
研究指導員及びその研究分野

国際規格にも採用された実験方法（ワンバー法）で、材料や構造の
動的力学特性を測定しています。材料も構造も準静的に変形させ
た場合とは異なる特性を示します。このことを意識しながら、より
薄く、より軽い材料や構造で、より安全な車体構造を作るための基
礎研究をしています。

衝撃工学
環境に配慮した材料や構造の耐衝撃性

修

板橋 正章 教授

高度情報化社会進展の原動力である集積回路の高速化・低消費電
力化に向けて材料面から研究を進めています。現在使われている
シリコン半導体に比べてより一層、高性能化の可能性を秘めた、ゲ
ルマニウム半導体を用いた集積回路に関する要素技術の研究を行
っています。

半導体薄膜材料
修 博

福田 幸夫 教授

情報をリアルタイムに処理する適応信号処理は、ディジタルカメラ
や携帯電話やカーナビゲーション等に用いられ、私たちの生活に
かかせないマルチメディア技術です。この適応信号処理を用いた
画像処理、ディジタル無線通信、音響信号処理等の研究、及びこれ
らを用いた医療分野への応用研究を進めています。

ディジタル信号処理
修

田邉 造 准教授

リニアモーターカーにも用いられている磁気浮上の技術を使って、
浮上式のモータや発電機の研究開発を行っています。コンピュー
タシミュレーションソフトを使ってモータを設計し、試験機を製作
します。実験して回転子が浮上していることを確認し、性能を評価
します。

電気機器・磁気浮上
修

大島 政英 教授

博

省エネ、省資源に貢献することを目的に、磁界、熱、振動などの複
合現象の解析と数理計画法による最適化を組み合わせ、電気機器
の高効率、小型化技術（限界設計技術）を研究しています。

電気機器・超電導応用・数値解析
修

北村 正司 教授

近年、スマートフォンなどの高度なモバイルデバイスが普及し画像や音声、地磁気等の
様々なデータが容易に取得できるようになってきました。こうしたデータから情報を抽出
したり分析したりするためのメディア処理技術の研究をしています。またコンピュータによ
る人間への適切な支援や情報呈示によりシステムのわかりづらさや使い勝手の悪さなど
の問題を解決した誰でも簡単に使えるシステムを開発するための研究も進めています。

メディア処理、ヒューマンコンピュータ
インタラクション

修

水野 秀之 教授
知能化ネットワークとは、IoTのように、様々なモノが通信しあうネッ
トワークシステム上で、データ処理やサービス提供判断を、人工知能
（機械学習）によって行なおうというものです。ディープニューラル
ネットワークなど、最新の機械学習手法を用いたデータの識別・判
断技術と、実サービスへの応用方法について研究しています。

知能化ネットワーク
修

山田 哲靖 教授

知識が高度化・多様化し、何が正しいのか自分で決めなければな
らない時代になりました。このような社会で自分を発揮するため
には分析思考・複眼思考が欠かせません。経営科学の視点から、自
分の経験や直観を生かしながら、グローバル社会を生き抜くため
の意思決定法について研究しています。

多基準意思決定論
経営効率評価

修

飯田 洋市 教授

提供する品物やサービスがお客様の満足を得るかどうかを知るに
は、品質を測定し得られたデータに対して統計処理を行い有用な
情報を得るのがよい方法です。大規模なデータ解析が必要なため
にコンピュータを用いて解析します。このデータの取り方と解析方
法について研究しています。

統計的品質管理
修

奥原 正夫 教授

知識社会となり重要な企業戦略の一つとして、社員教育が掲げら
れ得る時代になりました。ICTを活用し業務に直結した内容を、仕
事をしながら効率よく学習するためのシステム開発について研究
します。また、ソーシャルコミュニティーを形成し、知識を創造・蓄
積する仕組みについて研究します。

経営情報システム論
e ラーニング

修

広瀬 啓雄 教授

情報が担う役割やその効果について、情報を定量的に評価するい
くつかの基本的な指標（情報量）を用いた基礎研究を行っていま
す。そこで得た知見を、経済競争の状況下に置かれた人間の意志
決定問題（ゲーム理論）や株価の変動解析（金融工学）等へ応用す
る研究も行っています。

情報理論  ゲーム理論  
金融工学

修

松岡 隆志 教授

技術を誰でも使えるように、社会やビジネスとつなげることが、「情報システム」の使命
だと思っています。私の研究テーマは大きく3つ。アプリ、エリアワンセグ、AR（現実世
界を拡張する技術）です。パソコンから動植物などの立体が飛び出して見えるのがAR。
実際に人の動きを検知して介護ビジネスにつなげる取り組みなども進めています。スマ
ートフォンが使える環境が進展している今、ビジネス環境も大きく変わる時代です。

コンピュータ、情報通信
技術経営

修

三代沢 正 教授

日本の製造企業の海外進出とその現地経営及び外資（外国）企業
の日本進出と在日経営活動の実態について研究しています。フィー
ルドワークとしては対米進出した企業の現地経営について実態を
調べ、日本に進出した外資企業は主に第2次世界大戦以前のもの
を対象にしています。

企業の国際化戦略と現地経営
－日系企業と外資企業の比較研究－

修

吉沢 正広 教授

最先端のハイテク電子材料を簡単に作ることを目指します。物理
的・化学的な視点から物質・現象をじっくりみつめることで、次世
代の電子デバイスを簡単に作り上げるための研究をしています。ま
た、環境に対する優しさも大事なポイントです。

機能性薄膜形成
修

王谷 洋平 准教授

次世代携帯端末に利用されるフレキシブル有機ELディスプレイや
太陽光発電と農作物栽培の両立を可能とするシースルー太陽電池
の開発を目指しています。さらには太陽光エネルギーから水素を
作る人工光合成デバイスや太陽光利用型植物工場の開発も視野に
入れています。

太陽光エネルギー変換工学
有機エレクトロニクス

修

渡邊 康之 准教授

高度な医療や介護によって安全に暮らし、便利な製品を使い、豊
かな環境で生活するためには、脳の仕組みをはじめ、我々自身を
調べることが大切です。これにより、新たな医療診断装置の開発、
動きやすい空間の設計、さらに使いやすい製品の開発に役立ちま
す。

医用・福祉工学
修 博

清水 俊治 教授

バーチャルリアリティとは、例えばCGで表現された別の空間の中
で、普通なら見たりすることができないものを含む必要な情報を
教えてくれたり、歩く・触るなど必要な公道を行えるようにする技
術です。教育への応用など、いろいろなシステムについて研究して
います。

バーチャルリアリティ
ヒューマンインタフェース

修 博

平田 幸広 教授

携帯電話などの無線通信の領域では、通信速度がこれまでよりも
格段に速くなりました。最新のスマートフォンでは美しい動画像も
送れ、機能もより高度になりました。研究室では、更なる通信の高
速化と、通信ネットワークの高度化に向け、計算機シュミレーショ
ンと実験を通して研究していきます。

無線通信・ネットワーク
修 博

松江 英明 教授

ロボット技術を基に機械を使いやすくする研究をしています。例え
ば、誤入力防止や簡便な操縦のための機械学習や人の直感的動作
を取り入れた方法。足の不自由な人が自ら使える小型昇降機の開
発。画像処理を用いた湖への鳥の進入を検出する方法などを研究
しています。

知能ロボティクス 
メカトロニクス

修 博

市川 純章 教授

パソコンやスーパーコンピュータなどを用いて家電や乗り物、建物
などさまざまな構造物の挙動を計算機上でシュミレーションしま
す。大規模なモデルデータの準備、解析の高速化や計算結果をエ
ンジニアに分かりやすく可視化するための研究を行っています。

計算力学
修

河合 浩志 准教授

コンピュータネットワーク、モバイルネットワークの急速な発展に
伴い、セキュリティ技術の重要性が叫ばれています。セキュリティ
技術の安全性は暗号の安全性に基づいており、暗号の安全性に関
する研究は全てセキュリティ技術の基本です。暗号技術をベースに
安心・安全な社会への研究を行っています。

暗号・セキュリティ
ネットワーク

修

杉田 誠 准教授
太陽光発電や小水力発電等の自然エネルギーの地域普及に関する
活動を行っています。また、国際宇宙ステーションの実験棟「きぼ
う」では、最初の科学実験の代表研究者を努めました。この他、各
種の機器における伝熱性能の向上、伝熱の数値シミュレーション
等の伝熱工学分野に長年の経験を有します。

自然エネルギー・伝熱学
宇宙の無重力下における熱・流体力学

修 博

河村 洋 教授

安全・安心な社会を構築するための工学（社会安全工学）として、
火災安全や火災周辺科学が研究テーマです。人の安全を第一とし
て、火災からの避難、消火、燃焼性状の把握など社会に必要な安
全の向上を図る研究です。

社会安全工学
環境安全

修 博

須川 修身 教授

固体金属材料に外力を加えて塑性変形させたり、金属やセラミッ
クスの粉末を最終形状製品まで直接成形するなど、切り屑を出す
ことなく有用な形と性質を与える加工プロセスのメカニズムの解
明、新プロセスの開発・制御・評価・最適化を行っています。

材料加工学 粉体粉末冶金工学
マイクロ加工  数値シミュレーション

修 博

竹増 光家 教授

基本的には機械の制御、特にモーターのない関節を持つ機械の運
動制御を研究しています。今日要求されるさまざまなエコ（省エ
ネ、省資源）の観点から、数少ないモーターでどのように必要な運
動を実現するか。部品点数が減れば軽量化され、運動性能の向上
にもつながります。

制御工学
ロボット工学　振動工学

修

星野 祐 教授

実験・計測、コンピュータシュミレーション、最適化設計の技術を
用いて、航空機と流体機械に関する研究開発を行っています。性能
改善、精度向上、開発コスト削減、開発時間短縮などが可能になり
ます。

環境に適応した航空機と流体機械
修

雷 忠 教授

私たちは様々な材料に囲まれて生活しています。材料の開発・改良
は生活を快適にし、省エネや環境保護にも役立ちます。そんな地球
に優しい材料の研究・開発を考える研究室です。ナノカーボン材料
の特性制御や世界最高品質の磁性材料、汚染物質除去材料を研究
しています。

ナノカーボン材料
磁性材料　材料科学

修 博

内海 重宜 准教授

金属の酸化物を合成しその電気的特性を調べて新しい機能を有す
る材料の探索を行っています。X線回折法を用いて元素の配列（結
晶構造）を知るとともに、電気的特性を測定して、その性質が結晶
構造とどのように関連しているかを研究しています。

機能性酸化物新材料
修 博

石井 隆生 教授

省エネで環境にやさしい機械の開発やその普及のためのインフラ開発に対して、
燃焼工学・安全工学の面からその達成を目指した研究を行っています。例えばより
地球環境にやさしい冷媒や新エネルギーとして期待される可燃性ガス等の燃焼性
の実験的評価をメインテーマとして研究しています。得られた成果は規制緩和の
基盤データとして活用されるなど、新エネルギー技術の普及に貢献しています。

燃焼工学・安全工学
修

今村 友彦 准教授

太陽光発電システムにおいて太陽電池の故障が報告されています。シ
ステムの寿命が長ければ、それだけ多くの発電量(Wh)が確保されま
す。故障を早く把握するにはどうすればよいか研究を行っています。
また、薄膜太陽電池の出力特性の分析を行っています。太陽光スペク
トル分布を測定し、理論出力を推定し、実際の出力と比較します。

太陽光発電システム
太陽電池出力評価

修 博

平田 陽一 教授

（平成28年度現在）




