気体複合絶縁特性 

 固体絶縁スイッチギアの稼動部における固体／気体複合絶縁
特性の研究を行っている。埋込電極特による電界緩和効果等，設
計のための基礎データの収集を行っている。 

2. 汚損沿面放電現象 

 各種外部絶縁物の絶縁設計ならびに性能向上を目的として，汚
損沿面放電現象とそのモデル化に関する一連の研究を行ってい
る。様々な現象を解明し，いくつかのモデルを提案している。 

3. ポリマーがいし用高分子絶縁材料の性能評価 

初期性能だけではなく，経年劣化を考慮しなければならないポ
リマーがいし用の高分子絶縁材料の性能評価について検討を行
っている。 

特記事項 

 

研究室 HP 

氏名 

阿部 貴志 

役職 

准教授 
専門分野 

パワーエレクトロニクス，電動機制御 

主な研究内容 

1. 高性能モータドライブシステムに関する研究 

 EV / HEV 用の新しい構造と原理を持つモータの開発。バッテリ
駆動小型 IPMモータやリラクタンストルク応用SRモータなどの用
途に特化した制御手法や駆動システムの開発。 

2. 電力変換システムに関する研究 

 交流-交流直接形変換装置である，環境に優しいマトリックスコ
ンバータに対して，実験とシミュレーションによる検討，ARCP ソ
フトスイッチング技術を応用した高効率制御などの開発。 

3. 自動車システムシミュレーションに関する研究 

 ハイブリッド自動車や電気自動車などの環境対応システム車に
おいて，設計の段階から，燃費，CO2 排出量，制御性能などを考慮
することが可能となる，自動車システムシミュレータの開発。 

特記事項  

 

研究室 HP www.eee.nagasaki-u.ac.jp/ 
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氏名 

石塚 洋一 

役職 

准教授 
専門分野 

電子回路工学 

主な研究内容 

本研究室では，スマートかつ安心安全な社会作りに貢献可能な
電子回路開発に関わるさまざまな研究を行っております。 

1. パワー電子回路： 

スイッチング電源(W～kW)，非接触給電回路 

   ⇒回路トポロジー，高電力密度化，ネットワーク化 

 

2. Mixed-signal and Mixed-power 集積回路： 

   ⇒パワー電子回路向け高速ディジタル制御回路 

   ⇒集積化電源プロジェクトに参加 

 

3. 小型モジュールセンサーネットワーク回路の開発： 

   ⇒橋や斜面等のインフラ自動点検管理システム 

特記事項 

ほとんどの卒業生が，スイッチング電源の回路技術者として活躍中です。 

研究室 HP http://isy2.wordpress.com 

氏名 

田中 俊幸 

役職 

准教授 
専門分野 

応用電磁波工学 

主な研究内容  

1. 非破壊検査 

 コンクリート構造物内の鉄筋や空洞を推定する手法を開発
した。 

2. フレッシュコンクリートの成分推定 

フレッシュコンクリートの配合比の推定法を提案した。 

3. マイクロ波マンモグラフィの開発 

電磁波を利用して早期乳がんを検出する手法（Filtered 
FBTS 法）を提案した。 

4. 乳房ファントムの作成(脂肪，皮膚，乳腺，がん，筋肉) 

論文：PIERS Online, 7, 5 , 466(2011), IEEE Trans. on Biomedical 

Engineering, 56, 2232(2009)., Electromagn. Waves Appl., 17(2), 

253 ( 2003) 

特記事項 

特許：第 4691656 号（コンクリート診断），第 4803529 号（マイクロ波マンモグラフィ） 

研究室 HP http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/labs/emlab/index.html 

氏名 

浜崎 真一 

役職 

准教授 
専門分野 

パワーエレクトロニクス，制御工学 

主な研究内容 
1. モジュラーマルチレベルコンバータによる新しい電力変換 

システムの研究 

安価な汎用の変換器を直列接続でモジュール化して構成したマ 

ルチレベルコンバータのトランスレス AC/AC 変換の制御と電力 

系統システムへの応用について研究を行っている。 

2. 電力補償装置のディジタル制御による高性能化の研究 

電力系統の無効電力，高調波，電圧低下等を補償するシステム 

（UPFC,アクティブフィルタ等）やスマートグリッドの電力平準 

化を行うシステムのディジタル制御（デッドビート制御等）によ 

る速応性・精度向上について研究を行っている。 

論文: JICEMS, Vol.3-2, 126-131 (2014), JICEMS, Vol.2-2, 248-255 

(2013), SPEEDAM , Vol. 1, 902-907 (2010)など 

特記事項  

科研費・若手(A)「六角形モジュラーマルチレベルコンバータ構成の新しい三相交流電力変換シス
テムの研究」（H26～H28） 

研究室 HP http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/labs/asca/ 

 

 

 

コンクリート壁の探査  探査結果 

空洞 

乳房生体ファントム  ガンの推定結果 
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氏名 

藤島 友之 

役職 

准教授 
専門分野 

放電応用，高電圧工学 

主な研究内容 

1. スクリュー電極オゾナイザによるオゾン生成特性 

 比較的安価なシステムで実用上十分な濃度のオゾンを効率良
く発生させるシステムの開発を目指しています。 

 

2. 放電により生成したオゾンの環境応用に関する研究 

 オゾンは強力な酸化力を持っており，残留毒性を持たないの
で，土壌の殺菌処理などの環境問題への応用を目指しています。 

 

3. スマートグリッド・新しい発送配電システムの在り方 

自然エネルギーで発電した電力を電力網へ導入するには新た
なアイディアが必要で，現在進められている発送分離方式との併
用では破綻するため，新たなシステムの提言をしたい。 

特記事項 

 

研究室 HP 

氏名 

藤本 孝文 

役職 

准教授 
専門分野 

アンテナ工学、電磁波工学 

主な研究内容 
1. 各種小型平面アンテナの開発 

 シミュレーションおよび測定実験による超広帯域平面アンテナ 

 多周波共用小型平面アンテナ等の開発を行っている。 

2. 小型平面アンテナを用いたシステムの開発 

 現在，これまでに開発した小型平面アンテナを用いて， 

 以下のアンテナシステムの開発を行っている。 

 ・乳がん検出用アンテナシステム 

 ・フレッシュコンクリート内の成分検知用アンテナシステム 

 ・MIMO 用アンテナシステム 

論文: IET Microwaves, Antennas & Propagation,6 , 13, pp.1443 

  -1450 (2012). Progress in Electromagnetics Research C,  

  37 ,pp.1-13 (2013).など 

特記事項 各アプリケーションに合わせた，アンテナ単体および複数のアンテナを用いたアンテ
ナシステムの設計・開発が可能 

研究室 HP http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/~emlab/study/staff/fujimoto/index.html 

氏名 

松田 良信 
役職 

准教授 
専門分野 

プラズマ理工学，光計測 

主な研究内容 
1. 環境に優しい機能性薄膜のスパッタリング成膜  
 環境負荷の低いスパッタリング技術を用いて，環境に優しい
材料をベースにした透明導電膜などの機能性薄膜のドライ成
膜プロセスを研究している。 
2. プラズマ源とプラズマ診断計測法の開発 
 上記プロセスにおけるプラズマ・表面相互作用を解明し，成
膜プロセスの高度化と高機能化を実現するために，気相と表面
での原子・分子反応過程の診断計測技術の開発ならびにプラズ
マ源の開発を行っている。 
 
論文: Y. Matsuda et al., Deposition of Aluminum-Doped ZnO Films by 
ICP Assisted Sputtering, in "ZnO Nanocrystals and Allied Materials", Springer Series in Materials Science, Vol. 
180, Rao, M S Ramachandra; Okada, Tatsuo (Eds.) 2013 など 

特記事項 
・ JST（H21.4～24.3）科学技術総合推進費補助金・国際共同研究の推進・次世代低環境負荷白色

光源の開発の研究 
・ 医工連携プロジェクト，未来工学研究センタープロジェクトに参画中 
研究室 HP http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/~plasma/matsuda/index.html 

 

 

 
スクリュー電極オゾナイザ 

 

 
オゾン処理した土の中に存在す

る菌の培養結果（右） 
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氏名 

森山 敏文 

役職 

准教授 
専門分野 

マイクロ波リモートセンシング 

主な研究内容 
1. 合成開口レーダによるリモートセンシングの研究 

 日本が独自に開発した L-band や X-band の偏波合成開
口レーダのデータを用い，校正方法や解析方法の研究を
行っている。 

2. 電磁波逆散乱解析手法に関する研究 

竹中教授と散乱波を計測して対象領域の電気的パラ
メータの空間的分布を推定する問題を逆散乱問題に関
する研究を行っている。 

 

論文：森山敏文，その他：衛星搭載 L-Band 合成開口レ
ーダ PALSAR の偏波校正¸日本リモートセンシング学会
誌¸27 巻 4 号 344 頁-353 頁¸2007 年 09 月. 

特記事項 JAXA(H25,4～)や NICT(H25,6～)と共同研究契約を結び，衛星搭載合成開口レーダ
ALOS2 や航空機搭載合成開口レーダ Pi-SAR X2 の観測データを優先的に配布され，研究を行いま
す。 

研究室 HP http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/~emlab/ 

氏名 

篠原 正典 

役職 

助 教 
専門分野 

プラズマ表面相互作用 

主な研究内容 

1．プラズマ化学気相堆積(PECVD)法・プラズマエッチング反応の  

解明による新規プロセスの創成 

 代表的な半導体材料である Si と水素など様々なプラズマとの反
応の解析を通して，Si エッチング機構の解明を行っている。また，
メタン，ベンゼンなど様々な炭化水素ガスを用いて，アモルファ
ス状の炭素膜の堆積反応機構の解明および固体高分子型燃料電
池用薄膜などアモルファス炭素膜の新規応用を狙っている。ま
た，自己組織化膜とのプラズマとの反応の解明を通して，生体や
有機物質などのソフトマテリアルへのプラズマ応用の開発にも
取り組んでいる。 

2．液中プラズマ・大気圧プラズマの反応解析による医療・バイオ応用技術の創製 

 新規プラズマ源として注目される液中プラズマ・大気圧プラズマが引き起こす反応を原子レベル
で解明し，医療・バイオ応用プロセスの開発を行っている。 

特記事項 

科研費：基盤研究(B)，新学術領域(公募研究)「プラズマナノ界面」・新学術領域(公募研究)「物質
デザイン」採択中 

研究室 HP http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/~plasma/index.html 

氏名 

    古里 友宏 

役職 

    助 教 
専門分野 

高電圧，放電物理，パルスパワー 

主な研究内容 
1. 超臨界 CO2を用いた電力機器の開発 

 超臨界 CO2 は物質の圧力と温度を上昇させることで転移する高
密度流体であり，優れた耐電圧・消弧特性を兼ね備えている。超
臨界 CO2のアーク放電現象を解明し，SF6の代替ガスとしてパルス
パワースイッチや遮断機等の電力機器分野への応用を目指す。 

2. 水質浄化技術の応用を指向した水上パルス沿面放電の研究 

 水上沿面放電は OH ラジカル等の活性種が発生する事から，難
分解性有機化合物等を含む汚水の水質改善やバラスト水の処理に
有用と考えられている。ナノ秒パルスパワー技術の水上沿面放電
への適用により，従来よりも効率的な OH ラジカル生成技術の開
発を目指す。 

特記事項 日本学術振興会 科学研究費助成事業 研究活動スタート支援「パルスパワー生成によ
る超臨界二酸化炭素中のアーク放電現象の解明」（H27～）研究代表者 

研究室 HP http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/labs/hv-www/index.html 

 

反応解析

 

Fig.1 RGB composite image of Nagasaki 

city obtained by Pi-SAR L. 

 
図 1 超臨界 CO2中の放電 

 
図 2 水上パルス沿面放電 
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氏名 

丸田 英徳 

役職 

助 教 
専門分野 

電子回路, 信号処理，画像認識 

主な研究内容 

1. 知的ディジタル制御によるDC-DCコンバータ高性能化 

機械学習などの信号処理を応用した知的ディジタル制御を
実現し，既存の制御手法と比較し，優れた過渡応答を有する
DC-DC コンバータ高性能化について研究している。 

2. 環境認識のための画像認識手法の開発 

安全・安心な社会の実現のための，環境認識のため画像認識
手法について研究している。現在は特に，火災・煙などの安
定した認識目的とした，学習ベースの手法について研究して
いる。 

3. 人間の視覚情報処理に着目した画像認識手法の研究 

人間の優れた視覚情報処理能力を工学的に実現し，優れたコンピュータビジョンのための新しい
画像認識手法についての研究を行っている。 

特記事項 

 

研究室 HP http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/~www-ecc/kurokawa/index.html 

氏名 

柳井 武志 

役職 

助 教 
専門分野 

磁性材料，磁気応用 

主な研究内容 
1. 電解めっきを用いた軟磁性膜創製 

 めっき法により作製した軟磁性膜の高性能化に関して研究を行って 

いる。また，その応用として，磁気センサーに着目し，その特性改善に 

向けた材料設計指針に関する検討を行っている。 

関連論文：IEEE Trans. Magn. 48, No.11, (2012.11), 2907.など 

 

2. 電磁界解析を利用した機器の特性改善に関する研究 

 有限要素法を利用した電磁界解析をベースとするランプの効率 

改善やモータの熱安定性向上に関する研究を行っている。 

関連論文：J. Magn. Soc. Jpn, 37, No.3-2, (2013.5), 151.,  
IEEE Trans. Magn., 47, No.10, (2011.10), 4108.など 
 

特記事項 

 

研究室 HP http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/~magnet/ 

氏名 

横井 裕一 

役職 

助 教 
専門分野 

非線形力学，電気機器 

主な研究内容 

1. パラメトリック振子の波動発電応用 

パラメトリック振子と呼ばれる非線形力学系の非
線形特性を自然エネルギー収集技術に応用する研
究を行っている。この非線形特性を活かせば，海
洋の波の上下運動が収集可能な１次元方向の振動
となり，振子の回転軸に取付けた回転型発電機に
よる波動発電が期待される。 

2. 電気機器（電動機・発電機）の設計，駆動 

電動機の駆動時に振動や騒音の原因となるトルク脈動の低減を目指して，設計ならびに駆動の
両側面から研究開発を行っている。 

論文：IEICE Trans. 96-A (2), 591 (2013). Phys. Lett. A 375 (17), 1779 (2011). Trans. ISCIE 24 (3), 54 

(2011) など． 

特記事項 

 

研究室 HP http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/~pec/higuchi-lab/web/index.php 

 

 

 

i-th look-up table
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ニューラルネットワークによる 

知的ディジタル制御 DC-DC コンバータ 
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氏名 

小栗 清 

役職 

教 授 
専門分野 

コンピュータアーキテクチャ 

主な研究内容 
1. プラスティック・セル・アーキテクチャ 

 メモリと論理回路の対からなるセルを LSI 上にメッシュ状に配置し，
必要とする処理のままに回路を構成できるプラスティック・セル・ア
ーキテクチャを具体的なアプリケーションに適用した場合にどのよ
うなことが可能となるかを研究している。 

2. ステレオビジョン，音源認識 

 上記 1.のためにステレオビジョン，音源認識そのものの研究を進め
ている。ステレオビジョンではホロプタベースの稠密ステレオで，オ
クルージョンを自動的に排除できるグラフ構造を考案した。図は 2 枚
のステレオ画像からグラフカットにより立体を復元したもの。 

特記事項 

長崎大学重点研究課題「リアルタイム情報処理による技術融合」の初回課題リーダー 

研究室 HP http://www.cis.nagasaki-u.ac.jp/course/labs/oguri/index.html 

氏名 

小林 和朝 

役職 

教 授 
専門分野 

コンピュータネットワーク 

主な研究内容 

1. コンピュータネットワークの性能評価 

 コンピュータネットワークにおいて目的地にパケットが届くま
でにパケット損失や遅延が確率的に起こるのであるが，その確率
を理論的に計算するための評価手法を研究している。これによっ
て品質保証されたネットワークの設計・制御が可能となる。 

2. 新世代ネットワーク 

 現在インターネットが世界中に普及しているが，セキュリティ
や通信品質の問題を抱えているため，インターネットに代わる新
しいネットワークの研究を行っている。 

 

特許：特許第 5150976 号(2012) 

論文：IEICE Trans. Comm., 94(5), 1288(2011), Proc. ITC21(2009)など  

特記事項 

 

研究室 HP http://nwk.cis.nagasaki-u.ac.jp/kobayashi/ 

氏名 

小林 透 

役職 

教 授 
専門分野 

次世代 Web 技術，データマイニング 

主な研究内容 

1. 次世代 Web 技術を利用したヒューマンインターフェース 

現在，次世代 Web 技術として注目を集めている HTML5 に着目 

し，複数の Web サービスを連携させたり，スマホなどの高機能端 

末や情報家電を連携させたりすることで，人にやさしいヒューマ 

ンインターフェースの研究を進めている。 

 右の図は，検索キーワードの入力無しに必要な情報の取得，提示 

が可能なスマート TV システムの構成図である。 

2. データマイニングによる情報フィルタリング 

 Web 閲覧履歴や端末操作ログからユーザの特性を推定し，それ 

にもとづき情報をフィルタリングする研究を進めている。 

論文: COMPSAC, Proc., 208(2013). COMPSAC, Proc., 11(2012).  

SAINT, Proc., 91(2012). など 

特記事項 

Web ベースの高度なユーザインターフェースの領域において共同研究が可能。 
研究室 HP http://www.cis.nagasaki-u.ac.jp/~toru/src/index.html 
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氏名 

末吉 豊 

役職 

教 授 
専門分野 

数論，暗号理論，組合せ論 

主な研究内容 

1. 虚 2 次体のイデアル類群の構造と 2-類体塔問題 

 虚 2 次体のイデアル類群の構造を用いて，虚 2 次体上の 2-類体塔の無限性を研究している。 

論文：Far East J. of Math. Sci., 42, pp.175-187(2010), Far East J. of Math. Sci., 34, pp.329-339(2009).  

2. 有限代数系の演算高速化 

 情報セキュリティの基盤技術である公開鍵暗号系において，有限体の乗法群，有限体上の多項
式環や楕円曲線など，有限代数系上の演算の高速化について研究している。 

論文：IEICE Trans. Fundamentals, 97-A, pp.1378-1381(2014), IEICE Trans. Fundamentals, 96-A, 

pp.1081-1087(2013), Lecture Notes in Computer Science, 7369, pp.225-235(2012).  

3. 公平な総当たりリーグ戦の数理的構造とスケジューリング問題 

 サッカーリーグのようなホーム・アウェーの別がある公平な総当たりリーグ戦の数理的構造の
解明と効率的なスケジュール作成について，組合せ最適化の観点から研究している。 

論文：Far East J. of Appl. Math., 86, pp.57-91(2014), Far East J. of Appl. Math., 55, pp.1-25(2011) .  

特記事項 

 

研究室 HP http://www.cis.nagasaki-u.ac.jp/~harasawa/ 

氏名 

柴田 裕一郎 

役職 

准教授 
専門分野 

計算機アーキテクチャ 

主な研究内容 
1. リコンフィギャラブルコンピューティング 

 FPGA に代表されるプログラマブルデバイスの柔軟性を生かした新しい計算パラダイムの確立
を目指して，アーキテクチャ，アプリケーション，設計手法の幅広い観点から研究を行っている。 

2. 高効率計算アクセラレーション 

  FPGA や GPU などの並列処理アーキテクチャへのアプリケーションマッピング手法について，
エネルギー性能比および生産性向上の両立の観点から提案・評価を行っている。 

3.  組込み向けハードワイヤードリアルタイム画像処理 

 FPGA コンピューティングの有力な応用のひとつとして，HOG 特徴を用いた人検出などの様々
な画像処理アルゴリズムについて低電力かつリアルタイム処理可能な実装を開発している。 

著書：リコンフィギャラブルシステム，オーム社(2005), High-Performance Computing Using FPGAs, 

Springer (2013)など 

特記事項 

電子情報通信学会論文賞(2004) 

研究室 HP http://slab.cis.nagasaki-u.ac.jp 

氏名 
楢崎 修二 

役職 
准教授 

専門分野 
計算機工学 

主な研究内容 
 

1. 関数型言語 Haskell による SAT ソルバの研究開発とその応用 

現在，関数型言語で記述された SAT ソルバは代表的な高速 SAT ソルバよりも数桁遅い性能
しか持たない。データ構造やアルゴリズムの改良，並列化などにより，関数型言語による人
工知能処理の基盤となる新 SAT ソルバを開発中である。また，SAT ソルバをプランニング問
題，経路探索問題といった人工知能の分野へ応用する手法について研究している。 

2. 関数型言語によるマルチエージェントシステム（MAS）の開発 

高度な機能を持つ関数型言語は高並列，高信頼，高再利用性を持つソフトウェア記述言語と
して注目を浴びている。そこで特に近年，並行並列処理の機能の改良が進んでいる Haskell

言語をもとに，マルチエージェントシミュレーションや分散型 Web システテムなどを対象と
するマルチエージェントシステムの設計・開発方針について研究している。 

特記事項 
 
研究室 HP http://www.cs.cis.nagasaki-u.ac.jp/ 
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氏名 

高田 寛之 

役職 
助 教 

専門分野 
応用確率論，待ち行列理論 

主な研究内容 
1. 確率ネットワーク算法における結合積率母関数法の開発 

 本研究はインターネットのリアルタイムサービスに必要不可欠な通信品質保証機能のための計
算理論を構築するものである。従来法は，周辺分布の情報に基づく不等式を用いていた。本研究
のアイデアは周辺分布を結合分布に置き換える。これにより高次相関を含む上界で抑えることが
できる。新手法により精度改善及び独立性の除去が期待できるのであるが，精度改善の度合いや
改善するための条件などはまだ未解明なことが多い。また最大統計量の積率母関数を結合積率母
関数を使った上界で抑える公式はまだ知られていない（これが見つかればおおよその手法が完成
する）。更に，計算効率の面からも考慮が必要である。 

2. 結合積率母関数法のネットワークへの応用 

 従来の方法では，入力過程間の独立性の仮定を要し，それが，非フィードフォワードネットワー
クへの応用の足かせとなっていた。結合積率母関数法は，設定を変えることなく，この独立性を
除去できる。理論～小規模実装によって，新手法の有効性を示す。 

特記事項 

 

研究室 HP http://nwk.cis.nagasaki-u.ac.jp/ 

氏名 

    原澤 隆一 

役職 

   助 教 
専門分野 

 計算数論，暗号理論，離散数学 

主な研究内容 
1. 有限代数系の演算 

 有限代数系の演算に関する研究を行っている。これは計算数論での基礎的な研究でもあり，ま
た公開鍵暗号分野の研究にも繋がる。現在のところ，有限体でのべき乗根の計算手法，多項式の
因数分解の高速化，代数曲線に付随する群演算やペアリングに関する研究成果がある。 

論文：IEICE Trans. Fundamentals, 97-A, pp.1378-1381(2014), IEICE Trans. Fundamentals, 96-A, 

pp.1081-1087(2013), Lecture Notes in Computer Science, 7369, pp.225-235(2012). 

2. 公平なリーグ戦の数理的構造と計算機によるスケジューリング作成問題 

 ホーム・アウェーに関して公平な総当たりリーグ戦の数理的構造の解明と計算機における効率
的なスケジュール作成についての研究を行っている(例えば，サッカーのリーグ戦など) 。 

論文：Far East J. of Appl. Math., 86, pp.57-91(2014), Far East J. of Appl. Math., 55, pp.1-25(2011) . 

特記事項 

 

研究室 HP http://www.cis.nagasaki-u.ac.jp/~harasawa/ 

氏名 

喜安 千弥 

役職 

教 授 
専門分野 

パターン情報処理，パターン認識 

主な研究内容 
1. 多次元画像からの情報抽出 

 航空機や人工衛星から地表を観測したマルチスペクトル画像
から，画素のカテゴリーや画素内混在比を高精度に算出し，地表
の状態を推定するアルゴリズムを開発している。 

2. 医用画像・音響データの解析 

 医療診断の支援を目的として，心臓の超音波動画像の着目点追
跡法や，聴診音の自動解析方法について研究している。 

3. ３次元データ処理 

 カメラなどのセンサ情報から対象の３次元形状に関する情報
を取得・復元するアルゴリズムの研究を行っている。 

論文: Proc. SICE2014, pp.101-104 (2014),Proc. SICE2013, pp.833-836 

(2013), Proc. SICE2011, pp.2402-2405 (2011), Trans. SICE, vol.E-3, no.1, 

pp.91-97 (2004). ほか 

研究室 HP http://www.cis.nagasaki-u.ac.jp/~kiyasu 
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氏名 

松永 昭一 

役職 

教 授 
専門分野 

情報処理 

主な研究内容 
 

音声言語処理 

①  自由発話音声認識のための音響モデル，言語モデル 

 

②  乳児の情動検出 
 

③  異常肺音検出 

 

 

特記事項 

研究室 HP http://www.cis.nagasaki-u.ac.jp/~SPL/ 

氏名 

酒井 智弥 

役職 

准教授 
専門分野 

パターン認識，信号処理 

主な研究内容 

1. 圧縮パターン情報処理 

 画像や音等のデータは圧縮可能であるとい
う性質を活かし，そこから意味のある情報を
取り出す解析，分類・検索，高品質化等の処
理を飛躍的に効率化・頑健化する。肺聴診音
の認識や画像の裏写り除去をはじめ，画像の
分割・修復・高品質化，物体認識，信号の異
常検出等に広く応用可能である。 

2. スケールとパターンの数理 

 尺度（スケール）は画像やデータの詳細を
司る変数である。あらゆる尺度で画像やデータを見ると，図形の特徴や構造，顕著性，データの
統計的な性質をあぶり出すことができる。 

特記事項 

「スマート聴診器」を開発中。圧縮センシングに関する技術相談や共同研究も大歓迎。 

研究室ウェブサイト http://www.cis.nagasaki-u.ac.jp/~tsakai/ 

プロフィール http://researchmap.jp/tsakai/ 

氏名 

藤村 誠 

役職 

准教授 
専門分野 

画像処理 

主な研究内容 
1. 画像コンテンツの著作権保護 

 画像コンテンツの不正コピー対策として電子透かしを埋め込む 

が，複数の不正ユーザによる結託攻撃が問題となっている。 

この結託攻撃対策のため，画像に Seam Carving による変位を加え， 

攻撃された画像を劣化させる方式について研究している。 

2. 単一画像からの擬似 3 次元データ生成 

 写真や手描きの絵などの 2 次元画像から擬似的な 3 次元画像 

の生成方式について研究，開発を行っている。 

特記事項 
基盤研究（C）画素統計量の相関に基づく汎用・簡易・高速画像検索方式・電子透かし方式と実
験的検証（H24～H26） 

研究室 HP http://www.cis.nagasaki-u.ac.jp/course/labs/fujimura/fujimura.htm 
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氏名 

 正田 備也 

役職 

准教授 
専門分野 

ベイズ的データ・マイニング 

主な研究内容 
1. ベイズ理論を用いたデータ・マイニング 

 ベイズ理論は，データの挙動を数理的に表現する確率的分布の 

パラメータ自身がさらに確率分布（事前分布）に従うと仮定する 

ことで，パラメータの決め方の多様性を保存したまま，データに
潜む規則性・法則性を抽出するための高度な工学技術である。 

本研究室では，このベイズ理論に基づくトピック・モデルとい
う手法を駆使し，Web 上に溢れるテキスト・データを分析する。 

トピック・モデルはテキスト・データ分析のために提案された 

手法だが，本研究室ではこれを文書間のリンク情報，遺伝情報， 

手書き数字画像，市街地の車速データ等の分析にも応用してい
る。また、OpenMP，CUDA，MPI 等を用いてパラメータ推定計
算を PC クラスタ上で高速化する研究も進めている。 

特記事項 

これまで，CIKM（2012, 2009），PAKDD（2011, 2008）等の国際会議で論文を発表。 

研究室 HP http://diversity-mining-lab.wikispaces.com/ 

氏名 

森山 雅雄 

役職 

准教授 

専門分野 

環境計測 

主な研究内容 
1. 地球観測データ処理，特に衛星観測データからの地表面反

射率，地表面温度，地表面放射率推定アルゴリズム開発 

 

2. 衛星からの環境モニタリング，特に生物季節解析，土壌水
分変動トレンド解析のような時系列的環境把握 

 

3. 衛星からの環境把握データの提供，林学，農学，公衆衛生
の研究者への提供 

 

 

特記事項 

JAXA，METI 等との共同研究で，新規地球観測センサ開発(JAXA/GCOM-C1, METI/HISUI 等) 

研究室 HP http://www.rsirc.cis.nagasaki-u.ac.jp 

氏名 

薗田 光太郎 

役職 

助 教 
専門分野 

音響工学，情報ハイディング 

主な研究内容 

情報ハイディングによる音信号への価値付与 

音信号に対して，聴感上の違和感無く，新たな
情報を埋め込む。検出側では，音に埋め込まれ
た情報を読み取ることができる。これにより，
音信号の価値を高めることが可能となる。 

キーワード：電子透かし，情報重畳 

・聴感に違和感を与えない信号処理 

・音信号による秘密通信 

特記事項 

HP http://www.cis.nagasaki-u.ac.jp/~sonoda/ 

 

 
ベイズ理論を用いた戦後の 

国会会議録の話題分析 

(上: 2001/08/02 植生分布、下: 乾燥度) 

再生，加工，通信，攻撃

または

鍵情報

メッセージ

ステゴ信号

カバー信号(コンテンツ)

ブラインド検出

ノンブラインド検出

符号化

変調

埋め込み処理

配信後

再生，加工，通信，攻撃

または

鍵情報

メッセージ

ステゴ信号

カバー信号(コンテンツ)

ブラインド検出

ノンブラインド検出

符号化

変調

埋め込み処理

配信後
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氏名 

相樂 隆正 
役職 

教 授 
専門分野 

解析的電気化学，界面分子組織化学 
主な研究内容 
1. 電気化学制御で分子集合と配列を操

る－動的自己組織化の基本機序の解
明（赤枠右図：ビオロゲンの一次相転移） 

2. 分子ロボットのための自律的アーム
の構築－複数のモードの連動によ
り，高速で大きな振幅の動きを達成
することを狙いとする（最右図：科研

費新学術領域の研究テーマ） 

3. ビオロゲンの電気化学を極める－イオン液体から SAM まで 

4. エレクトロリフレクタンス(Electroreflectance)法による電極/溶液界
面の解析的研究で世界をリードする立場にある－著書：Advances in 

Electrochemical Science and Engineering, Vol. 9 の Chap. 2 など 
特記事項 分光電気化学，生物電気化学なども専門とする。環境関連化学や医工連携関係分野で
の共同研究などを積極的に推進。2014 年に科研費審査員表彰。最近の研究は Journal of Physical 
Chemistry C, 119 巻（2015 年）の pp. 1067-1077 および pp. 1320-1329 などを参照。 
研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/douteki/ 

氏名 

    清水 康博 

役職 

   教 授 
専門分野 

機能材料化学，電気化学 

主な研究内容 
1. 酸化物半導体の表面組成と細孔構造制御によるガスセンサ材料
の高機能化： 表面組成の設計によるガス反応性の制御に加えて，
ガスの拡散性の最適化を図り，ガス検出特性を改善している。 

2. 高性能電気化学デバイスのための電解質および電極材料の設
計・開発： 固体電解質ガスセンサ，リチウム二次電池，色素増感
型太陽電池等の各種電気化学デバイスの高機能化を達成するための
材料設計・開発を行っている。 

 

論文: Electrochimica Acta, 166, 232-243 (2015.06), Electrochimica Acta, 
155, 8-15 (2015.02), Sens. Actuators B, 207, 105-116 (2015.02), Sens. 
Actuators B, 202, 748-757 (2014.10), MRS Bulletin, 24, 18-24 (1999). 

特記事項 
1) 2008.03: 電気化学会学術賞受賞 

2) 2012.05～: Intern. Steering Committee Member of Intern. Meeting on Chemical Sensors 

3) 2015.01～: 化学センサ研究会会長 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/zaika/zak.htm 

氏名 

田邉 秀二 

役職 

教 授 
専門分野 

触媒化学，化学工学，無機化学 

主な研究内容 
1. 形状制御金属ナノ粒子の調製と触媒反応への応用 

 白金，パラジウムなどの貴金属を界面活性剤や塩の存在下で結晶成長させると，正 6 面体，正
8 面体などの形状を選択的に調製できる。超音波によるナノ粒子調製法を利用すると，合成時間
が大幅に短縮されることを見いだした。この技術を用いて調製したナノ粒子を触媒反応に利用し，
高選択性を有する触媒を開発している。 

2. 担持遷移金属触媒を用いたバイオマスからの水素製造 

 バイオマスのモデルとしておがくずを使用し，コバルト，ニッケルからなる酸化物触媒と混合
し，効率的に水素を製造する技術を検討している。また同時に，効率的にセルロース環の開環な
らびに液化を進める触媒の開発を行っている。 

特記事項 

 

研究室 HP 
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Fig.1 Metallic multilayered nanowires 

array structure with CPP-GMR (current 

perpendicular to the planes giant 

magnetoresistance effect). 

 

氏名 

森口 勇 
役職 

教 授 
専門分野 

 界面・コロイド化学，電気化学 

主な研究内容 
1. ナノ界面・空間制御による機能創成  
 低エネルギーなソフト化学的手法により，カーボンや金属酸化
物等の多様なナノ粒子やナノ多孔体，ナノ複合体を合成し，新機
能（吸着・触媒機能，充放電機能，CO2 還元機能など）の発現に
ついて研究している。 
2. 次世代蓄電デバイス材料の開発 
 電気自動車や自然エネルギー負荷平準システム等へ応用可能な
高性能蓄電デバイスの開発を目指して，ナノレベル・原子レベル
での構造制御による高容量・高出力な Li および Na イオン電池材
料やキャパシタ材料の開発を行っている。 
論文: Nature Commun., 6, 1(2015); Chem. Commun., 50, 7143(2014); ACS 
Nano, 8, 3614(2014); Chem. Commun., 49, 2939(2013)など 
特記事項 
・JST 戦略的創造研究推進事業 ALCA「ナノ物質空間制御による高容量・高速充放電 Li イオン二
次電池の開発」（H23.10～）プロジェクト代表 

・長崎大学重点研究課題「次世代エネルギー物質科学の基盤構築」（H22.10～）課題リーダー 
重点研究課題 HP http://www.mase.nagasaki-u.ac.jp/MSNGE/MSNGE.html 
研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/bukka/Bukka/Japanese.html 

氏名 

大貝 猛 

役職 

准教授 
専門分野 

金属表面工学，薄膜・ナノ材料学 

主な研究内容 

1. ナノチャンネル構造を有する機能性材料の開発 

アルミニウム合金に対して陽極酸化・逆電解剥離法を適
用し，高アスペクト比形状型ナノチャンネル構造を有する
アルミナ製メンブレンフィルターの開発を行っている。 

2. 金属系多層ナノワイヤー配列型 GMR 素子の開発 

 水溶液からのパルス電解法を利用して，強磁性金属と反
強磁性金属の交互積層型多層ナノワイヤー配列素子を作
製し，積層界面に対して垂直方向に通電可能な巨大磁気抵
抗素子の開発を行っている（Fig.1 参照）。 

3. 水溶液電解法を利用した化合物半導体薄膜の開発 

 次世代の光電変換材料として期待されている ZnTe 系化
合物半導体薄膜を酸性水溶液からの定電位電解析出法に
より作製し，その構造と物性について研究している。 

特記事項 D-J. Kim, et al.; Appl. Phys. Lett., Vol.100, No.16 (2012) art.no.163703 (4 pages) 

T. Ohgai, et al.; J. Electrochem. Soc., Vol.159, No.10 (2012) pp.H800-H804 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/soshiki/ 

氏名 

鎌田 海 

役職 

准教授 
専門分野 

無機材料化学 

主な研究内容 
1. 生体分子－無機物質の融合機能 

無機物質の堅固さと生体分子の繊細な分子認識能／反応選択性を共有する複合体の合成による
融合機能の開拓 

 

2. 光エネルギーを起源とする無機材料の合成 

 波長（色）によってエネルギーが異なる光を物質合
成のための駆動力として利用した新規無機材料の合成
プロセスの開発 

特記事項 

 

研究室 HP なし 
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氏名 

兵頭 健生 

役職 

准教授 
専門分野 

電気化学，機能性セラミックス 

主な研究内容 
1. 組成・構造制御による材料の高機能化 様々な材料の組成，
表面・粒界や細孔構造を，ボトムアップ的手法を用いて精密
制御することで，新機能創製および高機能化を目指している。 

2. 電気化学デバイスの開発と高性能化 化学センサ（ガスセン
サ（半導体式，吸着燃焼式，ダイオード式，固体電解質式，
電気化学式），イオンセンサ，バイオセンサ），リチウムイオ
ン 2 次電池，色素増感太陽電池など電気化学デバイスを，研
究 1 で得られた材料・技術を駆使して開発している。 

論文：Sens. Actuators B, 187, 495-502 (2013), Electrochim. Acta, 82, 

19-25 (2012), Sens. Lett., 9, 409-413 (2011), Nano Lett., 6, 193-198 

(2006), Sens. Actuators B, 83, 209-215 (2002).など 

特記事項 

受賞：電気化学会進歩賞，化学センサ研究会清山賞，論文賞 2 件など，外部資金：科研費「基盤 B（2
件），若手 A他」，NEDO「産業技術研究助成事業」，JST「シーズ発掘試験，A-Step他」など 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/zaika/zak.htm 

氏名 

山田 博俊 

役職 

准教授 
専門分野 

固体電気化学 

主な研究内容 
1. 全固体型二次電池の界面抵抗の低減 

 酸化物系リチウムイオン伝導性固体電解質を用いた全固体型
二次電池の実用化に向け，界面抵抗（電解質・活物質界面および
固体電解質粒子界面）の要因を解明し，界面抵抗の低減に取り組
んでいる。 

2. 二酸化炭素の電気化学的還元 

 二酸化炭素を電気化学的に還元し，炭化水素を合成する研究を
行っている。電極構造，電極触媒を最適化し，高効率で炭化水素
を得ることを目指している。 

論文：J. Electrochem. Soc., 159 (2012) A380. 

特記事項 
JST 戦略的創造研究推進事業 ALCA「無機固体電解質を用いた全固体リチウム二次電池の創出」
（H25.7～）長崎大学の代表研究者として参画 
研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/bukka/Bukka/Japanese.html 

氏名 

上田 太郎 

役職 

助 教 
専門分野 

電気化学, ガスセンサ 

主な研究内容 

固体電解質型ガスセンサの開発 

 イオン導電体(安定化ジルコニアなど)と金属酸化物検知
極を組み合わせた固体電解質型ガスセンサの研究を行って
いる。センサ応答は電極材料や作動方式・条件により変化す
るため, 目的ガスへの応答特性の最適化検討およびメカニズ
ムの解明を行っている。これまで, ペロブスカイト型酸化物
を検知極に用いた電流検出型ジルコニア NOx センサ(右図
参照), ZnO検知極を用いた電流検出型炭化水素センサの研究
成果について報告した。 

論文: Chemical Sensors, 29, 2 (2013), Eectrochemistry, 81, 74 (2013),  

Ionics, 18, 337 (2012),  J. Ceram. Soc. Jpn, 118, 180 (2010). 

特記事項 

JSPS 科研費(若手 B)「NOx 応答性を向上するセンサ素子の電極構造最適化に関する研究」(H24.04～)  

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/zaika/member.htm 

 
 

 

 

図 電流検出型 NOx センサ模式図 
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氏名 

瓜田 幸幾 

役職 

助 教 
専門分野 

ナノ材料解析，吸着化学 

主な研究内容 

1. 物質創製場としてのナノ空間の機能解明 

バルク空間とは異なる性質を発現する細孔径 2 nm 以下のナノ
空間の物質創製場としての機能及びナノ空間に閉じ込められた分
子の新規物性について研究している。 

2. 蓄電デバイス材料の局所構造解析 

 高性能蓄電デバイスの設計・開発の知見を得るべく，電極ナノ
構造変化及び Liイオンとの反応機構を原子レベルで直接視覚的に
解明することを目指して研究を行っている。 
論文： Nature Commun., 2162(2013). Chem. Commun., 49, 2939(2013). 

J. Am. Chem. Soc., 133, 10344(2011). Nano Lett., 9, 3694(2009). Nano Lett., 

4, 2451(2004).など  
特記事項 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/bukka/Bukka/Japanese.html 

氏名 

田原 弘宣 

役職 

助 教 
専門分野 

光化学, スピン化学, 光電気化学 

主な研究内容 

1. 酸化還元活性イオン液体の創製 

 室温で液体状態のイオン性化合物であるイオン液体に，酸化還
元活性を付与する試みを行っている。酸化還元活性イオン液体の
電子受容特性（電子貯蔵特性）や色の変化（エレクトロクロミッ
ク特性）を調べ，これまでに無い新しい液体の可能性について研
究を行っている。 

2. 表面プラズモン共鳴と光化学 

 金属の微粒子やナノスケールの微細な構造は，可視域の光と相互作用
し，表面プラズモン共鳴と呼ばれる強い光吸収を示し，入射電磁場とは
比較にならない強い電磁場を生じている。この電磁場と分子の相互作用
について実験・理論の双方より研究している。 

論文 : Chem. Phys. Lett., 524, 42 (2012), J. Photochem. Photobio. A: 

Chemistry, 221, 239 (2011). 

特記事項 

研究室 HP:  http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/douteki/ 

氏名 

中越 修 

役職 

助 教 
専門分野 

表面化学，触媒化学 

主な研究内容 

1. 形状制御されたナノ粒子の合成と触媒への応用 

 ポリオール法や超音波還元法などを用いて，液相中に溶解した 

遷移金属イオンからナノサイズで形状制御された金属粒子および， 

金属-金属酸化物複合体を合成し，エネルギー変換や物質変換に 

関して高い触媒作用を持つ物質の開発を試みている。また，表面 

化学の知識を利用して，合成した物質上で起こる触媒反応の作用 

機構を明らかにする。 

2. 水浄化作用を示すメソポーラス材料の開発 

 水質環境汚染物質である重金属イオンや芳香族化合物を吸着し， 

オゾンなどの酸化剤を併用する事で分解除去可能な層状水酸化物 

や多孔質材料の開発を行っている。 

 

特記事項 

 

研究室 HP 

 

 

 

 
 

 

 
 

図 水浄化に用いる層状二

重水酸化物 
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氏名 

     香川 明男 

役職 

   教 授 
専門分野 

金属材料学，凝固加工学 

主な研究内容 

1. 医療分野への水素吸蔵合金の応用 

 水素吸蔵合金の水素吸蔵・放出時の巨大体積変化を利用し 

たアクチュエータの開発および水素吸蔵合金から放出される 

活性水素による新規な癌治療法の開発を研究している。 

2. 結晶粒微細化による金属材料の高強度化 

 Fe, Ni 基合金の結晶粒微細化剤を新たに見出し，結晶粒微 

細化機構の解明および強度特性の評価を行っている。 

3. 金属基複合材料(MMC)の高機能化 

  繊維・粒子ハイブリッド強化 Al, Mg 基 MMC の繊維配向 

制御による強度・耐摩耗特性改善の研究を行っている。 

 

論文: Materials and Design, 66, 498-503(2015). J. Alloys. Compd.   
563, 203 (2013), Mater. Sci. Forum,669,273＆284 (2013),など 

特記事項 

 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/soshiki/ 

氏名 

中谷 久之 

役職 

教 授 
専門分野 

高分子材料化学，環境リサイクル学 

主な研究内容 

1. プラスチックの易光分解・生分解化に関する研究 

プラスチックの自然に対する低負荷化を目的として
生分解化する光誘起生分解化触媒の開発をバイオミメ
ティクス的な手法を基に研究している。 

 

2. プラスチック系ナノ複合材料の開発に関する研究 

ナノセルロース，ナノ酸化チタンおよびカーボンナノ
チューブ系フィラーを中心とした新規な機能を持つ複
合材料の開発を行っている。 

 

3. プラスチック用難燃剤の分解化に関する研究 

難燃剤を安全・簡易に処理する研究を行っている。 

特記事項 

 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/kobunshi/ 

氏名 

近藤 慎一郎 

役職 

准教授 
専門分野 

磁性体物理学 凝縮系場の理論 

主な研究内容 

1. 液体急冷した Cu-ベース合金の磁性-ＧＭＲの基礎物性測定 

液体急冷法により Cu ベース磁性合金の磁化測定 Ｘ線回折   

  TEM 観察を通じて磁性の起源を明らかにし，ＧＭＲの効率 

  向上へ向けた理論的考察を行っている。 

2. 液体急冷した Cu-ベース合金のスピノ－ダル分解 

  液体急冷法により Cu ベースのスピノ－ダル合金を作成，Ｘ 

  線回折,ＴＥＭ観察を通じて，急冷速度の違いによるスピノ－ 

ダル分解の差異を調べている 

3. ハイゼンベルグ運動方程式の物性問題への応用 

グリ－ン関数法は摂動展開であり，複雑である。そこで 

量子物性の時間変化を，ハイセンベルク運動方程式を用いて 

数値解析の観点から研究を行っている。 

 

特記事項 

 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/kessho/ 

 
図１ 水素圧による曲げ動作の制御 

Cl 焼却

ダイオキシン発生

太陽光

プラスチック混合廃棄
物（含む木質系廃材）

擬似酵素

CO2
エタノール

光分解

光分解システム

生分解

安全かつ低コストで大気・土中へ還元！

リサイクル

高コスト・劣物性

 

 
液体急冷試料(下)のＸ線回

折パタ－ン （サイドバン

ドが現れない） 
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長崎大学構内に設置されている

逆浸透膜処理装置 

 

氏名 

鄭 国斌 

役職 

准教授 
専門分野 

炭素材料，セラミックス 

主な研究内容 

1. カーボンナノ粒子の合成と高機能化 

ゾルーゲル法により単分散の球状カーボンナノ粒子を合成
した。合成時の条件により，粒径 40 nm～1μm の高表面積を
持つナノ粒子が合成できた。これらのカーボンナノ粒子はス
ーパーキャパシタの電極として優れた特性を示した。 

2. ナノカーボン複合材料の機能発現 

様々な構造のカーボンナノチューブを合成した。CNT/SiC 複
合コーティングは単純な SiC コーティングより優れた耐酸
化性と耐熱衝撃性を持つ。グラフェンとほかのナノ物質の複
合化することにより，高表面積高導電性の複合材料を合成できた。 

論文：CARBON 57, 267 (2013)，Composites Part B: Engineering, 42, 2158( 2011), 
CARBON, 46, 1808 (2008).  

特記事項 本研究室では，年間３から４テーマの共同研究を行っており，ナノカーボン材料とナ
ノセラミックスの単独物質の合成のみならず，これらの素材からナノコンポジットを作製し，産
業界に寄与している。また，高温の酸化挙動に関する精密分析などを用いて，高温構造材料の性
能向上を画策した共同研究を行っている。 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/nanocom/ 

氏名 

藤岡 貴浩 

役職 

准教授 
専門分野 

衛生工学，化学工学 

主な研究内容 

1. 低コスト型の水のリサイクル 

 膜分離活性汚泥法と逆浸透膜プロセスに対し，前処理や膜材質
を最適化することによって省エネ運転を実現する研究。 

2. 逆浸透膜の微量有機化合物除去メカニズムの解明 

 サブナノメートル空隙を測定できる陽電子消滅寿命測定法を
利用し，逆浸透膜の微量有機化合物除去メカニズムを解明して高
阻止膜の開発を促進しようとする研究。 

3. 下水採掘へのナノフィルトレーション膜の適用 

 下水を積極的に資源として活用する下水採掘(Sewer Mining)に
対し，ナノ膜の適用可能性を探る研究。 

特記事項 

 

研究室 HP http://www.waterenviron.com/ 

氏名 

村上 裕人 
役職 

准教授 
専門分野 

高分子化学，有機合成化学 

主な研究内容 

1. 特殊構造をもつ機能性分子の開発 

 精密有機合成を駆使して分子や高分子に特殊構造を組み込む
ことで，その特殊構造に由来した新機能や物性（スイッチング機
能や高伸張性など）を発現する分子や高分子の開発を行ってい
る。 

2. 刺激応答性粘着剤の開発 

 粘着剤の粘着力を外部刺激（熱や光など）により可逆的に 

“on-off”が可能な粘着剤の詳細な物性評価を行うことで，新た
な付加価値（耐熱性や被着体依存性など）を導入した粘着剤の開
発を行っている。 

論文： Euro. Polym. J., 47, 378-384 (2011) ;  J. Am. Chem. Soc.,127, 

15891-15899 (2005). 

特記事項 

精密有機合成，高分子合成，高分子反応に関する共同研究が可能。粘着剤については企業と共同
研究中。 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/douteki/ 

 
図．架橋点となる環状分子

が軸分子状を移動するポリ

マー 
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氏名 

森村 隆夫 

役職 

准教授 
専門分野 

熱電材料，透過型電子顕微鏡 

主な研究内容 
1. 熱電変換材料の開発と構造解析 

 スピンキャスト液体急冷法，焼結法，蒸着法等により熱電変換材料の作
製を行う。ゼーベック係数，電気伝導度，無次元性能指数等の物性測定と
走査型透過電子顕微鏡(STEM)等による構造解析を組み合わせ，高特性熱
電材料の開発を行う。（右図は Ca2.7Sr0.3Co4O9の STEM 像と投影図。明る
いスポット（矢印）に Sr が存在し，熱電特性向上に寄与する。） 

2. 走査型透過電子顕微鏡(STEM)像のシミュレーション法の開発 

 STEM 像の定量的解析には，Schrodinger 方程式を解き，像のシミュレ
ーションを行うことが必要となる。本研究では，Bloch 波法を欠陥を含む
結晶に適用し，新しい STEM 像シミュレーション法の開発を行っている。 

論文: Jan. J. Appl. Phys., 52, 071101 (2013). J. Electron Microscopy, 59, S23 

(2010). Ultramicroscopy, 109, 1203 (2012). など 

特記事項 
 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/kessho/ 

氏名 

本九町 卓 

役職 

助 教 
専門分野 

高分子反応，有機合成 

主な研究内容 

1. 超臨界二酸化炭素を用いた高分子反応の開拓 

 超臨界二酸化炭素(ScCO2)を用いて高分子を含む有機化合物の
分解反応を行っている。高分子の分解により原料へのケミカルリ
サイクルの手法を開拓している。 

2. 糖類の化学変換反応 

天然に存在する糖を簡便かつ安全に石油資源の代替物質（グル
コシド化合物，レブリン酸，フルフラールなど）へと変換する手
法を開拓することを目的として研究している。 

論文および特許 Nippon Gomu Kyokaishi, 85(5), pp.157-161, 

2012., PCT Patent WO 2011145519.,  特願 2011-251931.,  特願 

2011-251932., 特願 2011-251933. 

特記事項 
 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/kobunshi/ 

氏名 

山本 将貴 

役職 

助 教 
専門分野 

金属物性学，材料組織学 

主な研究内容 

1. 金属材料における相変態の機構解明とその制御 

金属材料におけるマルテンサイト変態（構造相転移）の機構について研究を行っている。マル
テンサイト変態は社会基盤を担っている材料の組織制御に広く利用されており，この変態をいか
に上手く制御するかということが今後の基盤となる材料設計において極めて重要である。そのた
めにはこの変態についての深い理解が必要である。したがって，マルテンサイト変態に関係する
物性と微視的構造の関係を調査し，機能発現機構を解明するための研究を行っている。 
2. 水素吸蔵合金からの放出水素が生体細胞に及ぼす影響 

水素吸蔵合金から放出される水素の生体細胞への影響に関して研究を行っている。当研究室に
おいて，水素吸蔵合金から放出される水素が癌細胞死滅効果を有することが見出された。これに
関連して，低コストで生体適合性のある水素吸蔵合金の設計に取り組んでいる。 

論文：J. Alloys. Compd., (2012) in Press. など 

特記事項 

長崎大学大学院工学研究科未来工学研究センター ライフイノベーション研究分野「物質科学を基
盤とする生体防御システムおよび疾患治療法の開発」（H24.10～）に従事。 
研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/soshiki/ 

 

 
ScCO2を用いた高分子材料

からのケミカルリサイクル 

 

 
糖類の化学変換 
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氏名 

佐野 秀明 

役職 

助 手 
専門分野 

無機材料 
主な研究内容 

1. 各種機能性を付与したナノコンポジット構造体の開発 
 炭素材料，酸化物セラミックスおよび非酸化物セラミックスの
ナノ分散制御により，機械的，電気的および化学的特性に優れた
新素材の開発を行っている。 
2. 界面制御による高効率反応プロセスの探索 
 低温度で短時間焼成により所望の非酸化物セラミックスを得る
反応を低エネルギーで完結させるため，ナノカーボンによる還元
法の開発や，高比表面積テンプレートを用いた高面積の界面反応
を有効活用する高効率反応プロセスを探索している。 
論文: Composites Part B: Engineering, 42, 2158 (2011). Materials Science Forum, 761, 83 (2013).など 

特記事項 

本研究室では，年間３から４テーマの共同研究を行っており，ナノカーボン材料とナノセラミ
ックスの単独物質の合成のみならず，これらの素材からナノコンポジットを作製し，産業界に寄
与している。また，高温の酸化挙動に関する精密分析などを用いて，高温構造材料の性能向上を
画策した共同研究を行っている。 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/nanocom/ 

氏名 

岩尾 正倫 

役職 

教 授 
専門分野 

有機化学，創薬化学 

主な研究内容 

1. 有機リチウム化学 

 芳香族化合物や複素環化合物の配向的リチオ化反応に関する研究。 

論文：Org. Lett. 12, 2734 (2010); Heterocycles 86, 1261 (2012).  

2. 天然物合成 

 ラメラリン，ディクティオデンドリン，ルキアノール等の生理活性
海洋天然物の全合成。論文：Tetrahedron 62, 594 (2006); Tetrahedron 64, 

328 (2008); Tetrahedron Lett. 51, 533 (2010); Tetrahedron 69, 2782 (2013). 

3. 創薬化学 

 ラメラリンを先導物質とする新規トポ I 阻害剤，プロテインキナーゼ
阻害剤，HIV-1 侵入阻害剤等の設計・合成。論文：J. Org. Chem. 74, 8143 

(2009); Marine Drugs 6, 514 (2008); Bioorg. Med. Chem. 19, 7541 (2011); 特願：2012–553737. 

特記事項 

平成 24 年度日本薬学会メディシナルケミストリーシンポジウム優秀賞「ラメラリンの軸不斉を利
用したプロテインキナーゼ阻害選択性の制御」解説：MEDCHEM NEWS, 23, 36 (2013) 

研究室 HP www.cms.nagasaki-u.ac.jp./lab/tennen/index.html 

氏名 

馬越 啓介 

役職 

教 授 
専門分野 

錯体化学，無機化学 

主な研究内容 

１．光機能性金属錯体の開発 

  強発光性の白金錯体や白金と 11 族元素からなる
混合金属錯体を合成し，有機 EL の発光材料として
の可能性の検討や，ベイポクロミズム・メカノクロ
ミズムなどの発光特性の変化を利用したセンシング
機能に関する研究を行っている。また，二酸化炭素
の光還元触媒の開発を目指し，白金，レニウム，モリ
ブデンなどを用いて新規錯体の開発を行っている。 

２．金属原子間の協同効果を利用した機能性材料の開発 
 

論文：RSC Adv., 4, 62186 (2014)；Inorg. Chem., 51, 7977 (2012); Bull. Chem. Soc. Jpn., 83, 1504 (2010); 
Chem. Eur. J., 15, 15, 4238 (2009); Inorg. Chem., 47, 5033 (2008) など  

特記事項 

 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/sakutai/ 
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氏名 

木村 正成 

役職 

教 授 
専門分野 

有機合成化学，有機金属化学 

主な研究内容 

1. 新規有機合成反応の開発                

金属触媒作用による高効率合成反応の開発，クロスカップリ
ング反応，アルカン類の C-H 活性化を利用した新規合成反応
の開発，多成分連結反応，水中で進行する反応の開拓 

2. 医薬品合成開発，高機能性有用物質創製開発 

認知症治療薬，抗がん剤，非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）， 

農薬等の新規開拓，対称性小分子機能性材料の開発 

3. エネルギー物質創製化学の新開拓 

二酸化炭素を炭素資源とする石油代替物質創製， 

人工光合成の基盤新構築 

論文: Organic. Letters, 17, 600 (2015), Angewandte Chemie International Edition, 53, 10434 (2014). 
Chemistry - A European Journal, 18, 8019 (2012). Journal of the American Chemical Society, 132, 
16346 (2010).  
特記事項 
長崎大学重点研究課題「次世代エネルギー物質科学の基盤構築」副リーダー 
未来工学研究センター 萌芽的・独創的研究分野リーダー 
重点課題 HP http://www.mase.nagasaki-u.ac.jp/MSNGE/MSNGE.html 
研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/yuuki/ 

氏名 

畠山 智充 

役職 

教 授 
専門分野 

生化学，蛋白質科学 

主な研究内容 

1. 生理活性タンパク質の構造と機能解明 

 生理活性を有するタンパク質を天然物から単離・精製し，そ
の構造と活性発現機構を明らかにする。 

2. 糖結合タンパク質の糖認識機構の解明とその応用 

 糖認識タンパク質（レクチン）の構造を解明するとともに，
遺伝子工学技術によりその特異性を改変することによって新た
な分子認識タンパク質を開発する。 

3. 細胞膜孔形成タンパク質の構造と機能の解明 

 細胞膜中で会合することにより膜貫通小孔を形成するタンパ
ク質の構造と機能を明らかにする。 

論文：Biochim. Biophys. Acta, 1830, 4211 (2013), Protein Pept. Lett.,  

20, 796 (2013), J. Biol. Chem., 286, 10305 (2011)など 

特記事項 

 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/seitai/ 

氏名 

有川 康弘 

役職 

准教授 
専門分野 

錯体化学，有機金属化学 

主な研究内容 

金属錯体を用いた小分子の活性化 

1. 一酸化窒素(NO)分子に関する研究 

 ルテニウム金属錯体を用いて，NO 分子を還元活性化し，亜酸
化窒素(N2O)分子へと変換する，NO 還元サイクルを人工的に達成
した。他の小分子の活性化の展開を図っている。 

2. カルベン錯体を用いた研究 

 N-へテロサイクリックカルベンと呼ばれる配位子を用いて，金
属錯体合成を行い，その錯体を用いた二酸化炭素や窒素分子など
の不活性な小分子の活性化を目指している。 

論文 : Dalton Trans., 42, 11626(2013), Coord. Chem. Rev., 256, 

468(2012), J. Am. Chem. Soc., 129, 14160(2007)など 

特記事項 

長崎大学重点研究課題「次世代エネルギー物質科学の基盤構築」（H22.10～）研究分担者 
重点課題 HP http://www.mase.nagasaki-u.ac.jp/MSNGE/MSNGE.html 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/sakutai/ 
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氏名 

郷田 秀一郎 

役職 

准教授 
専門分野 

タンパク質科学 

主な研究内容 

1. 孔形成タンパク質の構造及び構造形成機構の解明 

 生体内で多量体化することによって孔を形成し，病気の原因等になっている孔形成タンパク質
の立体構造の解明と，孔形成における構造変化を X 線小角散乱法によって解析している。タンパ
ク質が溶液状態で異なる立体構造を形成する現象（ミスフォールディング）に興味を持っており，
その研究を行っている。 

2. 超好熱菌由来酵素の構造と機能の解明 

 一般的に高い耐熱性を持つ超好熱菌由来酵素の構造と機能の解明の研究を行っている。特に，
四次構造を正しく形成することによって機能を発現する酵素の活性化機構の解明の研究を行って
いる。 

論文：Biosci Biotechnol Biochem (2013) 77:679, Molecular Biosyst. (2012) 8:2050, Journal of 

Bacteriology (2012) 194:3216, Biochem. Biophys. Res. Commun. (2011) 414:517 など 

特記事項 

科学研究費補助金基盤研究（C）孔形成毒素のプレポア構造の解明 代表者（H25.4~） 

 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/seitai/ 

氏名 

作田 絵里 

役職 

准教授 
専門分野 

光化学，分析化学 

主な研究内容 

1. 典型元素を利用した新規発光性・機能性錯体の創出と光物性 

 様々な典型元素 (特にホウ素やケイ素) を有する新規電子系
化合物の創出を行い，その光物性について研究を行っている。ま
たそれらを置換基として金属錯体の配位子部位に導入した，新規
発光性・機能性金属錯体の創出を行っている。 

 

2. 13 族元素の特性を生かした二酸化炭素光還元反応の構築 

13 族元素 (ホウ素，アルミニウム) は三置換体構造を取る際
に，原子上に空の軌道を有する。その空軌道を利用した光エネル
ギー変換反応の研究を行っている。特に二酸化炭素を有用な炭素
資源へ変換する研究を行っている。 

特記事項 

 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/sakutai/ 

氏名 

田中 修司 

役職 

准教授 
専門分野 

生化学，タンパク質化学，酵素化学 

主な研究内容 
1. 酵素による化合物合成法の開発 

 Cytochrome P450 類を中心として酸化還元酵素による不斉酸化
反応に基づく有用化合物の新規合成法を開発するため，化学的及
び遺伝子工学的手法を用いて新規機能を有する酵素について研
究している。 

2. ハイスループットな酵素変異体作成法の開発 

 有用化合物合成に利用できる酵素変異体の遺伝子工学による
作成において，ハイスループットに目的活性を有する変異体を検
出する活性測定法について研究している。 

3. 酵素による二酸化炭素固定化の開発 

 二酸化炭素を基質とする酵素反応のスクリーニングを行い，環境負荷の少ない二酸化炭素固定
化法について研究している。 

特記事項 

 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/yuuki/ 
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氏名 

海野 英昭 

役職 

助 教 
専門分野 

蛋白質結晶学 

主な研究内容 

1. 蛋白質の結晶構造解析 

無脊椎動物由来レクチンを主に，蛋白質の精製および結晶化を
行い，得られた結晶の X 線回折データから蛋白質の立体構造を
明らかにする。それにより，その構造がどの様にしてその蛋白
質機能を有するかを解き明かす。 
論文：J. Biol. Chem., 286(12) 10305–10315 (2011)  
Acta Crystallogr., F69, 416-420 (2013) など 
 

2. 新規レクチンの探索，およびその構造・機能解析 

生物の自然免疫に関わっていると考えられる各種レクチンを生
物から精製し，その詳細な構造および機能を明らかにする。 

特記事項 

 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/seitai/index.html 

氏名 

福田 勉 

役職 

助 教 
専門分野 

有機合成化学 

主な研究内容 

1. 複素環化合物の位置選択的リチオ化反応 

 １位窒素を保護したインドールやピロールの位置選択的リチオ化を開発し，それらを応用した
天然物合成について研究している。 

 

2. 天然物をリードとした創薬研究 

 天然物をリードとした有用生理活性物質の合成について研究を行っている。 

論文: Tetrahedron, 69, 2782 (2013), Bull. Chem. Soc. Jpn., 85, 133 (2012), Org. Lett., 12, 2734 (2010), 

Heterocycles, 80, 841 (2010) など 

 

 

特記事項 

 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/tennen/ 

氏名 

堀内 新之介 

役職 

助 教 
専門分野 

錯体化学, 超分子化学 

主な研究内容 

1. 分子間相互作用を活用した発光性錯体の集積状態制御 

 分子間で相互作用可能な置換基を光機能性錯体に付与することで分子の集積状態を制御し，特
異な発光現象の発現を目指して研究を行っている。例えば，ホスト分子への包接や電荷移動相互
作用を利用することで強発光性金属錯体の会合状態を制御し，その発光挙動制御を目指している。 

 

2. 基質捕捉サイトを有する有機金属触媒の創成 

 天然酵素の基質活性化の仕組みを取り入れ，典型的な有機金属触媒に，基質を捕捉・活性化さ
せる部位を組み込むことで，効率的な分子変換反応を達成可能な新奇有機金属触媒の創成を行っ
ている。 

特記事項 

 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/sakutai/ 
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39 

 

氏名 

小野寺 玄 

役職 

助 教 
専門分野 

有機金属化学，有機合成化学 

主な研究内容 

1. 遷移金属錯体を用いた新規触媒反応の開発 

均一系の遷移金属錯体触媒を用いて，新しい物質変換反応に関す 

る研究を行っている。最近では特に，ホスフィン－ボラン配位子 

に特徴的な触媒反応の開発を目指している。 

 

2. 新規遷移金属錯体の合成 

これまでにない新しい配位子を設計・合成し，それらを有する新 

規遷移金属錯体の合成に取り組んでいる。得られた錯体の構造と 

反応性を調べることで，新規触媒反応の開発へと応用する。 

論文： Org. Lett. 2015, 17, 600.  Tetrahedron Lett. 2014, 55, 310.   

J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 10515.  など 

特記事項 
長崎大学重点研究課題「次世代エネルギー物質科学の基盤構築」メンバー 
課題 HP http://www.mase.nagasaki-u.ac.jp/MSNGE/MSNGE.html 

研究室 HP http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/yuuki/index.html 

 

例）ホスフィン－ボラン配

位子を用いたアリル化反応 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

連携部門 
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氏名 

    甲木 昭彦 

役職 

    教 授 
専門分野 

パワーエレクトロニクス, 電子回路 

主な研究内容 

1. 高密度高周波電源回路に関する研究 

 エネルギーを無駄に消費することなく極めて効率的に変 

換できるスイッチング電源について，特に小型の電子機器 

に内蔵して用いるのに適した共振型回路を研究している。 

2. スイッチング電源の応用に関する研究 

 電源装置は高周波でスイッチを開閉させることから，エ 

ネルギーを扱う通信機器等としての応用を考えている。 

論文：Journal of Power Electronics, to be published (2015). 

IEEE INTELEC, to be presented (2015). International Journal 
of Renewable Energy Research, 4, 3, 641 (2014). など 

特記事項 

当研究室の発明(登録済特許: 8 件)により有線通信システ 

ムを開発，北京オリンピック，続いて上海万博の会場で使 

用された。現在は，主にオフィスビル等において稼働中。 

研究室 HP http://www.eng.nagasaki-u.ac.jp/tdk-sw/ 

氏名 

魏 秀欽 

役職 

   准教授 
専門分野 

電力工学，電気機器工学 

主な研究内容 
1. 回路解析に基づく高効率高周波スイッチング回路の設計 

 回路理論をベースとし, 微分方程式, フーリエ解析などの技術
を組み合わせながら, 回路の応答と素子値の関係を解析的に数
式で表現し, スイッチング回路の設計を行っている。 

2. ソフトウェアの優位性を活かした回路開発 

 学生時代所属した研究室で開発した最適化設計アルゴリズム
を用いると, スイッチング電源回路の最適化設計を短時間・高精
度で行うことができる。この設計技術が持つアドバンテージを活
かして, 複雑な回路の設計および新たな回路形態の提案を行っ
ている。 

論文：IEEE Trans. Power Electron., 30, 7, 3685( 2015), IEEE Trans. Circuits Syst. I, 61, 4, 976(2014), 

IEEE Trans. Ind. Electron., 61, 4, 1799(2014), IEEE Trans. Circuits Syst. I, 59, 9, 2137(2012)など 

特記事項 

・若手研究（Ｂ）・（公財）電気通信普及財団研究調査助成 研究代表 

・基盤研究（Ｂ）・研究成果最適展開支援プログラムA-STEP 研究分担 

研究室 HP http://www.eng.nagasaki-u.ac.jp/tdk-sw/ 

氏名 

馬場 恒明 

役職  

教 授 
専門分野 

材料工学，薄膜・表面処理 

主な研究内容 

1. イオン注入による材料の表層改質 

 材料に環境調和性，機械的特性などの機能性を付与するため
に，イオン注入による表層改質と特性解析を行っている。 

2. プラズマソースイオン注入技術による薄膜作製 

 プラズマ CVD とプラズマ中での基材に対する高電圧パルス印
加によるイオン注入を複合した方法による機能性薄膜創成に関
する研究を行っている。この技術を応用し，ダイヤモンドライク
カーボン（DLC）膜を密着性良く大面積，立体物にコーティング
できる技術を開発し，この成果を基に平成 18 年にベンチャー企
業が設立された。また，県内企業への技術移転を行った。 

論文: Surf. Coat. Technol., 256, 23(2014), Appl. Surf. Sci., 310, 

257(2014), Vacuum, 89, 179 (2013) など 

特記事項 

経済産業省 戦略的基盤技術高度化支援事業「家庭用コンセントから高速充電可能なデジタルワ

ンコンバータ方式による EV用小型充電器の開発」(H25～27)を実施中 
研究室 HP http://www.pref.nagasaki.jp/section/kogyo-c/ 

 

 

 
電子機器に組み込んで使うスイ 

ッチング電源の例(入力 AC 100 

V, 出力 DC 24 V/25 W, TDK 製)。 

発熱が少なく良質な電源供給を 

安定して行うことが可能。 

 
回路実験 

 

 
  

プラズマ中の正イオンが基材に
印加した負パルス電圧により吸引さ
れる。 
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氏名 

重光 保博 

役職 

准教授 
専門分野 

計算化学，量子化学 

主な研究内容 
1. 計算化学の基礎理論構築・ソフトウエア作成 

波動関数理論（Hartree-Fock, MCSCF, CI etc） 

密度汎関数法（DFT） 

大規模系への拡張（局在化分子軌道法，フラグメント法） 

溶液系の化学反応理論（Langevin 方程式） 

2. 分子設計・材料設計シミュレーション 

分子動力学法（溶液化学，創薬への応用） 

フラグメント量子計算法（有機分子材料の設計） 

 

論文: J.Phys.Chem. A, 116, 9100(2012), RSC Advances, 4, 59387 (2014) 

Phys.Chem.Chem.Phys. 16(28) 14388 (2014) など 

特記事項 
科研費基盤研究 (C)「溶媒和ダイナミクスに非同期性を考慮した有機反応機構の解析」（H27.4～） 

研究室 HP https://www.pref.nagasaki.jp/section/kogyo-c/ 

氏名 

山口 仁士 

役職 

准教授 
専門分野 

水産海洋，放射線医学 

主な研究内容 
1. 内湾の環境修復手法の研究開発 

内湾の環境修復について，生物の持つ力を最大限に利用するための貧酸素の低減手法について，
海底から空気を送り込む方法などについて研究している。 

2. 人工放射性核種による人・環境への影響評価 

世界の放射線災害地域における環境放射能の測定と健康影響評価などについて研究している。 

論文: PLoS ONE, 7 (9): e45816. doi: 10.1371/journal. pone. 0045816 (2012) 

Evaluation of Environmental Contamination and Estimated Radiation Doses for the Return 

to Residents’ Homes in Kawauchi Village, Fukushima Prefecture 

PLoS ONE, 8 (2): e57524. doi: 10.1371/journal. pone. 0057524 (2013) 

Vertical Distribution and Estimated Doses from Artificial Radionuclides in Soils Samples around the Chernobyl 

Nuclear Power Plant and the Semipalatinsk Nuclear Testing Site 

など 

特記事項 

科研基盤 A：貧酸素化が進行する閉鎖性内湾の環境修復：大村湾をシミュレーターとした検証実
験（H22~25）連携研究者 

研究室 HP http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/kennoshokai/shokai/ 
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