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まえがき 

 

この度、工学研究科の先生方のご協力により、長崎大学大学院工学研究科の研究概要集

を新たに作成することができました。工学部・工学研究科のスローガンとしては、 

① エンジニアリング・リベラルアーツ for Planetary Health； 

② 長崎のために長崎らしい地域貢献プロジェクトとしての海洋クリーンエネルギーの

研究； 

③ カーボンニュートラル等の世界最先端プロジェクトの推進 

が掲げられております。 

これは、SDGs（持続可能な開発目標）や長崎大学が掲げているプラネタリーヘルス（地

球の健康、つまり、人類を含めた多様な生物が生命を維持できる自然環境を有し、地球上

で人類が安全に有機的な活動ができる状態）という目標を達成するためのスローガンでも

あります。 

長崎大学は、地球環境や生態系、人や動物の健康に関する研究や活動を通じて、地球と

の共生を目指しており、地球環境や次世代を見据えた研究を行っております。 

本研究概要集においては、工学研究科各教員の個々の研究内容を集約しておりますので、

SDGs やプラネタリーヘルス達成のために、本研究概要集を参考に、分野間の協力融合や

産学官連携の一助となりましたら幸いです。 

 

 

長崎大学大学院工学研究科 

工学研究科長 松田 浩 

研究活性化委員長 蒋 宇静 

2021年 11月 30日 



工学研究科の SDGsへの取組み(17目標中 12目標) 

SDGs目標 該当ページ 

 

すべての人に健康と福祉を 
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保

し、福祉を推進する 

p12, p48, p51, p58, p59, p63, p64, p66, p74, p79, 
p81, p82, p84, p85, p87, p92 

 

質の高い教育をみんなに 
すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供

し、生涯学習の機会を促進する 
p29 

 

安全な水とトイレを世界中に 
すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理

を確保する 
p31, p55, p60, p71, p75 

 
エネルギーをみんなに そしてクリーンに 
すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代

的なエネルギーへのアクセスを確保する 

p15, p18, p21, p26, p27, p28, p29, p31, p39, p41, 
p44, p46, p49, p52, p53, p54, p55, p56, p57, p60, 
p61, p64, p65, p68, p69, p76, p80, p81, p83, p86 

 

働きがいも経済成長も 
すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経

済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワーク

（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する 

p15, p80 

 

産業と技術革新の基盤をつくろう 
強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化

を推進するとともに、技術革新の拡大を図る 

p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p10, p11, p13, p16, p18, 
p20, p21, p23, p26, p28, p30, p35, p37, p41, p42, 
p43, p44, p45, p46, p47, p48, p49, p50, p51, p53, 
p55, p56, p57, p58, p59, p60, p61, p62, p64, p65, 
p66, p67, p68, p70, p72, p73, p76, p77, p78, p79, 
p80, p88 

 
住み続けられるまちづくりを 
都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能

にする 

p2, p3, p4, p6, p7, p8, p11, p12, p13, p15, p16, p41, 
p43, p45, p46, p51, p53, p59, p60, p62, p64, p66, 
p68, p73, p75, p78, p79 

 
つくる責任 つかう責任 
持続可能な消費と生産のパターンを確保する 

p6, p11, p35, p41, p44, p46, p49, p57, p60, p71, 
p72, p77, p81, p85, p86 

 

気候変動に具体的な対策を 
気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取

る 

p1, p6, p11, p15, p17, p25, p26, p45, p47, p53, p75, 
p77, p80, p81, p83, p86 

 

海の豊かさを守ろう 
海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持

続可能な形で利用する 
p26, p40, p41, p43, p53, p55, p71, p77, p82, p84 

 

陸の豊かさも守ろう 
陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、

森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻

止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る 

p18, p22, p45, p71, p77 

 

パートナーシップで目標を達成しよう 
持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバ

ル・パートナーシップを活性化する 
p11, p56 
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氏名  大嶺 聖 
Omine Kiyoshi 

役職  教授 
Professor 

専門分野  地盤環境工学 
Geoenvironmental Engineering 

1．主な研究概要 
① 炭素固定化技術と廃棄物の有効利用（Carbon Fixation Technology and Utilization of Wastes） 
 自然エネルギーを用いて、 
様々な有機系廃棄物を炭化する 
ことができます。鉄鋼スラグや 
石炭灰を混合することで、より 
高機能の炭化材を作製し、地盤 
材料や土壌改良材として、活用 
することができます。さらに、 
燃焼時に発生する CO2は、 
高アルカリ改良土の中性化と 
して利用することで、脱炭素社会 
に貢献することができます。 
 
② 地盤防災・地盤環境のための土壌水分可視化 
 センサーの開発（Soil Water Visualization Sensor） 
 電圧制御素子を用いた安価な土壌水分センサー 
の開発を行っています。土中のわずかな水分や地下水 
の上昇を検知することができます。そのため、豪雨時 
の土砂災害の危険度の監視センサーとしての機能を 
持たせることができ、無線センサーとの併用も可能 
です。 
 土壌水分可視化センサーは、省水型潅水技術とし 
て応用することができます。乾燥地での植物栽培や 
炭化材と組合せて、劣化土壌の環境改善技術として 
の活用も期待できます。 
 
③ 土壌微生物電池の開発  
 （Development of Soil Microbial Fuel Cell） 
 新しい再生可能エネルギーとして、土壌微生物電
池の開発を行っています。小さな電力であるが、天
候に左右されないセンサーの電源として利用が可能です。 
長期間の発電が可能であり、土壌水分可視化センサーと 
組み合せて、様々な現場での活用が期待されます。 
 より小型化を図ることでポータブルな電源としての利用 
方法を検討しています。 
  

2．キーワード 
和文：廃棄物の有効利用、炭素固定化技術、土壌水分センサー、土壌微生物電池 
英文：Utilization of wastes, Carbon fixation, Soil water sensor, Soil microbial fuel cell 

3．特色・研究成果・今後の展望 
・炭素固定化技術：廃プラスチックなどの炭化による脱炭素社会への貢献 
・環境負荷低減技術：リサイクル材を用いた土壌改良材による軟弱地盤の改良 
・土壌水分可視化センサー：地盤内水分上昇の検知、省水型潅水技術への応用 
・再生可能エネルギー：土壌微生物電池による天候に左右されない新たな電源としての利用 
researchmap：https://researchmap.jp/read0043302 
研究室 HP：http://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 地球温暖化や気候変動により、自然災害や環境問題が深刻化しています。二酸化炭素削減はい
ずれの分野でも重要な課題となっています。本研究の炭素固定化技術や環境負荷低減技術をシー
ズとして企業に提供することができます。土壌水分可視化センサーは、土砂災害危険度の検知セ
ンサーとしての機能を有しています。提案手法をさらに共同研究により高度化することで、地盤
環境および地盤防災への実用化が期待されます。 
 

自然エネルギーによる炭素固定化技術と廃棄物の有効利用 

土壌水分センサーによる土砂災害危険度の検知 

土壌微生物電池を電源とした可視化センサー 
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氏名  奥松 俊博 
Okumatsu Toshihiro 

役職  教授 
Professor 

専門分野  維持管理工学 
Maintenance Engineering 

1．主な研究概要 
老朽化構造物の増加など維持管理上の問題から遠隔性を有するモニタリングシステムが求めら

れるようになってきました。UAV はそれらを解決するツールとして用いられるようになってきま

したが、操縦また飛行の安定性等を考えると、様々なリスクを有しています。本研究では、

RTK-GNSS や Total Station などの Sensing と対象物の Scan data を融合することにより移動体運用

時のリスクの低減を図っています。さらに飛行状況や環境情報の視覚化など、維持管理業務を総

合的に支援するための方法についても検討を行っています。 
UAVs have been repsentative infra-monitoring tools or platforms nowadays. However, there remains 

some risks for controlling and locationing of the object , and this could consequently lead to secondary 
accident. We are now developing localization,visualization, and pathplanning systems for infra-structure 
monitoring, which consist of sensing techs, such as RTK-GNSS, TS, and SfM(Structure from Motion) 
techs. 
① 橋梁狭隘箇所の変状認識を目的とする GNSS を援用した UAV 自律航行システムの開発 

Autonomous control by using GNSS for bridge detailed inspection 
② 日射が鋼ランガートラス桁橋トラス桁部の温度変化に与える影響の照査 

Research on the correlation with solar radiation and temperature of bridge 
③ 立体視による橋梁支承部の挙動の可視化 

3D visualization of bridge support behavior by using stereogram 

2．キーワード 
和文：GNSS、橋梁維持管理、橋梁振動・計測、i-con、環境振動・騒音   
英文：GNSS，Bridge maintenance, Bridge vibration monitoring, i-construction, Environmental vibration  

3．特色・研究成果・今後の展望 
橋梁維持管理に関する研究および実計測、環境振動・騒音、i-Con などの推進 
無人化施工技術開発実績あり 
 
researchmap：https://researchmap.jp/read0097496 
研究室 HP：https://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
無人化施工技術はじめ様々な自然災害の復旧に関する研究・業務に携わってきました。DX を

駆使し、将来に役立つ技術開発につなげたいと考えています。長崎をベースに地域社会の発展を
目指します。 
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氏名  蒋 宇静 
Yujing Jiang 

役職  教授 
Professor 

専門分野  岩盤工学、防災工学 
Rock Engineering, Geotechnics for Hazard Mitigation 

1．主な研究概要 
高レベル放射性廃棄物を地層処分するための地下施設から、エネルギー貯蔵、道路トンネル、

地下空間、橋梁基礎などまで、多くの重要施設が岩盤内か岩盤上に建造されています。岩盤材料

の力学的・水理学的特性の評価、供用中挙動変動の監視および判断が重要で不可欠です。研究グ

ループでは長年にわたり、一連の力学的特性実験装置の試作とき裂性岩盤材料に適する応力-浸透

三次元非線形数値解析モデルの改善に取り組んでおり、実プロジェクトへの適用も進めています。 
平時安定している斜面であっても、雨水浸透により崩壊が危惧される斜面は多数存在していま

す。無線ネットワーク情報伝達技術を活用した斜面ハザード監視技術の開発と急傾斜地の防災対

策および維持管理用データベースの構築と実用化を進めています。 
深海メタンハイドレート(MH)の生産と海洋環境評価に関する基礎研究、技術開発が国内外にお

いて精力的に進められています。また、生産過程における MH 層からの排砂メカニズムと生産坑

井同士の相互干渉、広域海底地すべりの誘発条件などを踏まえて、海洋生態系に配慮した効率的

生産技術について研究開発を行っています。 
主な研究テーマは次の通りです。 

①  岩盤構造物の安全性と健全性を支える実験装置と解析評価技術に関する開発研究 
（Evaluation technology of supporting safety and soundness of rock structures） 

②  集中豪雨時における土砂災害の発生防止とリスク低減（Prevention and risk mitigation of 
slope failures caused by heavy rainfall） 

③   深海メタンハイドレートの生産技術と海底地盤環境への影響評価（Methane hydrate 
  production technology and impact assessment on the seabed environment） 

 
 
 

2．キーワード 
和文：岩盤構造物、維持管理、地盤防災減災、メタンハイドレート、生産技術 
英文：Rock structure, Maintenance and management, Hazard mitigation, Methane hydrate production 
3．特色・研究成果・今後の展望 

共同研究、受託研究などの形を通じて、多くの実務プロジェクトに携わっています。例として、
揚水発電所地下建屋建設（（株）九州電力）、原子力発電機設置の原位置基礎挙動評価（鹿児島）、
新設橋梁基礎き裂性岩盤特性評価（熊本）、都市部急傾斜地防災減災 DB 構築とハザード評価（長
崎市）、地すべり地域挙動監視（長崎県）、JSPS 二国間国際共同研究、原子力発電施設等安全技術
対策委託研究などを遂行するとともに、提案手法・技術の実用化と改善を進めております。 
researchmap：https://researchmap.jp/read0043363 
研究室 HP：http://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/~jiban/ 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
・新規建設プロジェクトが減少している一方、既存インフラ施設の健全度診断と補修補強、長崎
のような斜面都市部の地盤防災減災、異常気象による広域土砂災害対策などが求められておりま
す。このような社会的背景に向けた研究開発と技術相談に協力可能です。 
・遠隔モニタリング技術やリスク管理データベース構築の実績があり、また、国道交通省九州地
方整備局 TEC-DOCTOR として道路防災関係の実地調査診断に 10 年以上携わっておりますので、
異常気象による土砂災害のリスク低減と災害発生後の復旧対策のための取組みを関係の皆様と一
緒に進めていきたいと考えております。 
 

老朽トンネル検査診断 土砂災害発生の遠隔監視 

Air pump

Air pump

CCD camera

PC Multifunctionboard 

Upper water tank

Upper air tank

Lower water 
tank

Sand production apparatus

Flow meter

Venturi tube

Pressure sensor

Sand production apparatus

Differential manometer

Electrical balance

深海 MH 層からの排砂制御 
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氏名  中村 聖三 
Nakamura Shozo 

役職  教授 
Professor 

専門分野  鋼構造、維持管理工学 
Steel Structures, 
Maintenance Engineering 

1． 主な研究概要 
① 構造物の維持管理（Maintenance of Existing Structures） 
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

行っています。実在する構造物で重大な損傷が発見された場合には、その発生原因の究明や対策

の立案も行っています。最近話題となっている人工知能(AI)の橋梁維持管理への適用に関する研

究も行っています。 

    
複合サイクル試験            損傷度合い判断モデル 

② 鋼橋の設計法（Design Method of Steel Bridges） 
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、溶接箱形断面部材の座屈耐荷力に対す

る初期たわみの影響やコンクリート充填鋼管(CFST)継
手の疲労設計用応力集中係数、免震ゴム支承の履歴特

性が橋梁の応答に及ぼす影響などに関する研究、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ます。 
③ 斜張橋ケーブル点検ロボットの開発（Development of an inspection robot for cables in 
cable-stayed bridges） 

ケーブルの近接目視点検の安全性、効率性、経済性を飛躍的に

向上させることを目的として、ケーブルをガイドとして利用する

マニュアル飛行型斜張橋ケーブル点検ロボットを開発し、実際の

斜張橋数橋のケーブル点検に適用しました。現在は、工学研究科

の他の先生方と共同で「主塔等への衝突防止」と「自動制御」が

可能である自立飛行型に改良するとともに、「機体フレームの最

適化」を図ること、および「動画の静止画分割と展開図の構築」

と「可視変状の自動検出」を可能とする画像処理システムを開発

しています。 

2．キーワード 
和文：鋼構造、橋梁の維持管理、構造設計 
英文：Steel structures, Maintenance and management of bridges, Structural design 

3．特色・研究成果・今後の展望 
 民間企業出身ということもあり、比較的実務的な研究を実施しています。以下に示すような立

場で、国や地方自治体を技術的にサポートすることも心掛けています。 
・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） 
researchmap：https://researchmap.jp/sh_nakamura_nu/ 
研究室 HP：https://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/~dokou/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 実社会で使っていただけるような研究成果を出したいと思っています。鋼構造、特に鋼橋を専

門にしていますが、それらに関して実務でお困りのことがあれば、遠慮なくご相談ください。 
 

K 形 CFST 継手の解析
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氏名  松田 浩 
Matsuda Hiroshi 

役職  教授 
Professor 

専門分野 土木構造・維持管理工学、光計測 
Structural & Maintenance Management 
Engineering，Optical Measurement 

1． 主な研究概要 
中小スパン橋梁の点検・診断システムおよびインフラ維持管理プラットフォームの開発 
Development of inspection and diagnosis system for small and medium span bridges and 
infrastructure maintenance management platform 
 
本研究は、地方自治体管理の中小スパン橋梁を対象として、たわみ影響線変化率などの不変

構造特徴曲線を探索し、それを基に異常構造時の構造特徴量をシミュレーションし、これらの
データを学習データベースとした異常構造検知システムの開発を目的としています。実計測に
は超望遠フレームレートカメラや超高解像度カメラ等の光学機器を用いて実施します。さらに、
画像認識 AI やデータベースシステム等の ICT 技術を取り込み、総合的な維持管理データプラ
ットフォームの構築を目標としています。具体的には、以下の研究に取り組みます。 

 
① 不変構造特徴曲線を用いた橋梁の点検・診断システムの開発（Development of an 

Inspection and Diagnosis System for Bridges Using Invariant Structural Feature Curves） 
 

② 物体検出 AI を用いた損傷検知システム及びインフラ維持管理データベースの構築 
（Development of a damage detection system using object detection AI and an infrastructure 
maintenance management database） 

 

2．キーワード 
和文：点検・診断システム、インフラ維持管理プラットフォーム 
英文：Inspection and diagnosis system, infrastructure maintenance management platform 
3． 特色・研究成果・今後の展望 

2007 年にインフラ長寿命化センターを工学部に設立し、人材育成としての「道守養成講座」、
SIP インフラ等で開発された先端機器の社会実装、科学研究費や建設技術開発助成による光学
的計測法のインフラ構造物への適用の研究などを行っており、今後も産官学と共同で「イン
フラ維持管理・更新・マネジメント技術」の研究開発を継続して実施していきます。 

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

4． 社会実装への展望・企業へのメッセージ 
2016-18 年に SIP インフラの九州・山口における社会実装チームとして、先端機器の社会実装を

実施してきました。インフラのビジネスモデルは、Business to Government to Public = B2G2P であ
るので、産官学での共同研究体制を推進していきます。 

国土交通省の i-Construction や政策課題解決型技術開発（建設現場の生産性向上に関する技術、
新材料を活用した建設現場の生産性向上に関する技術）の研究を実施する計画を立てています。 
 

インフラ維持管理プラットフォーム 
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氏名  佐々木 謙二 
Sasaki Kenji 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  コンクリート工学 
Concrete Engineering 

1．主な研究概要 
コンクリート構造物の高品質化・生産性向上に向けた材料・施工性能評価と歴史的構造物の保

全に関する研究に取り組んでいます。 
 道路などの社会インフラや建築物には、多くのコンクリート構造物が使われ、私たちの生活を

支えていますが、老朽化が進んでいる構造物も少なくなく、コンクリート構造物をいかに保全し

ていくかが問われています。また、新設や更新されるコンクリート構造物には、更なる高性能化、

長寿命化、省力・省資源化が望まれています。 
 コンクリート構造物が設計・施工され、維持管理されながら使用されていく各段階に対して、

「性能評価」、「品質向上」、「長寿命化」、「生産性向上」などをキーワードとして研究を行ってい

ます。また、長崎には軍艦島や原爆遺跡などの歴史的構造物として評価されるコンクリート構造

物が多くあり、その保存活用に向けた研究にも取り組んでいます。 
① 品質確保と生産性向上に資する各種コンクリートの材料・施工性能評価 

（ Evaluation of material and construction performance of various concrete capable of 
contributing to improving quality and productivity） 

コンクリート構造物の長寿命化、環境負荷低減、産業副産物の有効利用、地域産材料の有効活
用等の観点から、フライアッシュや砕砂の活用に向けた取組みが進められています。しかしなが
ら、利用実績のない、少ない材料をコンクリートに使用していくためには、材料・配合設計手法
を確立するとともに、施工性能や硬化特性（強度、収縮、耐久性等）を明確にすることが求めら
れます。本研究では、高炉セメントにフライアッシュ混合したコンクリートの温度ひび割れ抑制
効果や耐久性向上効果を評価するとともに、細骨材として砕砂を用いた場合の施工性能評価に取
り組んでいます。 
② プレキャストコンクリート（蒸気養生コンクリート）の材料性能評価 

（Evaluation of material performance of precast concrete） 
 i-Construction のトップランナー施策の一つである“コンクリート工の生産性向上”において、
プレキャストコンクリートの利用拡大が推し進められています。プレキャストコンクリートの製
造においては、早期強度の発現を促進するために蒸気養生が行われることが多くありますが、性
能設計に必要な物性値に及ぼす蒸気養生の影響は十分に明らかになっていません。本研究では、
蒸気養生コンクリートの各種物性値に及ぼす蒸気養生パターンの影響を体系的に解明するととも
に、低収縮・高耐久蒸気養生コンクリートの開発を目指しています。 
③ 歴史的コンクリート構造物の現状評価と保全工法に関する研究 

（Study on assessment of present situation and conservation method of 
historical concrete structures） 

歴史的、文化的価値を有する構造物の保全のためには、現状を的確に
把握するとともに、変状発生・進行メカニズムを解明し、実効性の高い
保全工法の確立が求められています。本研究では、軍艦島に現存する護
岸構造物、生産施設、居住施設等の歴史的構造物を文化財、世界遺産と
して保存活用していくために、現状の材料的・構造的健全性の評価に取
り組むとともに、補修・補強材料の性能評価、オーセンティシティ―確
保と保全効果の両立を目指した補修・補強工法の検討を行っています。 
2．キーワード 
和文：コンクリート、性能評価、品質向上、長寿命化、生産性向上、歴史的構造物 
英文：Concrete, Performance evaluation, Quality improvement, Service life extension, Productivity 

improvement, Historical structure 
3．特色・研究成果・今後の展望 
 コンクリートの材料・施工性能評価、コンクリート構造物への新材料適用、コンクリート構造
物の維持管理に関する共同研究に対応可能です。 
researchmap：https://researchmap.jp/concrete_kenjisasaki 
研究室 HP：http://www.st.nagasaki-u.ac.jp/laboratories/sasaki/ 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 室内実験、現地計測、実構造物調査を中心に研究を進めています。今後はそれらに加えて、解
析的手法も組み込んで研究に取り組んでいきたいと考えています。コンクリート構造物の計画・
設計・施工・維持管理に関わるお困りごと等がありましたら、お声掛けください。 
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氏名  杉本 知史 
Sugimoto Satoshi 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  地盤工学 
Geotechnical Engineering 

1． 主な研究概要 
① 斜面崩壊危険性評価のための無線センサネットワークシステムによる多点計測手法の開発

（Development of multi-point measurement method by wireless sensor network system for slope 
failure risk evaluation） 
豪雨災害に起因する斜面災害が多発する中、その

予防的対策として原位置における観測が行われます
が、現行システムは有線利用が主流で、かつセンサ
が比較的高価なものが利用される場合が多く、災害
発生の予測や避難実施の判断に有効となるデータに
対し、取得計測データ量の制限や計測個所の局所化
が問題となります。本研究ではこれらを解決するた
め、無線センサネットワーク(WSN)を用いた斜面崩壊
のモニタリングシステムの開発を行っています。ま
た，既存のセンサに対して 1/10 程度の精度を確保し
つつ、1/10～1/100 程度のコストの汎用センサを用い
て低コストセンサを開発し、多数のセンサを用いた
多点モニタリングと無線による遠隔モニタリングの
手法を構築しています。さらに多点計測により得ら
れたデータに基づいた、崩壊の危険性の数値計算手法の確立にも取り組み、道路防災や砂防への
活用につなげようとしています。 
② 城郭築石構造物の災害レジリエンス向上のための力学的安定性の定量的評価手法の提案 
（Development of quantitative evaluation method of mechanical stability for improving disaster 
resilience of castle stone structures） 
空積の石垣を主体とする城郭の築

石構造物は、近年大規模の地震や繰り
返しの豪雨が誘因とみられる経年変
化により、突発的な崩壊や石垣の変状
を伴う力学的不安定化の進行が日本
の一部城郭で発生しています。これま
では文化財的価値が重んじられ、構造
物としての補強や維持管理が消極的
な傾向にありましたが、2016 年熊本
地震による熊本城の被災をきっかけ
として、工学的な観点による築石構造物の復旧や修復が求められています。しかしながら、これ
ら構造物の静的・動的安定性に関するメカニズムの解明はほとんど行われていなことから、本研
究では城郭の築石構造物の変状観測のための遠隔モニタリングシステムの開発・運用と、個別要
素法に基づく石垣モデルの数値シミュレーションにより、これらを明らかにしようとしています。 
2．キーワード 
和文：斜面災害、城郭築石構造物、遠隔モニタリング、数値計算 
英文：slope disaster, castle stone structure, remote monitoring, numerical calculation 
3．特色・研究成果・今後の展望 
researchmap：https://researchmap.jp/read0125663 
研究室 HP：https://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/ 
 上記研究は、無線センサネットワークを用いた遠隔モニタリングと力学的安定性の評価を目的
とした数値計算を主体として実施しています。特に前者は、電気電子工学コースの教員とともに、
異分野融合による社会実装実現に向けて、フィールドでの長期的な観測データに基づいた力学的
シミュレーションに関する研究に取り組み、今後は、広域的な斜面の安定性評価や史跡・文化財
の災害復旧に資する手法の提案につなげます。 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 現在、建設分野に限らず、諫早干拓の大規模農地の環境管理や世界遺産に登録されている原城
跡などの史跡の保全について、これまでの研究成果を生かした社会実装につながる活動に取り組
んでいます。上記内容を活用した多くのフィールドへの展開が可能と考えていることから、共同
研究を足掛かりに実装のための諸課題解決に向け、ご関心のあるみなさま方とともに取り組んで
参りたいと思います。 
 

提案システムの全体イメージ 

無線センサネットワークを
通した遠隔計測

斜面災害の増加

モバイル通信
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氏名  西川 貴文 
Nishikawa Takafumi 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  構造工学 
Structural Engineering 

1． 主な研究概要 
① 橋梁等構造物の振動モニタリングに関する研究(Structural health monitoring of infrastructure) 
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・

監視します。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ます。 
Techniques for structural health monitoring have been developed with 
employing system identification theories such as Stochastic Subspace System 
Identification (: SSI). Developed techniques enable operational modal analysis 
with ICT-aided computerized-operations from data collection to showing 
results of analysis. The system demonstrates high accuracy of identification 
and its practicability through applications to the several actual bridges. 

② 海外で多用される汎用仮設橋の構造特性把握（Study on structural characteristics of bailey 
bridge） 
開発途上国では、ベイリー橋と呼ばれるトラス形式で汎用性のある仮設

橋が恒久橋として多用されていますが、補修・補強あるいは架替の判断を
行うための健全性の評価ができないことが大きな問題となっています。本
研究では、実橋計測や模型実験、供用環境・劣化・損傷に関する現地調査
に基づいた構造解析により、対象の構造形式の耐荷形態等の構造特性の把
握を図っています。 
In many developing countries, temporary bridges with prefabricated steel truss panels called bailey bridge 
have been often utilized as permanent bridges, however there are no standard and methodology for regular 
maintenance of such types of bridge. Hence, it is one of the major serious problem that the evaluation of 
their structural soundness such as the residual load bearing capacity to make judgement for repair, 
reinforcement and replacement. In this study, we have been trying to understand structural characteristics 
such as load bearing behaviors by full-scale load testing, scale model testing, and structural analysis based 
on field surveys.  

③ 進化計算によって構築した複合的な画像フィルタと効果的適用（Multi-sequential image filter 
developed by evolutionary computation and its utilization） 
構造物に発生した可視的な変状を精緻に検知・診断するための画像処理

手法の構築を進めています。多様な処理系統を複合的に組み合わせた画像
フィルタを進化計算によって構築し、さらに診断対象とする変状の形状的
特徴に応じたフィルタの効果的な適用を行うことで、非常にロバストな対
象検知・抽出と高速処理を実現しました。 
We developed a robust automated image processing method for detecting structural defect such as cracks 
and peelings in surface images of structures. The method so-called multi-sequential image filter is 
developed for detecting target objects using evolutionary computation. We realized robust object 
detection/extraction on high-speed processing by applying the filter effectively according to the visible 
features of the targets.  
2．キーワード 
和文：構造ヘルスモニタリング、構造同定、画像解析、橋梁維持管理 
英文：Structural health monitoring, system identification, image processing, bridge maintenance 
3．特色・研究成果・今後の展望 
① 高精度な構造同定と統計分析手法の統合により、さらなる高精度化を実現しています。 
② ベイリー橋は日本国内では殆ど供用されていないため、現在はラオスをフィールドとして、ラ

オス国立大学、ラオス国公共事業運輸省との共同体制を整え、研究を進めています。 
③ 多重解像度処理と、不明瞭なクラックを自律的に追跡して画像フィルタを局所的に適用する手

法により、画像上で目視可能なクラックをほぼ全て安定して抽出することを可能としました。 
researchmap：https://researchmap.jp/nishikawa1019 
研究室 HP：https://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/~dokou/ 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
「実用できる」構造モニタリングの実現を目指しています。インフラ等の維持管理の新たな形

態への進化に資することを期待しています。JICA 等の国際協力事業において活用されることが期
待され、開発途上国の橋梁維持管理能力の強化・向上に直接的に資するものと考えています。日
本が誇る産業界の技術の導入による、開発途上国における産業の振興・新興も期待します。 
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氏名  板山 朋聡 
Itayama Tomoaki 

役職  教授 
Professor 

専門分野  環境工学 
Environmental Engineering 

1．主な研究概要 
① 発展途上国向けの浄水処置および排水処理技術の開発(Development of Water and Wastewater 
Treatment technologies for Developing countries)  
 有毒藍藻と藍藻毒を含有する湖水浄化のための ”バイオフェンス ”の開発と実装 

(Development and implementation of “Biofence” for purification of lake water which contains toxic 
cyanobacteria and cyanotoxins) 

 トウモロコシの芯等の農業廃棄物からの生物炭による抗生物質や重金属などの有害物質の
吸着除去技術の研究開発（Research and development of adsorption technologies by biochar 
derived from agriculture wastes such as corncobs  to remove hazardous materials such as 
antibiotics and heavy metals） 

 
② 膜分離活性汚泥法(MBR)の高度化に関する研究（Research and Development on advanced 
membrane separation activated sludge method (MBR)） 
 MBR 中の中空糸膜の揺動計測技術の開発と揺動特性解析(Development of measurement 

technology of membrane fluctuation in MBR system and analysis of the fluctuation in MBR) 
 抗生物質等の医薬品含有の病院排水処理のための MBR の研究開発 (Research and 

development of MBR for hospital wastewater treatment containing pharmaceuticals such as 
antibiotics) 

 活性汚泥の微生物活性計測のための誘電スペクトル法と機械学習を組み入れた新規センサ
ーの研究開発(Research and development of a new sensor incorporating dielectric spectral method 
and machine learning for measuring microbial activity of activated sludge)  

 
③ 有害藍藻が発生する湖沼や貯水池の生態学的研究と生態工学による浄化手法の研究
（Ecological research on lakes and reservoirs where harmful blue-green algae occur and research on 
purification methods by ecological engineering） 
 国内外の有毒藍藻の分子生態学的手法による発生調査とベイズ統計的手法による温暖化の

影響の解析(Investigation of the occurrence of toxic blue-green algae in Japan and overseas by 
molecular ecological methods and analysis of the effects of global warming by Bayesian statistical 
methods) 

 捕食者を用いた有毒藍藻の生態学的な発生制御を目指した有毒藍藻を捕食する動物プラン
クトンや原生動物の迅速単離および遺伝子配列決定、および捕食特性の解析(Rapid isolation 
and gene sequencing of zooplankton and protozoa that prey on toxic blue-green algae, and analysis 
of predatory characteristics, aiming at ecological control of the development of toxic blue-green 
algae using predators) 

 現代的統計学の手法による動物プランクトンの生態毒性学的研究(Ecotoxicological study of 
zooplankton by modern statistical methods) 

 環境のランダムな変動のモデル生態系中の個体群や多様性への影響解析(Analysis of the 
impact of random changes in the environment on populations and diversity in model ecosystems) 

2．キーワード 
和文：発展途上国、浄水と排水処理技術、センサー、データサイエンス、生態工学、水圏生態 
英文：Developing countries, water and wastewater treatment, sensor, data science, eco-engineering, aquatic 

ecosystem,  
3．特色・研究成果・今後の展望 
  排水処理技術や湖沼浄化技術への微生物の応用を基礎として、開発途上国への展開を狙いとし
た分散型の水処理や排水処理システム、また、それらの高度化に必要な低コストセンサーの開発
を目指しています。その中で、ベイズ統計や機械学習などのデータサイエンスを積極的に取り入
れ、水処理技術や水環境技術への AI や IT の導入も研究課題としております。 
researchmap：https://researchmap.jp/read0080703-Itayama 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 アジアやアフリカ諸国向けの小型で低コストな水処理および排水処理装置の展開、また AI や
IT の水処理システムへの導入に関心のある水処理装置メーカー、さらに、水環境に関心のある計
測機器メーカーや情報系企業との連携を期待しています。 
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氏名  才本 明秀 
Saimoto Akihide 

役職  教授 
Professor 

専門分野  連続体力学、応力解析 
Continuum Mechanics 

1．主な研究概要 
 
① 高性能な数値応力解析システムの開発（Development of the innovative system for numerical  stress 
analysis） 

境界型応力解析法である体積力法を用いて、任意の 3 次元弾性体の高精度な応力解析を実現する
数値計算システムを開発しています。このシステムは、特にき裂の弾性解析に強力です。 

 
② き裂進展の制御に基づく電子デバイス材料の高品質加工（High precision processing of materials for 
electric devices by a control of the crack propagation） 

一般に難加工材の機械加工では工具摩耗や加工中の発生熱による加工精度の低下が生じます。ま
た、刃物を冷やすための冷却液は材料を汚染することもあります。そこで工具を用いることなく、
意図的にき裂を制御進展させて難加工材を切断する方法を研究しています。具体的にはパワー半導
体として期待の大きい SiC や GaN を基板とする電子デバイスの加工法としてき裂の制御進展の工業
的利用について検討しています。 
 

③ き裂進展と合体の数値シミュレーションに基づく固体の変形・破壊挙動予測（Numerical prediction of 
a deformation and a failure process of solids by crack growth and coalescence simulation） 
   き裂の先端は応力の特異点となるため、その数値解析は一般に大変困難です。特にき裂が複数存

在して互いに干渉するような状況の数値解析は、有限要素法などの汎用の解法ではほとんど不可能
と言わざるを得ません。そこで特異性を含む問題にも強力な体積力法を用いてき裂の進展や合体の
挙動を力学的に予測するシステムを開発しています。例えば人体に過度の外力が作用して生じた骨
折の解析など、医療分野にも応用できる可能性があります。 

 

 
ウエハ割断の予備実験 

 
合力法を用いた新しい三次元体積力法による応力解析例 

 

2．キーワード 
和文：応力解析、変形解析、動力学解析、電子デバイス、体積力法 
英文：Stress analysis, Deformation analysis, Dynamic analysis, Electric device, Body force method 
3．特色・研究成果・今後の展望 

半導体材料として用いられる Si, SiC, GaN などのウエハを、刃物を用いずに、目的の形状に加工する研
究を進めています。これらの半導体材料は硬く脆いという共通の特性があるため、切断や除去を伴う機
械加工には向いていません。一方で脆いという特性は、き裂の伝ぱ抵抗が小さいことを意味します。そ
こでき裂を制御進展させて分断加工を行う方法を検討しています。ここではレーザーや超音波、非接触
型熱源等の利用とともに、き裂を意図した経路で進展させる方法の確立がポイントになります。 
researchmap：https://researchmap.jp/s-aki 
研究室 HP：http://www.mech.nagasaki-u.ac.jp/lab/solid/index.html 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 

合力の条件を用いて高精度化した体積力法による三次元応力解析システム開発の目途が立ってきまし
た。このプログラムが完成すれば、有限要素法に比べて遥かに簡便に三次元き裂を含む弾性体の高精度
応力解析が可能になります。プログラム開発や、このプログラムで計算された数値結果の公表、ならび
にプログラム販売やメンテナンスを支援いただける企業を募っております。三次元き裂の簡便な解析手
法が確立すれば、電子回路が印刷されたウエハをき裂の制御進展により自由に加工するレーザー加工シ
ミュレーション等が実現できます。 
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氏名  中原 浩之 
Nakahara Hiroyuki 

役職  教授 
Professor 

専門分野  建築構造 
Building structure 

1．主な研究概要 
 
① 建築物の簡易耐震補強法の開発（Low-cost seismic retrofitting methods） 
地震防災には、耐震補強が有効です。下図は、鉄骨構造（左）と鉄筋コンクリート構造（右）の
耐震補強技術の使用例で、これらの設計法と施工法について研究を進めています。研究の結果、
安全性が認められ、すでに実用化されています。先端技術の社会実装を進めることにより、地域
防災にも貢献しています。 

      
図１ 新型金物による鋼構造の耐震補強   図２ CFT ブレースによる RC 構造の耐震補強 

 
② 軽量材料を用いた簡易施工構造物の開発（Development for easy set-up structures by light 
weight material） 
 当研究室では、EPS（発泡スチロール）をアーチ状に組み立
てた右図のような構造物を開発し、その構造性能について実験
的に調べています。この構造物は、軽量のため組み立てが簡単
なうえ、ある程度の断熱性能も有しています。農業用ハウス、
小規模倉庫、被災後の避難所などに応用できると考えています。 
 
③ コンクリート系材料を用いた浮桟橋の開発（Development for 
pontoon made by concrete and EPS） 
 上記の研究を進める過程で、EPS を内蔵した浮桟橋（pontoon）
の開発研究に着手しています。長崎県は、海岸線が長く、浮桟
橋の需要がたくさんあると考えられます。しかしながら、現在
の浮桟橋は、鋼構造のものが主体であるため、高価であること
と、錆の発生による耐久性に問題があります。当研究室では、 
EPS（発泡スチロール）を内蔵した、コンクリート系のポンツーンの開発に構想しています。金
属材料を用いないメンテナンスフリー構造で、かつ低価格の浮桟橋を開発し、海洋県・長崎の発
展に貢献したいと考えています。 
 
2．キーワード 
和文：建築構造、耐震設計、耐震補強、鉄筋コンクリート構造 
英文：Building structure Seismic design, Seismic retrofit, Reinforced concrete structure 

3．特色・研究成果・今後の展望 
 上記の①の鋼構造建物の耐震補強と、②は、福岡と長崎の企業との共同研究により実施中です。
当研究室は、企業との共同研究の実績が十分にあります。 
 
researchmap：https://researchmap.jp/handle0207108 
研究室 HP：準備中 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
上記の③コンクリート系材料を用いた浮桟橋の開発（Development for pontoon made by 

concrete and EPS）では、企業との協力で早期の社会実装を目指しています。共同研究可能な企
業の参加を希望します。 
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氏名  安武 敦子 
Yasutake Atsuko 

役職  教授 
Professor 

専門分野  建築計画、ハウジング 
Architectural Planning，Housing 

1．主な研究概要 
 建築学の建築計画をベースとしながら地域計画までを範囲としています。人口減少などの社会

問題に対して建築空間がどうあるべきか、統計や史資料の調査、フィールドワークを行いながら、

建物や都市の成り立ちを理解し、新たな居住像・地域像・都市像を提案します。調査対象は長崎

という地勢を活かして離島や斜面地の他、戸建て住宅や産業都市を対象に取り組んでいます。 
 また文化的景観をはじめとする歴史的な景観の継承についても研究を行っています。 
 これらの研究は建築学にとどまらないため、社会学や民俗学の研究者らと共同で行っているも

のも多くなっています。 
 

① 人口減少下における住宅地の更新や縮退プロセスのデザイン /  
SHRINKING MASTER PLAN IN DEPOPULATION CITY 

 日本全体で住戸数が世帯数を超え、人口減少のなか空き家問題や都市の縮小の問題はますます
大きくなっています。密度の低い都市環境の活用や都市を縮小するデザインを考えなくてはなり
ません。 
 研究室では人口減少の先進地として炭鉱都市を調査しています。九州では 1960 年代に多くの炭
鉱が閉山し、労働者の転出による人口減少が進みました。閉山後の施策と効果を検証しながら、
都市の再編のあり方を研究しています。この研究をベースとしながら、居住が不利な地域として、
離島や斜面地、また子世代が巣立つと高齢化や空き家の課題が生じる郊外戸建住宅地も対象にし
ています。 
 斜面地では実証実験として空き家をシェアハウス化し、学生の地域運営への参加の可能性を検
証しています。ほかにも斜面を活かしたアクティビティを仕掛けて、その反応を検証しながら新
しい居住像を模索しています。 
 
② 災害後の住環境 /  LIVING ENVIRONMENT AFTER DISASTER 
 昨今、災害が頻発しています。日本では災害後、自宅に住むことが困難になると仮設住宅が用
意されます。仮設住宅のなかでも建設型仮設住宅の住環境について居住者へのアンケートや行動
調査を行い、環境移行の負担軽減や交流の創出を目指して、課題の抽出や課題解決に向けた提案
を行っています。 
 
③ 負の遺産の保全 /  PRESERVATION OF THE NEGATIVE HERITAGES 
 戦災や自然災害の遺構を、市民の教材として、観光資源としてまちづくりの観点から評価する
ため、遺構が残された経緯や、現在の活用実態を調査し、課題を抽出しています。採算の取れる
観光資源にはなりにくいため、新たな評価手法を検討しています。 
 長崎市は最後の被爆地であることから戦災復興の足跡を追いながら、戦後復興で建設された魚
の町団地を検証して、戦後の日本における住まいの復興を考えをトレースし、現代での汎用性を
考察しています。 
 

2．キーワード 
和文：ハウジング、地域計画、災害復興 
英文：Housing, Regional Planning, Post-disaster Reconstruction 

3．特色・研究成果・今後の展望 
researchmap：https://researchmap.jp/yasutake8528521 
研究室 HP： http://www.st.nagasaki-u.ac.jp/laboratories/yasutake/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 将来的には空き家をポジティブに捉えた活用や運用、負の遺産の積極的な観光化などに取り組
みたいと思っています。 
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氏名  石橋 知也 
Ishibashi Tomoya 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  景観学 
Landscape Engineering 

1．主な研究概要 
① 都市形成に関わる歴史的な検討と政策提言 

Historical study on urban formation and Urban policy recommendations 
都市における政策の変遷や空間の変容を明らかにする

ことを通じて、今後の都市政策についての提言をおこなっ
ています。具体的には、自治体の総合計画や議会議事録、
都市を巡る種々の記事等の一次資料を対象に、分析や考察
を進めています（一例を右図に示す）。 
参考論文：1960 年代の福岡市政の変遷にみる都市戦略の
あり方に関する史的考察（https://doi.org/10.2208/jscejaie.70.
1）、1960 年代に実施された「西日本都市診断」の内容分
析およびその都市政策的影響（https://doi.org/10.2208/jsceji
pm.75.6_I_287）、長崎市総合計画（1970-2016 年）におけ
る斜面の捉え方の変遷（https://doi.org/10.2208/jscejipm.76.
5_I_495） 
② 景観形成に関わる地域密着型実践的研究 

Community-based practical research for landscape formation 
景観法施行後、全国各地域にて景観資源の保全・活用が推進されています。これを受け、重要

文化的景観の選定やより広域な景観の形成等に向けた地域密着型実践的研究をおこなっていま
す。 
③ 公共空間の質的向上を目指したデザイン・フィードバック・システムの構築 

Development of a design feedback system to improve the quality of public spaces 
公共空間の質を向上させるためには「つかい手」の要望に適切に応えることや反応を察知し柔

軟に空間を改変するなどの工夫が必要になります。一方「つくり手（主に計画者（行政）と設計
者（民間））」は標準的な計画や設計に関わる法律や指針を踏まえ空間をデザインするものの、多
様な「つかい手」の要望や反応を十分に考慮できる仕組みは整っていないのが現状です。本研究
では「つかい手」からの要望・反応等を実際の公共空間を対象に観察・収集し、それを「つくり
手」に還元する仕組み（DFS：デザイン・フィードバック・システム）の基本的方法を確立する
ことを目的としています。
将来的には、「つかい手」の
意見を収集し「つくり手」
に還元する一連の情報が蓄
積されることによって、そ
の情報を基に新規の公共空
間の設計がなされる循環が
期待されます。 
2．キーワード 
和文：都市形成史、文化的景観、広域景観、公共空間のデザイン 
英文：Urban History，Cultural Landscape，Wide-Area Landscape，Public Space Design 
3．特色・研究成果・今後の展望 
現在進行中のプロジェクトは以下のとおりです。 
・長崎県波佐見町における重要文化的景観の基礎調査（文化庁および波佐見町との連携） 
・長崎県環大村湾広域景観形成推進事業（長崎県および関連 5 市 5 町との連携） 
・他、自治体との景観検討業務を多数おこなっており、実践と研究の橋渡しをしています。 
researchmap：https://researchmap.jp/tomoya_ishibashi 
研究室 HP：https://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/~kankyo/ 
・日本都市計画学会九州支部ポスターセッションにて指導学生（大学院）が優秀賞を受賞「長崎
市における都市公園の利用実態と空間的特徴に関する考察」 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
・都市の将来像を描くことは自治体にとって不可欠な作業で、その際、歴史的な文脈に基づいて
議論することでより実効性のある政策に結び付くと考えます。上記研究①はその支援となります。 
・公共空間の質的向上は結果的にその都市や地域の価値を高めることにつながります。また、定
住促進や観光振興への波及効果も期待され、特に地方都市において効果が大きいと考えられます。
上記研究③の成果は各所の公共空間の質的向上に寄与します。 
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氏名  扇谷 保彦 
Ogiya Yasuhiko 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  機械工学 
Mechanical Engineering 

1．主な研究概要 
① プラスチック歯車の低騒音化（Noise reduction of plastic gears） 
プラスチック歯車は金属歯車に比べ、軽量、自己潤滑性など優れた特性を有しており、プリン

ターなど様々な機器で使用されています。プラスチック歯車は金属歯車より低騒音であるとされ
ていますが、居住空間での使用が多い上に、グリース潤滑、すなわち、非密閉状態で使用される
ことが多いため、更なる低騒音化が強く求められています。本研究では、プラスチック歯車の騒
音発生機構に基づいた有効な低騒音化手法について検討を進めています。 

② プラスチック歯車の動力伝達効率向上（Improvement of power transmission efficiency of plastic 
gears） 

使用機器の小型化、軽量化を実現するため、プラスチック歯車には負荷容量向上が強く求めら
れています。プラスチック歯車は一般的に射出成形で製造されることから量産されているプラス
チック歯車の材料のほとんどは熱可塑性樹脂です。その機械的強度は温度上昇に伴い急激に低下
するため、プラスチック歯車の使用においては歯面摩擦による発熱を極力抑制する必要がありま
す。本研究では、プラスチック歯車の動力伝達効率測定に基づき、歯面摩擦低減に有効な潤滑剤
特性について検討を進めています。 

③ 電動アシスト自転車の快適性向上（Improvement of riding comfort of electric assisted bicycles） 
電動アシスト自転車は手軽で環境にやさしい移動手段として需要が拡大しつつあります。斜面

地に住宅が密集しており、道路も狭い長崎市のような地域では特に有効な移動手段として今後ま
すます活用が図られると考えられます。本研究では、使用者の状態を検出し、適切なアシストを
実現する電動アシスト自転車の開発を目指して検討を進めています。 

2．キーワード 
和文：プラスチック歯車、騒音、負荷容量、電動アシスト自転車 
英文：Plastic gear,  Noise,  Load capacity,  Electric assisted bicycle 

3．特色・研究成果・今後の展望 
 上記の①については精密工学会成形プラスチック歯車研究専門委員会のプロジェクト研究テー
マとして実施しています。成形プラスチック歯車研究専門委員会では、プラスチック歯車の現状
について定期的にメーカーおよびユーザーに対しアンケート調査を実施しており、上記の①②に
ついてはアンケート調査結果に基づいて設定したテーマです。研究成果については研究専門委員
会主催の研究会等で随時報告しています。 
 上記の③については電動アシスト自転車メーカーの支援を受けながら使用者の疲労状態等をリ
アルタイムで検出する手法について検討中です。 

研究室 HP：http://www.eng.nagasaki-u.ac.jp/contents/02_01_course.html#kikai 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
上記の①②については、成形プラスチック歯車研究専門委員会の活動と連携し、研究成果を関

係企業に活用いただくべく、研究を進めていきます。 
上記の③については電動アシスト自転車の長崎モデルと言えるような自転車の実現を目指し、

検討を進めていきます。 

 
  
   
   
   
   
  

https://ejje.weblio.jp/content/of
https://ejje.weblio.jp/content/riding
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氏名  源城 かほり 
Genjo Kahori 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  建築環境工学 
Building Environmental Engineering 

1． 主な研究概要 
さまざまな居住空間における熱空気環境や人間の生理心理反応の測定を通じて、人間(高齢者や

乳幼児を含む)を取り巻く居住環境及び人間の生理・心理量を数値データで見える化し、快適性や
健康性、知的生産性の観点から評価し、持続可能な未来に向けた改善策を提案しています。 
① オフィスビルにおける熱的快適性の適応モデルと環境調整行動（Adaptive model of thermal 
comfort and occupant behaviors in office buildings）：図 1 参照 
② 空調使用時の教室や保育室における熱空気環境の実態把握（Field study on indoor climate in 
classrooms in schools and nursery schools when using air conditioning）：図 2 参照 
③ 住宅における熱空気環境と居住者の快適性・健康性に関する研究（Study on indoor climate in 
residential buildings and occupants’ comfort and health）：図 3 参照 
④ 室内植物のグリーンメンタルヘルスケア効果に関する研究（Study on green mental healthcare 
effect of indoor plants）：図 4 参照 
 
 
 
 
 
 
 

2．キーワード 
和文：居住者、快適性、健康性、知的生産性、室内環境、オフィス、学校、保育所、換気  
英文：Occupant, Comfort, Health, Productivity, Indoor climate, Office, School, Nursery school, Ventilation 
3．特色・研究成果・今後の展望 

住宅、非住宅（オフィスや学校、保育所等）の室内熱空気環境の実態を把握し、その快適性と
健康性について評価しています。2050 年のカーボンニュートラルの実現に向け、各部門で脱炭素
化が求められており、建築部門でもより一層のエネルギーの高効率化が重要となっています。新
型コロナウイルス等新たな感染症に対応した換気の確保に関するテーマにも取り組んでいます。 
researchmap：https://researchmap.jp/read0062297 
研究室 HP：http://www.st.nagasaki-u.ac.jp/ken/genjo/index.html 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 2030 年に 2013 年度比 46％温室効果ガス排出量削減という目標に向けて、建築分野の貢献が求
められています。地球環境問題の解決や少子高齢社会における生産性確保、新たな感染症の感染
拡大を見据えた新しい生活様式の追求等、生活者の視点に立ち、真に豊かで質の高い居住環境の
整備が求められています。住宅、オフィス、学校、各種施設など全ての建物において、既存建物
のリニューアルによる脱炭素化を一層推進していく必要があります。同時に、室内環境の見える
化による環境制御、適応モデルに基づく室温の最適制御など取り組むべきテーマは多いです。 
 
 

図 2 テーマ②の研究概要 図 4 テーマ④の研究概要 

図 1 テーマ①の研究概要 
図 3 テーマ③の研究概要 
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氏名  鈴木 誠二 
Suzuki Seiji  

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  環境水理学、河川工学 
Environmental Hydraulics 

1．主な研究概要 
① 「リアルタイム浸水域情報提供システム」の開発 
Development of the Real-time inundation area information provision system 
近年日本各地で河川氾濫や斜面崩壊など豪雨災害が激甚化し、河川氾濫や内水氾濫による浸水

被害および人的被害は後を絶ちません。災害時に水害から身を守るためには、的確に浸水発生場
所や現在地の危険度の把握が必要です。そこで、災害時に最も有用な避難行動支援ツールとなり
うる「リアルタイム浸水域情報提供システム」
の開発を行っています。開発しているシステム
は、水害時にリアルタイムの浸水情報の提供を
可能にするために、大きく 3 つのフェーズに分
けられます。第 1 のフェーズ は、水害時に多く
の住民が携帯電話による写真や動画を撮影して
いるデータを流域全体で効率よく収集する防災
アプリの開発し、位置・時間情報を有した大量
の浸水写真や動画をデータ収集することです。
第 2 フェーズ は、リアルタイムで収集される浸
水状況が記録された画像データから撮影時間・
位置データを取得し、画像解析技術を応用した
A I を用いて自動的に浸水深の推定を行います。推定された多数の浸水深データを基に、リアルタ
イムの浸水深マップおよび数分後の予測水深マップの作製を行うことです。第 3 フェーズ は、作
成されたリアルタイム浸水域情報と浸水域予想マップを登録された流域の住民へアプリを通じて
提供し、避難行動の判断や避難経路選択の支援に有効活用するものです。 

 
② 機械学習を用いた水圏環境管理技術の開発 
Development of hydrosphere environment management technology with machine Learning  
水域の環境は、物理的現象だけでなく生物化
学的な現象が複雑に絡み合い形成されます。
その複雑さが、水域の環境の予測を非常に困
難なものとします。そこで、近年急速に進化
を遂げている機械学習を用いて、水域の環境
予測を実施し水圏環境管理に利用しようとす
る試みです。UAV から取得された画像データ
を用いて、正確な水域の抽出や水域を考慮し
た標高データ(DEM)の作成手法の開発や、機械
学習を用いた赤潮の発生予測手法の開発を実
施しています。 

2．キーワード 
和文：災害、浸水、水質、機械学習、水圏環境 
英文：Disaster, inundation, water quality, machine learning, hydrosphere environment 

3．特色・研究成果・今後の展望 
水災害の激甚化や水圏の生態系の急激な変化が顕在化するなか、防災・減災を含めた水環境の

適切な管理と保全の重要性は益々高まり、低コストで簡易的に実施できる水圏管理技術の開発に
関する社会的要求はさらに増加すると考えられます。 

 
researchmap：https://researchmap.jp/read0150870 
研究室 HP：https://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/~suiken/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
「リアルタイム浸水域情報提供システム」の運用には、流域住民の理解や協力が必要不可欠であ
り、長崎県の中小河川の住民と協同体制を構築中です。興味がある方は是非とも声をかけていく
ださい。 

 

 
図 リアルタイム浸水域情報提供システムの概要 

   
図 水域を考慮した DEM   図 水域の抽出 
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氏名  瀬戸 心太 
Seto Shinta 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  電波水文学 
Radio hydrology 

1．主な研究概要 
 

① 人工衛星を利用した降水観測の水資源・水災害分野への応用（Application of spaceborne 
precipitation measurement to water resources and water-related disasters） 
 人工衛星に搭載した降水レーダやマイクロ波放射計による観測により世界の降水量を観測する
技術の開発に携わっています。宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、米国航空宇宙局(NASA)との共
同で、世界初となる衛星搭載降雨レーダ(PR)を 1997 年に運用開始しました(2015 年運用終了)。そ
の後継機として、二周波降水レーダ(DPR)が 2014 年より運用開始し、現在も運用を続けています。
PR および DPR から得られた降水の 3 次元情報に、AMSR2 や GMI などの複数のマイクロ波放射
計による高頻度の観測を組み合わせて、世界(緯度 60 度以上極域を除く)の降水量を緯度経度 0.1
度(約 10km)格子、1 時間ごとに推定する全球降水マップ(GSMaP)が開発され、地上からの降水観
測手段が不十分なアジア諸国などを中心に水資源や水災害分野など幅広く使われています。瀬戸
は、これまで約 20 年間にわたり、JAXA との共同研究を行い、降水レーダや GSMaP による降水
観測の改善を行っています。また、タイ王国の研究者との共同研究により、タイにおける GSMaP
データの活用を実践しています。これらの経験をもとに、世界の様々な地域での水資源・水災害
分野に衛星による降水観測を応用する研究を進めていきたいと思います。 
 
② 洪水浸水域の迅速な推定手法の開発(Rapid detection method of flood inundation area） 
 洪水による氾濫が 2020 年 7 月の豪雨（球磨川）、2019 年 10 月の台風第 19 号（信濃川）、2018
年 7 月の西日本豪雨（肱川、高梁川）など、各地で発生しています。浸水域を迅速に推定するこ
とは、救助活動や、復旧支援のために重要ですが、現在は航空写真や現地観測に基づいて行われ
ているため、迅速性の面で課題が残っています。人工衛星のマイクロ波放射計による観測から、
地面の水面積率と良い相関
を示す指標が得られること
が知られていましたが、解
像度が数キロ以上と粗いこ
とから、上記目的での実利
用には結びついていませ
ん。土地利用データや事前
に行った洪水氾濫シミュレ
ーションなどの結果から場
所ごとの浸水しやすさを求
めておき、それとマイクロ
波放射計による観測を組み
合わせることで、浸水域を
迅速かつ高解像度で推定す
る手法を開発しています。 
2．キーワード 
和文：リモートセンシング、レーダ、マイクロ波放射計、降水、洪水氾濫 
英文：remote sensing、radar、microwave radiometer、precipitation、flood inundation 
3．特色・研究成果・今後の展望 
現在実施中のプロジェクト 
①宇宙航空研究開発機構との共同研究 
「GPM/DPR 二周波観測を活かした自由度の高い雨滴粒径分布推定手法の開発」(2019-2021 年度) 
②科学研究費助成事業 基盤研究(B) 研究代表者 
「マイクロ波放射計による全球の洪水氾濫浸水域の迅速な推定手法の開発」(2021-2023 年度) 
③国際科学技術共同研究推進事業 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム 研究分担者 
「タイ国における統合的な気候変動適応戦略の共創推進に関する研究」(2016-2021 年度) 
researchmap：https://researchmap.jp/shintaseto 
研究室 HP：https://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/~kankyo/ 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 

グローバルな視点から、地域・海外における研究を幅広く進めていきたいと思います。 
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氏名  永井 弘人 
Nagai Hiroto 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  航空宇宙工学 
Aerospace Engineering 

1．主な研究概要 
 

① 人間・自然と調和する羽ばたき翼型小型ドローンの開発 
（Development of a human/nature-friendly flapping-wing micro air vehicle） 
鳥や昆虫などの生物は、翼を羽ばたかせて飛行することで、小型サイズでも優れた飛翔能力と

静音性を実現しています。その複雑な飛行方法を小型かつ軽量な機体で実現するために、流体・
構造・制御等の複合的な解析技術を用いて、羽ばたき翼型小型ドローンの設計開発を行っていま
す。生物のように柔軟な翼構造を持つ羽ばたき型ドローンは、従来の回転翼型ドローンとは異な
り、人間や生物との親和性に優れ、人間の生活や自然に溶け込ん
だ運用が期待できます。 
 

We have developed a bio-inspired flapping-wing micro air vehicle 
(FMAV), which is a tailless two-winged autonomous flying robot with 
the full span of 18 cm and the total weight of 20 g. We have succeeded 
in an autonomous hovering flight and vertical take-off/on in a wireless 
feedback control. The FMAV with flexible flapping wings is a 
human/nature-friendly drone, which provides safe and silent flight 
close to people. 
 
③ 回転翼を代替する人間親和型の振動翼機械システムの開発（Development of human-friendly 

oscillated-wing mechanical system as a substitute for a rotary-wing machine） 
 送風機や風車などの回転する翼は、巻き込み事故、高速で回る翼端との接触事故、騒音などの
問題があり、人間との相性が悪く、人間の近くでの使用することを難しくしています。一方、魚
や鳥など生物は、翼の振動を推進方法として利用しており、しなやかな翼を滑らかに振動させる
ことで、低速でも高効率な流体システムを提供すると共に、接触
に対する安全性や低騒音と言った特徴があり、振動翼は人間との
相性が良い機械システムと言えます。本研究では、振動翼を利用
したポンプ・送風機や風力発電システムについて研究を行ってい
ます。 
 

Rotary wings are inherently incompatible with humans because they 
have risks, such as an entangle accident, a contact with the high-speed 
wing tip, and noise. In contrast, fishes and birds use oscillating wings to 
thrust, which provides a highly efficient system for a fluid machine even 
at low flow speeds with high safety against contact and low noise. In 
this study, we are researching a pump, blower, and wind power 
generation system with oscillating wings. 
 
2．キーワード 
和文：空力弾性学、振動、非定常空気力学、複合領域最適化、生物規範工学 
英文：Aeroelasticity, Vibration, Unsteady Aerodynamics, Multi-disciplinary Optimization, 

Bioinspired Engineering 
3．特色・研究成果・今後の展望 

航空宇宙機のように構造の軽量化を追求すると、構造物まわり流れや熱との相互作用の影響を
無視できなくなります。当研究室では、構造と多分野との相互作用に関する研究と、その積極的
利用として、生物を規範とした柔軟軽量な機械構造システムの開発を目指しています。 
 
researchmap： https://researchmap.jp/nagai-hiroto 
研究室 HP:  http://www.st.nagasaki-u.ac.jp/laboratories/nagai/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
本研究室では、航空機・飛翔体などの軽量構造の設計解析や、生物のように柔軟な構造の積極

的な利用を目指した研究を行っています。そのために、構造力学・振動工学を基礎として、流体
力学・飛行力学・制御工学など、複数の分野を融合した設計解析技術を開発し、「ものづくり」に
応用していきます。 
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氏名  森山 雅雄 
Moriyama Masao 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  環境モニタリング 
Satellite remote sensing 

1．主な研究概要 
 
衛星からの地表面温度推定アルゴリズム開発 

    Land surface temperature estimation algorithm development. 
     
    人工衛星に搭載された熱赤外センサでの計測値から、地表面温度を推定するアルゴリズムを
開発しています。JAXA が運用する「しきさい」衛星、各国の静止気象衛星での観測値を基に、
植生地であれば 2[K]以下、全体で 2.5[K]以下の精度で地表面温度を推定することができます。 

 
 
 
 

2．キーワード 
和文：衛星からの地表面温度推定アルゴリズム 
英文：Land surface temperature estimation algorithm 

3．特色・研究成果・今後の展望 
researchmap：https://researchmap.jp/read0055708/ 
研究室 HP：https://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/~kankyo/ 
 
「しきさい」プロジェクトチームの一員として、アルゴリズムの精度向上を進めていく予定です。 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
「しきさい」プロジェクトチームの多くのメンバーによって、森林破壊、灌漑モニタリング、林
野火災予測などの応用に活用してもらっています。 

 
   
 

 
2019/09/01 ネバダ州レイルロードバレーの「しきさい」観測データ (左上: RGB, 右上: 雲フラグ，左下: 地表面
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氏名  山口 浩平 
Yamaguchi Kohei 

役職  准教授 
  Associate Professor 

専門分野  橋梁工学、維持管理工学 
Bridge Engineering, 

 Maintenance Engineering 
1．主な研究概要 

 
① 空港インフラの効率的な維持管理を目指した橋梁定期点検データの分析および機械学習の利

活用による地方自治体への展開 
Analysis of bridge periodic inspection data aimed at efficient maintenance of airport 
infrastructures and expansion to local governments by utilizing machine learning 

 
② 点群データと画像解析を用いた橋梁点検・診断補助システムの開発 

Development of bridge inspection and diagnostic assistance system using point cloud data and 
image analysis 

 
③ コンピュータ断層撮影法を用いたコン
クリート内部ひび割れの定量化 

Quantification of cracks inside concrete using computed tomography 
 

2．キーワード 
和文：社会基盤、橋梁、維持管理、点検・診断、自治体支援 
英文：Infrastructure, Bridges, Maintenance, Inspection and diagnosis, Municipal support 
3．特色・研究成果・今後の展望 
研究室 HP：https://nagasakibridgelab.wixsite.com/mysite 
 
社会のニーズに沿った、短期・中期・長期的な三本柱のテーマに取り組むことを心がけていま

す。研究対象は、社会インフラ全般の新設や更新や維持管理ですが主に橋梁です。また、研究室
単独、管理団体（自治体）、企業などと協働しています。 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 
研究成果を社会へ還元することに主眼を置いています。現在（2021.8）は、地方自治体、空港

管理団体、橋梁メーカー、電気メーカー、材料メーカーなどと共同研究を実施しています。共同
研究では、両者の得意分野を融合させることで成果を効率的に導ける体制を大切にしています。
研究内容は研究室 HP をご覧下さい。お問い合わせなどはメールで随時受け付けています。 

 
 

• 開港40年以上経過
• インフラ構造物の老朽化
• 未補修のインフラ構造物

効率的な維持管理が必要

機械学習

管球（X線源）

被写体

X線検出器
CTの原理

X線の減衰で透過像を取得

-1000 40000

空気 水 金属

CT(コンピュータ断層撮影法)
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氏名  佐々木 壮一 
Sasaki Soichi 

役職  助教 
Assistant Professor 

専門分野  流体工学 
Fluid Engineering 

1．主な研究概要 
① 低圧ファンの流れ場と空力騒音に関する研究 
(Study of Flow Regime and Aerodynamic Noise of a 
Low Pressure Fan） 

空力音響学における数学的アナロジーに基づく
広帯域騒音のモデル解析において、その空力音源
の主要な予測パラメータとなる圧力パワースペク
トル密度を機械学習によって抽出します。また、
低圧ファンから発生する広帯域騒音を機械学習に
よって低減させることが可能であるかについて、
実機の性能試験により明らかにします（図１）。 
 

② 小出力オーガニックランキンサイクルの社会
技術研究（Social Technology Study on  Small 
Output Organic Rankin Cycle） 
長崎大学発の技術シーズである小出力オーガニ

ックランキンサイクルの可能性試験に基づいて、
超分散型エネルギー社会を実現するシナリオを策
定します。小浜温泉地域における可能性試験では、
未利用温泉熱エネルギーの利用促進のために形作
られたこれまでの共創モデルから、スマートバイ
ナリー発電により地域のエネルギーを直接活用す
るモデルへの変容を、教育、産業、エネルギー、
地域づくりの計測指標に基づいて評価します（図
２）。 
 
③ 高性能水車の開発とその社会実装に向けた実
証試験（Development and Verification Test of High 
Performance Water Turbine for its Social 
Implementation） 

高性能な羽根車と深水波の制振機能を備えた浮
体からなる浮体式水車を創出します。水車性能に
関する水槽試験の結果に基づいて、この浮体式水
車の出力性能が従来の接地式水車よりも現実的な
運用において有利であることを明らかにします。
また、潮汐発電の実現可能性調査にも取り組んで
います（図３）。 
2．キーワード 
和文：送風機、空力騒音、有機ランキンサイクル、社会技術、下掛け水車、水槽試験 
英文：Fan, Aerodynamic Noise, Rankin Cycle, Social Technology, Water Turbine, Water Tunnel Test 
3．特色・研究成果・今後の展望 
(1) 「機械学習に基づく低圧ファンから発生する広帯域騒音の予測に関する研究」、日本学術振興

会、科学研究費助成事業、基盤研究(C)、2021-2024. 
(2) 「温泉地域における超分散型エネルギー社会を実現するためにシナリオ策定」、科学技術振興

機構、戦略的創造研究推進事業、SDGs の達成に向けた共創的研究開発プログラム、2020-2022. 
(3) 「革新的羽根車が搭載された深水波の制振機能を有する浮体式水車の開発」、科学技術振興機

構、研究成果展開事業、研究成果最適展開支援プログラム、2019-2020. 
researchmap：https://researchmap.jp/read0055706 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 

私の研究課題は、空力騒音の予測や再生可能エネルギーを回収するための機械システムの開発
など、流体力学や熱力学のエネルギー変換を基礎とするものです。試作機を実際に製作し、その
機械性能を評価しながら、自然科学との対話を試み、物理モデルを再構築する、実験的な研究方
法が採用されています。大学発ベンチャーやスタートアップの創出に関する活動にも関心があり、
これまでも受託研究・共同研究などの活動やそれらの出願前譲渡などを通して研究成果の社会実
装を実現しています。 
 

 
図 1 低圧ターボ機械の研究 

 
図 2 小出力 ORCの社会技術研究 

 
図 3 水車の回流水槽試験と実現可能性調
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氏名  田中 亘 
Tanaka Wataru 

役職  助教 
Assistant professor 

専門分野  河川工学、生態学 
River Engineering, Biology 

1．主な研究概要 
① 河川合流点における地形の成因と生物多様性の関係解明（Elucidation of the relationship 
between topographical origin and biodiversity at river confluence） 
河川の合流点における河床地形の形成要因を合流角度や支川流

量などから予測します。また合流点の生物多様性と河床地形の関
係を明らかにし、合流条件と生物多様性ポテンシャルの関係を解
明します。 
Predict the formation factors of the riverbed topography at the river 
junction such as merge angle and tributary flow rate. The relationship 
between the biodiversity, the riverbed topography, and the biodiversity 
potential will be elucidated. 
 
 
② 伝統的治水工法の治水的・生物的評価（Flood control and 
biological evaluation of traditional flood control methods） 
近代的な工学技術が伝播する以前に行われてきた伝統的な治水

工法は、想定を超える外力に対して粘り強く治水効果を発揮し、近年急増する激甚災害に対して
も効果を期待されています。これらの治水効果の評価と生物多様性への影響の解明を進めていま
す。 
he traditional flood control methods that were carried out before the spread of modern engineering 
technology persistently exerted flood control effects against external forces exceeding expectations, and 
are expected to be effective against severe disasters that have increased rapidly in recent years. We are 
evaluating these flood control effects and elucidating the impact on biodiversity. 
 
 
③ 三面コンクリート河川や岩盤床河川の小さな自然再生（Habitat regeneration of fixed river 
covered with concrete） 
長崎市に典型的な三面コンクリート河川や岩盤床の河川における小さな自然再生手法を開発し

ています。水理学的に河床への土砂の堆積をさせる水生の導入とともに、ヨシなどの植生による
土砂のトラップを利用して自然再生する技術を研究しています。 

2．キーワード 
和文：洪水撹乱、生物多様性、自然再生 
英文：flood disturbance, biodiversity, restoration 

3．特色・研究成果・今後の展望 
共同研究として、 
・三面コンクリート河川や岩盤床河川の小さな自然再生 
・氾濫原と海の物質循環の解明 
などに取り組んでいます． 
researchmap：https://researchmap.jp/susuma 
研究室 HP：http://www.cee.nagasaki-u.ac.jp/~suiken/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
水理解析、自然再生の計画、防災・環境教育などなんでもお声がけください． 
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氏名  陳 逸鴻 
CHAN IATHONG 

役職  助教 
Assistant Professor 

専門分野  建築構造 
Structural Engineering 

1．主な研究概要 
① NUMERICAL MODEL FOR 3D STEEL MOMENT FRAMES（立体骨組の数値解析モデル） 
 Most previous studies only considered the behavior of steel moment frames under unidirectional ground 
motions. Additionally, the numerical models of most previous studies considered the behavior of only 
beams and columns, and ignored the behavior of the panel zone of the beam–column connection. 
 Our research proposes a novel numerical model for studying steel moment frames under multi-directional 
loadings to consider the 3D elastoplastic behavior of beams and columns, as well as panels. The proposed 
numerical model was validated by analyzing cruciform subassemblies of beams, columns, and panels, and 
the analysis results were compared to the experimental results from previous studies. The results of the 
proposed numerical model corresponded well with the respective test results. 
② REQUIRED COLUMN OVERDESIGN FACTOR OF 3D STEEL MOMENT FRAMES 
（鋼構造立体骨組の必要柱梁耐力比） 
Steel moment frames are designed to ensure sufficient energy absorption capacity by achieving an entire 

beam-hinging collapse mechanism under severe earthquakes. Therefore, the column overdesign factor is 
stipulated in seismic design codes. Since square tube columns are often used for steel structure buildings in 
Japan, the two orthogonal planes of the structure are both designed as moment resisting frames. 
Considering the effect of bi-direction ground motions on the steel moment frames, the specified column 
overdesign factor is 1.5 or more in Japanese seismic design code. However, the required column 
overdesign factor of steel moment frames is obtained from analysis results conducted under unidirectional 
ground motions. 
 Our research describes the results of the earthquake response analysis of 3D steel moment frames, and 
presents seismic demand for the column overdesign factor, depending on input direction and amplitude of 
the ground motion and width-thickness ratio of columns, required to keep the damage below the limit of 
plastic deformation of square tube columns. 
③ SEISMIC STRUCTURAL REINFORCEMENT IN DEVELOPING COUNTRIES 
（発展途上国での耐震補強） 
 In Japan, retrofit method with steel brace frame for RC structure are always used. Retrofitting with steel 
braced frame a lot of studs and anchor bolts are required to fix the steel frame and transmit the tensile 
stress of diagonal brace to the existing RC frame. However, this method needs heavy equipment and it is 
difficult to use particularly in rural area, constricted area or remote island. 
 For seismic retrofitting in the areas mentioned above, we have been developed a new seismic retrofitting 
method by using CFST (concrete-filled steel tubular) diagonal brace which act only compression, and 
propose a new hybrid pre-cast member composed of steel tube, cement grout and wood (WGFST) to 
satisfy the requests from developing area. 
2．キーワード 
英文：3D steel moment frame; square hollow-section column; panel zone of beam–column connection; 

time-history response analysis; multi-directional ground motion; numerical model; multi-spring 
model; Composite members; Seismic retrofit; Brace member; CFST. 

和文：立体骨組、角形鋼管、接合部パネル、時刻歴応答解析、多方向入力地震動、数値解析モデ
ル、マルチスプリング、合成部材、耐震補強、耐震ブレース、充填鋼管 

3．特色・研究成果・今後の展望 
 We analyze the behavior of structures through loading experiments and numerical analysis to create better 
design methods and seismic resistance methods. We are also planning to develop construction method with 
good efficiency. 
researchmap：https://researchmap.jp/dlucifer6 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 For the future 100 years from now, I want to work together to create design and construction methods that 
I haven't seen yet. 
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氏名  本村 文孝 
Motomura Fumitaka 

役職  助教 
Assistant Professor 

専門分野  レーザ加工 
Laser Processing 

1． 主な研究概要 
① 超短パルスレーザによる透明材内部の改質層形成メカニズムの解明 

（Elucidation of modified layer formation mechanism inside transparent material using 
ultrashort pulse laser） 

超短パルスレーザ（パルス幅 10 ピコ秒以下）を用いたアブレーション現象はレーザと固体の
非線形吸収が支配的となり、レーザエネルギの吸収に伴う固体加熱に至る過程に光子の固体吸
収を取込む必要があります。本研究では透明固体内部に集光されたレーザエネルギの移流・拡
散現象と固体の相変化に至る過程を表す数値モデルの構築とシミュレータを開発します。 
固体内部に集光されたレーザ光による屈折率の変化（下左図） 

② パルスレーザによる Si 多層膜のレーザダイシングシミュレータの開発 
（Development of laser dicing simulator for Si based multilayer film using pulsed laser） 

 パルスレーザを Si 多層膜表面に移動照射することで、ミクロンオーダ幅＆深さの除去加工が
可能です。本研究は様々な組成（メタル、ガラス、樹脂）からなる多層膜を一括除去する際の
最適な加工条件を設定し、所望の加工精度＆効率を満足させることを目指します。解析では、
温度依存性を考慮した諸物性のデータベース構築は必須です。 
 温度依存性を考慮した熱物性＆光学物性を用いたときのアブレーション除去量（下右図） 
③ 分光法を用いた Si 多層膜の屈折率解析 

（Refractive index analysis of Si based multilayer film using spectroscopy） 
光透過層を有する多層膜の屈折率の波長プロファイルが定式化できると、ダイシング加工に

用いるレーザ波長の選定に有利です。多層膜に吸収されるレーザビームの波長プロファイルは
数値シミュレータにて計算されるレーザ強度の時空間プロファイル推定に応用できます。 
 
 

2． キーワード 
和文：レーザダイシング加工、Si 多層膜、数値シミュレータ、分光法 
英文：Laser dicing processing, Silicon based multilayer film, Numerical simulator, Spectroscopy 

3．特色・研究成果・今後の展望 
 CMOS センサーを代表とする半導体デバイス製造の後加工において、レーザアブレーション
現象を利用したダイシング加工は多層構造のモデルチェンジに応じて、最適な加工条件を選定
する必要があります。その場観測困難で、相変化を伴う複雑かつ高速なアブレーション現象を
解明できれば、さらに高精度な加工が実現できると考えます。 
 
researchmap：https://researchmap.jp/fmtk_motomura 
 
4． 社会実装への展望・企業へのメッセージ 

パワー半導体（SiC など）の単層構造物に限らず、CMOS センサーモジュールなどの個片化
加工において、レーザダイシング加工はキーテクノロジーです。レーザ加工原理に則した数値
シミュレーションを開発することは、加工結果の正しい理解および加工効率や加工精度の向上
に役立ちます。 
 
 
 

 

 

 

  
融点基準  沸点基準 
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氏名  近藤 智恵子 
Kondou Chieko 

役職  教授 
Professor 

専門分野  
伝熱、熱工学、冷凍空調工学 
Heat Transfer, Thermodynamics 

1． 主な研究概要 
① 地球温暖化係数の低い冷媒の物性測定および高性能ヒートポンプの開発 
    Property measurement and energy analysis for new low global warming potential refrigerants 
 
② 半導体冷却用 （高密度熱除去用）機能性沸騰冷却面の開発 
    A new fabrication technique of boiling surface in passive cooling devices removing denser heat flux 
from semiconductors 
 
エアコンや冷凍機として使用されるヒートポンプは大気中のエネルギーを利用するため、一次

エネルギー消費低減に役立てることが出来ます。しかし、ヒートポンプ内作動流体の温暖化係数

は二酸化炭素の 675～15000 倍も高いのです。地球温暖化は極端な気象現象や海面上昇をもたら

し、飲料水・食料・居住地の安定確保を阻害するため、地球規模で取り組まなければならない問

題です。本研究室では、温暖化係数が極めて小さい作動流体を探求するとともに、その熱輸送特

性などの測定をしています。またその知見を生かした高性能冷却デバイス開発などにも取り組ん

でいます。地球環境を保全しながらも豊かな社会を実現するべく、世界中の研究者と共に頑張っ

ています。 

2．キーワード 
和文：地球温暖化、冷媒、ヒートポンプ、熱交換器、冷却器 
英文：global warming, refrigerants, heat pump, heat exchangers, cooling 
3．特色・研究成果・今後の展望 

研究成果で得られたデータは以下の URL にも掲載しています。学生さんの頑張る姿もご覧くだ
さい。 
研究室 HP：https://nagasakiuniv-mech.org/ 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
関連する分野： 冷凍・空調機器（ヒートポンプ）、冷却技術、新冷媒、熱交換器・伝熱 

提供できる技術： 高圧流体の表面張力・三重点(凝固点）の高精度測定、 

冷凍サイクル設計、熱交換器設計、種々の熱伝達率測定、 

分子シミュレーション 

 

  

         

① 低 GWP 冷媒の表面張力測定（左図）

では米国 NIST の REFPROP のデータ

ベースに採用されるなど、世界中へ発

信されています。近年では測定が困難

な極低温域において子シミュレーショ

ン（左下図）で測定をアシストするこ

とを試みています。 

② アルミなどの金属面へ、レーザーで数～数十ミクロンの加工をすることに

より、種々の液体との濡れ性を変化させることが可能です。これを利用す

ることで、沸騰伝熱性能を飛躍的に向上させることができ、小型で高性能

な冷却器が設計可能です。（右上図） 
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氏名  坂口 大作 
Sakaguchi Daisaku 

役職  教授 
Professor 

専門分野  流体機械 
Turbomachinery 

1． 主な研究概要 
① 多目的最適化によるターボ機械の設計（Multi-objective Optimization of Turbomachinery） 

空気や水などの流体を輸送するにはターボ機械が重要な要素となります。また、風力や潮流な
どの再生可能エネルギーを利用する際にも、効率の良いターボ機械の設計が求められます。ター
ボ機械はコンピュータを用いた数値解析により設計することができますが、多くの設計変数を組
み合わせる必要があるため、最適な形状を見出すことが難しいという問題がありました。そこで
本課題では、遺伝的アルゴリズムによる形状探索システムに人工神経回路網を組み合わせ、効率
的に最適形状を自動探索できるシステムを構築しました。コンピュータが自動的に形状変更を行
いながら最適形状を探索する本システムは、高効率化や静音化、運転領域拡大など、多岐にわた
るターボ機械の設計に応用されています。高性能なターボ機械により、産業界における省エネル
ギー化に貢献します。 

    
図 1 多目的最適化設計システム          図 2 様々なターボ機械への応用 
 

② エナジーハーベストスマートブイの開発（Development of an Energy Harvesting Smart Buoy） 
 海洋資源の有効利用には、広い海域を長期間にわたって定点観測できるようなサンプリングシ
ステムが求められています。そこで本課題では、独立電源用潮流タービンを備えたスマートブイ
を開発しました。垂直軸タービンを流れ方向に傾けた回転損失の少ない傾斜タービンを最適化設
計し、カットイン流速が低く、高効率なタービンを開発しました。eHSB は、海水温度、潮流速
度、塩分濃度などの計測装置が組み込まれ、メッシュネットワークによる広域定点観測を可能と
します。今後、海洋資源の有効利用、沖合養殖でのリモート管理などに利用される予定です。 
 

   
 

図 3 潮流タービンを備えたエナジーハーベストスマートブイの開発と実証試験 
2．キーワード 
和文：ターボ機械、多目的最適化、潮流発電、スマートブイ 
英文：Turbomachinery, Multi-objective optimization, Tidal turbine, Smart buoy 
3．特色・研究成果・今後の展望 

ターボ機械の最適化設計に多くの実績があります。 
researchmap：https://researchmap.jp/dai_sakaguchi 
研究室 HP：http://www.mech.nagasaki-u.ac.jp/lab/ES/index.html 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
数値解析によるターボ機械の設計を効率的に行い、省エネルギー化、再生可能エネルギーの開

発に貢献します。また、最適化設計された潮流タービンを備えた eHSB は、これからの海洋開発
の基礎データを取得できるものと期待しています。 
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氏名  桃木 悟 
Momoki Satoru 

役職  教授 
Professor 

専門分野  熱工学 
Thermal Engineering 

1． 主な研究概要 
 
① 高温物体の冷却における伝熱面の濡れ開始のメカニズム(Mechanism of the wetting-start on 
the heat transfer surface during the transient cooling of high temperature object) 
  非常に高温の物体を水等の液体で冷却する場合には、発生した蒸気がその表面(伝熱面)を覆っ
てしまい伝熱性能(冷却性能)が著しく低下します。冷却が進みその物体の温度がある程度下がっ
たところで、今度は一気に伝熱面が濡れて気液が激しく乱れる通常の沸騰となって一気に冷却し
ます。その際の伝熱性能の予測や濡れ開始に到るまでのメカニズムの解明を目的としています。 
この現象を理解するためには、激しく変化している局所の温度の計測が重要ですが、それは容易
ではありません。そこで、気液の状態が激しく乱れる事を利用して、近年では価格が低下してき
た高速度カメラによる観察結果とそれによって得られる情報をコンピュータを用いて処理し、そ
の結果と伝熱現象に関する知見を合わせる事で、画像処理から伝熱情報を得る仕組みの開発を行
っています。 
 
② 熱物性推算プログラムの開発と利用法について(Development of program libraries for the 
thermophysical properties and its usage) 

水、空気、水素等の流体の温度、圧力、密度、エンタルピ、粘性係数、熱伝導率等の熱物性値
を計算するプログラムライブラリ PROPATH を基本としてその開発と利用法について検討してい
ます。様々な状況でそれぞれに応じた値を要求される各種物性値の予測についてデータベースの
利用と置き換えて、データの価値とそのアクセス方法の 2 つにフォーカスしています。 
 
 

  

2．キーワード 
和文：エネルギー、熱工学、伝熱工学、情報処理、加工技術 
英文：Energy, Thermal Engineering, Heat Transfer, ICT, Production 
 
3．特色・研究成果・今後の展望 

伝熱工学と加工技術を継ぐ、「今後の展望各種の加工における工具とクーラントの伝熱の研究
(Heat Transfer between tools and coolant in manufacturing process)」を開始しました。 
各種の特殊加工時における工具内部およびクーラント内部の局所の温度等の状態を踏まえて、よ
り一般性がある”加工時におけるツールの温度変化予測のための伝熱モデル”を構築します。 
 
researchmap：https://researchmap.jp/read0172749 
研究室 HP：http://www.mech.nagasaki-u.ac.jp/lab/momoki-hp/index.html 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 
熱工学、伝熱工学における情報技術の有効利用、それを背景に工作技術等で必要とされる熱工

学の技術にフォーカスして、”継ぐ”をキーとした研究に注力しています。 
 

 
 

 
 

PROPATH を WEB 上で利用する 

 
 

冷却曲線(温度変化の様子) 

 
 

膜沸騰現象 
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氏名  矢澤 孝哲 
Yazawa Takanori 

役職  教授 
Professor 

専門分野 精密量産加工・光応用計測 
Precision Machining & Optical 
Measurement 

1．主な研究概要 
① 生産における 3In1On 計測・検査に関する研究（ 3 In 1 On measurement for product ） 
 実際の生産において、計測・検査は必要であるが、生産にとっては無駄時間であるとの視点か
ら，加工・製造への影響を最小限に抑え、Output を最大化するための研究。3In1On は以下。 
 In-situ 計測      工場内および、加工現場での計測・検査 
 In-line 計測      製造ライン内での計測・検査 
 In-process 計測   製造中・加工中の計測・検査(加工と計測の場所的・時間的一体化) 
 On-machine 計測  工作機械上での計測・検査(加工と計測の場所的一体化) 
 これまでの研究では、戦略的基盤技術高度化支援事業 2 件採択、国際工作機械見本市
JIMTOF2018 展示、共同研究先での運用 2 件など、様々な研究成果を有します。 
 
 
 
 
 
 

図 1  Example of development 3 In 1 On measurement & inspection 
 
② 精密＆微細量産加工技術に関する研究（ Precision and micro mass production machining ） 
 精度のみを追求しがちな研究者と一線を画し、将来量産加工に対応することをアイデア段階か
ら念頭に置いて、加工現象と加工メカニズムを把握することで、能率の良い加工技術を開発する
ための研究。 
 
 
 
 
 

図 2  Example of Precision and micro mass production machining 
 
③ 大面積に対応した表面機能創製に関する研究（ Design and creation of surface function ） 
① ②の技術と連携し、大面積への微細凹凸加工とその計測・検査技術を用いて、微細凹凸に

よる表面機能を創製するための研究。 
 
 
 
 
 

図 3  Example of surface function design 
2．キーワード 
和文：生産高度化、生産技術、光応用計測 
英文：Sophistication of production, Production engineering, Optical measurement 

3．特色・研究成果・今後の展望 
特許 6905224 号、特許 5656243 号、特許 5656242 号、特許 5328025 号、特許 5602438 号など 
 
共同研究の可能性：IoT の高度化に必要な計測・検査技術の要望は、いつでもご相談ください。 

また、3D 形状の比較 ( CAD など理想との比較、形状間の比較 ) も行います。 
researchmap：https://researchmap.jp/t_yazawa 
研究室 HP： http://www.mech.nagasaki-u.ac.jp/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 
様々な現場における計測・検査のノウハウがありますので、お気軽にご連絡ください。 

 
 

Viewing angle  [degree]
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氏名  山口 朝彦 
Yamaguchi Tomohiko 

役職  教授 
Professor 

専門分野  熱工学 
Thermal Engineering 

1．主な研究概要 
① 気体の音速測定（Measurement of sound speed in gas） 

球形共鳴器を用いて、-20℃から 80℃まで、100 kPa から 1 MPa までの気体中の音速を高精度に
測定します。本測定装置では水
素の音速を数百 ppm の不確か
さで測定した実績があります。
水素は、分子は小さいために密
閉が難しく、音速が速いため高
精度の測定が難しい気体です。
より分子量の大きい気体であ
れば、より簡単に高精度のデー
タが得られます。音速のデータ
からは、熱物性の推算に必要と
なる理想気体状態の比熱を求
めることができます。 
② 汎用状態方程式の開発（Development of global equation of state） 
グループ寄与法による過剰ギブスエネルギー（活量係数）を利用した、様々な流体に対応可能

な汎用状態方程式の開発を行っています。これまでにグメーリング教授、ラーライ教授（オルデ
ンブルク大学）との共同研究で Volume and gE Translated Peng-Robinson (VTPR) 状態方程式を開発
し、グループ寄与法のパラメータを利用して混合物の熱物性を計算できることを示しました。現
在は、アンモニア＋水混合物やフロンと潤滑油の混合物のようなより複雑な混合物の熱物性推算
を行うために SAFT 型の状態方程式の応用に取り組んでいます。 
③ 密度差の大きい気液二相流の数値シミュレーション（Numerical simulation for liquid-gas 
two-phase flow with large density difference） 
格子ボルツマン法による気液二相流の数値シミュレーションを行っています。低レイノルズ数

の流れであれば密度比の大きい気液二相流の熱物質移
動をコンピュータでシミュレーションすることができ
ます。この計算手法の特徴として、複雑な境界への対応、
自由界面の自己形成、並列コンピュータへの可搬性など
があげられます。右の図は、流体の密度をランダムに配
置したあと、同密度の流体が集まり、液滴と壁面の濡れ
を形成する様子です。これまでに、ヒートパイプの多層
焼結ウィックを模擬した複雑流路内の流れや、壁面の濡
れ性を考慮した気泡挙動の数値解析を実施してきまし
た。現在は、植物道管内の水分輸送の数値シミュレーシ
ョンにチャレンジしています。 

2．キーワード 
和文：熱流体の数値シミュレーション、流体の熱物性（音速、気液平衡）、状態方程式 
英文：Numerical simulation of thermal fluids, Thermophysical properties of fluids, Equation of state 
3．特色・研究成果・今後の展望 

流体の熱物性について測定から状態方程式の開発までを一貫して実施しています。現在、液体
の音速測定装置の稼働に向けた準備を行っています。今後、需要が大きく伸びることが予想され
るアンモニアの熱物性についても佐賀大学海洋エネルギー研究センターで共同利用研究を進めて
います。熱流体の数値シミュレーションは、コンピュータの発展に伴い飛躍的に計算領域を拡大
しています。これまで計算が難しかった複雑流路内の気液二相流解析に着手しています。 
researchmap：https://researchmap.jp/yamagch 
研究室 HP：http://www2.mech.nagasaki-u.ac.jp 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 

熱物性の測定や予測式の開発は基礎研究の分野ですが、流体を利用する機器の開発には欠かせ
ない研究です。これまでに測定されていない流体の音速の測定、状態方程式のフィッティングな
どのご要望があればご相談ください。熱流体の数値シミュレーションは、自主開発のプログラム
によるものです。現在、OpenFOAM のようなフリー・ソフトウェアや、IoT を利用したデータド
リブン型の計算にも着手しているところです。 
 

図 1 音速を測定するための球形共鳴器 
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氏名  吉武 裕 
Yoshitake Yutaka 

役職  教授 
Professor 

専門分野  振動工学 
Vibration engineering 

1．主な研究概要 
① 機械・構造物の制振装置の開発（Development of vibration control devices for machines and 
structures） 

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 
ています。回転機械のバランスを自動で取ったり、制振と 
発電を同時に行う装置を開発しました。 
論文: 日本機械学会論文集,   
86 巻, 第 883 号 (2020-3)，DOI:10.1299/transjsme.19-00304.  
83 巻, 第 854 号 (2017-10)，DOI:10.1299/transjsme.17-00164. 
Ｃ編, 78 巻, 790 号(2012-8)，2073-2083 頁.  
Ｃ編, 72 巻, 723 号(2006-11 )，3467-3473 頁. など 
② 歯車系の振動解析（Vibration analysis of gear system） 
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します。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とても複雑な振動系です。思わぬ回転数で振動が
大きくなったりします。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
を得ています。 
論文: 日本機械学会論文集, 81 巻, 第 822 号 (2015-2)，DOI: 10.1299/transjsme.14-00416. 

日本機械学会論文集, Ｃ編, 79 巻, 808 号 (2013-12), 4818–4830 頁など 
③ モータの振動解析と制振（Vibration analysis of motor and its vibration control） 
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。モータでは、回転子の回転に伴い、空間に分布した電磁力が
回転するため制振が困難になっているが、動吸振器を用いる場合と用いない場合の制振理論を確
立している。 
論文: 日本機械学会論文集 
85 巻, 第 872 号 (2019-4)，DOI:10.1299/transjsme.18-00307. 
81 巻, 第 821 号 (2015-1)，DOI: 10.1299/transjsme.14-00386. 
80 巻, 第 818 号 (2014-10)，DOI: 10.1299/transjsme.2014dr0305.など 
④ 構造物の風と地震の相互作用、風と波による相互作用と動吸振器による制振
（Wind-earthquake interaction and wind-wave interaction of structures, and those vibration control 
by dynamic absorber） 
超高層ビルや洋上風力発電設備において予想される強制変位型外力と風による渦励振の相互作

用を明らかにしました。また、そのような振動を制振するための動吸振器の最適設計値も明らか
にしました。 
論文:日本機械学会論文集 
87 巻，第 894 号（2021-3），DOI: 10.1299/transjsme.20-00367. 
86 巻，第 889 号（2020-9），DOI: 10.1299/transjsme.20-00145. 
2．キーワード 
和文：振動、制振、防振、非線形振動、振動発電 
英文：vibration, vibration control, vibration isolation, nonlinear vibration, 

power generation by vibration 
3．特色・研究成果・今後の展望 
・理論と実験から振動現象を明らかにしています。 
・制振関係の特許も企業と共同で多数取得しました。 
・現在エネルギーハーベスティングの研究が盛んですが、制振と発電の研究は昔からやっていま
した。歩行発電は人類の夢です。歩行から得られる発電量は少ないですが、スマホなど各種ウ
ェアラブルマシンは今後益々省エネになっていくことを考えると、歩行発電は将来絶対必要な
技術です。様々な工夫を凝らし、どこまで可能なのか工学的に突き詰めようとしています。 

researchmap：https://researchmap.jp/422 
研究室 HP：http://www.st.nagasaki-u.ac.jp/ken/yoshitake/index.htm 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
・機械や構造物にとって振動は敵です。現在まで多くの企業と共同研究をしたり、相談を受けた
りしてきました。振動で困ったことがあれば、お気軽にご相談下さい。 

・振動関係ならばほとんどの分野に対応できますが、特に、非線形振動という難解で、予想外の
条件で発生する振動を専門としています。 

・特許化した技術を製品化していきたいと思っています。 
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分子シミュレーション 

氏名  奥村 哲也 
Okumura Tetsuya 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  トライボロジー 
Tribology 

1．主な研究概要 
 
“水”と“表面”をキーワードとして、それらに関連する技術開発と基礎研究を行っています。

固液、気液の界面とその近傍における現象を研究対象として、実験・解析・コンピュータシミュ

レーションを行っています。特に、シミュレーションは原子・分子の大きさであるナノメートル

オーダーからメートルオーダーまでの様々なスケールで、固体・液体・気体の挙動や現象のメカ

ニズム等を解明しています。 
 
① 海水淡水化・濃度差発電の高効率化（water desalination and osmotic power generation）  
浸透膜を用いた海水淡水化の高効率化および塩分濃度差発電の開発を目指しています。 
各種シミュレーションや実験を通して、 
次のような研究を行っています。 
・不純物、イオン挙動の解明 
・浸透膜の性能計測装置の開発 
・浸透膜の性能回復方法の開発 
・浸透膜モジュールの性能向上 

 
② トライボロジー（摩擦・摩耗・潤滑）（tribology: friction, wear, and lubrication）  

省エネルギー・省資源に貢献すべく、 
低摩擦・低摩耗の実現、新技術の開発を目指して、 
次のような研究を行っています。 
・海水による腐食摩耗 
・水滴の衝突による表面損傷 
・潤滑の摩擦力低減方法の開発 
・潤滑における水素の影響 
・ナノ潤滑のメカニズム解明 

 
③ 環境負荷低減（environmental load reduction）  

地球規模での喫緊の課題に対する改善方法の開発 
を目指して、次のような研究を行っています。 
・海中のマイクロプラスチック分離除去 
・次世代冷媒の物性予測 
・風力発電における損傷軽減法 

2．キーワード 
和文：水、海水、表面、界面、摩擦、摩耗、潤滑、浸透膜、腐食、気泡 
英文：water, sea water, surface, interface, friction, wear, lubrication, membrane, corrosion, air bubble 

3．特色・研究成果・今後の展望  
表面や界面を対象とした研究を行っています。創エネルギー（濃度差発電）や省エネルギー（摩

擦低減）、環境負荷低減（気泡による不純物の捕集、新規冷媒の開発）を目的とした技術開発や基
礎研究を行っています。ナノメートルサイズからメートルサイズまでの様々なスケールでのコン
ピュータシミュレーションと実験による検証を行っています。  
researchmap：https://researchmap.jp/okumurat 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ  
表面・界面を含む複雑な現象について、実験、解析、シミュレーションを行ってきました。 

特に、ナノメートルサイズからメートルサイズまでの様々なスケールでシミュレーションが可能
です。 

 
 

浸透実験装置 

腐食摩耗 潤滑膜厚測定 

MPS シミュレーション 新冷媒の分子解析 



氏名  小山 敦弘 
Koyama Atsuhiro 

役職  准教授 

Associate Professor 

専門分野  材料強度学、疲労 

Strength and Fracture of Materials, 

Fatigue 

1．主な研究概要
地球温暖化の防止のためには、機械構造物の軽量化・高効率化など実現しなければいけな

いことが多くあります。機械構造物を軽量化するためには、機械構造材料の強度特性を十分
に理解し、その材料を用いた構造物の安全性・長期信頼性を確保しなければいけません。私
の研究では、各種機械構造材料の強度特性、特に疲労強度特性の把握を目的に実験に基づい
た研究を行っています。 

① 各種機械構造用材料の疲労特性評価 ( Evaluation of fatigue characteristics of structural

materials )

 鉄鋼、アルミニウム合金など材料本来の疲労特性を調べるとともに、異種金属接合や溶接
などの接合を施した材料の疲労特性も調べています。さらに、室温大気中のデータだけでな
く、海水中の疲労強度特性の取得も行っています。疲労強度特性として、S-N 曲線（図 1）や
疲労き裂進展挙動などのデータを取得し、信頼性設計を行うための基礎データを提供してい
ます。 

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
( Development and application of laser and electron beam induced acoustic microscope )

 材料の疲労強度に大きな影響を及ぼす要因の一つに材料表面もしくは表面近傍内部の微小
欠陥があります。本研究では、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
行っています。（図 2 および 3は、電子線誘起超音波顕微システムを用いた観察画像の例） 

2．キーワード 

和文：疲労寿命、疲労き裂進展挙動、レーザー誘起超音波顕微鏡、電子線誘起超音波顕微鏡 

英文：Fatigue life, Fatigue crack growth behavior, SLAM, SEAM 

3．特色・研究成果・今後の展望 

引張試験や疲労試験を行い、精度良いデータの提供ができます。 

また、SLAMや SEAM では数 μm程度の微小欠陥の検出が可能です。今後、さらなる改良を加
えるとともに、ソフトウェアの改良も行うことで、解像度の向上を目指します。 

researchmap：https://researchmap.jp/read0068615 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 

各種構造材料の強度評価に対して精度の良いデータを提供します。また、SLAM や SEAMを 

用いることで、半導体、MEMS材料などの検査・品質保証などへ応用が可能だと思います。 

企業への一言 
試験材料や観察試料の提供を頂ければ、材料の特性評価を行い、その結果をお渡しいたします。 
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氏名 下本 陽一 
Shimomoto Yoichi 

役職 准教授 
Associate Professor 

専門分野 制御工学、機械学習 
Control Engineering, 
Machine learning 

1．主な研究概要

 制御理論とその応用に関する研究、特に制御対象の特性の不確かさを考慮した制御システム

の設計法に関する研究。

 口腔細胞診の診断における深層学習の利用に関する研究。

① 柔軟構造物の振動抑制制御 (Cotrol System Design for Vibration Suppression of flexible
structures)
② 磁気浮上システムの制御(Control Systemu Desing for Magnetic levitation system)
③ 口腔細胞診の診断における機械学習の利用(Research on Machine Learning in the Diagnosis of
Oral Cytology)

2．キーワード 
和文：制御工学 制御理論 数理科学 機械学習 画像診断
英文：Control Engineering, Control Thepry, Mathematical science, Machine learning, Diagnostic imaging 

3．特色・研究成果・今後の展望 
researchmap：https://researchmap.jp/read0072742 
研究室 HP：http://www.mech.nagasaki-u.ac.jp/index.html 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 

■ 様々なシステムに対して、理論的根拠のある制御システムの設計を行う設計法の研究を行
っています。

■ 口腔癌の細胞診だけでなく、機械学習を用いて様々な画像診断に利用できる手法を研究し
ています。

制御システムの設計では、制御対象の

特性を数学的に記述した「制御対象の数

学モデル」に基づいて設計が行われるの

が一般的ですが、実対象の特性と数学モ

デルが示す特性には予め予測の出来な

い違いが必ず伴います。そのような違い

を制御対象の特性の不確かさと捉え、制

御対象の特性の不確かさを考慮に入れ

た制御システム設計方に関する研究を

行っています。

口腔癌の治療では、口腔細胞が鍵となり

ます。しかし、それを行う病理医は不足状

態にあり、早期に習熟した病理医を増やす

ことは難しい状況です。そこで本研究で

は、画像診断や疾患診断の場面で活用され

るようになってきている機械学習を利用

し、口腔細胞診により口腔癌の Class 分類

を行う画像識別器を構築する研究を行っ

ています。
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氏名  高瀬 徹 
Takase Toru 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  材料強度学、疲労 
Strength of Materials, Fatigue 

1．主な研究概要 
① 構造用材料の疲労特性の評価（Evaluation of fatigue properties of structural materials） 

鉄鋼、アルミニウム合金（Al 合金）などの構造用材料について、実験を通してその疲労特
性を評価しています。例えば、図 1 に示す摩擦攪拌接合（FSW）
技術によって接合したアルミニウム合金板を購入し、疲労試験
を行っています。 

図 2 は Al 合金および FSW を行った Al 合金の試験片を用い 
て、一定振幅荷重下で疲労試験を行い、疲労き裂進展速度に及 
ぼす板厚の影響を検討した結果です。いずれの場合も板が厚く 
なると、疲労き裂が速く進展することが分かりますが、FSW を 
行った Al 合金板において、その傾向が著しいことが認められ 
ます。 

   図 3 は一定振幅荷重疲労試験の途中に過大荷重を 1 波あるい 
は 10 波負荷したときの疲労き裂進展速度について検討した結 
果です。いずれの場合も過大荷重を負荷すると、疲労き裂進展 
速度が著しく遅くなりますが、そ 
の後、元の進展速度に戻ることが 
分かります。しかし、FSW を行っ 
た Al 合金板においては、板厚の影 
響が顕著に認められます。 
図 4 は純アルミニウム板の試験 

片についてスリットと円孔を設け 
て疲労試験を行ったときの疲労き 
裂の進展経路の写真です。スリッ 
トの延長線上に円孔の中心がない 
場合、疲労き裂は途中まではスリ 
ットの延長線上を進展していきま 
すが、その後、円孔に向かって進 
展することが分かります。 

2．キーワード 
和文：疲労強度、疲労き裂進展、一定振幅荷重、変動振幅荷重 
英文：Fatigue strength，Fatigue crack propagation，Constant amplitude loading，Variable amplitude loading 

3．特色・研究成果・今後の展望 
   今後は疲労き裂進展挙動に影響を与えるき裂の開閉挙動、特に変動振幅荷重下の挙動を明ら 

かにする予定です。 
researchmap：https://researchmap.jp/read0172746 
研究室 HP：http://www.mech.nagasaki-u.ac.jp/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
  構造用材料の疲労特性を明らかにすることで安全安心な社会を実現することができます。 
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氏名  大坪 樹 
Otsubo Tatsuki 

役職  助教 
Assistant Professor 

専門分野  精密加工、計測 
Precision machining, measurement 

1．主な研究概要 
 

工作機械上における外乱の影響を受けない非接触三次元形状計測機の開発 
（3D shape measurement on machine tool） 

 環境振動や運動誤差の除去機能（光スキッド法）を付与した三角測量式レーザ変位計を開発し
ました。工作機械上において高速かつ高精度に非接触三次元計測が可能です。このセンサを用い
ることで、航空部品や金型などの三次元形状をマシニングセンタといった汎用工作機械上で計測
することが可能となります。「加工現場」と「検査室」を融合した機上計測システムを導入するこ
とで、「品質向上」と「コストダウン」を同時に実現します。 
 
 
 <特徴> 
・工場内の振動。運動誤差を除去が可能 
・非接触計測による高速測定が可能 
・広範囲（数ミリ）かる高精度（ミクロンレベル）測定 
・現場に応じた測定機の設計が可能 
 
 
 
 
                                図 開発したレーザ変位計 
 

2．キーワード 
和文：生産技術、三次元形状計測、機上計測、微細加工 
英文：Production engineering, 3D shape measurement, on-machine measurement, micromachining 

3．特色・研究成果・今後の展望 
researchmap：https://researchmap.jp/otsubo 
 
＜特色＞ 
生産現場に対応した精密生産技術（計測、加工）の開発・研究を行います。 
（現場計測、工程検査、機上計測、インプロセス計測） 
 
対象：金型、精密小型部品、工具、自動車部品、電子部品 
測定項目：三次元形状、表面粗さ、寸法、キズ 
 
＜成果＞ 
・汎用工作機械における三次元機上計測の研究（日本機械学会奨励賞） 
・企業と連携した外部資金獲得（数件） 
 
＜今後＞ 
・小径ドリルのインプロセス折損予知・検知に関する研究 
・表面粗さに影響を受けない計測技術の開発 
 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 
測定に関して、下記のようなご要望がございましたらご連絡ください。 
 
・もっと測定精度を良くしたい 
・高速測定を行いたい 
・加工機に対応したオーダーメイドの測定機を開発したい 
・購入した測定機が思ったほど精度がでない 
 
 測定誤差要因の検討などの基礎研究から設計試作まで対応致します。 
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氏名  北村 拓也 
Kitamura Takuya 

役職  助教 
Assistant Professor 

専門分野  流体力学 
Fluid Mechanics 

1． 主な研究概要 
主に、以下の項目について、基礎研究を行っています。 

① 混合促進を可能とする乱流格子の探索（Exploration of turbulence-generating grid to promote 
mixing ） 
深層学習や進化的アルゴリズムを利用して、混合促進を可能とする乱流格子の探索を行って
います。 
 

② 乱流の統計理論（Statistical theory of turbulence） 
  乱流の普遍法則の解明を数理的に試みています。 
 
③ 乱流の数理形態学（Mathematical morphology of turbulence） 

流体構造を数理形態学に基づいて定量的解析を試みています。 

2．キーワード 
和文：流体力学、乱流、最適化、数理形態学 
英文：Fluid Mechanics, Turbulence, Optimization, Mathematical morphology 

3. 特色・研究成果・今後の展望 
特色：理論、数値計算、実験の三手法により流体現象の基礎や応用について研究しています。 
研究成果：J. Fluid Mech., 923 (2021), A28 / Phys. Rev. Fluids, 6 (2021), 044608 など 
今後の展望：流体力学の基礎研究に携わるとともに、その社会実装を応用研究として努力する所
存です。 
現在進めているプロジェクト：科学研究費助成事業 若手研究(R1~) 代表 

/二国間交流事業 分担  
/スーパーコンピューター共同利用研究採択 

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

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
流体力学は理学・工学分野の広範囲にわたる学問分野です。流体力学の基礎を大事に、その社

会実装を目標にしています。具体的には、流体の持つ利点(混合・拡散等)を最大限活かした流体機
器の開発を対象にしています。 
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氏名  原田 晃 
Harada Akira 

役職  助教 
Assistant Professor 

専門分野  機械力学 
Dynamics of Machine 

1．主な研究概要 
非常に単純なものでも扱い方を工夫すると予想もしなかった動きを示すこともあります。その

逆に、非常に複雑なものでも見方を変えると非常に単純なものに見えることもあります。そうい
った、もの（system）に内在する特徴を明らかにする方法や、明らかになった特徴をどのように
して役立つものへとつなげていくのかについて研究しています。 
現在取り組んでいる主なテーマを以下に示します。 
 
①  連続体の非線形振動に対する低次元化モデル作成手法（A Method for Creating a 
Reduced-Order Model for Nonlinear Vibration of a Distributed Parameter System） 

線形モードと POM（Proper Orthogonal Mode）の組み合わせによって線形固有振動数近傍の弱非
線形振動に対する低次元化モデルを作成可能であることを示した（Dynamics and Design 
Conference 2020 にて発表）。 
 
② 波動伝播の観点からの制振・免震方法（Vibration control and seismic isolation methods from the 
viewpoint of wave propagation） 

ばね・質量系の運動方程式が波動方程式の中央差分近似式と同形であることを利用し、進行波
の反射が生じる端部を連続する一部と等価な力学状況となるよう制御力を作用させることによ
り、反射が生じず共振が起きなくなることを示した（日本機械学会論文集：連続体近似に基づく
遅延フィードバックを用いた集中定数系の振幅増大回避）。 
 
③ メタマテリアルの原理の応用による制振・免震方法（Application of metamaterial principles in 
vibration control and seismic isolation） 

電磁波の世界で注目されているメタマテリアルの原理（もともとの系に別の系を付加する又は
別の系で置換することにより、等価系において物性値が負の値を示す）が、固体振動の世界にお
いても適用可能であり、制振・免震目的で利用可能であることを示した（Dynamics and Design 
Conference 2021 等にて発表）。 

 
④  最適化手法を用いた直交異方性積層板のパラメータ同定（Parameter Identification of 
Orthotropic Anisotropic Laminates Using Optimization Techniques） 
評価関数を適切に設定することにより、理論的には、直交異方性積層板の繊維配向角及び材料

定数を同時に同定できることを示した（Dynamics and Design Conference 2021 等にて発表）。 

2．キーワード 
和文：機械力学、連続体、非線形振動、解析手法 
英文：Dynamics of Machine, Distributed Parameter System, Nonlinear Vibration, Analysis Method 

3．特色・研究成果・今後の展望 
「１．」の④以外は共同研究可能 
 
研究室 HP：http://www.st.nagasaki-u.ac.jp/laboratories/haradaakira/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
基礎という原点にしっかりと根を下ろし、かつ、工学という目的も忘れることなく、新たな知

見への到達につながるよう日々精進しております。 
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氏名  盛永 明啓 
Morinaga Akihiro 

役職  助教 
Assistant Professor 

専門分野  ロボット工学 
Robotics 

1．主な研究概要 
 
① 水中・水上無人機の開発 Development of ROV and ASV 

研究者が所属する山本研究室では、インフラ点検を目的とした水中・水上無人機の開発を行っ
ています。水中では、遠隔操作型無人潜水機（Remoted Operated Vehicle : ROV）を主として、小
型で運搬性が高く運動性能の高い水中ロボットを設計・製作しています。また、機体に搭載した
カメラ画像から撮影対象を自動でトラッキングすることで定点撮影を可能にするなど、潮流下で
の操縦をアシストする制御を研究しています。 
水上では共同研究の中で、用水路や水路トンネルの点検を目的とした KENBOT（図２）、環境

調査のための採水を自動で行う採水用自律船（図３）を開発しています。 

    図１ 水中ロボット             図２ KENBOT                図３ 採水用自律船 
 
 

② 飛行ドローンによる赤潮検知 Research on Red Tide Detection Using Flying Drones 
養殖漁業において多大な被害を及ぼす赤潮を早期に検知する

ために、空撮と採水が可能な飛行ドローンを開発しています。こ
れまでに、３地点での採水が可能な AKABOTⅡ（図４）を 
開発し、五島列島において実証実験を行ってきました。現在は、
赤潮の発生予測の一つの手掛かりであり採水地点選定に利用さ
れる海面色について、ドローンにより撮影した空撮画像から正確
に色を認識するための色校正に関する研究を行っています。 
 
 
③ 非線形システムの制御 Control of Nonlinear Systems 

横滑りしない車輪の転がりや宇宙ロボットにおいてみられる非ホロノミック拘束を受けるシス
テムや、システムの自由度よりもアクチュエータの数が少ない劣駆動システムなどの非線形シス
テムの制御手法について研究しています。現在は主に、機械学習による状態の予測と最適制御に
よる軌道生成を組み合わせた制御手法を開発しています。 

2．キーワード 
和文：インフラ点検用ロボット、水中ロボット、画像認識、非線形制御 
英文：Inspection Robot, Under Water Robot, Image Recognition, Nonlinear Control 

3．特色・研究成果・今後の展望 
山本研究室では、これまで沖縄海洋ロボットコンペティションや共同研究、補助事業の中で多

くの水中ロボットの開発を行ってきました。研究室学生とともに、設計・製作だけでなく様々な
場所で実験を行っており、研究室として多くの経験を有しています。 
 
researchmap：https://researchmap.jp/a_morinaga 
研究室 HP：http://robotics.mech.nagasaki-u.ac.jp/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
老朽化や災害によりインフラ構造物点検の需要が高まる中、点検の自動化や効率化、高精度化

を可能とするロボットが解決可能な課題が多くあります。飛行ドローンや ROV は近年現場への
導入が活発に進められていますが、船ドローンは比較的導入例が少ないです。インフラ点検や環
境調査などへのロボット導入の期待があれば、是非とも声をお掛けください。 
 
 

図４ AKABOTⅡ 
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氏名  劉 宇飛 
Liu Yufei 

役職  助教 
Assistant Professor 

専門分野  熱力学、伝熱工学、冷凍空調工学 
Thermodynamics, Heat transfer, Refrigeration 
and air conditioning engineering 

1．主な研究概要 
①  低 GWP 冷媒を用いた水平細管内の伝熱特性 Heat Transfer Characteristics of Low-GWP 
Refrigerants Inside Horizontal Tubes 
冷凍空調機器では、冷媒充填量の削減、熱交換器の小型化・高性能化が求められています。そ

のため、冷媒側は伝熱管の細径化が進められており、空気側の伝熱促進を図るとともに単位面積
当たりの伝熱促進の増大が重要となっています。これらの課題を解決するには、環境負荷の小さ
い新規冷媒に対する冷媒物性、伝熱管径、溝形状の影響などを詳細に検討する必要があります。
本研究では、低 GWP 冷媒の蒸発・凝縮熱伝達および圧力損失を実験的に検証し、次世代の熱交
換器設計に有用なデータベースを構築します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

冷凍サイクル      内面らせん溝付管 
 
②  CPU 冷却用高性能冷却システムの開発 Development of High-performance CPU Cooling 
System 

電子機器の急速な小型化・高性能化に伴い、半導体素子からの発熱密度が増加し続けており、
電子機器の温度上昇は深刻な問題となっています。熱制御に関しては、素子自体の耐熱温度の向
上が試みられる一方、限られた設置スペースで高い除熱性能を達成し、より高性能な冷却技術が
要求されています。本研究では自然循環式沸騰冷却ループの除熱性能向上を目的とし、短パルス
レーザ加工で製作された超親水伝熱面を用いた場合の除熱性能について実験的に検証します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二相式自然循環冷却システム   レーザ加工で制作した試験片   
2．キーワード 
和文：冷凍空調機器、熱交換器、相変化（沸騰、凝縮）、電子機器除熱、熱設計 
英文：Refrigerating and air conditioning equipment, Heat exchanger, Phase change (boiling, condensation), 

Heat dissipation, Thermal design 

3．特色・研究成果・今後の展望 
冷凍空調分野で熱交換器を中心とする要素機器の省エネルギー化・高性能化に関連する先端・

環境調和技術を研究課題としています。特に、蒸発・凝縮を伴う熱伝達および物質伝達に関する
現象を中心に、熱的設計に貢献することを目指しています。 
researchmap：https://researchmap.jp/lyf900411 
研究室 HP：https://nagasakiuniv-mech.org/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
冷凍サイクルの設計、ヒートシンクやプレートなど種々の熱交換器の評価、伝熱および圧力損

失特性の測定を承っております。 
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氏名  ローン・マリー 
Murray John Lawn 

役職  助教 
Assistant Professor 

専門分野  リハビリテーション工学、機
械・制御システム工学、医療工学、英語
教育、再生可能エネルギーシステム 
Rehabilitation engineering, machinery / 
control Systems engineering, medical 
engineering, English education, renewable 
energy systems 

1．主な研究概要 ① Increasing the efficiency of coastal debris cleanups. 
Recent research (2020) focused on the monitoring of marine debris washing up on the shores of Nagasaki – 
Tsushima in particular. This year the focus has shifted to assisting the coastal cleanup process. The 
importance of this is not only for aesthetic purposes but to reduce the production of microplastics. 海岸ゴ
ミ清掃の効率を高める研究を行っています。最近の研究（2020 年）は、長崎-対馬の海岸ゴミの監
視に特に力を入れました。今年（2021 年）は、海岸ゴミの清掃プロセス支援技術研究を行う予定で
す。この重要性は、美的目的だけでなく、マイクロプラスチックの発生源を減らすことにも繋がり
ます。 

Coastal debris autonomous monitoring base station 8x8 ATV amphibious concept mechanism 

Quadski based concept mechanism (at sea) Quadski based concept mechanism (on shore) 
② Development of an AI based system (otter.ai) to assist non-native speakers of English improve their 
spoken English. 英語を母語としない人が分かりやすい英語を話せるようになるための AI システ
ム（otter.ai）の開発 ③ Development of assistive mechanisms for rehabilitation. リハビリテーショ
ン支援メカニズムの開発 ④ Development of laparoscopic surgical instruments. 腹腔鏡下手術器
具の開発 
2．キーワード 英文：Coastal debris cleanup logistics, AI based voice recognition, stair-climbing 

mechanism, surgical instruments. 
3．特色・研究成果・今後の展望 researchmap：https://researchmap.jp/read0052677?lang=ja 

研究室 HP：http://murraylawn.org/MJLnewW/MJLweb.htm?pt=tc#5 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ ①Japan is renowned for process automation. This 
research and development could potentially assist the global reduction of microplastics, help to 
maintain beautiful, cleaner and healthier shores for all, from plankton lifeforms, fish, animals and 
people. 日本はプロセスの自動化技術で有名です。本研究開発は、マイクロプラスチックの世界的
な削減を支援し、プランクトン、魚、動物、そして人々他全ての生物にとってより美しくより綺麗
でより健康的な海岸を維持するのに役立つ可能性があります。②This system (otter.ai) can assist 
anyone with access to a computer or smartphone to speak English that is easy to understand “at no 
cost” このシステム(otter.ai)は、コンピューターやスマートフォンにアクセスできる人なら誰でも
無料で理解しやすい英語が話せるようになるための支援をします。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

電気・情報科学部門 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 
氏名  阿部 貴志 

Abe Takashi 
役職  教授 

Professor 
専門分野 
パワーエレクトロニクス、電気機器 
Power Electronics, Electric Machinery 

1．主な研究概要 
様々なエネルギーや環境問題の早期解決に向けて、電気エネルギーの変換と制御、有効利用に

着目し、パワーエレクトロニクス(PE)、電気機器、自動制御の学問分野を融合して、新しい原理

のモータ、高性能なモータドライブと制御などの PE システムとしての研究を進めています。現

在、自動車、船舶、家電などへの応用を目指した研究を実施中です。 
 
① 高性能ドライブシステムに関する研究 

（Development of high performance motor drive system） 
電気自動車や電池推進船、家電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。 
A development of the new structure and principle motor for the Electric Vehicles, the Electric Propulsion 

Boats or the Home Appliances. A research of optimization control and drive technology for application 
specific IPM motors and reluctance torque assisted motors. 

 
② 電力変換システムに関する研究（Development of power conversion system） 
インバータやマトリックスコンバータを用いたモータドライブシステムに対して、実験とシミ

ュレーションによる検討、用途指向型の制御技術を応用した新たな電力変換システムの開発。 
A development of environmentally friendly inverter and/or matrix 

converter system for motor drive system. The system generate variable 
voltage and variable frequency output and is realized using high 
performance switching technology. 
 
③ モデルベース開発に関する研究（Research of Model Base 
Development） 
ハイブリッド自動車や電気自動車、電池推進船などの環境対応

移動体システムにおいて、設計の段階から、燃費、CO2排出量、
制御性能を考慮可能な、モデルベース開発システムの研究。 

The goal of this research is a proposal of a standard model for system 
simulations in order to realize the CO2 reduction and efficiency 
improvement of the energy consumption on the development stage ffor 
the Electric Vehicles, the Electric Propulsion Boats or the Home 
Appliances. 
 

2．キーワード 
和文：高性能モータトライブ、新型モータ開発、モデルベース開発 
英文：High performance drive, Novel motor development, Model based development 

3．特色・研究成果・今後の展望 
電気自動車や電池推進船等の環境対応電気駆動システム、バッテリ駆動される家電製品など、

それぞれの運転特性や使用環境にて、高効率・高トルク・高制御性能を実現する、新しい構造と
原理を持つモータ、ドライブシステムを開発しています。 
researchmap：https://researchmap.jp/abet_map 
研究室 HP：http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/labs/pec/abe-lab/index.html 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 電動機、発電機の設計、制御手法や駆動システム開発など、用途に特化したシステムとしての
共同開発が可能です。また、これらに対しての原理から応用までの出張講義などもいたします。 
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氏名  榎波 康文 
Enami Yasufumi 

役職  教授 
Professor 

専門分野  光科学、光工学 
Optical Sciences & Engineering 

1． 主な研究概要 
超高速光伝送デバイス及びバイオ光センサによる遠隔ウィルス検知 
Ultra-high speed optical transmission devices and biophotonic sensor to detect pandemic virus 
グーグルやアマゾンなど先進 IT 関連企業は独自のデータセンタを保有しており、そのデータ伝

送速度向上や消費電力低減を課題としています。そのためには既存の電気信号だけの通信方式で
は不十分で光通信技術の発展を必要としています。私は超高速光伝送に必要な光変調器デバイス
にプラスチック材料を用いて実現しさらなる超高速化、低消費電力化を目指しています。これ以
外の研究としてデバイスを研究開発しこれを光ファイバと組合わせ病院、入国管理、クルーズ船
内部のウィルス検知を遠隔、分散、広範囲に行うことができます。 

IT companies such as Google and Amazon have their own data centers, which need high speed data 
transmission and low consumption energy. This can be realized using the optical transmission based on 
ultra-high speed optical modulator. I demonstrated the optical modulators based on electro-optic polymer 
with high speed and low power consumption. Moreover, I have studied the optical waveguide devices to 
detect virus, which will demonstrate optical sensor network remotely in the 
hospital, immigration office, and cruise ship with assist of the optical fiber. 
 
・2007 年最も低駆動電圧である 0.65V のポリマ光変調器を実証し筆頭
著者として Nature Photonics に発表し、Nature の表紙イラストを飾り
ました。 
・2020 年長崎大学着任前まで Lightwave Logic 社において Director と
して勤務し超高速ポリマ光変調器の実用化研究開発を経験しています。2020 年まで 10 年間株価
は約 1 ドルでしたが現在 10 ドル以上にあがりました。本研究は実験室にとどまらず、実用化を目
指した研究テーマです。 
 
 
 

2．キーワード 
和文：超高速ポリマ・ガラス光変調器、ウィルス検出、バイオ光センサ 
英文：Ultra-fast polymer/glass optical modulators, Biophotonic sensors 
3. 特色・研究成果・今後の展望 
データセンタにおける光通信に使用されてきた光トランシーバ（レーザ、光変調器、光検出器）市場は

2020 年 2 兆 3,000 億円であり 2025 年には約 3 兆円に達することが見込まれています。今後集積型光ト
ランシーバ製造はインテルや車載光通信等を行う端末デバイス製造企業が独自に行う事になることが予
測されます。国内で有機光変調器を実用化する企業は存在しません。プロトタイプデバイス実証に
より企業の有機デバイスへの移行を促すとともに代表者は先端的な研究開発を継続します。さら
に他の事業で共同研究により企業における材料開発を促進します。 
researchmap：https://researchmap.jp/enami 
研究室 HP：http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/labs/frontier/index.html 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
・日本国内には未だ超高速光変調器の実用化例がありません。現在これらは米国企業に先行され
ており、国内での実用化を目指しています。社会の要請により有機超高速光デバイス実用化する
時がきたと考えます。 
・コロナウィルスの危険性が多くの人に知られウィルスが付着した場所を特定することが重要と
なります。本研究開発は抗体を光デバイスに混入しそれを光ファイバと結合してウィルスの場所
を遠隔で検知します。 

超高速ポリマ光変調器による 
データセンタ高速化、低消費電力化 光デバイスによる遠隔、広範囲、その場ウィルス検知 
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氏名  田中 俊幸 
Tanaka Toshiyuki 

役職  教授 
Professor 

専門分野  電磁波工学 
Electromagnetic wave engineering 

1． 主な研究概要 
電磁波は非金属の物体にも浸透します。そのため物体を通過したあるいは反射した電磁波の振

幅、位相および形状には、物体の内部情報が含まれています。このことを利用すれば物体の形状

あるいは内部情報を非破壊で検査することが可能です。この技術は様々な産業分野において利用

が期待されています。現在までの主な研究テーマは、鉄筋コンクリート中の詳細な鉄筋探査、道

路の水平ひび割れ診断、フレッシュコンクリート診断、土壌の水分検出、地下埋設物の簡易推定

法の開発、電磁波による乳がん診断装置の開発、腹腔鏡手術のための脂肪中の欠陥検出、海水の

塩分濃度の計測などです。現在進行中のテーマも多く含まれています。 
① 水平ひび割れ検出装置の開発(Horizontal crack detection)： 

高速道路や橋梁の多くは厚さ 25cm の鉄筋コンクリートによって作 
られており、その表面には厚さ 10 ㎝のアスファルトが舗装されて 
います。通常のコンクリートレーダーでは水平ひび割れの検出は不可 
能です。本研究では、非破壊でアスファルトの表面からコンクリ 
ート中の水平ひび割れを検出することに成功しており(右図)、現在、 
リアルタイムでの検出を目指しています。 

② マイクロ波マンモグラフィ(Microwave mammography)： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 海水の塩分濃度測定(Measurement of salinity in seawater)： 
 
 
 
 

 
 

 
 
2．キーワード 
和文：非破壊検査、非侵襲診断、成分推定、位置検出 
英文：Non destructed test, Non-invasive diagnostic equipment, Component estimation, Position detection 
3. 特色・研究成果・今後の展望 

非破壊検査装置開発のための基礎データの収集、探査に最適な周波数の議論、探査法のシミュ
レーション、アンテナの作成、ネットワークアナライザによる基礎的な実験データの収集、生体
等価ファントムの作成、3D プリンターによる簡易的な探査機の製作など、初期診断に必要なこと
を何でも行っています。 
researchmap：https://reserchmap.jp/read102593 
研究室 HP：http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/lab/emlab/study/staff/tanaka/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 電磁波による非破壊検査の可能性は無限です。現在お困りのことがあれば、何でもご相談くだ
さい。まったく新しい問題へのチャレンジでも歓迎します。 
 

生体等価ファントム 

ビバルディアンテナ 

探査結果 

X 線被曝がない電磁波を利用した乳がん検診装置の開発を目指

しています。マイクロ波帯の比誘電率は乳がん組織は 55 程度、脂

肪は 5 程度、乳腺は 45 程度であるため、がんの表面で電磁波が反

射するための、がん組織を検出できるのではないかと考えられ、

世界中で研究が行われています。我々は世界で最初に時間領域の

FBTS 法を開発し、理論的に乳がん検診ができることを示しまし

た。現在は日本大学や関西大学と共同し、診断装置の開発を行っ

ています。また、診断装置の評価に必要な生体等価ファントムも

作成しています。右図は作成した脂肪、がん、皮膚からなる生体

等価ファントムです。これにビバルディアンテナを利用して電磁

波パルスをファントムに照射し、信号処理によって、がんを検出

している図を示しています。 

海水の塩分濃度の管理は養殖をはじめとする海洋産業に重要で

す。しかし、海水を採取して塩分濃度を診断する方法では、正確

な値を知ることができますが、時間と手間がかかります。そこで

電磁波伝搬を利用して塩分濃度を調べることを提案します。海水

は損失媒質であり、電磁波はすぐに減衰しますが、短距離なら伝

搬可能です。塩分濃度と減衰の関係を現在調査中です。 
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氏名  中野 正基 
Nakano Masaki 

役職  教授 
Professor 

専門分野  磁性材料とその応用 
Magnetic materials and their applications 

1． 主な研究概要 
本研究者は、「小型の永久磁石」を「成膜法を利用したボトムアップ手法」で開発する研究を進
めています。その研究の動機として、(1)既存にない新しいデバイス開発への貢献、(2)既存デバイ
スに内蔵される磁石の小型・高性能化への貢献、等が挙げられます。(1)として、例えば、Si 基板
上に希土類系厚膜磁石を作製し、着磁手法を工夫する事により、厚膜磁石の MEMS（Micro Electro 
Mechanical Systems）における新しい利用法の提案、(2)として、市販の小形ステッピングモータに
搭載される肉厚 350 μｍの Nd-Fe-B 系ボンド磁石を代替する小型磁石の開発が挙げられます。 
 
The researcher is proceeding with research to develop a "small permanent magnet" prepared by a 
"bottom-up method using a film formation method". The motivation for the research includes (1) 
contribution to the development of new devices, and (2) contribution to the miniaturization and higher 
performance of magnets into existing devices. In (1), for example, by manufacturing a rare earth-based 
thick-film magnet on a Si substrate and devising a magnetizing method, we propose a new usage of the 
thick-film magnet in MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), In (2), for example the development of 
a small magnet that replaces the 350 μm-thick Nd-Fe-B-based bond magnet mounted on a commercially 
available small stepping motor. 
 

 
・2000 年初頭、成膜速度 40 μm/h の「高速成膜 PLD(Pulsed Laser Deposition)法」を確立し、（特許
第 4984070 号）、「Nd-Fe-B 系厚膜磁石」を作製すると共に、その試料を搭載した「0.8 mm 厚の世
界最小 DC ブラシレスモータ」を開発しました。（2002 年 10 月 25 日；日刊工業新聞第一面）。更
に、「成膜速度の増加（最大 90 μm /h）」・「異方性厚膜磁石の開発」・「微細粒等方性厚膜磁石の開
発」といった「厚膜磁石の製造方法とその性能」を発展させ、企業・大学のデバイス開発研究者
の協力の下、下記に示す様々な小型デバイスへの応用を実現してきました。 
 

2．キーワード 
和文：厚膜磁石、PLD(Pulsed Laser Deposition)、超小型デバイス、MEMS 
英文：thick film magnets，PLD(Pulsed Laser Deposition)，ultra-small devices，MEMS 
3．特色・研究成果・今後の展望 
「永久磁石材料」は、外部からエネルギーを与えずとも、自ら磁界を発生し続けるため、環境・
エネルギー問題の解決に貢献する「電気電子材料」である。しかし、ある程度の体積を持った領
域に磁界を発生するためには、磁石にもある程度の体積が必要とされ、小型化に制限が生じる。
申請者は、独自の「高速・成膜技術（高速PLD法）」を用い、金属やSi基板上に数 100µm厚の「Nd-Fe-B
系厚膜磁石」を小型磁石として提案し、その厚膜化の利点を活かして磁界を発生させることで、
今後ますますの需要が見込まれる「超小型・デバイス開発」の進展に貢献している。 
researchmap：https://researchmap.jp/read0185023 
研究室 HP：http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/labs/magnet/index.html 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 

従来より、永久磁石材料の生産は、その磁石化合物が日本人の研究者によりほとんど発見され
た経緯より、日本企業がほぼ独占状態でありました。そういう状況下、ここ 10 年程度、電気自動
車や風力発電のモータに利用される永久磁石の需要が爆発的に増加し、永久磁石材料に使用され
る「希土類元素の元素戦略的」な観点も含め、中国企業の台頭が目覚ましく、永久磁石材料開発
における日本企業の地位が危ぶまれています。本研究者は、日本より新たな磁石材料開発の発信
として、新規な小型デバイスの開発とセットにした磁石材料の発信したいと考えています。 
 

 

     

世界最薄 DC モータ 
（厚み:0.8 mm） 
（ 

 

医療用液中泳動マシン 

（ドラッグデリバリー） 
摩擦駆動型モータ 

（教育器材） 

世界最小径ステッピング 
モータ（2.9 mm 径） 
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氏名  石塚 洋一 
Ishizuka Yoichi 

役職  教授 
 Professor 

専門分野  電子回路工学 
    Electronic Circuits/ IoT /AI 

1．主な研究概要 
① パワーエレクトロニクスへの AI 技術導入に関する研究 
  Artificial Intelligence Technique Use for Power Electronics 
 データドリブンのパワーエレクトロニクス設計支援技術開

発に取り組んでいます。2020 年度 JST A-STEP トライアウト

に課題名「ダブルパルス試験法とディープラーニング画像解

析を統合したパワーエレクトロニクス用磁気部品向け実動作

環境下ビヘイビアモデリングシステム開発」として採択され

研究を遂行しております。 
 
② 集積化電力変換回路に関する研究 
  Power Supply on Chip 
 CPU や GPU などのプロセッサの性能向上は、いかなる動作状態においても安定した駆動電圧

の供給が不可欠です。そこで世界的には PwerSOC とよばれる CPU との一体化を考慮した集積化

電力変換回路によりプロセッサの直近にて電力の安定化実現を目指した研究が進められていま

す。本研究室では、当該研究分野の中においても独自アイディアである MHz 駆動のディジタル

制御回路や高密度実装技術を活用した研究です。 
 
③ バッテリを有した双方向電力変換システムに関する研究 
  Bidirectional Power Supply Systems for Small Grid 
 限られた条件下で発電される再生可能エネルギーの有効活用に向けた高電力効率双方向電力変

換回路についてさらなる変換損失の低減や汎用化に関して研究を遂行しております。 
 
④ IoT / AI およびセンサーネットワーク技術の利活用による社会問題

解決に関する研究 
  Solution Techniques for Society and Environmental Problem with IoT /           
AI 
 本研究は、主に IoT / AI 技術を活用した屋外遠隔モニタリングシステ

ムの構築を行ってきた研究です。当初は、杉本知史准教授らと共に斜面

災害予防保全に向けてのシステム構築を行ってきたが、現在は熊本城の

被災石垣石の安定性評価や長崎県農林試験場との共同研究により露地

栽培の高度技術化へと展開を行っています。市内の人材派遣企業 司コ

ーポレーションとも「AI / IoT 技術を用いた道路工事現場における交通

誘導の自動化」に関する共同研究を行っており、2020 年度は長崎県産

業振興財団「ナガサキ地域未来投資促進ファンド事業による助成事業」

を受け、終了後も継続して研究を遂行しております。このように他分野

他機関との共に社会問題解決に取り組んでおります。 

2．キーワード 
和文：電子回路、集積回路、IoT、AI、電源回路 
英文：Electronic Circuits, Integrated Circuits, IoT, AI, Switching Mode Power Supply 
 
3．特色・研究成果・今後の展望 
researchmap：https://researchmap.jp/read0055707 
研究室 HP：http://pemsic.eee.nagasaki-u.ac.jp 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
世界的な問題から地域的な問題まで電子回路や IoT / AI技術を駆使して解決に向けて取り組んで
参ります。 
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氏名  浜崎 真一 
Hamasaki Shin-ichi 

役職  准教授 
Associate professor 

専門分野  パワーエレクトロニクス、制御工学 
Power electronics, Control engineering 

1．主な研究概要 
 主な研究テーマとして、パワーエレクトロニクスの電力変換器の新しい回路や制御方式、およ

びその応用について研究を行っています。 
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（Research on novel 

power converter system based on modular multi-level converter） 
 モジュラーマルチレベルコンバータ(MMC)はインバータをモジュールとして多段化した回路
接続で、高電圧かつマルチレベル出力による電圧波形の低歪み化が可能な次世代の電力変換シス
テムとして期待され研究・開発が行われています。本研究では、この MMC をベースにした新し
い電力変換システムの回路と制御、およびその応用について研究を行っています。応用例として、
電力系統の送電を管理するための AC-AC 変換を行う六角形 MMC(H-MMC)によるパワーフロー
コントローラ、DC-AC 変換を行うメガソーラ向けのパワーコンディショナや蓄電装置を組み込ん
で電力を管理することができる蓄電装置一体型の MMC などを提案しています。 

S
R

T

電源（三相）

V
U

W
H-MMC

系統連系
インバータ

負荷

振幅・周波数変動，
電圧歪み等の発生

下位系統（需要家、分散
型電源などが接続）

上位・下位相互の
影響を与えないように動作

（電力品質の保持）
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  H-MMC によるパワーフローコントローラ          マルチレベルによる低歪み電圧波形 

② 電気自動車用急速充電システムの新しい回路方式と制御（Research on novel circuit and its 
control for quick charger system of electric vehicle） 

 電気自動車用の急速充電器は充電時間の短縮化、 
充電システムインフラの普及のため、高効率化・ 
小型化に向けた研究・開発が行われています。 
本研究では、急速充電システムの高効率化・小 

型化が期待できるシステムとして、①の MMC を 
応用した新しい回路方式とその制御方式の研究を 
行っています。提案するシステムは 6.6kV の高電 
圧からトランスを介して直接電力供給する方式で、 
高電圧化による大電力の取り扱いにより複数の充 
電スタンドを一括したシステムで管理運用することができ、高効率化・小型化が期待できます。 

③ 電力補償装置のディジタル制御による高性能化の研究（Research on improving performance f 
or power compensation system applying digital control） 

 電力系統は分散型電源、蓄電装置などの分散設置により複雑化しており、適正な電力管理のた
め、無効電力補償装置、パワーフローコントローラ、アクティブフィルタなどの様々な電力補償
装置が研究・開発されています。本研究では、複雑な電力ネットワークの変動に対応するために
これら電力補償装置の制御に、ディジタル制御に基づく制御を適用し応答性の高速化とそれによ
る電力系統の安定化を図る新しい制御方式を提案しています。 

2．キーワード 
和文：電力変換システム、マルチレベルコンバータ、パワーコンディショナ、急速充電器 
英文：Power conversion system, Multi-level converter, Power conditioning system, Quick charger 
3．特色・研究成果・今後の展望 
 モジュラーマルチレベルコンバータは高電圧・大電力を扱うことが可能な電力変換器として期
待されており、その応用は多岐にわたります。本研究で提案するシステムは、上記の例以外にも
様々な応用が可能であると考えられます。 
researchmap：https://researchmap.jp/read50176006 
研究室 HP：http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/labs/asca/ 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 上記のようなマルチレベルコンバータの回路以外にも、一般的なインバータを用いた基本的な
システムから応用まで、回路方式や制御法などについてご相談を伺うことができます。 
 

電力系統
三相6.6kV

急速充電システム主回路

高周波トランス
（20kHz～）

cell m

cell 1

cell n

cell m+1

Cell 1つ分の構成

入力電流(AC)

入力側の
電力・力率の制御

高周波トランスを介して
DC電圧を制御

車載
バッテリ側

回路

出力電圧(DC)

充電スタンドの
並列接続

充電スタンド１
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氏名  藤島 友之 
Fujishima Tomoyuki 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  放電・高電圧・雷害対策 
Electrical Discharge, Lightning Protection 

1．主な研究概要 
① 屋外に設置した電子機器の簡易避雷方式の開発 

(Development of Simple Lightning Protection System for Electronic Equipment Installed 
Outdoors) 

 ワイヤレスセンサネットワーク（WSN）を利用した斜面や老朽インフラのモニタリングが盛ん
になり、通信機器やセンサなどの電子機器が屋外に設置され利用されるようになっています。そ
こで、屋外に設置される電子機器などの雷からの被害を最小限にするために、できるだけ低コス
トで簡単な方法で避雷する方法の開発を試みています。避雷ケージや簡単化した避雷針を考案・
試作して、雷撃が侵入しないか雷を模擬した電圧を使って実験室で試験を
行い、現在、実証試験中です。さらに、通信性能向上のた
めにケージ形状の改良や簡易避雷針のコスト削減と接地
抵抗の低減に取り組んでいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 接地抵抗の測定原理を応用した土壌水分測定の簡易化と IoT 化 

(Simplification and IoT-ization of soil moisture measurement by applying the ground resistance 
measurement method) 

 接地抵抗測定の 3 探針法を応用し簡易かつ低消費電力で土壌水分の変化を把握するシステムを
考案・試作・IoT 化・実装して、より簡便に土壌水分データを入手することを目指しています。 
③ スクリュー電極オゾナイザによるオゾン生成と放電生成オゾンの環境応用 

(Ozone generation by screw electrode ozonizer and environmental application of generated 
ozone) 

誘電体バリア放電（DBD）を利用して比較的安価なシステムで実用上十分な
濃度・収量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。生成したオゾンは強力な酸化
力を持ち残留毒性はないので、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。 
 
 
 

電極周りの電界計算      オゾナイザでの放電の様子       殺菌土粒の培養結果 
2．キーワード 
和文：簡易避雷、土壌水分測定、オゾン、誘電体バリア放電 
英文：Simplified Lightning protection, Soil moisture measurement, Ozone generation by DBD 
3．特色・研究成果・今後の展望 
●屋外に設置する計測システムなどを可能な限り低コストで落雷による故障・破損から保護する
システム（避雷ケージ及び簡易避雷針）を、主に研究・開発しています。 
・避雷ケージはファラデーケージの応用版です。独自の接地機構を備えることにより、平常時は
内部の通信機器の通信性能を妨げることなく、落雷時には自動的に接地され雷撃電流を大地に流
して、無線センサモジュールの電子機器を保護します。（ケージ導体が 2 次アンテナの機能を持つ
ことが明らかになり、通信性能向上を狙った形状改善を試みています。） 
・数千円の低コストで設置可能な簡易避雷針は、現在高さ 4m までの対象を保護できる段階に来
ており、避雷針の保護範囲内にある保護対象を一括して守ることを想定しています。 
researchmap：https://researchmap.jp/read0185025 
研究室 HP：http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/labs/hv-www/index.html 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 安価な無線センサモジュールをできるだけ低コストで雷害から守り貴重なデータの収集を継続
できるように簡易避雷方式の開発を進めています。現在の取り組みに限らず、養殖いかだなど色々
なものを落雷から守るという問題に取り組んでいきたいと考えています。 

避雷ケージへの模擬雷撃試験 ケージ及び簡易避雷針のフィールドテスト 
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氏名  藤本 孝文 
Fujimoto Takafumi 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  アンテナ工学 
Antenna Engineering 

1．主な研究概要 
電波は情報を送るうえで重要な役割を果たしていますが、最近では、医療分野、エネルギー分

野など、通信以外の分野でも電波は利用されるようになってきました。本研究室では、電波を利
用する上で最も重要なデバイスである「アンテナ」について、シミュレーションおよび測定実験
により研究・開発を行っています。 
 
① 通信用小形高性能アンテナの開発（Small antennas with high performance for communication） 

超広帯域特性、多周波共用特性等の高性能な小型平面アンテナの開発を行っています。 

 
② 電波応用のための平面型アンテナの開発（Printed antennas for new radio wave application） 

医療等の新しい分野での電波利用を目的とした小型平面アンテナの開発を行っています。 

 
2．キーワード 
和文：小型アンテナ、広帯域アンテナ、平面型アンテナ、電波応用、サブ 6-5G 
英文：Small antenna, Wideband antenna, Printed antenna, Radio wave application, Sub6-5G 

3．特色・研究成果・今後の展望 
上記以外にも、以下の研究を進めています。 
・サブ 6-5G, 28GHz 帯 5G, 6G 用アンテナ 
・無線電力伝送用アンテナ（レクテナ） 

researchmap：https://researchmap.jp/read0185026 
研究室 HP：http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/labs/emlab/study/staff/fujimoto/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
・アンテナに要求される放射特性はアプリケーションに依存します。アプリケーションに応じた
アンテナの設計・開発が可能です。 

・アンテナ設計用の電磁界解析用ソフトウェアを複数所有しています。また、20GHz までアンテ
ナ特性の測定が可能です。 

 

・超広帯域小型円偏波アンテナ 
円偏波の周波数帯域幅が 80%以上を有する
平面型アンテナを開発しました。円偏波の
周波数帯域幅は世界トップレベルです。 
特許：第 6592829 号, 2019.10.4（登録） 

   
表面      裏面 

・多周波共用小型アンテナ 
3 周波帯（2.45GHz 帯、3.5GHz 帯、5GHz 帯）
で使用可能な平面型アンテナを開発しまし
た。多層構造にすることにより、3 周波数帯
で使用可能とし、さらにアンテナの小型化
を実現しています。 

    
完成    上層   中層  下層 

・乳がん検出用アンテナシステム 
24 素子のアンテナを用いた乳がん検出用 
アンテナの開発を行っています。 

 

・電波型内視鏡アンテナシステム 
脂肪内部の血管が検知可能な電波型内視鏡

アンテナの開発を行っています。 
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氏名  松田 良信 
Matsuda Yoshinobu 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  プラズマ理工学 
Plasma Science and Engineering 

1． 主な研究概要 
身の回りには数多くのフラットパネルディスプレイや太陽電池などの薄膜電子デバイスが利用

されています。そこでは大量の透明導電膜が利用されていますが、SDGs の観点からも希少金属
や有毒材料の使用を極力抑制することが求められています。我々は、環境に優しい酸化亜鉛系材
料をベースにした透明導電膜の、環境負荷の低いスパッタリング技術を用いたドライ成膜プロセ
スを研究しています。 
① 酸化亜鉛系透明導電膜作成プロセス（Zinc oxide-based transparent conductive film 
manufacturing process） 

直流および高周波のマグネトロンスパッタリング法、誘導結合プラズマ支援スパッタリング法、
軸外しスパッタリング成膜法などの種々の方法で、高品質（高光透過率・低抵抗率）な金属添加
酸化亜鉛系透明導電膜の作成プロセスを研究しています。 
② コンパクトなプラズマ診断計測法の開発（Development of compact plasma diagnostics） 

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理解と高機能化
のために、気相と表面での粒子計測技術の開発を行っています。 

外部共振器型ダイオードレーザー（ECDL）と電流変調とを組み合わせることにより、電流変
調 ECDL を実現し、モードホップを抑制し、吸収分光の測定範囲を拡大し、測定精度を向上させ
ることに成功しました。この手法に基づく半導体レーザー吸収分光により、プラズマ中の原子の
速度分布関数を測定し、非侵襲で気体温度を測定できます。また、我々は磁気フィルタ付き反射
電界型エネルギー分析器（磁化 RFEA）を開発しました。これを用いて、プロセス中の正イオン
および負イオンのエネルギー分布関数を測定し、成膜プロセスの解明と最適化を研究しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Littman-ECDL の構成           磁化 RFEA の原理  
2．キーワード 
和文：透明導電膜、スパッタリング、プラズマ計測、イオンエネルギー分布関数 
英文：Transparent conductive films, Sputtering, Plasma diagnostics, Ion energy distribution function 
3．特色・研究成果・今後の展望 
・直流マグネトロンスパッタリング法、高周波マグネトロンスパッタリング法、誘導結合プラズ
マ支援スパッタリング法、軸外しスパッタリング成膜法などの種々の方法で、高品質（高光透過
率・低抵抗率）な金属添加酸化亜鉛系透明導電膜の形成プロセスを研究しています。 
・現在広く使用されているプレーナーマグネトロンを用いたスパッタリング成膜において問題と
なっている膜質の不均一性を解明するために、気相と基板表面での反応過程を調査しています。 
・電流変調 ECDL は小型、軽量のデスクトップレーザーシステムで、電流変調と外部共振器の変
調を同期することで、幅広い波長掃引幅での高分解能分光を可能とします。 
・磁化 RFEA は、通常の RFEA の前方に磁場領域を設けたもので、これにより電子と負イオンを
分離して、エネルギー分解型質量分析器の約 1/10 のコストで正・負イオンのエネルギー分布関数
を測定可能です。磁界が荷電粒子輸送へ及ぼす影響を定量的に明らかにする必要があります。 
researchmap：https://researchmap.jp/read0172766/ 
研究室 HP：http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/labs/plasma/ 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 

狭いスペクトル線幅を有し、波長可変で非常にコンパクトな ECDL は、環境モニタリング計測
や光通信をはじめとして、半導体製造プロセス用低気圧プラズマの簡易診断計測などにも広く利
用されるようになると思われます。磁場を利用した RFEA は、元々は宇宙推進イオンエンジンの
開発過程で生まれたアイデアです。エネルギー分解機能を有する高価な質量分析装置を利用せず
に正イオン、電子、負イオンを簡易計測する装置として、各方面で利用されることが期待されま
す。 
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氏名  丸田 英徳 
Maruta Hidenori 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野 電力変換・制御、画像認識 
Industrial Electronics 

1．主な研究概要 
① エッジニューラルネットワークによる DC-DC コンバータの制御（Edge-Shallow Neural 

Network Control of DC-DC converter） 
DC-DC コンバータは、様々な電気電子デバイスを動作させるために不可欠な要素です。また、

IoT デバイスの増加により、DC-DC コンバータには、安定した電力の供給だけでなく、様々な要
求を満たすような複雑な制御が求められます。一方、近年のマイクロコンピュータの進化により、
IoT デバイスの末端（エッジ）においても、複雑な信号処理や制御が可能となっており、従来不
可能であったような処理がエッジコンピューティングとして実現可能となります。本研究では、
複雑な処理を可能とする AI 手法であるニューラルネットワークをエッジ部分に取り入れ、膨大
な処理を必要とする学習部を、通信を経由したクラウドリソースで行い、より軽快な処理である
推論部をエッジコンピューティングで実現することで、これまでにない高安定・高速応答、外乱
要因の変化に学習機能によって対応する新しい制御手法の開発を行っています。（図 1） 

 
② モデル予測制御と AI による DC-DC コンバータの設計・制御系のリアルタイム統合（MPC and 

AI for Design and Control of DC-DC Converter） 
複合的なシステムの設計・制御を行う場合、個別のシステムをモデル化し、全体のモデルとして
統合することが必要となります。しかし、個々のモデルが正確であっても、接続に起因する全体
としてのモデルの不整合や、外乱要因のシステム内の伝播などにより、全体モデルの精度は悪化
します。また、実際、部品レベルの公差やノイズ伝播の制御の難しさなど実際のモノとしての動
作においても、モデルの不確実性が存在します。本研究では、システムのモデルを用いて制御を
行うモデル予測制御とシステム同定手法を組み合わせ、モデルによる予測と観測されたデータに
よる誤差などをもとに、モデルの持つパラメータのずれを推定し、モデルの補正を行います。ま
た、正解モデルが現実的には得られないため、ある程度のシステムのブラックボックス化を行い、
AI 的手法による推定を用いて、システムの特性を向上させる方法の具体的な開発を行います。 
 
③ 異常検知・故障検知手法の応用（Methodology of Anomaly Detection and Fault Diagnosis for 

Industry） 
異常な状態や故障などをデータから見分けることは、人にとって容易なことでも計算機に実現さ
せることは難しいことが知られています。正常ではない状態を定義することが難しく、人は経験
や直感によって実現している場合もあります。このような場合、一般的な AI 的手法をそのまま
用いてもよい精度が得られにくいことが知られています。本研究では、データから異常や故障な
どの正常ではない状態を検知する方法を検討します。具体的な例として、「映像情報（監視映像）
からの煙や火災の検知」と「DC-DC コンバータの観測値情報からの故障検知」をターゲットとし
ています。モデルベースの方法と AI 的な方法を組み合わせることで、扱っているシステム固有
の特徴を反映した手法の開発を目指しています。（図 2） 

2．キーワード 
和文：電力変換、モデルベース、AI、異常検知、故障検知 
英文：Power conversion, Model based method, AI, Anomaly, Fault detection 

3．特色・研究成果・今後の展望 
researchmap：https://researchmap.jp/h_maruta 
研究室 HP：https://sites.google.com/view/maruta-lab/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
長めのスパンで研究開発に取り組むことで、想定を超えた範囲で使える方法論が確立できると

考えています。 

 

        
図 1：ニューラルネットワーク制御 DC-DC コンバータ   図 2 煙検出の例 
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氏名  森山 敏文 
Moriyama Toshifumi 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野 
マイクロ波リモートセンシング 

Microwave Remote Sensing 
1．主な研究概要 

電波は昼夜・天候に関わらずに空間を伝搬できるため、昔から宇宙から地球表面の様子を観測
するためにレーダーで使われてきました。そのレーダーは、現在、車の衝突防止や家庭での不審
者の検出や心拍や呼吸のモニタリングセンサーにも利用され、非常に身近に使われるようになっ
ています。この研究では、mm 単位での物や構造物の動きの検出に関する研究や、昼夜・天候に
関わらずに電波による物体のイメージングに関する研究を行っています。 
① 生体の心拍や呼吸などを含むリアルタイム微小変動モニタリング・Small displacement 

monitoring for heartbeat and respiration of living body 
 この研究では、人体の心拍や呼吸のリアルタイム計測を非接触にレーダーで観測する技術で
す。複数のエコーからの心拍等のエコーの検出や、観測量である位相から実際の距離の変動を
計測することができます。応用として、インフラ（ビルや橋など）の異常振動を計測するのに
も応用できます。以下の図は、心拍や呼吸の計測した例です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
② GB-SAR によるミリ波によるイメージング・

Imaging by mm-wave GB-SAR 
 この研究では、ミリ波による地上設置型合
成開口レーダ（GB-SAR）でイメージングを
行い、土砂崩れの予兆を調べたり、隠された
危険物の検出など、安心・安全に役立つ技術
の開発を行っています。右の画像は，人体を
模擬したアルミホイルを、ミリ波でイメージ
ングした画像です。 

 
 

2．キーワード 
和文：MIMO FM-CW レーダ、合成開口処理、微小変位 
英文：MIMO FM-CW radar, Synthetic Aperture Radar processing, Small displacement  

3．特色・研究成果・今後の展望 
非常に安価なレーダーで非接触で、物体をイメージングしたり、mm 単位での物体の移動、心

拍を検出できます。学会等で、研究成果を発表しています。 
 
researchmap：https://researchmap.jp/read0147500 
研究室 HP：http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/labs/emlab/moriyama/index.htm 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 本研究により、インフラ・土木分野でのビルや橋などの構造物の非接触でのリアルタイム振動
計測・日毎の変動、医療分野での非接触での人体等の呼吸や心拍の計測が行えます。不審者の検
出などのセキュリティーの分野も応用可能です。ご検討いただければ幸いです。 
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氏名  柳井 武志 
Yanai Takeshi 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  磁性材料 
Magnetic materials 

1．主な研究概要 
① 高周波用軟磁性薄帯の開発（Development of soft magnetic thin ribbons for high frequency 
driving） 
 近年、機器の電動化に伴い、高周波かつ大電力下で使用できる軟磁性材料に対する要望が高ま
っています。大電力用途では飽和磁束密度の高い
軟磁性材料が必要となり、金属軟磁性材料がその
候補となりますが、金属材料は電気抵抗率が低い
ため、高周波で駆動すると、うず電流損失と呼ば
れる損失が急増します。その対策として、厚みの
低減が効果的であり、既存の材料では数十 μｍ程
度のものが kHz 帯でよく用いられております。こ
のテーマでは、MHz 帯での駆動を鑑み、より薄い
薄帯状試料をウェットプロセスで作製することに
取り組んでいます。 
 
② 新規溶媒からの磁性めっき膜創製（Fabrication of magnetic films using a novel solvent） 
 電解めっきは、溶液内に電極を挿入し、電流を流すこ
とで目的とする膜を形成する技術であり、装飾や耐食性
付与などを目的に、工業的に広く用いられています。め
っき法の代表的な溶媒は水ですが、水は大きな電圧を印
加すると分解し、水素や酸素を発生するため、希土類元
素やアルミニウムなど、酸化しやすい元素（還元しにく
い元素）を析出させることができません。近年、新しい
溶媒としてイオン液体が注目されており、アルミニウム
の膜の報告もなされています。このテーマではイオン液
体の一種である深共晶溶媒と呼ばれる新しい溶媒に着
目し、磁性めっき膜に関する検討を行っています。 
 
③ 医療・歯科応用を目指した Fe-Pt磁石膜の開発 （Development of Fe-Pt film-magnets for medical 
and dental applications） 
 近年、機器やデバイスの小型化に伴い、小さな磁石への要望が高まっています。既存の永久磁
石材料で最も優れた材料はネオジム磁石ですが、ネオジムは希土類元素であり水溶媒からの成膜
は困難な材料です。Fe-Pt 磁石は磁気特性こそネオジム磁石より若干劣りますが、めっき法で作製
可能であり、かつ等方性用途であれば、ネオジム磁石の磁気特性に匹敵する可能性がある魅力的
な材料です。Fe-Pt 磁石の持つ高い耐食性を活かし、医療・歯科応用を目指して、磁気特性向上を
検討しています。 
2．キーワード 
和文：磁性材料、厚膜、薄帯、高周波、高飽和磁束密度 
英文：Magnetic materials, Thick films, Thin ribbons, High frequency, High saturation flux density 

3．特色・研究成果・今後の展望 
researchmap：https://researchmap.jp/read0125661 
研究室 HP：http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/labs/magnet/index.html 
 
ミクロンオーダーの比較的厚い硬・軟磁性膜を、ウェットプロセスを用いて短時間で作製する

点が強みです。 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
パワエレ技術の進展に伴い、自動車のみならず、様々なものの電化が進んでおります。パワエ

レ技術は今後、大電力化、高周波化へ進むことは避けて通れない課題であり、その際、ボトルネ
ックとなるのが磁性デバイスだと言われています。我々の研究は、次世代のパワエレ技術を支え
る基礎技術になると考えています。また、新規溶媒を用いて希土類元素の成膜が可能になれば、
ネオジム磁石など優れた硬磁気特性を有する磁石膜を安価な設備で実現できる可能性があり、低
コスト化にも貢献できると考えています。 
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氏名  横井 裕一 
Yokoi Yuichi 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  電気機器、非線形動力学 
Electrical Machinary 
Nonlinear Dynamics 

1．主な研究概要 
① 高性能モータ・発電機の開発（Development of high-performance motors and generators） 

国内の総電力量の半分以上がモータによって消費されています。また政府目標により、モー
タを動力源とする電気自動車や、有望な再生可能エネルギーの一つである風力発電の普及が急
がれています。このような背景から、モータや発電機の効率やトルク品質、トルク・出力密度
などの性能の向上がますます重要になっています。この研
究では、モータや発電機を構成する導線の巻き方として、
これまであまり用いられてこなかった集中巻を採用するこ
とにより、モータや発電機の高性能化を目指しています。
集中巻は、導線の長さを短くすることができるため、損失
の低減による効率の向上、体格の低減によるトルク・出力
密度の向上が期待できます。その一方で、これまで培われ
てきたモータの設計手法が適用できません。そこで、集中
巻モータや発電機に関わる様々な設計手法を提案し、その
高性能化に繋げています。右図は、これまでに開発した効
率とトルクを向上するスリットステータモータです。 

 
② 回転振子式波力発電システムの開発 

（Development of rotating-pendulum wave-energy 
converters） 
長崎大学では、海洋エネルギーの開発に力を入れています。この研究は、海洋エネルギーと

して、海上のどこにでもある波力エネルギーから発電する波力発電システムの実用化を目指し
ています。このシステムが実用化すれば、あらゆる海域で電気エネルギーを利用することがで
きるようになります。研究している波力発電の機構は、パラメトリック振子と呼ばれる非線形
動力学系が有する 1 次元方向の振動を回転運動に変換する非線形特性を活かしたものです。提
案する回転振子式波力発電システムでは、海洋の波の上下運動を 1 次元方向の振動とみなし、
それにより振子が回転し、振子に取り付けた回転型発電機により発電します。 
この発電機構は、発電に関わる機械振子

や発電機を密閉して海水から遮断すること
ができるため、塩害などによる故障リスク
を大幅に低減できるだけでなく、システム
を係留するだけで良いため、設置コストの
低減と設置海域の拡大が期待できます。 

2．キーワード 
和文：モータ、発電機、集中巻、波力発電、パラメトリック振子 
英文：Motor, generator, concentrated winding, wave energy converter, parametric pendulum 

3．特色・研究成果・今後の展望 
モータや発電機の開発では、原理・原則を把握し、シミュレーションと実験により検証します。

これまでに、自動車用モータや風力発電用発電機に関して企業と共同研究を行なっております。
回転振子式波力発電システムは、長崎大学海洋未来イノベーション機構兼務教員としても研究を
推進しております。 
researchmap：https://researchmap.jp/u1.yokoi 
研究室 HP：http://www2.eee.nagasaki-u.ac.jp/labs/motor/index.php 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
持続可能な開発目標 SDGs に貢献できる研究に取り組みます。SDGs に貢献するモータや発電

機の高効率化は、製造コストとの両立が難しいですが、集中巻はその一助になると考えています。
SDGs に貢献する波力発電システムは、使い捨てられることなく長期間運用できなければならず、
メンテナンスフリーであることが重要です。提案する回転振子式波力発電システムは、そのソリ
ューションになると考えています。 
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氏名  大道 哲二 
Daido Tetsuji 

役職  助教 
Assistant Professor 

専門分野  回転機制御、パワーエレクトロニクス 
Rotating Machine Control, Power Electronics 

1．主な研究概要 
① バッテリを用いない電力変換器を利用した分散型高効率回転機発電システムの制御 
(Stand-alone high-efficiency distributed rotating generator system without energy storage system) 

持続可能な社会の発展 (SDGs) には、既存の電力システムに悪影響を及ぼすことなく、資源枯
渇のない再生可能エネルギーのさらなる普及が必要です。再生可能エネルギーは地理的に分散し
ており、この特質から発電した場所で電力を消費する小規模系統を構成することが望ましい形態
の１つです。この研究ではレアアースを用いない同期リラクタンス発電機が、バッテリを用いず
に自立して発電始動します。発電機の情報に基づいてインバータにより高効率制御を実現します。 
② 出力矩形波電圧位相補償を用いたパルス幅変調キャリア同期高周波信号電圧重畳による埋込
磁石同期モータ (IPMSM) エンコーダレスベクトル制御 
(An encoder-less IPMSM control by means of PWM carrier synchronized high-frequency signal 
voltage injection) 

高効率で瞬時トルク制御を行う回転子位置エ
ンコーダレス埋込磁石同期モータ(IPMSM)駆動
は産業機器や輸送機器で不可欠な技術です。この
技術は実用段階を迎えていますが、適用用途によ
っては停止・極低速域では回転子位置の推定精度
が十分でありません。この研究では原理的に位置
推定が高速で IPMSMの高応答な瞬時トルク制御
性能を損なわないキャリア同期高周波信号重畳
方式による回転子位置推定法に着目しています。 

電圧形インバータのパルス幅変調 (PWM) 時にキャリア波の頂点と同期した位置推定用高周波
信号電圧の指令および電流のサンプリングにより、フィルタを用いることなく信号電流を復調し
ます。この研究では指令電圧に対する実際の出力電圧の誤差をキャリア半周期ごとに補償して信
号電流の復調精度を向上し、未だに回転子位置推定が難しい極低速・高トルク動作を実現します。 
2．キーワード 
和文：回転機制御、インバータの出力電圧歪み低減、同期 PWM による制御 
英文：Rotating machine control, Compensation for inverter’s output voltage distortion, Synchronous PWM 
3．特色・研究成果・今後の展望 

インバータで利用されるパルス幅変調時の出力電圧誤差について、現状では実用上十分な精度
の誤差補償が行われています。しかしながら、極低速域での運転や PWM キャリアと同期した信
号電圧重畳方式ではこれらに適した誤差補償法のさらなる改善ができる（研究成果１）。本研究は
インバータを用いる多くの応用機器に適用可能な基盤的な研究です。 
研究成果１：Tetsuji Daido, et. al., “Output Voltage Error Compensation for Every Half of a Carrier Period 
in a Voltage Source Inverter”, IEEJ IA, Vol.8, No.1, pp.41-50(2019.1). 
researchmap：https://researchmap.jp/pepep 
研究室 HP：http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/labs/asca/top.html 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 

センサの精度や AD 変換器の精度、PWM カウンタの時間分解能の向上、DSP の処理速度の向上
により、より精度の高い出力電圧誤差の低減が可能であることを実証しました。これは回転子位
置センサレスベクトル制御の瞬時トルク制御性能を高めることにつながります。 

磁石フリーの分散型発電システムが、停電時でもバッテリを用いずに自立発電始動する研究を
進めています。インバータ制御を中心として発電機の高効率制御もしくは分散型小規模電力系統
などに適した制御方式の確立を目指しています。 
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氏名  古里 友宏 
Furusato Tomohiro 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  高電圧、パルスパワー 
High voltage, Pulsed Power  

1．主な研究概要 
本研究室の専門領域である「高電圧・プラズマ・パルスパワー」は、電力エネルギー・エレク

トロニクス・環境・農業・食品・医療などの横断的分野で活用され、新しい産業応用の創出に寄

与しています。本研究室では、放電プラズマを積極利用する研究（汚水処理）、放電プラズマの発

生を防ぐ研究（高電圧絶縁）を実施しています。放電プラズマの発生のための装置としては、エ

ネルギーを時間的に圧縮して短時間の内に放出するパルスパワー電源、高電圧絶縁の研究のため

の交流高電圧電源を所有し、様々なシチュエーションの放電プラズマを発生可能です。以下に、

研究室のテーマの一部を示します。 
 
① パルスパワーを用いた水上放電プラズマによる水処理の基礎研究（Basic research on water 
treatment by surface discharge plasma on water using pulsed power） 

工場排水、生活排水による水質汚染は深刻

な環境破壊を引き起こすため、持続可能な社

会の実現に向けて水質浄化の技術開発が求め

られています。本研究室では、高電圧・パル

スパワー技術によって水面に「人工的な雷（放

電プラズマ）」を発生し、水質を改善する研究

に取り組んでいます。薬剤を使用しないため、環境に優しい技術として注目されています。 
 
② 大型モータの絶縁劣化診断技術に関する研究（Insulation degradation diagnosis technology for 
industrial motor） 
現在、発電所、石油化学プラント、

製鉄所などのポンプ、コンプレッサ、

ファンなどで用いられる大型（数百

kW 以上）の産業用モータは定期的な

分解点検によって安全性を担保して

います。しかし、分解にはコストと

時間を要することから分解を必要と

しない簡便な点検手法の開発が強く求められています。本研究では環境要因で補正したオゾン濃

度を用いるオンライン絶縁劣化診断装置を開発しています。（特願 2021-004518） 
 

2．キーワード 
和文：放電プラズマ、パルスパワー、高電圧、絶縁診断 
英文：Discharge plasma, Pulsed power, High voltage, Dielectric insulation diagnosis 

3．特色・研究成果・今後の展望 
【特色・研究成果】 
・パルスパワーで発生させた水上放電プラズマによる汚水浄化技術の開発 
・オゾンモニタリングによる産業用大型モータの高電圧絶縁診断技術の開発（特願 2021-004518） 
【今後の展望】 
・放電プラズマによる CO2の分解・固定化の研究に取り組む。 
・絶縁診断にはデータサイエンス（AI）も活用して研究を展開する。 
researchmap：https://researchmap.jp/furusato/ 
研究室 HP：http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/labs/hv-www/index.html 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
本研究室では、意欲的に社会実装に取り組んでおり、現在行っている共同研究も特許申請に至

っています。現在は、環境・高電圧絶縁の研究に注力していますが、将来的には放電プラズマや
高電界による殺菌・活性化技術を活かして食品・農業の分野にも展開していきます。高電圧・プ
ラズマ・パルスパワーは異分野との融合によりイノベーションが起こりやすい魅力的な分野です。
既存の分野のみならず、他分野からの共同研究も歓迎します。 

水上放電プラズマ 
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氏名  グアン チャイ ユー 
Guan Chai Eu 

役職  助教 
Assistant Professor 

専門分野 アンテナ・マイクロ波工学 
Antenna and Microwave 
Engineering 

1．主な研究概要 
2020 年に世界各地域で第５世代移動通信システム（5G）の商用サービスが開始され、新たな産

業の創出や産業利用などが期待されます。それと並行して、Beyond 5G/6G のネットワークアーキ
テクチャに関する検討も高まっています。2030 年の社会基盤である Society 5.0 の更なる進展や持
続的な社会通信インフラが発展していく中で、無線通信システムを支える高周波デバイスの一層
の広帯域化・高性能化・小型化が求められています。 
そこで、本研究では通信システムの出入り口であるアンテナ及び高周波回路（移相器、負の群

遅延回路）の研究を通して上記の課題解決に取り組んでいます。 
 
■研究テーマ 
① 通信大容量化のためのスマートアンテナの開発 

Development of Circular Polarized Antenna for High Capacity Communication System 
次世代移動通信 Beyond 5G 向けの広帯域なスマートアンテナの研究を行っております。特に、
Sub6G（3.7 GHz/4.5 GHz）帯の無線通信の高速・大容量化を適用したスマートアンテナを中心に、
周波数ダイバーシティや偏波ダイバーシティなどの研究を進めております。 
 
② ウェアラブルアンテナの開発 

Development of Wearable antenna 
本研究においては、健康管理や生体情報取得などを目的とするウェアブルデバイスに装着された
アンテナの開発を行いました。人体の電磁相互影響や人体内部のアンテナからの電磁波ばく露の
軽減対策として、新たな給電方式を用いて積層構造アンテナを開発しました。 
 
 
③ 360 度電圧制御移相器の開発 

Design of electrically controlled 
360-degree phase shifter 

移相器は、入力された信号に対して位相が一
定の角度でシフトした信号を出力し、アンテ
ナの放射を所望の方向に向けて集中的に発射
する技術に使用されます。我々は、0～360 度
の連続可変位相の制御が可能な小型移相器を
開発しました。 

2．キーワード 
和文：電波伝搬、無線通信、高周波デバイス、平面型アンテナ 
英文：Wave Propagation, Wireless Communications, Microwave device, Planar Antenna 
 
3．特色・研究成果・今後の展望  
・特色：社会実装につながる研究を目指し、過去の研究に蓄積した知識を次の事業に活かします。 
・研究成果：研究成果の詳細は、下記 URL をご覧ください。 
・今後の展望：Society 5.0 を支える社会基盤技術進展とともに、Beyond 5G 関連 IoT デバイス数や
AI 市場規模は今後も拡大することが見込まれます。我々は、無線通信の高度化等に向けた高周波
デバイス・アンテナの開発、社会実装へ向けたフィールド実験を行っております。 
 
researchmap：https://researchmap.jp/guance 
 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
伝送速度の高速大容量化のニーズを満たす通信デバイスの広帯域化、小型・軽量化、伝送損失な
どの課題解決、高周波デバイス・アンテナの共同開発が可能です。 
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氏名  山下 昂洋 
Yamashita Akihiro 

役職  助教 
Assistant Professor 

専門分野  電気電子、磁性材料 
Electrical and electronic materials / 
Magnetic materials 

1． 主な研究概要 
数 nm～数百 μm 厚の成膜が可能な PLD (Pulsed Laser Deposition) 法を用いて Nd-Fe-B や Fe-Co

といった Fe を主体とした磁性膜の作製を行っています。レーザの照射条件やターゲット等を変化

させることで、優れた磁気特性を有する磁性膜の作製を検討しています。作製した試料の磁気特

性の測定や微細構造の観察も行っています。 
 
近年、電子機器の小型化に伴い、機器内部に使用される磁性材料の小型・高性能化が求められ

ています。本研究室では薄膜から厚膜まで幅広い膜厚範囲で成膜可能な PLD 法を用いた磁石膜の

開発を行っています。以下に研究の一例を紹介します。 
 
① PLD(Pulsed Laser Deposition)法により MEMS 応用を鑑みた希土類系厚膜磁石の開発 
（PLD method fabricated rare earth thick film magnets applied for MEMS application） 

MEMS 技術への応用を鑑みて、半導体材料であるシリコン(Si)やガラスに磁石膜を成膜し、磁
気特性や機械的特性を評価しています。 
 
② マルチターゲットを用いた積層型ナノコンポジット磁石膜の作製 
（Multilayer nanocomposite film magnets using multi-target by PLD method） 
マルチターゲット（ターゲット複数組み合わせる）を利用することで、積層周期：数 nm~数 µm
の積層構造を有する材料の開発ができます。 
 
③ 基板加熱成膜による異方性希土類磁石の作製 
（Anisotropic rare earth film magnets prepared by heating substrate by PLD method） 
成膜中に基板加熱を施すことで、異方性磁石膜の作製を検討しています。 
 

 
   

2．キーワード 
和文：磁性材料、PLD(Pulsed Laser Deposition)法、薄膜、MEMS 
英文：Magnetic materials, PLD method, Thin film, Micro Electro Mechanical Systems 

3．特色・研究成果・今後の展望 
本研究室は磁石膜の作製に取り組んでおり、作製した磁石膜は小型モータやMEMSデバイス(環

境発電デバイスやマイクロアクチュエータ)などへの応用を考えています。 
researchmap：https://researchmap.jp/aki-yama 
研究室 HP：http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/labs/magnet/index.html 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
PLD 法により作製した磁石膜(膜厚：数 μm～数百 μm)は小型デバイスや MEMS 分野への応用が

期待できます。 
成膜条件を工夫することで微細組織制御など様々な用途に応じた試料が作製(磁石膜に限らず)

でき、新規デバイス作製や材料メカニズムの解明に向けた試料の作製が可能です。 
サンプルの磁気特性の測定等が可能です。 

 

100 μm 

溝入ガラス基板へ磁石膜を 
成膜した際の断面図 マルチターゲットを用いて 

作製した試料の断面 TEM 画像 
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氏名  相樂 隆正 
Sagara Takamasa 

役職  教授 
Professor 

専門分野  解析的電気化学 
界面分子組織化学 

Analytical Electrochemistry 
1．主な研究概要 
① 分子ロボットのための分子発動システムの構築（Design and Construction 

of Molecular Robots using Molecular Engine at Electrified Interface）: ソフト
マターに高速で大きな振幅の可逆な動きを与えることを狙います。科研費新
学術領域等の研究テーマで、アメーバのように電気化学制御界面を這動する
ヒドロゲル創製を目指します（右下図）。 
B. Wang, H. Tahara, T. Sagara, “Driving quick and large amplitude contraction of 

viologen-incorporated poly-L-lysine-based hydrogel by reduction”, ACS Appl. Mater. 
Interfaces, 2018, 10, 36415–36424 and “Enhancement of deformation of 
redox-active hydrogel as an actuator by increasing pendant viologens and adding filler or counter-charged 
polymer”, Sens. Actuators, B, 2021, 331, 129359: 1-13. 
② ビオロゲンの電気化学を極める（Electrochemistry of Viologens: from Ionic Liquid to 

Self-Assembled Monolayers）: イオン液体から組織化単分子膜まで、色変化と高速電子移動が魅
力です。①の分子ロボットの駆動にも、ビオロゲンの酸化還元が用いられます。 
T. Sagara, T. Tahara, Redox of viologen for powering and coloring, 

Chem. Rec. 2021, 21, XXX (+1-15). H. Tahara, …, T. Sagara (他 5名), A 
redox-active ionic liquid manifesting charge-transfer interaction between 
a viologen and carbazole and its effect on the viscosity, ionic 
conductivity, and redox process of the viologen, Chem. Sci. 2021, 12, 
4872-4882. 
③ 世界をリードするエレクトロリフレクタンス法による電極/溶
液界面の解析（Electroreflectance Spectroscopy at Electrified 
Interface）: T. Sagara, UV-visible reflectance spectroscopy of thin 
organic films at electrode surfaces, Advances in Electrochemical 
Science and Engineering, Vol. 9 (2006), Chap. 2 (pp. 47-95). 

④ 他に、電位制御で動く水中油滴（Electrochemically Driven Oil 
Droplet in Water）、酸化還元による相転移（Phase Transition by 
Redox Reaction）、ITO 電極上の機能性膜構築（Surface Modification 
of ITO electrode with Redox-Active Monolayer）、金ナノ粒子（Gold 
Nanoparticles）、生物電気化学（Bioelectrochemistry）など。 

2．キーワード 
和文：分子ロボット、ビオロゲン、ハイドロゲル、電位変調反射分光、機能性電極 
英文：Molecular robot, Viologen, Hydrogel, Electroreflectance method, Functional Electrode 
3．特記事項 
2014 年に科研費審査員表彰、2019 年に特別研究員等審査員表彰。2008～2012 年: Review of 
Polarography の編集長（2008～2012 年）、2020 年からは日本ポーラログラフ学会会長をつとめる。
NEDO 技術審査員。2019 年初版発行の教科書「理工系の大学基礎化学」（倍風館）を編著。 

researchmap：https://researchmap.jp/read0043411 
研究室 HP：http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/douteki/ 

★ヒドロゲルの高度化、電極上で動き回る液滴ロボット、透明電極酸化還元センサのユニバーサ
ルなプラットフォーム構築を実現させることを目標とします。 

We welcome new graduate students, both master & doctoral, and talented and energetic young post- 
doctoral fellows who want to study together, regardless of their country of origin (however, currently, 
external financial support may be a prerequisite). Please do not hesitate to e-mail me for inquiry. 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 

自立した自律性のある分子ロボットの実現を目指す研究成果は、人が近づけない場所や狭い空
間において、窓・センサ・冷却設備・電池に着く不要な液滴を除去する技術、ミクロ液体輸送系
内で 3 次元的に自在に反応性液滴を移動させる技術、バイオフォーリング防止技術、ハイスルー
プットのバイオ医療素子技術などのバイオ・メディカルな応用に直結します。そのほかの研究成
果も、種々の新しいセンシングや分析のためのプラットフォームとして社会実装を目指します。 
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図 1 噴霧熱分解法で調製し

た多孔質 In2O3粒子 

 
図 2 多孔質厚膜型 CO ガス 
センサの素子断面 

氏名  清水 康博 
Shimizu Yasuhiro 

役職  教授 
Professor 

専門分野  電気化学、固体化学 
Solid State Chemistry, Electrochemistry 

1．主な研究概要 
① ガスの拡散性と反応性の精密制御による半導体ガスセンサの高性能化 

Strict Control of both Gas Diffusivity and Reactivity for Realizing High Performance 
Semiconductor Gas Sensors 

 酸化物半導体を用いたガスセンサのガス応答特性は、ガスの
拡散性とその拡散途中での被検ガスの反応性によって大きく影
響を受けることがわかっています 1)。これまでの研究で、テンプ
レートとして界面活性剤の自己組織化を利用したメソ細孔の制
御 2)や、ポリメチルメタクリレート（PMMA）を混合した酸化
物前駆体溶液の噴霧熱分解法でマクロ細孔を制御（図 1 参照）
し 3)、ガス応答特性の改良を試みています。最近は、噴霧熱分解
に用いる前駆体溶液に、貴金属触媒の原料や異種金属酸化物原
料を混合し、ガス拡散性と反応性を同時に精密制御する 4)こと
により、ガスセンサの更なる高性能化を目指しています。 
② 高性能固体電解質型ガスセンサの新展開 

New Approach for Developing High Performance Solid Electrolyte Gas Sensors  
安全・安心な生活に欠かせない高性能 CO ガスセンサを開発す

るために、Na+イオン伝導性固体電解質である NASICON 
(Na3Zr2Si2PO12)を用いた固体電解質型 CO センサの研究開発を
行っています。Pt 検知極に異なる種類の金属酸化物（例えば
Bi2O3や CeO2等）を添加することにより、CO 応答（起電力）の
向きが変化すること、室温のみならず氷点下でも CO 応答を示す
ことを見出しています 5, 6)。なお、このセンサは、検知極と対極
を同じガス雰囲気に曝して CO 応答を得ることができます。さら
に、固体電解質が緻密であっても多孔質厚膜（図 2 参照）であ
っても、優れた CO ガス応答特性を示します。したがって、今後
は、この多孔質厚膜センサを MEMS 基板に搭載するなど、様々
な分野に応用展開することを検討しています。 
1) Y. Shimizu et al., Sens. Actuators B, 13/14, 128 (1993), 2) T. Hyodo et al., J. Ceram. Soc. Japan, 109, 
481 (2001), 3) K. Hieda et al., Sens. Actuators B, 133, 144 (2008), 4) N. Tammanoon et al., ACS Appl. 
Mater. Interfaces, 2020, 41728 (2020), 5) H. Takeda et al., Electrochimica Acta, 155, 8 (2015), 6) T. Ueda 
et al., Electrochemistry, 85, 174 (2017). 
2．キーワード 
和文：機能材料化学、固体表面化学、ガスセンサ、機能性セラミック 
英文：Functional Material Chemistry, Solid State Surface Chemistry, Gas Sensors, Functional Ceramics  
3．特色・研究成果・今後の展望 
 安全・安心な持続的社会の構築、プラネタリーヘルスの実現等に貢献できる高性能なガスセン
サの開発を目指しています。 
1) 2021 Sensor Division Outstanding Achievement Award, The Electrochemical Society, USA (2021.10). 
2) 公益社団法人電気化学会、フェロー (2020.3). 
3) 公益社団法人電気化学会、学術賞 (2009.3).  
a) 清水康博他，CO センサおよび CO センサの製造方法，特許第 6425309 号 (2018.11.2). 
b) Y. Shimizu et al., CO Sensor Having Electromotive Force Response, Patent No. 9939404, USA 

(2018.4.10). 
researchmap：https://researchmap.jp/read0172788 
研究室 HP：http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/zaika/zak.htm 
ORCID iD：https://orcid.org/0000-0002-1973-4392 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 ガスセンサ材料を含む機能性セラミック材料に関する共同研究のお申込みをお待ちしておりま
す。 
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氏名  田邉 秀二 
Tanabe Shuji 

役職  教授 
Professor 

専門分野  触媒化学 
Chemistry of Catalysis 

1．主な研究概要 
 

① 金属、金属酸化物ナノ粒子の合成方法と触媒作用（Preparation and Evaluation of Catalysis of 
metallic or metal oxide nano-particles) 
金属あるいは金属酸化物を小さくしていくと、表面積が増加し、触媒として利用できます。本

研究室では、いろいろな大きさの金属、あるいは金属酸化物のナノ粒子を合成しています。特に、
超音波化学的手法を使うと、コア・シェル型ナノ粒子を合成することができます。これらのナノ
粒子を使って、バイオディーゼル燃料の合成や、炭化水素類の水蒸気改質反応を使って、水素を
製造しています。 
 
Metallic or metal oxide particles which have the size less than 100 nm can be used as heterogeneous 
catalysts. In our lab, we prepare various nano-particles. Especially, core-shell nano particles can be 
prepared with sono-chemical procedure. Those nano-particles can be applied to bio-diesel fuel production, 
hydrogen production from hydrocarbons via steam reforming process, and purification of exhaust gas of 
automobiles. 
 
② 固体塩基触媒によるバイオマスガス化 (Biomass gasification using heterogeneous 
base-catalysis) 

植物油を、塩基性触媒を使ってエステル交換反応すると、脂肪酸メチルエステルを合成するこ
とができ、ディーゼル燃料として使うことができます。しかし、均一触媒では、触媒成分の除去
が問題になります。本研究室では固体塩基触媒を合成し、その活性の発現機構などを詳細に研究
しており、より高い活性を有する触媒の開発を行っています。 
 
Heterogeneous base-catalyst is very difficult to prepare, but very important key materials to obtain 
bio-diesel in industrial manufacturing. We try to modify CaO, famous base-catalyst, and develop new 
active base catalyst, and evaluate the activity of transesterification of vegetable oil. 
 
③ 多孔質複合材料と光触媒を使った水処理 (Water treatment using porous composite and photo 
catalysis) 

酸化チタンは、光触媒としてよく知られていますが、可視光に対しては効果が低いのが欠点で
す。本研究室では、多孔質酸化チタンを合成し、金属ナノ粒子を担持する事で、可視光域でも活
性低下の少ない光触媒の開発を目指しています。 
 
TiO2 is well known phot-catalyst although photo-catalytic activity under visible light irradiation is quite 
low. We prepare porous TiO2 and modify the surface to obtain high active photocatalyst under visible light 
irradiation. 
 
2．キーワード 
和文：ナノ粒子、水素、光触媒、多孔質材料、バイオマス 
英文：nano particles, hydrogen, photo-catalysis, porous materials, biomass 

3．特色・研究成果・今後の展望 
・超音波化学手法により、貴金属のコア・シェル粒子を合成できます。 
・Q-MS や XPS などを使い、固体表面の状態を解析できます。 
・固定床流通式反応器や、真空循環型反応器により、反応速度の検討ができます。 
・水処理分や、水素製造、排ガス処理などの分野に触媒を応用しています。 
researchmap：https://researchmap.jp/read0172702 
研究室 HP：https://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/nanokaimen/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 
固体触媒やナノ粒子合成に関するご相談には、いつでも応じます。 
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氏名  瓜田 幸幾 
Urita Koki 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  ナノ材料学 
Nanomaterial Science 

1．主な研究概要 
 

① 物質創成場としてのカーボンナノ空間の機能解明 
（Evaluation of phenomena in carbon nanospaces） 

物質がもつナノ空間はエネルギー・環境・バイオ・医療といった広範囲な分野において応用利
用されています。ナノ細孔 (IUPAC の定義：細孔径 w ≦ 100 nm) の中でも特にミクロ細孔 (w < 
2 nm) の特異的な性質に着目しています。ミクロ細孔の空間サイズは、分子数個分の非常に狭い
空間であるために、細孔を形成する原子集団と細孔に導入された分子やイオンなどのゲスト物質
間に強い相互作用が働きます。細孔サイズが小さくなるほど相互作用が強くなることがわかりま
す。この様な制約された空間の中では、ゲスト物質は細孔の外（バルク相）とは異なる構造や性
質を示すことが知られており、多孔質材料の精密な細孔構造設計は、材料及びゲスト物質の新規
な機能発現やゲスト物質同士の新たな反応場の構築につながると期待できます。 

材料の中でも様々な細孔構造（細孔径・細孔形状）を持つ多孔性カーボン材料に対して、電子
顕微鏡及びガス吸着等温線測定技術を用いて、ナノ空間によって発現する特異的な現象の解明を
行っています。 
② 蓄電デバイス材料の局所構造解析 
（Local structure analysis for energy storage devices） 

多孔性カーボン材料は、電気伝導性・ナノ空間・高比
表面積を有することから二次電池や電気二重層キャパシ
タ（EDLC）の電極材料として用いられます。リチウム
イオン二次電池などの電解質イオンと電極間の化学反応
を伴う系において、高容量化が期待できる活物質（SnO2
や S 等）は、電解質イオンとの反応により大きな体積変
化を起こすため、Li イオンとの反応空間をカーボン電極
のナノ空間に制御することで、サイクル安定性の向上が
期待できます。「どの様なナノ空間が活物質と電解質イオ
ンとの反応に有効なのか？」という問いに対して、放電
過程にある電極材料（硫黄を細孔に担持したカーボンナ
ノチューブ、S@CNT）を透過型電子顕微鏡（TEM）に
よって観察することで、充放電反応に有効な細孔サイズ
を明らかにしています（図 1）。 

また、EDLC の容量発現対して、多孔性カーボン電極
のガス吸着法による細孔構造の定量評価、TEM による細
孔形状の同定から最適な細孔径・形状を見出しています。 

①、②で示すように多孔性カーボン材料がもつナノ空
間とそれによって発現する物性の関係を局所構造解析の
視点から明らかにする研究を行っています。 

2．キーワード 
和文：走査透過型電子顕微鏡、吸着等温線、多孔性カーボン材料 
英文：Scanning transmission electron microscopy, Adsorption isotherm, Nanoporous carbon 

3．特色・研究成果・今後の展望 
高分解能走査透過型電子顕微鏡（ARM-200, JEOL）は大学連携研究設備ネットワーク
（http://chem-eqnet.ims.ac.jp/index.html）を介して学外からも利用が可能です。 
 
researchmap：https://researchmap.jp/read0150871 
研究室 HP：https://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/bukka/Bukka/groupA.html 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 
ナノ空間の現象解明により材料設計、応用へ展開したいです。 

 

図 1 ［上段］CNT の直径に依存した硫

黄の TEM 像とその構造モデル (緑：硫

黄, スケールバー：2 nm) 
［下段］Li 塩電解液中の放電時の状態

の元素マッピング像 
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氏名  大貝 猛 
Ohgai Takeshi 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  金属材料学 
Metallurgy 

1． 主な研究概要 
金属材料の物理的性質は、結晶粒径、格子欠陥密度、析出相の分散状態等の金属組織によって

決定されます。この金属組織の構成相は、Gibbs 自由エネルギーが低減するように変化し、最終

的には熱力学的安定相へと落ち着くことになります。この熱力学的安定相は、合金組成と温度が

与えられれば一義的に決定され、そのデータベースは平衡状態図として集約されています。これ

ら熱力学的安定相の物性は、既に解明されていますが、相変化途中の状態、即ち、原子拡散が不

十分な非平衡相の物性は、未だ不明な点が多く、また、極めて優れた物性を発現する可能性を秘

めています。この非平衡相を製造する手法として、液相や気相からの急冷法を利用した固溶体作

製法が知られていますが、高温・高真空状態が不可欠となります。一方、水溶液電解析出法では、

常温・常圧にて、水和金属イオンを還元出来るため、容易に熱力学的非平衡相を製造出来ます。

以下に、水溶液電解法を利用した非平衡相の作製と物性評価に関する研究テーマを紹介します。 
① ナノチャンネル構造型金属酸化膜の電解合成（Electrochemical Synthesis of Nanochannel 

Structured Metal Oxide Films） 
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ます。 
② 金属系多層ナノワイヤー配列型 CPP-GMR 素子の開発（Development of Metallic Multilayered 

Nanowires Array with CPP-GMR Response） 
水溶液からのパルス電解法を利用して、強磁性金属と反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

行っています（Fig.1 参照）。 
③ 水溶液電解析出された鉄族金属基アモルファス合金厚膜の物性（Characterization of 

Iron-group Metal Based Amorphous Alloy Films Electrodeposited from Aqueous Solutions） 
次世代の高強度・高耐食性金属材料として期待されている誘導共析型鉄族金属基アモルファ

ス合金厚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

究しています。 

2．キーワード 
和文：金属材料、ナノ材料、電析、陽極酸化、表面処理、高強度合金、磁気抵抗、耐食性合金 
英文：Metallic materials, Metallic nanomaterials, Electrodeposition, Anodization, Metal surface finishing, 

High strength alloys, Magnetoresistance, Corrosion-resistance alloys 
3．特色・研究成果・今後の展望（金属表面処理技術を活用した新規機能性金属材料の開発） 
researchmap：https://researchmap.jp/read0118950 
研究室 HP：https://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/soshiki/index.html 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 

水溶液電解法を利用した非平衡相の作製と物性評価に関する研究を現在推進中です。 
 

 
Fig.1 Electrochemical synthesis and characterization of metallic multilayered nanowires array with 
CPP-GMR (current perpendicular to plane giant magnetoresistance) response. 
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氏名  鎌田 海 
Kamada Kai 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  無機材料化学 
Inorganic Materials Chemistry 

1．主な研究概要 
無機―バイオ複合材料の創製と協奏機能（Synthesis & synergistic function of inorganic-bio hybrid 

materials）を主要なテーマに研究を行っています。無機物質としてセラミックスナノ粒子、バイ
オ材料（生体分子）として酵素をはじめとした機能性タンパク質を用い、両者を化学的あるいは
物理的な力を介して結合した新しい複合材料の創製に取り組んでいます。これにより、無機物質
（セラミックス）の堅固さと生体分子の精密機能を併せ持つ材料や、複合材料内での無機物質と
生体分子間のエネルギー（光や熱）移動を利用した新しい反応システムの構築を目指しています。 
また、２次元薄片状セラミックスの形状異方性に基づく菌死滅効果を利用した、新しい抗菌・抗
ウィルスコーティング基材の開発も行なっています。 
 
① 層状半導体―酵素複合体による酵素活性の光制御 

Photo-assisted activity control of enzyme bound to layered semiconductor 
層状半導体に結合した酵素の触媒活性を、層状半導体への光エネルギーの照射および相乗半導体
から酵素へのエネルギー移動によりコントロール手法を見出し、新しい酵素活性の調節法として
提案しています。 
 
② 発光酵素―半導体複合体による無光源型光触媒反応 

Photocatalytic reaction of semiconductor using light energy emitted by photoenzyme or 
photoprotein 

発光酵素や発光タンパク質に半導体を結合し、これらの生体分子が発する光エネルギーで半導
体を励起することで外部光源を利用しない新しい光触媒反応系を開発しています。 
 
③ 層状セラミックスを基材とする抗菌・抗ウィルスコーテイング基材の開発 

Antibacterial or antivirus coating materials based on layered ceramics 
 ２次元薄片状の層状セラミックスは剛直で非常に鋭利な断片を持つため、菌やウィルスに対す
る物理的インパクトを利用した新規な抗菌・抗体ウィルス膜形成のための液体基材を開発してい
ます。 

2．キーワード 
和文：セラミックス、生体分子、光電気化学、抗菌材料 
英文：Ceramics, Biomolecules, Photoelectrochemistry, Antibacterial Materials 
 

3．特色・研究成果・今後の展望 
researchmap：https://researchmap.jp/7000002048 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
ここ数年では、テーマ③に重点をおいており、新型コロナウィルスにより変容した社会におい

て、医療現場における「医療機器を介した感染予防」や「不特定多数が触れる場所の感染予防」

に有効な抗菌・抗ウィルスコーティング材料の開発についてスピード感を持って実現したいと考

えています。 

 
 
 
 
 
 



64 
 

氏名  兵頭 健生 
Hyodo Takeo 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  機能材料化学、化学センサ
Functional Materials Chemistry, Chemical Sensors 

1. 主な研究概要 

① 高感度・高選択的に応答するダイオード式水素センサ 
(Highly sensitive and selective diode-type hydrogen sensors) 
金属を陽極酸化することで得られる多孔質

膜を貴金属（Pt や Pd）と組み合わせたショッ
トキー接合の障壁高さは、ガス雰囲気中に含
まれる水素の濃度に対してとても敏感です。
この特性を積極的に利用し、貴金属から成る
水素検知極の組成や表面性状、多孔質酸化物
膜の微細構造などを最適化することで、高性
能な水素センサを開発しています。 

② MEMS テクノロジーにより構築した吸着燃焼式マイクロ VOC センサ 
(Adsorption/combustion-type micro VOC sensors based on MEMS platforms) 
微小電気機械システム (Micro-electro- 

mechanical-systems, MEMS) の技術を利用して
得られるマイクロプラットフォームをベース
にすると、超小型のガスセンサ（右図）を作る
ことができます。右図のように、100 μm 角程
度の Pt ヒータ付きシリコン薄膜のうえに酸化
物（触媒）を製膜し、その触媒表面に吸着した
揮発性有機化合物 (VOC) を燃焼させること
で、高感度な VOC 検知を実現しています。 

③ 光照射により室温作動する半導体式ガスセンサ 
(Light-driven semiconductor-type gas sensors operable at room temperature) 
通常の半導体ガスセンサは数百℃で動きま

すが、発光ダイオード (LED) で適切に光を酸
化物膜に照射すると、室温でもガスセンシン
グできるようになります（右図）。この条件で
高感度にガスを検出するために、酸化物膜の
組成や微細構造を最適化しています。 

④ その他：油の劣化度を測定するオイルクオ
リティセンサ (Oil-quality sensors)、様々な機能
性を有する多孔質電極  (Functional porous electrodes)、二酸化炭素還元材料  (CO2-reduction 
materials) など、様々な高機能デバイス・材料を開発しています。 

2. キーワード：和文：化学センシング、ガスセンサ、機能性セラミックス、水素、揮発性有機
化合物、オイルクオリティセンサ、多孔質電極、二酸化炭素還元材料 
英文：Chemical sensing, Gas sensors, Functional ceramics, Hydrogen, Volatile organic compound, VOC, 
Oil-quality sensors, Functional porous electrodes, CO2-reduction materials 
3. 研究成果など：日本学術振興会の科学研究費補助金（R3 年度：基盤 B「ダイナミック吸着燃
焼に基づいた生体ガスの高感度・高選択的センシング技術の確立」）や科学技術振興機構の
A-STEP（R3 年度：トライアウト「不活性ガス雰囲気で高感度・高選択的に応答するダイオード
式水素センサ」）などの競争資金や共同研究費などを財源として、研究を推進しています。主な
研究成果は、下記のウェブサイトでご覧ください。 
∙ researchmap：https://researchmap.jp/TH_nagasaki 
∙ 研究室 HP：http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/zaika/ 
∙ 日本の研究.com：https://research-er.jp/researchers/view/132056 
∙ J-Global：https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=200901017381080194 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ：研究室として積極的に共同研究を行い、特許も積
極的に出願しています（特許出願：25 件（そのうち、登録特許：13 件））。新しい分野にも積極
的に研究を展開しています。何かお困りのことがありましたら、是非、ご相談下さい。 

水素検知極 対極

チタンプレート多孔質チタニア膜

水素に敏感なショットキー接合界面

 

参照膜

50 μm

VOCを効果的に酸化する触媒膜

発熱挙動をモニタリング

 

くし形貴金属電極

ガス感応酸化物膜

LED

被検ガスに対して
敏感に抵抗が変化  
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氏名  山田 博俊 
Yamada Hirotoshi 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  固体電気化学 
Solid-state electrochemistry 

1．主な研究概要 
 
① 全固体電池の開発（Development of all-solid-state batteries） 
 次世代蓄電池の一つとして期待される
全固体電池を実用化するために、材料、プ
ロセス、デザインの観点から研究していま
す。これまで酸化物系固体電解質を用い
て、室温で作動する大容量型の全固体電池
を作製する技術を確立しました。出力やサ
イクル特性など、さらなる性能向上に向け
て、原子レベルから電池全体まで、マルチ
スケールの現象を対象として、研究を進め
ています。 
 

1. 正極活物質と固体電解質の界面接合 
 活物質と固体電解質という、異なる化合
物を、元素拡散をさせずに緻密に接合させ
る技術を開発しています。物質間の界面で
生じる現象を解明する基礎研究と、それに
基づく電極の理想構造のデザイン、理想構造を構築するプロセスを、それぞれ最適化させながら
研究しています。 
 
 2. 金属リチウムを負極とする電池の開発 
 究極の負極材料といわれるリチウム金属は、可逆的に容量を得ることが困難です。その困難な
要因を突き止めることで、高容量化、高出力化、サイクル性の向上を目指しています。 
 
 3. 固体電解質の局所構造がイオン伝導性に及ぼす影響の解明 
 固体電解質を実用的な電池に用いるには、イオン伝導性の向上が不可欠です。固体電解質の結
晶構造がイオン伝導性に及ぼす影響を精査し、新規固体電解質の開発につなげます。 
 
② 固体電解質の界面現象の解明（Study on interfaces of solid electrolytes） 
 固体電解質は、全固体電池や化学センサなどのデバイスに用いられています。固体電解質の表
面や界面の微細構造やそこで起こる現象は、デバイスの特性に大きな影響を及ぼします。一方で、
固体電解質の表面や界面は、従来の分析法が適用できないことから、新たな分析技術を導入して、
多面的に解析することで、真の構造や現象を明らかにしようと試みています。 

2．キーワード 
和文：全固体電池、固体電解質、界面 
英文：All-solid-state battery, Solid electrolyte, Interface 

3．特色・研究成果・今後の展望 
 酸化物系固体電解質を用いた電池に関して、材料の開発から、デザイン、プロセスまで網羅し
た研究を進めています。固体化学、電気化学にとどまらず、分析化学、材料力学など多様な学問
領域を取り込んだ研究をしています。 
 
researchmap：https://researchmap.jp/0000-0003-0733-6992 
研究室 HP：https://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/bukka/B/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 全固体電池は次世代蓄電池として期待されていますが、話題が先行しており社会実装に向けた
課題が山積しています。当方では、ボトルネックとなる課題を洗い出し、一つ一つ克服していく
研究をして、酸化物系固体電解質を用いて、バルク型全固体電池を室温で動作させることができ
るようになりました。このような技術をもつのは、国内外にも 2~3 グループしかありません。高
出力化、サイクル特性の向上、スケールアップなど、課題はありますが、一緒に取り組める企業
があれば、歓迎いたします。 

 

図 全固体電池開発における研究対象とスケール 
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氏名  上田 太郎 
Ueda Taro 

役職  助教 
Assistant Professor 

専門分野  電気化学、ガスセンサ 
Electrochemistry, gas sensor 

1．主な研究概要 
揮発性有機化合物の高感度検知が可能なガスセンサの開発 

(Development of Gas Sensors for Sensitive Detection of Volatile Organic Compounds)  
人の呼気や皮膚からはごく微量の揮発性有機化合物 (VOCs) が排出されており、これらの濃度

が健康状態によって変化することが報告されています。これらのガスを高感度に検知することが
できれば、健康状態のモニタリングや、疾病の早期発見が実現できます。以下のような成果を報
告しています。 
① 安定化ジルコニアを用いた固体電解質型ガスセンサ    
(Solid-Electrolyte Type Gas Sensors Using Yttrium Stabilized   
Zirconia) 

Au 検知極に微量の酸化セリウム (CeO2) を添加すると、
トルエンを導入した際に電位が大きく負に変化することを
報告しています（図 1, 2）1)。CeO2を添加することでトルエ
ンがより大きく電気化学的に酸化された結果であると考察
しています。また、Au への CeO2添加量を変化させたり、ス
ピンコーティング法で薄膜化した検知極を作製したりする
ことで、応答特性を改善可能なことも報告しています 2)。さ
らに、電子導電性を付与した CeO2系材料を検知極に用いた
センサについて、検知極構造を立体制御することでトルエン
応答性を向上可能なことも報告しています 3)。 
② 半導体ガスセンサによる VOC の高感度検知 (Sensitive   
Detection of VOCs Using Semiconductor Gas Sensors) 
酸化物半導体である酸化タングステン (WO3) に貴金属の

ルテニウム (Ru) を微量担持することで、メチルメルカプタ
ンを導入した際に抵抗値が大きく減少することを見
出し、これを高感度検知できることを報告しています
（図 3）4)。メチルメルカプタンは部分分解して、WO3

の表面に正電荷吸着することで応答すること、この効
果が Ru 担持や検知材料の多孔質化により促進するこ
とを報告しています。また、センサは通常、一定の温
度で動作させますが、この温度を周期的に変化（温度
変調）させることにより、応答の高感度化や特定ガス
の選択検知を目指しています。例えば、NiO と Pt を
WO3に共担持したセンサを温度変調作動することで
H2に対してアセトンを選択的に検知可能なことを報
告しています 5)。 
1) T. Ueda et al., Sens. Actuators B, 252, 268 (2017), 2) N. Oide et al., Anal. Sci., 36, 287 (2020), 3) T. 
Ueda et al., Sens. Actuators B, 317, 128037 (2020), 4) T. Ueda et al., Sens. Actuators B, 273, 826 (2018), 5) 
T. Hyodo et al., Sens. Mater., 28(11), 1179 (2016). 
2．キーワード 
和文：ガスセンサ、機能性セラミックス、固体電解質、揮発性有機化合物 
英文：Gas Sensors, Functional Ceramics, Solid Electrolyte, Volatile Organic Compounds  
3．特色・研究成果・今後の展望 

呼気や皮膚ガスがガスセンサで分析可能になれば、糖尿病やがんを早期発見することにはじま
り、伝染病が蔓延しやすい熱帯地域でマラリア等の患者を効率的にスクリーニングできるように
なります。世界の医療・健康問題の解決に大きく貢献可能と考えています。 
researchmap：https://researchmap.jp/taroueda 
研究室 HP：http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/zaika/zak.htm 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
長崎大発の世界の技術となれるように研究を推進したいと考えています。 
 

 
図 1 固体電解質型センサの構造 

 
図 2 CeO2 添加によるトルエン 

応答値の向上 

 
図 3 WO3系センサのメチルメルカプタン 

の応答概略図 
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図 2 パイライト(FeS2)ナノキューブの電磁場解析
の例 (論文 5). 

氏名  田原 弘宣 
Tahara Hironobu 

役職  助教 
Assistant Professor 

専門分野  電気化学、物理化学 
Electrochemistry 

1．主な研究概要 
 
① 酸化還元活性イオン液体の開発とエレクトロクロミックデバイスへの応用 

Development of Redox-Active Ionic Liquids and the application to electrochromic devices 
 
 酸化還元活性イオン液体は、電気(電子)伝導性を
有する液体です。私たちは、酸化還元反応によって
着色するイオン液体を開発しています。私たちが開
発したイオン液体は化学的に安定で、かつ難揮発性
であることから、空気中でも安定した動作を実現し
ます。私たちはビオロゲン、フェロセン、カルバゾー
ルを始めとした様々な酸化還元活性な置換基を有
するイオン液体作製技術を有しています。 
 
【関連する主な論文】 
(1) H. Tahara et al., Chem. Sci. 2021, 12, 4872-4882; (2) H. Tahara et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 
2019, 11, 1-6; (3) H. Tahara et al., Chem. Commun. 2017, 53, 2455-2458; (4) H. Tahara et al., Cryst. 
Growth Des. 2015, 15, 4735-4740. 
 
② 金属ナノ粒子や半導体ナノ粒子の光学応答に関する理論的研究 

Theoretical study on optical response of metal and semiconductor nanoparticles 
 
 数ナノメートルから数百ナノメートルサイズ
の金属や半導体ナノ粒子は、Mie 共鳴あるいは局
在表面プラズモン共鳴と呼ばれる特殊な光吸収
や光散乱を示します。大きなスケールでは金属光
沢(反射)しか示さない金属や吸光係数の小さな半
導体も、ナノ粒子化することで大きな光吸収を生
む材質に変えることができます。私たちは、ナノ
粒子技術に基づく光エネルギー変換材料やセン
シング材料の設計を数値解析しています。 
 
【関連する主な論文】 
(5) K. Sugawa et al., ACS Appl. Energy Mater. 2019, 2, 6472-6483; (6) K. Sugawa et al., ACS Nano 2015, 
9, 1895-1904. 
2．キーワード 

 
和文：酸化還元活性イオン液体、エレクトロクロミズム、深共晶溶媒、表面プラズモン共鳴、 

Mie 共鳴、数値解析、機器分析 
英文：redox-active ionic liquid, electrochromism, deep eutectic solvent, surface plasmon resonance, Mie 

resonance, numerical analysis, instrumental analysis 
3．特色・研究成果・今後の展望 
 
メールアドレス：h-tahara@nagasaki-u.ac.jp 
researchmap：https://researchmap.jp/ht_ 
研究室 HP：化学・物質工学コース 動的分子化学研究室 

http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/douteki/jp/index.html 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 
① 私たちは酸化還元活性イオン液体を、空気中で安定な、揮発性が無いエネルギー関連物質と

して注目しています。デバイスへの応用のための分子設計や新しい機能性について模索中です。 
② 私たちは、貴金属や半導体のバンドエンジニアリングに代わる材料設計としてナノ粒子化に

注目しています。光学特性（光吸収や散乱）解析に基づく材料設計の応用を模索中です。 
 

私たちはこれらの技術が産業の役に立てられることを望んでおります。ご興味のある方は、
お気軽にご連絡下さい。論文雑誌の別刷りについてもお送りすることができます。 

 

 
図 1 酸化還元活性イオン液体を用いたエレクト
ロクロミックデバイスの着色動作の例 (論文 2). 
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氏名  中越 修 
Nakagoe Osamu 

役職  助教 
Assistant Professor 

専門分野  触媒化学、表面化学 
Catalyst chemistry, Surface chemistry 

1．主な研究概要 
 

① コアシェル型光触媒の調製と光触媒水分解の高性能化（Preparation of core-shell loaded 
photocatalyst and improving photocatalytic activity for water splitting） 

光触媒水分解反応による水素製造は、原料としては水のみ、水素製造に必要なエネルギー
は太陽光のみのため、環境汚染がなく安価なエネルギー製造プロセスとして注目を集めてい
る技術である。しかしながら、光触媒を用い水素製造プロセスは、水素生成速度が非常に遅
いため未だ工業的に実用化されていない。最も一般的に使用されている酸化チタン光触媒は、
自己酸化による重金属の溶出などの環境汚染がなく、尚且つ賦存量も莫大で安価であるが、
実際に使用するためには、効率が悪く、白金などの貴金属粒子を助触媒として担持する必要
がある。しかし、貴金属は賦存量も少なく高価なため、貴金属の使用量を節約するために、
表面だけ白金が覆われた、コアシェル型ナノ粒子を助触媒として担持することにより、白金
の使用量を削減し高コストパフォーマンスの光触媒の作製を試みた。また、コアシェル構造
にすることで、通常の白金とは異なる電子状態を実現することが期待できる。 
有機溶媒であるエチレングリコール中で、逐次熱分解還元反応により、亜鉛ナノ粒子の外側
を白金で被覆した、亜鉛コア白金シェル粒子（Zn@Pt ナノ粒子）を合成し、光触媒である酸
化チタンナノ粒子上に、除触媒として担持することにより、コアシェル粒子を担持した光触
媒を調製した。このコアシェル型光触媒を用いて、光触媒的水分解反応による水素製造を行
ったところ、従来の白金担持酸化チタン光触媒よりも、高い水素生成速度を示した。今後、
さらに原子レベルでの白金のシェル厚の制御や、酸化チタン及びコアシェル粒子の形状を制
御することにより、さらに水分解水素生成反応の活性を向上することが期待できる。 

 
② 酸化カルシウム粒子の微粒化及びバイオディーゼル製造への応用（Synthesis of CaO fine 

particle and application in Biodiesel fuel catalyst） 
 バイオディーゼルは、脂肪酸メチルエステルと規定される物質であり、EU では既に公共
交通機関の燃料として 10%以上の使用が義務化されている。このバイオディーゼルは、油脂
とメタノールをエステル交換することにより製造されており、触媒として溶液のナトリウム
メトキシドが使用されている。このナトリウムメトキシドは高活性であるが、水洗工程に伴
い環境負荷の高いルカリ廃液の排出や、副反応による石鹸の生成等の問題がある。これに対
し、触媒として固体塩基を用いることにより水洗工程が不要になる。しかし、一般的に用い
られる固体塩基である酸化カルシウムは、粒子サイズが大きく、低比表面積であるため、溶
液の均一系触媒に比べて反応速度が圧倒的に遅い。そこで、通常のアルカリ沈殿法により生
成されるものに比べ、20 分の 1 程度のサイズである 50nm の酸化カルシウム粒子を、ポリア
クリル酸溶液中で合成した。この微粒子合成では、サイズ制御されたポリアクリル酸のラン
ダムコイル中に炭酸カルシウム前駆体を形成し、真空中で熱分解することにより、ナノ粒子
化を実現しており、従来の酸化カルシウムに比べ微粒子化した酸化カルシウムナノ粒子の初
期活性は向上した。 

2．キーワード 
和文：不均一触媒、ナノ粒子、光触媒、固体塩基触媒 
英文：heterogeneous catalyst, nanoparticle, photocatalyst, solid base catalyst 

3．特色・研究成果・今後の展望 
ナノ粒子ベースの不均一触媒に関して、主に研究を行っておりますので、ナノサイズの金属粒

子、酸化物粒子、多孔体、それらの複合物質に関する合成は可能です。合成した物質の触媒へ応
用できます。 
 
研究室 HP：https://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/nanokaimen/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 ナノ複合材料の設計・合成を行い、不均一触媒への応用に関する研究を行っておりますので、

高い性能を有する物質がみつかれば、工業触媒に使用することが期待できます。 
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氏名  能登原 展穂 
Notohara Hiroo 

役職  助教 
Assistant Professor 

専門分野  電気化学、構造分析 
Electrochemistry, Structural analysis 

1．主な研究概要 
カーボン細孔空間を利用した高容量充放電材料の開発と全固体電池への応用 

Development of high capacity electrode material using carbon nanopores and its application to 
all-solid-state battery 

高容量密度で安全なリチウムイオン二次電池の創製に向け、不燃性の無機固体電解質を用

いた全固体電池への期待が高まっています。負極材料開発において、従来の炭素材料に比べ、

3～10 倍の理論容量を有する Si、Sn、SnO2等が注目されています。本研究では高容量材料の

全固体電池系への応用を検討しています。既往研究ではスムーズなイオン伝導のために固体

電解質／電極活物質間の緻密界面の構築が行われてきました(図 a)。しかし、高容量活物質

は Li イオンとの反応時に体積が 4 倍以上に膨張・収縮するため、緻密界面では、体積膨張が

制限され、容量が発現できない、もしくは、固体電解質／活物質界面が崩壊し、容量が低下

してしまいます。この課題に対し、活物質まわりに体積膨張のための反応空間を導入した電

極材料(図 b)を用いることで、体積膨張を可能にし、高容量活物質を安定に利用できること

が分かりました。さらに、全固体電池は固体-固体間の接触を利用するため、作動には電池全

体を機械的に拘束する必要があります。拘束のための治具は電池を大きく、重くするため、

単位重量、単位体積あたりの電池容量は小さくなってしまいます。我々の検討している空間

を有する電極では電極材料全体の体積は充放電によって変化しないため、過度な機械的拘束

が不要であることが分かりました。ボタン電池程度の拘束圧でも高い特性を発現することが

分かりました。 

今後は、その場電子顕微鏡観察により、固体電解質の存在しないカーボン細孔内における

Li イオン伝搬メカニズムを解明し、SnO2以外の高容量正・負極材料系へと展開していきます。 

2．キーワード 
和文：全固体電池、ナノ多孔性カーボン、ナノ粒子/カーボン複合体、透過型電子顕微鏡 
英文：All-solid-state battery, Nanoporous carbon, nanoparticle/porous carbon composite, TEM 

3．特色・研究成果・今後の展望 
researchmap：https://researchmap.jp/notohara?lang=ja 
研究室 HP：https://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/bukka/Bukka/groupA.html 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
多孔性材料を用いた全固体電池開発、ナノ構造体の構造観察、電池材料に限らず、お役に立て

ることがあればどのような分野でも共同研究を希望します。 

 
 
 
 
 

図 本研究の背景と細孔空間利用のイメージ図 
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氏名  バン チェン 
Bun Chan 

役職  助教 
Assistant Professor 

専門分野  計算量子化学 
Computational Chemistry 

1．主な研究概要 
 
① 計算化学 (Computational Chemistry) 

広範なプロセスのモデル化のために、計算量子化学的手法を用いてい
ます。これまでの事例として、フラーレンの安定性を正確に決定した成
果や、その知見を用いてフラーレンの熱化学のための完全な理論を定式
化した成果が特筆されます。 

We use computational quantum chemistry to model a wide range of processes.  
Some past highlights include determination of fullerene stabilities and using 
these knowledges to formulate a complete theory for fullerene 
thermochemistry. 
 
② 量子化学理論 (Quantum Theory) 

大きな分子系の高度に正確な量子化学手法を格段に発展させました。例えば、高効率計算がで
きる複合化したプロトコルを構築し、密度汎関数理論(DFT)を鍛え上げるための信頼性の高い
データを得るために用いてます。 

We develop improved quantum chemistry methods to enable highly accurate computations for large 
systems.  For example, we have formulated computationally efficient composite protocols and have used 
them to obtaining reliable data for training DFT methods. 

2．キーワード 
和文：計算化学、DFT、ナノカーボン、フラーレン 
英文：Computational chemistry, DFT, nanocarbon, fullerene 

3．特色・研究成果・今後の展望 
researchmap：https://researchmap.jp/el_buno 
研究室 HP：http://bit.ly/bunchan 
 
フラーレンの安定性は、その実用化にとって重要ですが、実験的な決定は依然として困難であ

り、許容できないほど大きな不確実性があります。量子化学計算を使用して、安定性データセッ
トを 100 倍に拡張し、実験の精度を 1 桁向上させました。これらのデータにより、すべてのフラー
レンの安定性の正確なモデルの開発が可能になりました。これにより、さまざまなアプリケーシ
ョンで原子精度で優れたフラーレンを特定しました。私たちの将来の研究には、より多様に調整
可能な特性を持つエンドフラーレンとヘテロフラーレンも含まれます。 

The stability of fullerene is important for its practical application, yet experimental determination remains 
difficult with unacceptably large uncertainties.  We have used quantum-chemistry computations to expand 
the stability data set by a hundred-fold, with accuracy bettering experiment by an order of magnitude.  
These data enabled our development of an accurate model of stability for all fullerenes.  With it, we have 
identified fullerenes that would excel in different applications with atomic precision.  Our future research 
would also involve endo-fullerenes and hetero-fullerenes with more diversely tunable properties. 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 

フラーレンは軽量でありながら機械的に強いため、高度な軽量鋼にとって理想的な強化ドーパ
ントになります。私たちの研究は、現代の製造業の進歩に最適なフラーレン誘導体を特定します。
フラーレンドーピングはまた、一連の（半）伝導特性をもたらし、高性能/低エネルギー分子エレ
クトロニクスデバイスの適切な候補を特定します。 

Fullerenes are light yet mechanically strong, which makes them an ideal strengthening dopant for advanced 
lightweight steel.  Our research will identify the optimal fullerene derivatives for the advancement of 
modern manufacturing.  Fullerene doping also leads to a continuum of (semi)conducting properties, and 
we will pinpoint suitable candidates for high-performance/low-energy molecular electronics devices. 
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氏名  中谷 久之 
Nakatani Hisayuki 

役職  教授 
Professor 

専門分野  高分子科学 
Polymer Science 

1．主な研究概要 
海域と陸域でのプラスチック微細化機構

の違いについて、様々なプラスチック試料

を主に用い、電顕及び光学顕微鏡による表

面観察を行っています。2 か所の海岸で採

取したポリプロピレン（PP）試料表面では、

環境応力割れ（ESC）の特徴である鏡面構

造が観察されました。一方、河川の中州で

採取した PP 試料表面では、激しい劣化によ

る表面層の剝落が観察されました。以上の

結果より海洋では、界面活性剤の様な可塑

剤成分の ESC による層間剥離機構、河川を

含む陸域では、表面の剝落による機構によ

り、それぞれプラスチック微細化が起こる

と推定しています。これらの知見を基に対

馬周辺を中心としたマイクロプラスチック（MP）やナノプラスチック（NP）の採取、濃度分布

算出を行っています。 
その他、生成機構に不明な点が多い MP や NP に関して、高分子劣化の専門家の立場から解明

を行っています。すなわち、プラスチックの化学構造、高次構造および劣化機構を踏まえた上で

の微細化現象の研究です。今までプラスチックの劣化機構を熟知した研究者は MP 研究に関与し

て来なかったので、プラスチック劣化に関する科学的知見が足りず、MP の生成機構を解明する

のが難しかったのが現状であります。高分子劣化の専門家という立場で海洋プラスチックごみに

関する科学的知見の向上に貢献したいと考えています。 
さらには、MP 問題の解決法の一つとして、MP や NP の生成機構を踏まえた新規生分解プラス

チックの創製も行っています。 
 
 
① マイクロプラスチック生成機構の解明（Investigation of microplastic production mechanism） 
② ナノプラスチックに関する研究（Study on nano plastics） 
③ 新規生分解プラスチックの作製（Novel biodegradable plastic preparation） 

 
 
2．キーワード 
和文：マイクロプラスチック、ナノプラスチック、生分解プラスチック 
英文：Microplastics, nanoplastics, biodegradable plastics 

3．特色・研究成果・今後の展望 
 
高分子系の分析及び評価、マイクロプラスチック生成に関する論文など約 100 報、マイクロプラ
スチックに関する研究全般、プラスチックのリサイクル法及び生分解プラスチックに関する研究 
researchmap：https://researchmap.jp/read0111962 
研究室 HP：http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/kobunshi 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 
マイクロプラスチック分析・解析及び生成の抑制、新規生分解性プラスチックの開発など環境

に優しい高分子全般に取り組んでいます。 

 



72 
 

氏名  村上 裕人 
Murakami Hiroto 

役職  教授 
Professor 

専門分野  高分子化学 
Polymer Chemistry 

1．主な研究概要 
① 機能性ポリウレタンエラストマーの開発
（Development of Functional Polyurethane Elastomer） 
 我々は、ポリロタキサン導入ポリウレタンの合成方法
の確立と、これらの諸物性（熱物性、粘弾性、力学物性
など）に関して研究を行っています。ポリウレタンの架
橋点は、ポリウレタンのエラストマー物性に大きな影響
を与えます。一方、ポリロタキサンとは、複数の環状分
子が軸となる線状高分子に機械的に閉じこめられた構造
を持っており、環状分子は軸高分子に沿って自由に並
進・回転運動することができます。このユニークな特徴
をもつポリロタキサンを架橋点として組み込んだポリウ
レタンは、免震性や自己修復性はもちろん、クッション
性などに優れた材料になることが期待できます。 
 
② 易剥離可能な粘着剤の開発（Development of Easily 
Peelable Pressure Sesnsitive Adhesive） 
 粘着剤の技術開発において、高接着性と易剥離性の両
立は非常に重要な課題です。また、リサイクル性も環境
保全の観点から重要です。そこで我々は、熱をトリガー
とする易剥離性で繰り返し利用可能な粘着剤の開発を行
っています。 
 
③ 不揮発性溶媒を用いたエレクトロクロミックデバイ
スの開発（Development of Electrochromic Devices with 
Nonvolatile Solvents） 
 エレクトロクロミック（EC）デバイスの性質が損なわ
れる原因である溶媒の揮発、EC 材料や対局補償材料の分
解、物理的なクラックなどによる損傷を抑制するために、
我々は EC 材料としてビオロゲン（V）型イオン液体、対
局補償材料としてフェロセン（Fc）型イオン液体を用い
た研究を行っています。これらの液体化により諸問題の
解決はもちろん、EC 物質の高濃度化が達成でき、EC デ
バイスの薄膜化や高速応答性が期待できます。 

2．キーワード 
和文：ポリウレタン、粘着剤、フォトクロミック、イオン液体 
英文：Polyurethane, Pressure Sensitive Adhesive, Photochromic, Ionic Liqid 

3．特色・研究成果・今後の展望 
researchmap：https://researchmap.jp/hmrm090310051105 
研究室 HP：https://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/douteki/jp/index.html 
研究①では、高伸張性のポリウレタンエラストマーが得られています。 
研究②では、企業との共同研究で易剥離可能なアクリル系およびシリコン粘着粘着剤を開発して
います。 
研究③では、エレクトロクロミズムの多色化が達成できています。 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 研究①については、ポリロタキサンに限らず多様な機能性ポリウレタンエラストマー開発を行
いたいと考えております。また、研究③については、電子ペーパーなどの表示デバイスへの応用
を検討しております。ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

 
図 1．ポリロタキサン架橋ポリウレ

タンの模式図 
 

 
  結晶状態      アモルファス状態 
（固く粘着性なし）  （柔らかく粘着性あり） 
図 2．熱により易剥離可能な粘着剤

の模式図 
 
 

0 V 1.0 V  
図 3．フェロセン－ビオロゲンイオ

ン液体から構築されたエレクトロ

クロミックデバイス 
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氏名  近藤 慎一郎 
Kondo Shin-ichiro 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  金属材料 
Materials of metal 

1． 主な研究概要 
 
Cu-Ti 合金の改良（Development of Cu-Ti alloy） 

 
Cu 合金は電子部品の需要に伴い更なる改良が求められます。鉄鋼材料と異なり、Cu 合金では 

強度と導電性の向上が求められますが、両者は trade-off の関係にあり、開発が極めて困難です。
なお、現在使用されている Cu 合金では、下図に示すように Cu-Be 合金が、強度並びに導電性が
すぐれていますが高価であり、且つ、製造時に Be という毒性の高い元素を使うため、環境上の
問題点があります。 
 それ故このような問題点を克服し、 
強度かつ導電性が高くしかも安価で安
全性の高い Cu 合金開発をおこなうた
め、Cu-Ti 合金の改良を研究の主題とし
ています。 
 具体的には、Cu-Ti 合金に第 3 第 4 元
素を微量に添加し、高い導電性および強
度の向上に努めています。 

2．キーワード 
和文：Cu-Ti 合金  
英文：Cu-Ti alloy  

3．特色・研究成果・今後の展望 
Cu-Ti 研究会にて全国の研究者と打ち合わせ 
 

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

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 
 安価で安全な Cu 系導電性材料の開発は、今後の産業界にとって極めて重要なものです。 
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氏名  鄭 国斌 
Guobin Zheng 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  材料工学 
Materials Science 

1． 主な研究概要 
ハイドロキシアパタイト（HAP）は歯や骨の主成分であり、良好な生体適合性、生体活性を持

つため骨インプラント材料やドラッグデリバリーシステムへ用いられており、蛍光特性を付与し

た HAP ナノ粒子は疾患位置を特定するバイオイメージングへの応用が期待されています。蛍光性

分子や希土類イオンをドープした HAP などの研究が行われているが、前者は光退色や消光、後者

はイオンの溶出により毒性など問題があります。本研究は、水熱法を用いて明るい蛍光カーボン

ドットを修飾した HAP ナノ粒子を開発しました。また合成された球状 CaCO3から HAP 多孔質球

状粒子の合成技術を開発しました。骨治療用 DDS として期待されています。 
 
 

① 蛍光性を持つカーボンドットを修飾した HAP ナノ粒子の開発 
Development of fluoresecent Carbon Dot modified hydroxyapatite nanoparticles 

 
② DDS のための HAP 球状粒子の開発 

Development of porous HAP microspheres for DDS 
 

③ DDS のための中空 HAP ナノ粒子の合成 
Synthesis of hollow HAP nanospheres for DDS 

 

2．キーワード 
和文：ハイドロキシアパタイト、蛍光、球状粒子、ドラッグデリバリーシステム 
英文：hydroxyapatite, fluoresecence, microspheres, DDS 
 
3．特色・研究成果・今後の展望 
蛍光性を持つカーボンドットを修飾した HAP ナノ粒子の開発 

我々は水熱法を用いてカーボンドットを修飾した HAP ナノ

粒子を開発しました。20～50nm の HAP 粒子の結晶子界面や

表面に数 nm のカーボンドットの存在は TEM により確認しま

した。図は異なる温度で合成した HAP ナノ粒子の粉末の蛍光

写真と水溶液中の蛍光写真を示しています。180ºC で合成し

た HAP ナノ粒子は最も明るい蛍光を示しています。水中に安

定な分散性を示しています。 
 
HAP 球状粒子の開発 
球状 CaCO3 粒子をテンプレートと

し、水熱反応により、多孔質な HAP 球
状粒子を合成しました。優れる薬物の担
持と放出特性を示します。 
 
研究室 HP：https://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/nanokaimen/wp/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
本研究は医療分野用の HAP 球状粒子、蛍光 HAP ナノ粒子を開発しています。合成条件と微細

構造の関係は実験室レベルで明らかにしています。細胞実験と臨床実験を経て医療分野への応用
は期待されています。 
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氏名  藤岡 貴浩 
Fujioka Takahiro 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  環境工学 
Environmental Engineering 

1．主な研究概要 
 

① 高阻止逆浸透膜の開発（Development of high rejection reverse osmosis membrane） 
水からの分離が難しい化学物質を除去する高阻止逆浸透膜の開発を行っています。 

N
N

N

N

N

N
NDMA

(MPA = 19 Å)

24 Å
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② オンライン細菌計測技術の開発（Development of online bacterial counting technologies） 
水中に存在する細菌（バクテリア）濃度をリアルタイムで計測する技術とそれを可能にする前

処理技術を保有しています。また、病原体（ウイルス・細菌・原虫）を漏らさない逆浸透膜の開
発も行っています。 

Flow

Excitation 
light

405 nm

Fluorescence
detectors

Scattered light
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Auto-
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particle

 
 
③ 藻類自動計測技術の開発（Development of automated algae counting techniques） 
表流水中に存在する藻類（藍藻類・珪藻類）の濃度を種別ごとに自動的に計測する技術を開発

しています。 

 
 
2．キーワード 
和文：水処理、オンライン水質分析、膜分離 
英文：Water treatment, Online water quality monitoring, Membrane separation 

3．特色・研究成果・今後の展望 
水処理研究室では、下水の再生水を飲用可能なレベルにするための膜分離水処理技術や分析技

術の開発を行っています。私たちは、下水の飲用再利用に特化している日本で唯一の研究室です。 
 
researchmap：https://researchmap.jp/taka_fujioka 
研究室 HP：http://www.waterenviron.com/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
本研究（高阻止膜と分析技術）により、常に再生水の水質を担保した水を供給することが可能

になります。逆浸透膜の他に、高度水処理技術全般（オゾン、活性炭、イオン交換樹脂、紫外線
促進酸化処理）を使い、微量有機化合物と細菌の除去の最適化に関わる研究を行っていますので、
お気軽にお問合せください。 
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氏名  森村 隆夫 
Morimura Takao 

役職   教授 
 professor 

専門分野  熱電材料、透過型電子顕微鏡 
Thermoelectric Material,  
Transmission electron microscopy 

1．主な研究概要 
① 熱電変換材料の開発と構造解析（Development of thermoelectric 
materials） 

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

の作製を行います。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います。右図は、Sr を添加した

ミスフィット型層状酸化物 Ca3Co4O9の STEM 像(a)と[110]方向から

の投影図(b)を示します。(a)において Ca、Co 原子が明るいスポットと

して観察されます。重い Sr 原子が多く占有しているサイトは矢印の

ようにより明るいスポットとして観察されます。添加した Sr がミス

フィット型層状酸化物 Ca3Co4O9の中で、置換、分布し、熱電特性向

上に寄与したことが示唆されます。 
 
 
 
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(Bloch-wave-based STEM 
image simulation) 

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りま
す。本研究では、周期構造に対して有
利な 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ます。図は、第 2
層が[100]方向にわずかに変位している
Si（左図）に対して、[110]方向から電
子線を入射したときのシミュレーショ
ン像（右図）を示しています。対物レ
ンズのフォーカスΔf を変えると、左図
の矢印で示す各深さ付近での像が得ら
れ、3 次元の構造解析が可能となること
が示唆されます。 
 

2．キーワード 
和文：熱電変換材料、走査透過型電子顕微鏡 
英文：thermoelectric material, Scanning transmission electron microscopy 

3．特色・研究成果・今後の展望 
 
研究室 HP：https://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/kessho/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 実用材料の微細構造解析が、高特性材料の開発につながる研究を行っています。高い熱電特性
をもつ材料の高特性発現のメカニズムを明らかにすることを目指しています。 
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氏名  本九町 卓 
Motokucho Suguru 

役職  助教 
Assistant Professor 

専門分野  高分子化学 
Polymer chemistry 

1．主な研究概要 
ポリウレタンの加水分解（Hydrolysis of polyurethane） 

ポリウレタンは、多様な形態（樹脂、エラストマー、発泡体など）を有するため、汎用高分

子材料としての地位を確立しています。一方で、ポリウレタンのリサイクル率は 20-30%程度し

かなく、70-80%が埋め立てや焼却処理されています。 
当然ながらポリウレタンのリサイクル法に関する報告は多数あります。そのなかで、ポリウ

レタンの既報のケミカルリサイクル法は、副生成物のみならず添加剤（酸や塩基並びにこれら

の中和塩）の除去という不可避の問題があります。 
本研究は、ポリウレタンの炭酸を用いた加

水分解によるケミカルリサイクル法の開拓を

目的としています。炭酸は、水に二酸化炭素

が溶けることで発生する酸です。水も二酸化

炭素も環境への負荷がほぼなく、従来の有機

溶媒や、無機酸、有機酸を用いた手法に比べ

て、きわめて環境負荷が小さいです。このよ

うな環境低負荷でかつ弱酸がポリウレタンの

ウレタン結合を加水分解することが可能であ

ることを見出しました。 
 

学術論文 
1) Environment-friendly chemical recycling of aliphatic polyurethanes by hydrolysis in a 

CO2-water system 
Journal of Applied Polymer Science, 135, 8, 45897, 2018. 

2) Hydrolysis of aromatic polyurethane in water under high pressure of CO2 
Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry, 55, pp. 2004-2010, 2017. 

3) Hydrolysis of polyurea under high pressure of carbon dioxide 
Polymer Bulletin, 74, pp. 615-623, 2017. 

4) Efficient and environmental-friendly dehydration of fructose to 5-hydroxymethyl- 2-furfural 
in water under high pressure of CO2 
Tetrahedron Letters, 57, pp.4742-4745, 2016. 

5) ポリウレタンの環境低負荷型分解法の開発 
日本接着学会誌, 54, 9, pp. 343-348, 2018. 

2．キーワード 
和文：ケミカルリサイクル、ポリウレタン、二酸化炭素 
英文：Chemical recycle, polyurethane, carbon dioxide 

3．特色・研究成果・今後の展望 
ポリウレタンの加水分解を炭酸水を用いて行います。 
このほか、ポリウレタンを触媒とすることが可能です。 
・受賞 
令和 2 年度 FSRJ「研究進歩賞」(2021 年 07 月) 

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

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 二酸化炭素を利用する研究開発は、これまでも、これからも社会にとって必要で意義のある技
術です。 
 

Polyurethane
Hydrolysis

AminePolyol
Hydrolysis

PolyureaIsocyanate  
図. ポリウレタンのリサイクルシステム 
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氏名  山本 将貴 
Yamamoto Masataka 

役職  助教 
Assistant Professor 

専門分野  材料工学 
Material Science and Engineering 

1．主な研究概要 
① 軽量・高強度金属基複合材料の作製 

Fabrication of lightweight, high-strength metal-based composite materials 
省エネルギーの要求に応えるための重要な課題の一つに輸送機器の軽量化が挙げられます。そ

こで、アルミニウム合金やマグネシウム合金を炭化ケイ素やアルミナなどのセラミックス繊維・
粒子と複合化させることによって、高い強度を有する金属基複合材料の開発に取り組んでいます。
理想的な強度を実現させるためには、金属基複合材料を作製する際に生じる鋳造欠陥を限りなく
少なくする必要があります。このためのプロセス最適化を目指しています。 

One of the important issues to meet the demand for energy saving is to reduce the weight of 
transportation equipment. We are working on the development of metal-based composite materials with 
high strength by combining aluminum alloys and magnesium alloys with ceramic fibers and particles such 
as silicon carbide and alumina. In order to achieve the ideal strength, it is necessary to reduce casting 
defects. The purpose of this study is optimization of the casting process for fabricating the ideal 
metal-based composite materials. 
② 鉄系磁性材料の磁気特性および相変態の制御 

Control of magnetic properties and phase transformation of iron-based magnetic materials 
磁気記録媒体の高密度化が著しくなっているため、磁性材料の高性能化が求められています。

結晶構造と磁気特性の関係に注目し、相変態を制御することによって結晶構造に変化を与え、磁
気特性の向上を目指しています。主に、軽元素添加が結晶構造と熱処理における変態プロセスに
及ぼす影響について研究しています。 
   As the density of magnetic recording media has increased remarkably, higher performance of magnetic 
materials is required. We aim to improve the magnetic properties by changing the crystal structure by 
controlling the phase transformation. We mainly study the effects of the addition of light elements on the 
crystal structure and the transformation process in heat treatment. 

2．キーワード 
和文：金属基複合材料、鋳造プロセス、磁性材料、熱処理 
英文：Metal-based composite material, Casting process, Magnetic materials, Heat treatment 

3．特色・研究成果・今後の展望 
① SiC 繊維によってマグネシウム合金を強化した複合材料を鋳造法により作製したところ、ジュ
ラルミンに匹敵する比強度を得ることができました。大型化・プロセスの簡素化が課題です。 
② 鉄とパラジウムの合金にホウ素を添加することによって、構造相変態を促進させることがで
き、磁気特性を向上させることができました。メカニズムの解明を進めてまいります。 
researchmap：https://researchmap.jp/-ym 
研究室 HP：https://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/soshiki/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
① 半導体製造装置や産業用ロボットにおいて、アルミニウムやマグネシウムを素材としていた部
材の長寿命化が期待できます。また、これまで鋳鉄を利用していた部材に対しては大幅に軽量化
できることが期待されます。 
② 鉄系材料において、軽元素は材料の性質を大きく変えることができますが、その定量的知見は
未だに乏しいです。昨今の元素戦略に関連して、レアアースや貴金属の使用を低減できる鍵を軽
元素に見出したいと考えています。 
 

軽金属とセラミックスの複合化 

鋳造プロセスの最適化 

鋳造欠陥の低減化・強度向上 

磁性材料の高性能化 

結晶構造と磁気特性の解明 

軽元素添加にともなう結晶構造の変化 
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氏名  佐野 秀明 
Sano Hideaki 

役職  助手 
Research Assistant 

専門分野  無機材料 
Inorganic materials 

1． 主な研究概要 
① グリコール誘導体金属からの合金と複合体の合成（Synthesis of alloys and composites from 
glycol derivative metal compounds） 

金属アルコキシドを補完・代替することが可能なグリコー

ル誘導体金属を開発し、金属やセラミックスの単体のみなら

ず、合金や複合材を容易に合成することが可能となっていま

す。 
一般的に金属アルコキシドは、常温で固体もしくは液体状

態であり、熱分解時には気体となるため、得られる金属やセラ

ミックスの組成や形状の制御が難しい欠点がありました。本グ

リコール誘導体金属は熱分解時の高温で固体であり、形状制御

が容易になるという特徴を有しています。熱分解時の雰囲気制

御により、金属や炭化物、窒化物、もしくは、酸化物などに作

り分けることができます。 
例えば、通常 1600℃前後の高温焼成が必要な YAG:Ce3+蛍光

セラミックスを 1300℃の比較的低温で調製することが可能と

なりました（図１）。 
 
 

② 界面制御による高効率反応プロセスの探索（Research of the 
efficient reaction process by interface control） 

低温度で短時間焼成により所望の酸化物および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、窒素含有モノマーとの誘導体化による還元・窒化法の開発や、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

しています。この技術を応用して、歯科材料やバイオマス由来の炭素材料などの分野への展

開も行っています。 
 

1) SAFAEE, S., VALANEZHAD, A., NESABI, M., JAFARNIA, S., SANO, H., SHAHABI, S., 
ABE, S., & WATANABE, I. (2021). Fabrication of bioactive glass coating on pure titanium by 
sol-dip method: Dental applications. Dental Materials Journal, 40(4), 2020–2323. 
https://doi.org/10.4012/dmj.2020-323 
2) Sano, H., Omine, K., Prabhakaran, M., Darchen, A., & Sivasankar, V. (2018). Groundwater 
fluoride removal using modified mesoporous dung carbon and the impact of hydrogen-carbonate in 
borehole samples. Ecotoxicology and Environmental Safety, 165, 232–242. 
https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.09.001 

2．キーワード 
和文：グリコール誘導体、金属・合金、炭化物、窒化物、酸化物、複合材、形状制御 
英文：Glycol derivatives, metals / alloys, carbides, nitrides, oxides, composites, shape control 

3．特色・研究成果・今後の展望 
大学・工学部内の他のコースや学部のみならず、私企業との共同研究を多数行っておりま

す。ナノやバルクの金属・セラミックスに関する素材の開発を主な研究としています。加え
て、長崎大学共用機器（https://nushare.ura.nagasaki-u.ac.jp/index.php）の多くを利用することが
できるため、材料の評価のみの共同研究も行っております。今後は、マテリアルズインフォ
マティクスと AI を用いたより効率的な材料開発のフレームワークを構築する予定です。 

researchmap：https://researchmap.jp/quasers/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
これまでの研究室の枠にとらわれることなく、大学間連携設備ネットワーク

（https://chem-eqnet.ims.ac.jp/）を利活用しながら、大学外からの要望をサポートします。 
一例として、赤血球程度の大きさを有する金属・金属酸化物ナノカプセルを用いたがん治

療機材を開発するプロジェクトに参画しています。 
 

 

Diffraction angle / deg. (Cu-Kα)

C)
1300℃-1h処理

Y3Al5O12, ICDD73-3184

 
図 1 調製した金属含有グリコール
誘導体溶液(a)と PMMA 多孔質球状
粒子を用いて作製した YAG：Ce3+蛍

光セラミックス(b)、その X 線回折プ
ロファイル(c). 

https://doi.org/10.4012/dmj.2020-323
https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.09.001
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氏名  馬越 啓介 
Umakoshi Keisuke 

役職  教授 
Professor 

専門分野  錯体化学・無機化学 
Coordination Chemistry 

1．主な研究概要 
 我々のグループでは、白金錯体や白金と 11 族元素からなる強発光性の混合金属錯体を合成し、

有機 EL の発光材料への応用や、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ます。強発光性錯体にキラリティーを導入する

と、円偏光発光材料への応用も期待されます。また、これらの混合金属錯体を酸化チタンで被覆

した石英粉末に担持し焼成することにより、光触媒の活性を向上させる研究を長崎県窯業技術セ

ンターと共同で行っています。 
 
発光材料・光触媒への応用を目指した光機能性金属錯体の開発（Development of Photofunctional 
Metal Complexes for Luminescent Materials） 
 
 
 

2．キーワード 
和文：発光、混合金属錯体、白金錯体、キラル錯体、円偏光発光  
英文：luminescence, heteropolynuclear metal complex, platinum complex, chiral complex, circularly 

polarized luminescence (CPL) 
 
3．特色・研究成果・今後の展望 
 青〜緑色に強く発光する様々な白金錯体および混合金属錯体を合成しています。これらの錯体
は、有機 EL ディスプレーの発光材料として利用できる可能性があります。また、強発光性金属
錯体にキラルな配位子を用いると、円偏光発光の材料として利用できる可能性があります。キラ
ルな配位子を用いずに、金属まわりの配位環境をキラルにすることによってもキラルな金属錯体
を合成することができます。最近は、円偏光発光材料の開発を重点的に行なっています。 
researchmap：https://researchmap.jp/read0167150 
研究室 HP：http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/sakutai/ 
 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 我々の技術は、円偏光発光材料を利用した 3D ディスプレーなどへの応用が期待できます。プ
レスリリースされた最新の成果はこちらを御覧ください。
（https://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/guidance/kouhou/press/file/20210324_2.pdf） 
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氏名  木村 正成 
Kimura Masanari 

役職  教授 
Professor 

専門分野  有機合成化学 
Organic Synthesis 

1．主な研究概要 
① 新規有機合成反応の開発（Development of efficient synthetic methodologies） 

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等の新規合成反応

の開発 
② 医薬品・生物活性物質創製（Development of synthesis of pharmaceuticals） 

高機能性有用物質、認知症治療薬、抗がん剤、非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）、含ホウ素

農薬、機能性発光材料の開発等 
③ エネルギー物質創製化学の新開拓（Development of efficient synthesis of energetic material） 
二酸化炭素を炭素資源とする石油代替物質創製、水素形成反応の開発、人工光合成の開発等 

主な論文 
• “Enantioselective Ring-Closing C-H Amination of Urea Derivatives”, Zhou, Z.; Tan, Y.; Yamahira, T.; 

Ivlev, S.; Xie, X.; Riedel, R.; Hemming, M.; Kimura, M.; Meggers, E. Chem, 6(8), pp2024-2034 (2020) 
• “Pd-Catalyzed Dehydrogenative Oxidation of Alcohols to Functionalized Molecules”， Mori，T.; Ishii，

C.; Kimura, M. Organic Process Research and Development，23(8)，pp.1709-1717 (2019) 
• “Copper-Catalyzed Stereodefined Construction of Acrylic Acid Derivatives from Terminal Alkynes via 

CO2 Insertion”, Kuge, K.; Luo, Y.; Fujita, Y.; Onodera, G.; Kimura, M. Organic Letters, 19(4), pp. 
854-857 (2017) 

• “Convenient Synthesis of Pyrrolidines by Amphiphilic Allylation of Imines with 
2-Methylenepropane-1,3-diols”, Kimura, M.; Tamaki, T.; Nakata, M.; Tohyama, K.; Tamaru, Y. Angew. 
Chem. Int. Ed., 47(31), 5803-5805 (2008) 

• “Pd-Catalyzed C3-Selective Alkylation of Indoles and C3- endo-Selective Alkylation of Tryptophans 
with Allyl Alcohols Promoted by Triethylborane”, Kimura, M.; Futamata, M.; Mukai, R.; Tamaru, Y. J. 
Am. Chem. Soc., 127(13), 4592-4593 (2005) 

2．キーワード 
和文：有機合成、触媒反応、ニッケル、医薬品、二酸化炭素、水素 
英文：Organic Synthesis, Catalytic Reaction, Nickel, Pharmaceuticals, Carbon Dioxide, Hydrogen 

3．特色・研究成果・今後の展望 
researchmap：https://researchmap.jp/read0185029/ 
研究室 HP：http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/yuuki/ 
重点課題 HP：http://www.mase.nagasaki-u.ac.jp/MSNGE/MSNGE.html 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
カーボン・ニュートラル（脱炭素）に関するグリーン化学に注力しています。二酸化炭素や一酸

化炭素などの小分子を利用した資源開発に取り組んでいます。また、水素分子発生に関わる触媒反
応を開発しています。ホウ素原子を含む農薬や生物活性物質創製も手がけています。 
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氏名  畠山 智充 
Hatakeyama Tomomitsu 

役職  教授 
Professor 

専門分野  生化学、蛋白質科学 
Biochemistry, Protein Science 

1．主な研究概要 
① 動物レクチンの糖認識機構の解明（Analysis of carbohydrate recognition mechanism of animal lectins） 

 動物レクチン（糖認識タンパク質）は、生体内で複雑な糖鎖を特異的に結合することにより、さ

まざまな細胞間および分子間認識に関わっています。本研究では、多様な生物種からレクチンを単

離し、その糖認識機構を調べることによって、レクチンが生体機能においてどのような役割を果た

しているかを明らかにするとともに、自然免疫などの生体防御機構との関連についても研究を進め

ています。 
② 細胞膜孔形成タンパク質の構造と機能の解明（Analysis of the structure and function of cell membrane 

pore-forming proteins） 
 細菌類からヒトに至るまで、さまざまな生物が細胞膜孔形成タンパク質をもっており、それらは

外敵から身を守る毒素や、病原菌を殺すための武器として重要な役割を果たしています。本研究室

ではこれまでに、主に海産動物から細胞膜孔形成タンパク質を単離し、その構造と機能を解析して

きました。その結果、これらのタンパク質は、標的となる細胞膜表面の受容体と結合することで立

体構造を大きく変化させ、細胞膜を貫通する会合体を形成することが明らかになりました。現在、

さまざまな生物種から新奇な細胞膜孔形成タンパク質を探索し、その立体構造変化のメカニズムを

解析しています。 
③ 海洋生物由来生理活性タンパク質の構造機能解析（Structural and functional analysis of bioactive 

proteins derived from marine organisms） 
 海洋には陸上と比べてはるかに多様な生物種が存在しており、これまでに見出されていない多く

の生理活性タンパク質が存在するものと考えられます。そこで、これまでに知られていない生理活

性タンパク質を海洋生物から単離するとともに、その遺伝子をクローニングして、新たな機能をも

つ人工タンパク質を作成することを目指しています。 
 

2．キーワード 
和文：レクチン、糖鎖、免疫、タンパク質立体構造、膜孔形成タンパク質 
英文：lectin, carbohydrate, immunity, three-dimensional structure of protein, pore-forming protein 
3．特色・研究成果・今後の展望 

海洋生物を始め、さまざまな生物由来の生理活性タンパク質の単離や、構造・機能解析などを
行うことができます。 
researchmap：https://researchmap.jp/read0172278 
研究室 HP：https://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/seitai/index.html 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 

生物は多くの細胞から構成されており、その緊密な連携のもとに複雑な生命機能が維持されて
います。それらの細胞には、さまざまなタンパク質が存在しており、重要な役割を果たしていま
す。レクチンを始めとする生理活性タンパク質の機能解明は、生物の機能を理解するだけではな
く、新たな機能をもつ人工タンパク質の開発にも大きな貢献をすることが期待されます。 

 

ラッパウニの表面にある刺棘には複数のタンパク質毒素が存在しています。この中からSUL-Iと名付けた
細胞増殖活性のあるタンパク質を単離し，X線結晶構造解析によって，どのように細胞と相互作用するか
を明らかにしました。

ラッパウニ
（Toxopneustes pileolus）

SUL-Iの結晶
SUL-Iと糖との複合体の立体構造
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氏名  有川 康弘 
Arikawa Yasuhiro 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  錯体化学 
Coordination Chemistry 

1．主な研究概要 
 金属イオンに配位子とよばれる有機物やイオンが結合した化合物を金属錯体といいます。その

ような金属錯体を用いて、小分子の活性化を行なっています。小分子とは、水素や窒素、酸素、

二酸化炭素など通常安定な分子のことを指し、これら金属錯体を使って、有用な化合物に変換し

たりエネルギーを取り出したりします。我々の研究室では、特に窒素酸化物やそのオキソアニオ

ンを還元して、無毒化や有用な化合物への変換を達成しています。また、二酸化炭素の有用化合

物への変換も行っています。 
 
① オキソアニオンの多電子還元反応の開発（Development of multi-electron reduction reactions of 
oxoanions） 
 我々の研究室では、ルテニウムとい
う金属イオンが二つ並んだ二核ルテ
ニウム錯体を用いて、2 つの還元サイ
クルを達成しています。 
 一つは、2 つの一酸化窒素(NO)を 2 
電子および 2 プロトンにより、亜酸化
窒素(N2O)へ変換しています（図 1） 
(2 NO + 2 H+ + 2 e– → N2O + H2O)。 
一酸化窒素(NO)は、空気中で容易に酸
化され有毒な二酸化窒素(NO2)となっ
てしまいますが、亜酸化窒素(N2O)に
還元してしまえば無毒化できます。 
 もう一つは、亜硝酸イオン(NO2

–)を 6 電子および 7 プロトンにより、アンモニアへと変換して
います（図 2）(NO2

– + 7 H+ + 6 e– → NH3 + 2 H2O)。この変換は、土壌などの富栄養化の軽減と
関連しています。 
 
② 可視光を用いた二酸化炭素の有用物質への変換
（Transformation of CO2 into valuable chemicals using visible 
light） 
 地上に届く太陽光の約半分は可視光です。そのため、可視光の
エネルギーを使って、地球上にほぼ無尽蔵に存在する二酸化炭素
を有用な物質へと変換できれば、持続可能な社会の実現に貢献で
きると思われます。我々は、錯体触媒を使うことによって、二酸
化炭素を主にギ酸へ変換することに成功しています。 
 

2．キーワード 
和文：金属イオン、金属錯体、窒素酸化物、オキソアニオン、二酸化炭素、還元反応 
英文：metal ion, metal complex, nitrogen oxides, oxoanions, carbon dioxide, reduction reaction 

3．特色・研究成果・今後の展望 
 地球上では、窒素循環サイクルと呼ばれるサイクルが存在します。そのサイクルでは、空気中
に大量に存在する窒素分子が、酸化や還元によりいろいろな状態へと変化します。その中でも特
に、硝酸イオンから窒素分子への還元プロセスは脱窒過程と呼ばれ、我々はこの脱窒過程に興味
をもって研究を行っています。 
researchmap：https://researchmap.jp/arikaway 
研究室 HP：https://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/sakutai/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 
 窒素酸化物(NO や N2O など)や硫黄酸化物(SO など)、それらのオキソアニオン(NO3

–や NO2
–、

SO3
–)を、金属錯体を使って還元します。また、二酸化炭素の変換反応も行なっています。 
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氏名  海野 英昭 
Unno Hideaki 

役職  准教授 
Associate professor 

専門分野  タンパク質結晶学、生化学 
Protein crystallography, Biochemistry 

1． 主な研究概要 
 
① タンパク質の結晶構造解析（Protein crystallography） 
酵素タンパク質および糖結合タンパク質（レクチン）を研究対象として、結晶構造解析

の手法により立体構造の詳細を明らかにします。またその構造解析により、タンパク質が
行う化学反応機構やタンパク質機能の構造的基盤を解明します。これまでに構造解析を行
ったタンパク質の例を下に示します。 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 新規レクチンの探索、およびその応用（Exploring for novel lectins and its applications） 
海産無脊椎動物を主な研究対象として、それらの生物から新規レクチンの探索を行いま

す。新たに見つかったレクチンについては、その構造解析を含む詳細な解析を行うことで
ユニークな特性を明らかにします。また、レクチンの有する抗菌・抗ウイルス活性を利用
した創薬等への応用にも取り組みます。下に、これまでに発見した新規レクチンの例を示
します。 
 
 

 
 
 
 

２枚貝（真牡蠣）由来レクチン CGL1    イソギンチャク由来レクチン AJLec 
2．キーワード 
和文：タンパク質結晶学、生化学、酵素、レクチン. 
英文：protein crystallography, biochemistry, enzyme, lectin. 

3．特色・研究成果・今後の展望 
共同研究可能な内容：タンパク質の結晶構造解析、新規レクチンの利用、大腸菌を用いたタン

パク質の発現と精製、など 
現在進行中のプロジェクト：タンパク質の結晶構造解析、新規レクチンの探索とその機能解析. 
researchmap：https://researchmap.jp/read0127731 
研究室 HP：https://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/seitai/ 
研究成果： H. Unno, et. al., J. Biol. Chem. 289(18), 12805-12812 (2014) 
      H. Unno, et. al., J. Biol. Chem. 281(39), 29287-29296 (2006) など 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
明らかにしたタンパク質の構造情報および詳細な反応機構の情報を元に、ドラッグデザイン

等の創薬への応用が可能となります。また、新たに見出した各種の新規レクチンは、特異的糖
鎖結合活性を利用した糖鎖研究試薬としての利用や、抗菌・抗ウイルス活性に着目した研究試
薬、創薬、および機能性食品としての応用が期待できます。共同研究は随時募集中です。 

 

Cucumaria echinata (ナマコの一種)由来溶
血性レクチン CEL-III の膜孔形成複合体構
造（CEL-III は、他の生物に対して毒として
機能するタンパク質です。この CEL-III が
細胞膜に穴を開けて細胞を破壊する仕組み
を、結晶構造解析により明らかにしまし
た。） 
 

トウモロコシ由来グルタミン合成酵素の構造 

（植物の生育の鍵となる酵素の一つです。本酵

素の機能が失われると植物は枯れてしまうた

め、除草剤開発のターゲットタンパク質ともな

っています。この構造は、除草剤である化合物

が結合した複合体構造を示しています。 
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氏名  小野寺 玄 
Onodera Gen 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  有機金属化学、合成化学 
Organometallic Chemistry 

1．主な研究概要 
 
① ルイス酸と遷移金属のハイブリッド触媒の開発 (Transition metal–Lewis acid bifunctional 
catalyst) 
 
ルイス酸は古くから有機合成に用いられてきた触媒であり、また遷移金属錯体を触媒とした有

機合成反応も急速に発展してきました。これら 2 種類の触媒を同じ分子内に持たせたハイブリッ
ド型の分子触媒を設計・合成することで、2 つの異なる基質活性化機構が協働的に作用する高活
性触媒の開発に取り組んでいます。例えば、ルイス酸性のホウ素部位と金属に配位することので
きるリン部位を持つ分子を合成し、それをパラジウム等の遷移金属錯体における配位子として用
いることで新しい分子触媒を調製しました。 

 

R2P

M

BR'2

遷移金属

配位するリン部位 ルイス酸性のホウ素部位

 
 

このような錯体触媒を用いると、例えばアリルアルコールの炭素－酸素結合を容易に切断し、
アミノ基を導入するアミンのアリル化反応などが効率よく進行します。従来法ではアリルアル
コールをアリルエステル等へと変換する必要がありましたが、本手法ではその必要はありません。 

 

R R1

cat. Pd(OAc)2
 / B

PPh2
+ HNR'2OH NR'

2  
 

発表論文：Org. Lett. 2017, 19, 6148; Adv. Synth. Catal. 2018, 360, 1954; Tetrahedron Lett. 2020, 61, 
152537.  
 
② 外部電場を用いた有機合成の開拓 (Organic synthesis by using external electric field) 
 
これまで、困難な有機合成反応を進行させるために様々な触媒の開発が行われてきており、数々

の成功例が報告されています。しかし触媒反応の実施には専門的な知識と技術を要します。そこ
で触媒に変わって有機合成反応を加速させる要素として外部電場が使えないかと考えました。外
部電場を活用した有機合成手法を開発することで、誰でも実施できる有機合成を目指しています。 

2．キーワード 
和文：有機金属化学、遷移金属触媒、有機合成、外部電場 
英文：Organometallic chemistry, Transition metal catalyst, Organic synthesis, External electric field 

3．特色・研究成果・今後の展望 
有機合成だけではなく、遷移金属錯体の合成・構造解析や高分子合成にも取り組んでいます。

また、薬学部との共同研究では計算化学部分を担当したこともあります。医薬品候補化合物の合
成にも取り組んでいます。 

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

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 
現在取り組んでいる研究は基礎研究が多く、有機合成における反応開発がメインです。有機分

子全般の合成や分析に対応することができます。 

 



86 
 

氏名  作田 絵里 
Sskuda Eri 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  光化学 
Photochemistry 

1．主な研究概要 
 
① 典型元素を利用した光機能性化合物の創出 

Synthesis and Photophysical Properties of photofunctional compounds using main group 
elements 
 
本研究では、典型元素の特徴的な電子状態を巧みに利用した、発光性化合物の創出を行っ

ています。例えば、ホウ素原子で架橋された有機化合物を様々な溶媒で結晶化すると、異な
る結晶が得られます。この結晶系・構造の違いと発光の相関関係の調査を行うことでホウ素
周りの構造と発光の関係性を明らかにすることができました（図 1）。また、周辺環境によっ
て発光色が異なる典型元素を置換基部位を有する発光性錯体の創出とその発光特性について
も検討を行っています（図 2）。このような発光性化合物は有機 EL などの素子としても利用
可能です。また、発光色が周辺環境の変化を鋭敏に反映することから、環境応答型センサー
としての利用も期待できます。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
② 典型元素を利用したエネルギー変換系の構築 

Construction of energy conversion systems by utilizing the main group elements 
 
   本研究では、典型元素を有する化合物および金属錯体の励

起エネルギーを利用して二酸化炭素を有効な炭素資源へ変換
するといった試みも行っております。これまでに報告されて
いる二酸化炭素光還元触媒はレアメタルが使用されており、
コストや資源不足などの問題を抱えています。そこで高価な
金属を用いない、典型元素を利用した二酸化炭素光還元反応
の系が構築されれば、高価な金属に頼らない新たな人工光合
成系の構築へ寄与できるものと考えております。 

 
 
 
2．キーワード 
和文：光化学、典型元素、金属錯体、光エネルギー変換 
英文：Photochemistry, Main group element, Metal complex, Light energy conversion 

3．特色・研究成果・今後の展望 
researchmap：https://researchmap.jp/sakueri 
研究室 HP：https://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/sakutai/ 
学術変革領域研究(A)  動的エキシトンの学理構築と機能開拓：https://dynamic-exciton.jp/ 
 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
研究課題 1 では、発光性材料はディスプレイなどへの応用、有機 EL 素子としての応用が期待

できます。また、環境応答型センサーとしての利用や生体内プローブとしての利用も視野に入れ
ることが可能です。また、研究課題 2 では、人工光合成システムへの応用や二酸化炭素の炭素資
源への変換系の構築が期待されます。 
 

 

図 1 結晶系によって発光色が

変わる化合物の例 

図 2  
周辺環境 (溶媒極性) に
よって発光色が変わる化

合物の例 
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氏名  田中 修司 
Tanaka Shuji 

役職  准教授 
   Associate Professor 

専門分野  生化学、酵素化学 
Biochemistry, Enzymology 

1．主な研究概要 
① 酵素による化合物合成法の開発 (Development of the new synthesis method of compounds via 

enzymes) 
Cytochrome P450 類を中心として酸化還元酵素による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ます。
Cytochrome P450 類は、そのユニークな触媒活性により長らく精密有機合成化学、医薬品合成、
分子センシングなどの分野での応用利用が期待されてきました。しかしながら、Cytochrome 
P450 はその触媒機能発現に、酵素本体に加え 1 ないし２種の電子伝達タンパク質と高価な電
子供与体を必要とし、これがこの酵素の利用とゲノム情報から数十万におよぶと考えられて
いる多種の cytochrome P450 の機能解明を制限してきました。我々は、天然の電子伝達タン
パク質に替わる低分子の有機化合物を電子メディエーターとし、安価な化合物を電子供与体
とする新たな cytochrome P450 の人工電子伝達系による活性発現法を開発しています。現時
点で、cytochrome P450 family の４つのクラスに適用でき、その触媒速度も天然型の電子伝達
系に匹敵するものです。我々の人工電子伝達系は、酵素による化合物合成を容易にするのみ
ならず、電子伝達系が不明であるため、その基質や反応特異性を明らかにできなかった、多
くの cytochrome P450 の性状を明らかにできます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cytochrome P450cam (CYP101A1)の天然型電子伝達系と触媒反応 
 cytochrome P450本体の他に電子伝達タンパク質 putidaredoxinと putidaredoxin reductaseを必
要とすします。また、比較的高価な NADH が電子供与体として用いられています。 

 
② ハイスループットな酵素変異体作成法の開発 (Development of high-throughput screening 

method for mutagenesis of oxidoreductase) 
 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ます。 
2018 年ノーベル化学賞に代表されるように現在の遺伝子工学、タンパク質工学により変異体
タンパク質を作成することは容易にできます。しかしながら、それらの変異体の中から特定
の機能を有したものを選別することは、多大の労力・時間を要し、これがボトルネックとな
っています。我々は、①に示した人工電子伝達系を用いることにより酸化還元酵素の変異体
をハイスループットに検出・選別する方法を模索しています。 

2．キーワード 
和文：酵素による合成、シトクローム P450 
英文：biotransformation, enzymatic synthesis, cytochrome P450 

3．特色・研究成果・今後の展望 
我らが開発した cytochrome P450 の人工電子伝達系は、これまで報告された他の方法と比べ
数十〜数百倍速く、天然型の電子伝達系に匹敵するものです。 

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

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 cytochrome P450 類は、医薬品等の不斉精密合成に展開でき、さらに基質特異性が不明の多くの
cytochrome P450 family の性状を明らかにし、微生物等を用いた biotransformation の進展に貢献し
ます。 
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氏名  堀内 新之介 
Horiuchi Shinnosuke 

役職  助教 
Assistant Professor 

専門分野  超分子化学 
Supramolecular Chemistry 

1．主な研究概要 
 自然界で見られる可逆な結合や分子間相互作用の協奏効果を用いる事で、新奇な分子集合体を

創出し、その特異な構造に由来する機能物性を明らかにしています。特に、複数の弱い力のバラ

ンスは反応条件によってコントロールできるため、同じコンポーネントを用いても得られる構造

体の形状を反応条件によって変化させることができます。新しい構造体は新しい機能物性をもた

らすため、本研究によって機能性材料の基礎開発研究分野に新しい方法論を提供します。 
 
① 錯体内包型超分子に関する研究（Development of supramolecular coordination complexes） 
 水素結合によって分子カプセル構造を形成するレゾルシンアレーンと呼ばれる有機分子と、カ

チオン性金属錯体を組み合わせると、錯体内包型の超分子構造体が得られます。この時、分子コ

ンポーネントを変えると、様々な機能物性を持った錯体内包型超分子を得ることが出来ます。例

えば、発光性金属錯体を用いて錯体内包構造を構築すると、金属錯体単独の時よりも高い発光特

性（発光の高エネルギー化・高効率化・長寿命化）が観測されます。 

 
図 1. レゾルシンアレーンと金属錯体からなる錯体内包型超分子の形成 

 
② 細孔性化合物に関する研究（Development of noncovalent porous crystals） 
 レゾルシンアレーンと金属錯体の組み合わせから、有機金属構造体（Metal–Organic Framework）
のような細孔性化合物も得ることができます。細孔のサイズや形状は、組み合わせる化合物を変

える事で調整可能であることから、金属錯体の性質と細孔を活用した機能性材料の創出を行って

います。 

 
図 2. レゾルシンアレーンと金属錯体からなる細孔性化合物の形成 

2．キーワード 
和文：超分子化学・分子間相互作用・光機能性材料・細孔性材料 
英文：Supramolecular chemistry, Noncovalent interaction, Photo-functional material, Porous material 
3．特色・研究成果・今後の展望 
researchmap：https://researchmap.jp/shoriuchi 
研究室 HP：http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/sakutai/ 
本研究に関する解説論文 : 10.1002/tcr.202000125 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 本研究は新奇構造体創出に関わる基礎研究であるため、製品化に向けた取り組みや特許取得は

行っておらず、光機能材料や細孔性材料としての可能性を検証中です。ここに示した新しい分子

構造体を利用した共同研究の提案をお待ちしております。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

連携部門 
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氏名  重光 保博 
Shigemitsu Yasuhiro 

役職  教授 
Professor 

専門分野  計算化学 
Computational Chemistry 

1．主な研究概要 
① 溶液化学反応機構の計算解析（Computational chemistry focused on organic solution reactions） 

溶液状態での化学反応機構について、理論とシミュレーションを組み合わせた解明を行ってい
ます。特に、超高圧下において分子運動が阻害される非化学平衡系について研究を進めています。 

The organic reactions in solution exhibit distinct chemical kinetics under extreme high pressure, which 
derives from the breakdown of chemical equilibrium in solution system. The dynamic solvent effect plays 
the critical role in the pressure-dependent behavior of the reaction rate constants in such extreme condition, 
which contrasts with the normal pressure-independent reaction rate constants which obey the conventional 
Transition State Theory. Our research team investigate the chemical kinetics anomaly observed in the 
non-equilibrium system from theoretical, computational and experimental standpoints. 
 
② 有機光機能材料の分子設計（Computational molecular modeling of photofunctional organics） 
 薄く・軽く・フレキシブルな最先端の情報表示デバイスには、液晶や有機 EL のような有機材料
が使われています。その発光特性制御や耐久性向上に向けて、様々な材料探索アプローチが行わ
れています。我々は MD シミュレーションと第一原理計算を用いた理論探索を行っています。 

A variety of OLED materials have become universally utilized in the modern IT society. The organic 
display materials installed into digital devices continue to evolve into more compact, energy-efficient, and 
eco-friendly ones. The OLED performance in the solid state is quite sensitive to the molecular structures as 
well as the condensed environment. We focus on the photophysical properties of the OLED materials 
particularly in the aggregated phase and computationally design novel OLED materials by means of 
quantum chemical calculations combined with molecular dynamics simulations to represent the aggregated 
systems. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2．キーワード 
和文：分子シミュレーション、量子化学計算、溶液反応機構解析、有機光機能性材料 
英文：Molecular Simulation, Quantum Chemistry, Solution Reaction Mechanism, Photofunctional 

Materials 

3．特色・研究成果・今後の展望 
平衡状態から乖離した系は、通常とは異なる化学動力学に支配されています。高圧下の有機化

学反応で観測される特異的な反応速度定数挙動を理論・分子シミュレーション・実験測定から総
合的に研究しています。 

電子状態計算・分子動力学シミュレーション・流体解析を組み合わせて、複雑系に対する実践
的シミュレーション活用を目指しています。 
 
researchmap：https://researchmap.jp/read0203460 
研究室 HP：https://www.pref.nagasaki.jp/section/kogyo-c/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
連携教員としてのスタンスから、ものづくり現場とアカデミアをつなぐ役割を日頃から意識し

ています。専門分野である計算化学シミュレーション技術を活用して、ミクロな分子レベルから
マクロな連続体レベルまでの広範な材料設計に貢献します。 
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氏名  橋本 州史 
Hashimoto Kunifumi 

役職  教授 
Professor 

専門分野  船舶海洋工学 
Naval Architecture and 
Ocean Engineering 

1． 主な研究概要 ： 船舶海洋人材育成講座 
① 船舶・海洋構造物に作用する波浪荷重の研究 

Development of estimation methods of various kinds of wave loads on ships and offshore 
structures 

 海洋空間で作動する船舶・海洋構造物に作用する様々な荷重の特性および推定手法の研究を 
進めています。 
② 設計荷重設定技術の開発 

Study of design loads in structural design focusing loads estimation, structural response and 
strength evaluation 

 荷重推定・構造応答・強度評価の関係に重点をおいた設計荷重設定技術の開発を進めています。 
③ 船舶および海洋構造物の最適構造設計の研究 

Optimum design of ships and offshore structures 
 疲労強度、座屈強度、工作法等を総合的に評価した最適構造設計の研究を進めています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 船舶の防振設計技術に関する研究 
Study of vibration prevention design of ship 
最新手法による固有振動数解析、振動応答解析を 
駆使した防振設計技術の研究を進めています。 
 
 
  
 

 
⑤ 船舶海洋工学分野の人材育成手法に関する研究 

Education methods for human resource development in ship and ocean engineering fields 
工業技術の歴史的背景、海事産業構造、海事国際法等の理解の上に、信頼性工学・安全工学等 

の各種手法の適用技術を加え、視野の広い技術者の養成手法を研究しています。 

2．キーワード 
和文：船体運動力学、船体構造設計、設計荷重学、防振設計、船舶海洋人材育成 
英文：Ship motion and Wave loads, Structural design, Vibration prevention design, ,Design loads, 

Human resource development in ship and ocean engineering fields 

3. 特色・研究成果・今後の展望 
researchmap：https://researchmap.jp/hashikuni 
研究室 HP：http://www.eng.nagasaki-u.ac.jp/ship-oshima/ 
（公益社団法人）日本船舶海洋工学会副会長 兼 西部支部長（継続中） 
・海事都市長崎の歴史と展望（船舶海洋技術の視点から）、第 24 回海事立国フォーラム（2018） 
http://www.jpmac.or.jp/forum/pdf/112_2.pdf 
・「明治日本の産業革命遺産」ガイドブック造船編「船がわかる本」（2021） 
http://www.japansmeijiindustrialrevolution.com/conservation/interpretation.html 
4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
「船舶海洋人材育成講座」として、今後の船舶海洋技術を担う人材の育成を図っています。 
船舶海洋工学のコア領域とされてきた分野だけでなく、ゼロエミッション船開発等の今後重要度
が増す分野も大きな課題として取り組んでゆきます。 

 

 

 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 

海洋未来イノベーション機構 
環境保全センター 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



91 
 

 
氏名  山本 郁夫 

Yamamoto Ikuo 
役職  教授 

Professor 
専門分野 

ロボット工学、システム工学、力学・制御工学 
Robotics,SystemEngineering, 
Dynamics&Control 

1．主な研究概要 
 
① ロボットシステム（Robotics） 

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

発を行っています。 
Offshore, Onshore, Aerospace, Medical robotics with 
autonomous function have been developed. 
 

② 海洋エネルギー（Offshore energy） 
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
援を行っています。 
Total technologies for practical renewable offshore energy system 
have been developed. 

 

2．キーワード 
和文：ロボットシステム、海洋エネルギー 
英文：Robotics, Offshore energy 

3．特色・研究成果・今後の展望 
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 
 
2005 Archipelaego award,France(Bio-Manoeuvering Type Underwater Vehicle),The world record of 
autonomous underwater vehicle cruising 317km by Urashima from Feb.26-28,2005. 
MARIN CONTROL SYSTEMS,IFAC Interanational Journal,Robust and Nonlinear 
Control,Vol.11,No.13,2001,Wiley. 
Practical Robotics and Mechatronics, Marine, Space and Medical Applications,  
ISBN978-4-320-08186-4,ISBN978-4-320-08191-8,IET. 

 
researchmap：https://researchmap.jp/iyamamoto_nu 
研究室 HP：http://robotics.mech.nagasaki-u.ac.jp/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
 

新しい水中ロボットや医療機器への応用を考えています。 
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氏名  福田 勉 
Fukuda Tsutomu 

役職  准教授 
Associate Professor 

専門分野  有機合成化学 
Synthetic Organic Chemistry 

1．主な研究概要 
① 海洋天然物ラメラリンをモデルとした生理活性物質の開発（Development of biologically active 

compounds based on marine natural products lamellarins） 
海洋天然物ラメラリンは、1985 年、
Faulkner らにより海洋に生息するベ
ッコウタマガイの一種、Lamellaria 
sp. から単離された化合物です。これ
までに 50種類以上の類似の構造を持
った化合物が単離・同定されていま
す。これらの多くが様々な生理活性
（トポイソメラーゼ I 阻害活性、プロ
テインキナーゼ阻害活性、抗 HIV 活
性など）を示すため、注目を集めて
います。 
 このラメラリンの多様な生理活性
に着目し、ラメラリンをモチーフと
した抗がん活性物質などの創薬研究
を行っています。これまでに、抗 HIV
活性を示すラメラリンサルフェー
ト、トポイソメラーゼ I 阻害に基づく
抗がん活性を示す BBPI、薬剤耐性
EGFR C797S 変異非小細胞肺がんに
対して有効な A 環部改変ラメラリン
を開発してきました。 
論文: Cancer Sci., 112, 1963 (2021); 
Bioorg. Med. Chem., 34, 116039 (2021); Bioorg. Med. Chem., 27, 265 (2019); Heterocycles, 99, 1032 
(2019); Bioorg. Med. Chem., 25, 6563 (2017) など 
 
② 創薬研究に必要となる合成手法の開発（Development of synthetic method for drug discovery 

research） 
上記①を実現するためには、効率的な合成手法の確立が不可欠となります。ラメラリンはピロー
ル環を含む多環性複素環構造を基本骨格に持つため、ピロール環に対するモジュール導入を行う
モジュール合成法の開発を行っています。 
論文: Heterocycles, 103, 862 (2021); Heterocycles, 98, 916 (2018); Heterocycles, 95, 950 (2017) など 
 

2．キーワード 
和文：ラメラリン、複素環化合物、抗腫瘍活性物質 
英文：Lamellarin, Heterocyclic compounds, Anti-tumor active compounds 

3．特色・研究成果・今後の展望 
A 環部改変ラメラリンについては他機関との共同研究で、抗腫瘍活性物質としての応用に関して
研究をすすめています。 
researchmap：https://researchmap.jp/t-fukuda 
研究室 HP：http://www.cms.nagasaki-u.ac.jp/lab/yuuki/ 

4．社会実装への展望・企業へのメッセージ 
上記のようにラメラリン誘導体は、抗腫瘍活性物質等への応用が期待されます。また本研究を通
じて開発された合成手法を利用することで、ピロール環を含む様々な複素環化合物を合成するこ
とが可能です。 
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