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佐賀大学研究室訪問記



「佐賀大学研究室訪問記」の
刊行によせて

佐賀大学産学・地域連携機構長

理事・副学長 門出 政則

教育基本法第7条に、「大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、

深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社

会の発展に寄与するものとする」と謳ってあり、本学も、その趣旨にのっとり、大学の使命で

ある「教育」、「研究」、及び「社会貢献」の諸活動を展開しています。

大学における学術研究は、研究者個人の自由な発想に基づき主体的になされるのが基本です

が、一方、大学が社会の要請に応え、組織的・戦略的に推進すべき研究があります。本学は、

平成18年に制定された「佐賀大学憲章」において、「地域と共に未来に向けて発展し続ける大

学を目指す」と宣言していますが、正に地域の「知」の拠点として、佐賀大学ならではの特色

ある研究活動を展開し、その成果を世界に発信するとともに、地域の課題解決や産業・文化の

振興等、地域社会の発展にも寄与できるよう努め、大学の存在意義を高めたいと考えています。

このような背景のもと、佐賀大学産学・地域連携機構では、本学教員・研究者の教育・研究・

社会貢献活動などを分かりやすく学内外の方々に紹介することを目的として、各研究室を訪

問・取材し、記事を冊子体に編集した「佐賀大学研究室訪問記」を毎年発行して参りました。

佐賀大学にはどんな研究者がいて、どのような研究を行なっているのか、本学の研究シーズ

を公開することにより、地域社会や産業界等のニーズとのマッチングや地域課題の解決が図ら

れたり、さらに中・高校生等若い世代への本学の研究活動の分かりやすい紹介は、佐賀大学で

学んでみたいと考える志願者の確保・増加に繋がることも期待されます。

本「研究室訪問記」が、佐賀大学で実施されている多様な教育研究活動の理解、さらには本

学が有する様々な知的資源の把握と活用、地域・国際社会への貢献等への一助となることを願

う次第です。なお、本訪問記は、佐賀大学産学・地域連携機構のホームページでも随時更新の

上公開していますので、ご参照下さい。



テーマ 学 部 氏 名

「みつめる・語る・つながる」人権教育を促進‼ 文化教育学部 松下 一世 教 授 1

美術教育による豊かな心の成長を目指して‼ 文化教育学部 栗山 裕至 教 授 2
生活をエンジョイするために、
誰もが楽しめる体育の授業を‼ 文化教育学部 堤 公一 准教授 3

デジタルコンテンツを利用した人材育成を促進‼ 文化教育学部 中村 隆敏 教 授 4

佐賀県産植物を、教育や産業に活かす‼ 文化教育学部 宮脇 博巳 教 授 5

面白い生物の宝庫、佐賀の再発見‼ 文化教育学部 嬉 正勝 准教授 6

「音楽の対話」を通して音楽の素晴らしさを伝えたい‼ 文化教育学部 今井 治人 教 授 7

韓国研究は佐賀から‼ 文化教育学部 永島 広紀 准教授 8

佐賀の埋もれた歴史人物をもっと知ってほしい‼ 文化教育学部 中尾友香梨 准教授 9

「傾聴」の関係でよりよい社会づくりを‼ 文化教育学部 吉岡 剛彦 准教授 10

よりよい衣生活で健康・環境改善を‼ 文化教育学部 甲斐今日子 教 授 11

農山漁村に培われてきた文化を探る‼ 文化教育学部 藤永 豪 准教授 12

遺跡・遺物から時代を読み取る‼ 文化教育学部 重藤 輝行 教 授 13

太古の海洋環境の復元を目指して‼ 文化教育学部 髙島 千鶴 准教授 14

日本でも砂漠化が？？局所的砂漠化現象の発見‼ 文化教育学部 中村 聡 教 授 15
若者の健康教育を推進！
活気溢れる佐賀の地域づくり‼ 文化教育学部 栗原 淳 教 授 16

発達障害に対する正しい理解を‼ 文化教育学部 松山 郁夫 教 授 17

安定して楽に滑れる万能インラインスケート靴‼ 文化教育学部 井上 伸一 教 授 18

運動と心理学で生活習慣の不具合を改善‼ 文化教育学部 山津 幸司 准教授 19

伝統的焼物を通した人材育成・産業振興促進‼ 文化教育学部 田中 右紀 教 授 20

漆工芸を通して物づくりの魅力を伝えたい‼ 文化教育学部 井川 健 准教授 21

発達障害のある児童生徒への支援‼ 文化教育学部 園田 貴章 教 授 22

教師のメンタルヘルス促進でより良い教育を‼ 文化教育学部 網谷 綾香 准教授 23

佐賀から全国へ！～子どもたちのネット環境を守ろう～ 文化教育学部 角 和博 教 授 24
経営者や経営理念の歴史的・
今日的考察で地元企業へ貢献‼ 経済学部 山本 長次 教 授 25

国際的な人材育成活動で国内外の経済発展を目指す‼ 経済学部 ラタナーヤカ
ピヤダーサ 教 授 26

ソーシャルメディアを使いこなし、
学生生活を謳歌しよう‼ 経済学部 羽石 寛志 准教授 27

対話型の授業ですべての学生のスキルアップを‼ 経済学部 安田 伸一 准教授 28

ジョイントベンチャーのルールづくりをサポート 経済学部 小西みも恵 准教授 29

政治を考え、政治に働きかけ、政治を変えていく‼ 経済学部 畑山 敏夫 教 授 30

法理論の再構築－「子の利益」の観点から‼ 経済学部 栗林 佳代 准教授 31
よりよい社会を目指して
－失業と生活保護の観点からの研究‼ 経済学部 丸谷 浩介 教 授 32

新しい免疫制御機構に着目！治療応用の可能性を探る‼ 医学部 吉田 裕樹 教 授 33

痛みをコントロールする仕組みの解明を目指して‼ 医学部 熊本 栄一 教 授 他 34
良好な健康状態を保つために！
生活環境の医学的問題点を探る‼ 医学部 市場 正良 教 授 35

市民の協力をオーダーメイド医療につなぐ‼ 医学部 田中恵太郎 教 授 36
診療科の垣根を越えた研究体制で
新規癌治療確立を目指す‼ 医学部 木村 晋也 教 授 他 37
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テーマ 学 部 氏 名

新規循環器疾患診断マーカーの発見‼ 医学部 野出 孝一 教 授 38

患者に優しい外科治療を目指して‼ 医学部 能城 浩和 教 授 39
人体の謎を暴く⁉
脳内視床下部を中心とした神経回路の解明‼ 医学部 河野 史 教 授 40
広い学際的アプローチから、
高齢者・障がい者への適切な支援を目指して‼ 医学部 堀川 悦夫 教 授 41
インプリンティング疾患の発症メカニズムの
解明を目指して‼ 医学部 副島 英伸 教 授 42
体に不自由があっても自立（律）を目指す！
幼児から高齢者までの社会生活自立行動を支援‼ 医学部 松尾 清美 准教授 43

地域連携による迅速・安心な医療サービス提供を目指す‼ 医学部 高﨑 光浩 准教授 44

顔面補綴製作時のナビゲーションシステム‼ 医学部 山口 能正 歯科技工士 45
世界初の手法で立体的細胞培養技術を開発！
患者自身の細胞だけを用いた再生医療が可能に‼ 医学部 中山 功一 教 授 46

現代の数学を工学へ転用‼ 工学系研究科 皆本 晃弥 教 授 47
相互作用から生み出す創発現象！
情報技術で人にやさしいシステムを！ 工学系研究科 中山 功一 准教授 48

ナノサイエンスから医学への活用‼ 工学系研究科 大石 祐司 教 授 49成田 貴行 准教教

金属の新規分離剤の開発‼ 工学系研究科 大渡 啓介 教 授 50

新規有機フッ素化合物の合成‼ 工学系研究科 花本 猛士 教 授 51

軽量、安価、環境に優しい柔軟で発光する有機半導体‼ 工学系研究科 江良 正直 准教授 52

環境に優しい次世代冷凍空調システムの開発‼ 工学系研究科 宮良 明男 教 授 53
ワイヤレスを もっと便利に！
ワイヤレスで もっと安全に‼ 工学系研究科 豊田 一彦 教 授 54

雨の日も快適にドライブ⁉プラズマを用いた薄膜合成‼ 工学系研究科 大津 康徳 教 授 55
ニューロコンピュータ（脳型計算機）の開発‼
～人工頭脳の実現を目指して～ 工学系研究科 和久屋 寛 准教授 56
パルスパワーの応用限界に向かって！
電気工学技術で 他分野に新しい風を‼ 工学系研究科 猪原 哲 准教授 57

次世代ワイヤレス通信のための高周波基盤技術の研究‼ 工学系研究科 田中 高行 講 師 58
大気圧プラズマで滅菌！殺菌！
医療や農業の現場をサポート‼ 工学系研究科 三沢 達也 助 教 59

人優先のみちづくりと地区交通環境改善への取り組み‼ 工学系研究科 清田 勝 教 授 60

世界一軽量高強度なコンクリートの開発‼ 工学系研究科 伊藤 幸広 教 授 61

聞き分けのよいマイクロホンの開発‼ 工学系研究科 寺本 顕武 教 授 62

環境調和型セラミックスの開発‼ 工学系研究科 渡 孝則 教 授 63

酵素反応を用いて高付加価値な吸着材の開発‼ 工学系研究科 川喜田英孝 准教授 64
超音波・インピーダンス同時
イメージングシステムの確立‼ 工学系研究科 木本 晃 准教授 65

光メモリー材料、光スイッチング素子、光抽出剤の開発‼ 工学系研究科 竹下 道範 准教授 66

宇宙の秘密を探る！素粒子論的宇宙論‼ 工学系研究科 船久保公一 教 授 67

宇宙に浮かぶ巨大な素粒子『中性子星』の謎に迫る‼ 工学系研究科 橘 基 准教授 68

高効率低コスト！次世代の太陽電池の可能性を探る‼ 工学系研究科 田中 徹 教 授 69

宇宙の始まりに迫る！インフレーション宇宙論‼ 工学系研究科 髙橋 智 准教授 70

究極のパワー半導体ダイヤモンドの研究開発‼ 工学系研究科 嘉数 誠 教 授 71

人間に役立つ家畜有用遺伝子の探索‼ 農学部 和田 康彦 教 授 72

カテキン類高含有茶葉、血圧を下げる発酵茶の開発‼ 農学部 石丸 幹二 教 授 73

高オレイン酸含有ダイズ新品種の開発‼ 農学部 穴井 豊昭 教 授 74
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※役職名は平成28年3月現在のものです。

テーマ 学 部 氏 名

昆虫と植物のユニークな生物間相互作用の解明‼ 農学部 徳田 誠 准教授 75

ウイルス高感度診断キットの開発へ向けて！ 農学部 大島 一里 教 授 76

昆虫から皮膚移植や癌治療薬へ！ 農学部 早川 洋一 教 授 77

子育てをするカメムシの特異的行動解明‼ 農学部 野間口眞太郎 教 授 78

画期的なイネいもち病防除法の開発に向けて！ 農学部 草場 基章 准教授 79

病害虫を線虫で駆除する‼ 農学部 吉賀 豊司 准教授 80

地盤災害防止に向けた有明粘土の研究‼ 農学部 近藤 文義 教 授 81

化学物質による環境汚染を解明する‼ 農学部 上野 大介 准教授 82
効率的な動物生産を可能にする
体外生産胚の高品質化に向けて‼ 農学部 山中 賢一 准教授 83

作物の超省力栽培技術体系の確立‼ 農学部 有馬 進 教 授 84

農業に役立つ機械・システムの開発‼ 農学部 稲葉 繁樹 准教授 85

ミトコンドリアを用いておいしいお酒を‼ 農学部 北垣 浩志 教 授 86

米からバイオエタノールで水田を油田に‼ 農学部 田中 宗浩 教 授 87

天然窒素肥料の供給を目指して‼ 農学部 鈴木 章弘 教 授 88

ゴミを宝に！～堆肥にしておいしい作物を～ 農学部 染谷 孝 教 授 89

社会学、民俗学から自然環境の利用・保全問題を考える‼ 農学部 藤村 美穂 准教授 90

タンパク質工学を用いた低温酵素の開発‼ 農学部 渡邉 啓一 教 授 91

カビ増殖抑制ペプチドの作用機構解明‼ 農学部 上田 敏久 准教授 92
作り手・消費者に優しいものづくり！
野菜・花・果樹の新品種開発‼ 農学部 駒井 史訓 教 授 93

食品と健康のつながりを探究する‼ 農学部 永尾 晃治 教 授 94
今、現代人はなぜメンタルヘルスが悪化しているのか？
大学生及び教職員の健康的なキャンパス生活をサポート‼ 保健管理センター 佐藤 武 教 授 95

世界一高性能な波力発電用タービン‼ 海洋エネルギー
研究センター 瀬戸口俊明 教 授 96

『波力発電装置の発電効率UPで再生可能エネルギーの
有効活用‼～海の波から電気を得よう～』

海洋エネルギー
研究センター 永田 修一 教 授 他 97

無限のエネルギーを秘める
海洋温度差発電の実用化を目指す‼

海洋エネルギー
研究センター 池上 康之 教 授 98

複数DNA断片を一度に効率よく組み込む‼ 総合分析実験
センター 永野 幸生 准教授 99

生活習慣病の病態解析・治療薬開発に有用！
ヒトに近似した疾患モデル動物の開発‼

総合分析実験
センター 北嶋 修司 准教授 他 100

『有明海の環境問題解決を目指して！
～豊かな海を科学と人の力で守ろう～』

低平地沿岸海域
研究センター 速水 祐一 准教授 101

テルル化亜鉛系材料を用いた
高効率純緑色発光ダイオードの開発‼

シンクロトロン光
応用研究センター 郭 其新 教 授 他 102

地域資源としての農村景観と
持続的な地域振興を目指して‼ 全学教育機構 五十嵐 勉 教 授 103

佐賀西部方言の科学的な分析研究を推進‼ 全学教育機構 古賀 弘毅 准教授 104
「能力って一体何⁉社会の中で能力は
どのように扱われているのかを知る‼」 全学教育機構 村山 詩帆 准教授 105

有明海底泥の栄養塩動態解明により水環境を考える‼ 全学教育機構 郡山 益実 准教授 106
「古文書が明かす幕末・明治の佐賀藩のすがた
～最新の佐賀の地域史研究を地域づくりに活かす～」

地域学歴史文化
研究センター 伊藤 昭弘 准教授 107

企業・行政・大学間の連携促進で、
佐賀地域の活性化を目指す‼

産学・地域
連携機構 佐藤 三郎 教 授 108

交通渋滞から探るメカニズム‼
～渋滞の原因、人間活動にある相関とは？～

総合情報基盤
センター 只木 進一 教 授 109
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● 考古学・歴史学による地域活性，人材育成  

 世の中のグローバル化・情報化が進み、社会情勢が変わる

中、伝統や古いものに心を魅かれる人が増えています。また

日本における伝統的な文化を理解していく事の重要性も盛ん

に叫ばれています。このような状況において、考古学の知識

や考古学研究に伴い発掘された遺跡・遺物は大変重要な役割

を担っていると重藤教授は考えています。 

 遺跡・遺物は日本の「本物の」伝統や歴史を知る上での重

要な文化財であり、これらの保護を進める事は日本の伝統・

歴史を正確に理解する上でも大変重要な事です。また、これ

ら文化財は特定の地域にのみあるものではなく、どの地域に

おいてもあるものです。その地域における文化財を知る事で

地域の歴史を深く学べ、また地域活性にも繋がります。重藤

教授は、こういった地域における文化財の取扱いやこれを基

にした地域活性化活動について、またこのような活動を行う

上での人材育成等についても積極的に行っています。 

  

 太古の昔、確実にあった「その時」を、発掘された遺跡や

遺物から読み取っていき、またそれをその地域の活性化へと

繋げていく。重藤教授の壮大な夢は、日本の地域社会におけ

る夢でもあります。今後の研究活動でその夢が花開くことを

期待したいと思います。 

  

 

 

 

【研究テーマ】 

「九州を中心とした古墳（埋葬施設、首長墓等）の研究」 

「古墳時代の集落に関する研究」 

「古墳時代における土師器に関する研究」 

「史跡・埋蔵文化財を中心とした文化財の保護に関する研究」 

 

 

【研究概要】 

 重藤教授の研究室では、専門である考古学の知識を生か

し、主に古墳時代（3～6世紀）をターゲットとして研究を

展開しています。しかし、専門分野にのみ囚われるのではな

く、考古学・歴史学を通した地域活性や人材育成についても

熱心に研究・教育を行っています。 

 

● 考古学による時代背景の読み取り 

 重藤教授が主たる研究テーマとして研究活動を行っている

「古墳時代」は、文献資料が乏しい時代であり、特に4世紀

の約100年間は全く文献資料が無い時代です。重藤教授

は、文献的には大変謎の多い古墳時代の時代背景を、当時の

遺跡や発掘物等から読み取り、歴史の解明に結び付けるべく

研究活動を行っています。特に北部九州は、朝鮮半島や中国

大陸との交流を物語る遺跡が多く、大和を中心とした国家が

成立する以前は東アジア世界への窓口となっていました。北

部九州は先進的な場所として大変興味深い地であるとの事で

あり、北部九州における遺跡・遺物調査は古墳時代の人々の

生活・文化・歴史を知る上でも大変貴重なものです。 

 また、この時代独特のお墓である「古墳」についても様々

な研究・考察を行っています。古墳については、その出現す

る過程は分かっていますが、日本独自の古墳の形（前方後円

墳等）の起源は未だに不明です。重藤教授は、古墳の埋葬物

や壁画等の装飾に着目し、当時の人々の宗教観や心を読み解

き、これらと古墳との結びつきを解明すべく研究に取り組ん

でいます。 

 

 

文化教育学部 地域・生活文化講座 重藤 輝行 教授 

佐賀大学研究室訪問！！ 

「文化財の保護活動」 

「地域において生涯学習に携わる事が出来る人材の育成」 

「遺跡・博物館等における文化財調査」 

 
 

遺跡・遺物から時代を読み取る！！ 

古墳時代の土器等の資料（左はレプリカ） 

重藤 輝行 教授 

実践、活用、応用事例 
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 ある時、中村教授が母校の恩師と再会した際、恩師はペー

スメーカーを装着していました。そして「電磁波の影響が怖

くて外に出歩く事が出来ない」という話を耳にします。この

時の恩師の話が中村教授を奮い立たせ、電磁波を遮蔽する衣

服を研究開発しようというきっかけになりました。そして、

同じ文化教育学部で被服衛生学を研究していた甲斐教授に相

談し、共同で電磁波遮蔽衣服の開発に着手しました。 

  

 これ以外にも様々な方面に教育・研究活動を展開していま

す。例えば来年度（2009年度）の予定として、自然と人間

の関係に関する研究発表を国際文化課程の教員と共同で行

い、人文系学問と自然科学の融合を目指す試みや、また、佐

賀環境フォーラムの新しい活動として植生調査の企画も進め

ています。 

 更に従来から、地域住民や学校での科学教育の改善を推進

する活動にも参加して来ました。現在は文化教育学部と佐賀

県の連携事業の一環として、佐賀県学校教育課や教育セン

ターとも共同で教育・研究活動を進めています。具体的には

研修での講師や企画担当者を務めると共に、電流概念の誤解

を防ぐ教材の開発などに携わっています。 

  

 物理学を基礎として、世の中の様々な自然現象を研究テー

マとする中村教授の今後の研究活動が今後どのように推移し

ていくのか、大変興味深いところです。   

【研究テーマ】 

「電磁波シールド衣服の開発」 

「国内での局所的砂漠化現象についての研究」 

「自然科学の応用としての環境思想」 

「核子の相互作用に関する研究」 

 

【研究概要】 

 中村教授の研究室では、専門である物理学の知識を基にし

て様々な研究を展開しています。その中でも、現在特に重点

的に研究を進めているものが、「日本国内における局地的砂

漠化現象」についての研究です。 

 

● 局地的砂漠化現象 

 建物の軒下に裸地が出来ているのを見かける事は決して珍

しくないものですが、その場所に植物が生えない原因を究明

する研究は、単純に乾燥が原因である可能性もある事から、

これまで皆無でした。しかし植え付けから数年を経た庭木が

枯死する状況を見て、土壌の乾燥だけでは説明がつかないの

ではないか、と中村教授は考え、この数年以上という数字を

説明し得るメカニズムとして、塩類集積が原因ではないかと

考えました。塩類集積とは、砂漠化の原因の一つとされる現

象であり、土壌の塩分濃度が非常に高くなる事を言います。

土壌分析の結果、多くの軒下土壌で塩類集積と疑われる結果

が得られました。一部の土壌では、世界の砂漠化地域におけ

る塩類集積と同程度の測定結果が得られました。 

 中村教授は、この現象について更なる調査、及び対応策等

について今後研究を進めていく意向です。また、この現象を

身近な環境問題の一つとして位置付け、学校における環境教

育の教材として利用する事についても考えており、現在検討

を進めています。 

 

● 電磁波遮蔽衣服の開発 

 携帯電話や電子レンジ等の電子機器が発する電磁波は、特

に心臓ペースメーカー装着者にとっては大きな影響を与える

一方で、健常者に対する明瞭な影響は否定されつつありま

す。この為ペースメーカー装着者は今まで以上に苦しい立場

に追い込まれています。 

文化教育学部 環境基礎講座 中村 聡 教授 

佐賀大学研究室訪問！！ 

「ペットボトル回収時の環境負荷に関する調査」 

「電磁波遮蔽衣服」 

「局所的砂漠化現象予防についての対策」 

「局所的砂漠化現象測定に関する教材の開発」 

「自家用車ゼロ・エネルギー化の可能性評価」 

「わくわく理科実験（2008, 小学生対象の理科実験）」 

 
 

日本でも砂漠化が？？局所的砂漠化現象の発見！！ 

 

局地的に砂漠化した軒先の土壌 

中村 聡 教授 

実践、活用、応用事例 
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◆ 企業へのアドバイス 

 近現代の産業史や経営者の研究を基に、地元企業へも出向

き、経営に係る研修を行っています。この研修のやり方の一

例として、学生も同行し、松下幸之助氏の人材育成の理念

や、中村邦夫氏（パナソニック代表取締役会長；2010年6

月末時点）による経営改革を取り上げ、討論を行っていま

す。どのような組織においても、所属する人間が傲慢で、自

己満足に陥り、内部での議論に留まり、他の人間との摩擦を

恐れていれば、危機的な状態にあるといえます。山本教授

は、自分自身や周囲にもよくこの問いかけを行い、自らを省

みることがあるそうです。 

 

◆ 「佐賀県の近代化産業遺産」の世界遺産登録推進 

 佐賀県においても、土師俊資氏（佐賀伝承遺産研究会会

長）や長野暹氏（佐賀大学名誉教授）などが中心となり、反

射炉や三重津海軍所跡などの産業遺産登録の活動が盛んに行

われています。また、佐賀大学では、様々な専門家が集まる

学際的なネットワークを大いに活かし、研究が進められてい

ます（参考；「佐賀県の近代化遺産」佐賀県、2002年、全

220頁）。山本教授は、世界遺産登録に係るシンポジウム

において、コーディネート役を務めたこともあります。 

  
  

 

 

 

 

【研究テーマ】 

「企業者史研究」 

「近現代の経営史」 

 

 

【研究概要】  

 山本教授の研究室では、特に経営者及び企業の経営理念と

その具現化について、歴史的あるいは今日的に考察していま

す。 

 

◆ 近現代企業の経営手法に関する研究 

山本教授の研究のスタートは、鐘紡経営者という実業家の

顔と、政治家としての顔を合わせ持つ武藤山治氏（1867-

1934、鐘紡在職1894-1930）の経営手法です。武藤氏

は、「温情主義」あるいは「家族主義」といわれた福利厚

生、教育・訓練、意思疎通などを体系化した労務管理におい

て著名であり、日本的経営の祖とも言われています。また、

1928年にブラジル移民推進のために南米拓殖会社をつく

り、移住事業にも携わっています。山本教授は、武藤氏の経

営手法の歴史をたどり、近現代の経営について研究を進めて

います。研究を行う中で、海外のテレビ局から、移民に係る

調査・研究依頼を受けたこともあります。 

その他にも、倉紡の大原孫三郎氏、リコーの市村清氏、森

永製菓の森永太一郎氏、松下電器産業の松下幸之助氏などの

経営手法について研究を行い、広く企業者史の比較研究も

行っています。 

 

◆ 企業研究、社史編纂など 

 産業・商工業を対象に、各社の社史、国内外や佐賀県内の

経営史・産業史全般、企業誘致史、日本企業の海外展開など

について、今日的・歴史的な考察・研究を進め、企業史や社

史などを編纂しています。研究手法として、経営者や関係者

へのヒアリング、経営資料、新聞記事、行政資料などの文献

調査を行い、独自の解析を行っています。最近では、「鳥栖

市誌」や「基山町史」の執筆も手掛けています。 

経済学部 経営システム講座 山本 長次 教授 

実用化例、応用事例 

経営者や経営理念の歴史的・今日的考察で地元企業へ貢献！！ 

山本 長次 教授 

「佐賀大学等の公開講座講師」 

「国および地方関係の審議会委員」 

「社員研修および講演」 

「企業研究」 

「社史編纂」 

「コンサルタント・アドバイザー」 

 

山本ゼミの様子 

佐賀大学研究室訪問！！ 
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◆暗黒物質（ダークマター）の存在 

月は、地球と月との互いの引力によって、ほぼ一定の

距離を保った状態で、地球の周りを回転しています。こ

れは、「地球と月の重さ」と、「月の回転速度」のバラ

ンスがとれている状態であるといえます。 

これと同様に、銀河も回転をしていますが、これにつ

いて計算を行った際に、銀河の回転速度が、考えられて

いる銀河の重さから計算される速度より、１０倍も速い

ことがわかっています。このことは、考えられている銀

河の重さには、何か足りないものがあるということを示

しています。しかし、現在の科学において、その何かを

観測することはできていません。この観測できていない

何かは『暗黒物質（ダークマター）』と呼ばれ、現在も

研究が続けられています。また、宇宙の膨張のしかたや

宇宙を満たす電磁波の性質からも、『暗黒物質（ダーク

マター）』の存在が示唆されています。 

 

船久保教授の研究室では、こうした宇宙に関する物質

について理論を使って研究を行い、そこから得られた知

見と、最新の観測結果から、様々なモノゴトの根本を探

られています。 

 
取材 学術研究協力部研究協力課 林田龍典 

〔2014.4.21〕 

【研究・教育テーマ】 

「素粒子論的宇宙論」「素粒子理論」 

「相対論、宇宙物理学」 

 

 

【研究概要】 

 身の回りにある物質は、細かく分けていくと、分子・

原子に分かれます。原子を分けていくと、陽子・中性

子・電子に分かれます。陽子・中性子は、さらに細かく

クォークというものから成り立っています。こうした物

質を構成する最小の単位のものを『素粒子』といいま

す。船久保教授は、昔からモノの仕組みを知ることが好

きだったそうです。学生時代に、理論を使って自然の根

本をいろいろ理解したいと思われ、現在こうした『素粒

子』に関する理論などについて研究されています。 

 

◆大きな宇宙と、小さな素粒子の関係 

 私たちがいる地球、地球が存在する太陽系、太陽系が

存在する銀河系、銀河系が存在する宇宙。このとても大

きな宇宙が、どのようにしてできたのか、これを知るた

めには、実は人の目では見ることができないくらい小さ

な『素粒子』の謎を解き明かすことが必要となってきま

す。 

 わからないことが多い宇宙ですが、「宇宙空間は膨張

していること」「宇宙は物質と光子を含むこと」「宇宙

空間に存在する物質は、非常に少ないこと」「光子のエ

ネルギー密度は物質の１万分の１であること」がわかっ

ています。 

 このわかっていることをもとに、時間をさかのぼる

と、ごく初めのころの宇宙は、地上ではとうてい実現で

きないほどの超高温度・超高密度の状態（プラズマ）で

あり、この状態が爆発的に膨張して現在の宇宙の形に

なったと考えられています（ビッグバン理論）。この宇

宙の始まりの、超高温度・超高密度状態においては、陽

子・中性子もバラバラになり『素粒子』だけが存在して

いる状態となります。この宇宙の始まりに存在していた

『素粒子』を研究していくことで、宇宙の成り立ちにつ

いてのヒントを得ることができると考えられています。 

佐賀大学研究室訪問！！ 

初期宇宙や、素粒子論に関する公開講座（一般向け講演）

を実施しています。詳しくは、ＨＰをご覧ください。 

（http://astr.phys.saga-u.ac.jp/~funakubo/index.html） 

宇宙の秘密を探る！素粒子論的宇宙論！！ 

船久保 公一 教授 

工学系研究科 物理科学専攻 船久保 公一 教授 

公開講座の様子 

「不思議だなを超えて、 

その先に何があるのか？」 

そういった探究心を持った 

学生を待っています！ 

標準理論の素粒子 
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◆回転の速さは、光速の２０％！？ 

 光の速さは、１秒間に３０万ｋｍ（地球７周半程度）
ですが、『中性子星』はその２０％の速さの６万ｋｍ／

秒で自転しているものがあると考えられています。音速
に換算すると、マッハ１７万以上です。これは、恒星と

して存在していた時の半径に比べ、『中性子星』になっ
た時の半径が大幅に小さくなることが原因で、角運動量

保存の法則により、ちょうどスケートの選手が腕を縮め
た時に回転スピードが速くなる現象と同じことが起こる
ためです。 

 また、『中性子星』が強い磁気を帯び、星の自転軸と
その磁極軸がずれている場合には、回転に合わせて定期

的な電磁波が地球に届くことになります。この電磁波を
『パルサー』と呼び、可視光線を発していない『中性子

星』の存在は、この『パルサー』によって、確認されま
した。 

 
こうした、ケタ外れの現象が存在し、とても興味深い

『中性子星』ですが、残念ながら直接内部の構造を観察
することはできません。しかし、様々な物理の理論や、

近年の発達した技術による新しい情報をもとにして、少
しずつですが『中性子星』の姿が分かってきています。

橘准教授の研究室では、こうした『中性子星』などの天
体の謎に、『素粒子』の立場から挑んでいます。  
 

取材 学術研究協力部研究協力課 林田龍典 
〔2014.5.9〕 

【研究・教育テーマ】 

「素粒子論」「天体核物理論」 
 

 
【研究概要】 

 一般的に星というと、夜空に光る星をイメージします
が、星にはいくつかの種類が存在します。その中には、

太陽のように自ら光をだす「恒星」、地球や火星といっ
た「惑星」、惑星の周りを回る「衛星」などがあります
が、橘准教授は、『中性子星』という星に焦点を当て、

素粒子論の立場から、研究を行われています。 
 橘准教授は、１２年前にアメリカに留学していた際

に、小さな『素粒子』の世界がわかることによって、星
や宇宙の謎が解明されていくことに魅力を感じ、『中性

子星』の研究を行いたいと思ったそうです。 
 

◆『中性子星』とは 
 『中性子星』とは、太陽の８倍以上の重さを持つ恒星

が最終的にたどり着く姿で、中性子によって構成される
天体です。恒星は、水素やヘリウムなどの核融合反応に

よりエネルギーを作り出し、その熱によって膨張して星
自身の重力と釣り合うことで、一定の大きさを保ってい

ます。この核融合反応を行う燃料が尽きた時、膨張する
力と重力のバランスが崩れ、急激に収縮していきます
（重力崩壊）。収縮する際、中心部は超高温・超高密度

な状態になり、原子が原子のままではいられなくなっ
て、中性子に分解されます。この中性子という小さな粒

子からできた星、これこ
そがまさに「宇宙に浮か

ぶ巨大な素粒子」です。
『中性子星』の密度は非

常に高く、仮に、太陽が
『中性子星』になった場

合、たったスプーン１杯
分の質量が約１億トンに

な ると 考えら れてい ま
す。 

佐賀大学研究室訪問！！ 

宇宙に浮かぶ巨大な素粒子『中性子星』の謎に迫る！！ 

橘 基 准教授 

工学系研究科 物理科学専攻 橘 基 准教授 

原子より小さな世界 

合同進学説明会「夢ナビライブ」での講演会の模様  

多くの人に『素粒子』のことを知ってもらうために、

「そりうし（反り牛）」ブランドも立ち上げました。 
Ｔシャツや、ストラップなど、詳しくは研究室まで！ 

学生へのメッセージ 

 
自分の興味のあること

を徹底的に掘り下げる

こと！ 

自分の知らない世界に

飛び込んでいくこと！ 
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◆広い波長範囲の太陽光を吸収する太陽電池の開発 

  [科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 

                さきがけ採択テーマ] 
 

 今までの太陽電池では、入射光のエネルギーの１５～

２０％程度のエネルギーしか利用できていませんでし

た。これは、透過損失や量子損失といった、今までの素

材では避けることができなかった損失が主な原因で、全

体の５０～６０％を占めていました。この損失を減らす

ことができれば、エネルギー効率が５０％を超える、超

高効率な発電が可能になります。  

 田中准教授の研究室では、１つの素材の中で複数のバ

ンド（電子が存在できる部分）を持ち、透過損失や量子

損失していた波長まで有効利用できる中間バンド型の太

陽電池を研究しています。 

 中間バンドが存在する新しいマルチバンドギャップ半

導体として有望なZnTeOの特性の研究や、これを使った

太陽電池の試作を行い、中間バンド型太陽電池として機

能することを世界に先駆けて実証されました。 

 今後も、さらなる特性の向上を図り、超高効率で低コ

ストな電池の実現を目指しています。 

  

 
取材 学術研究協力部研究協力課 林田龍典 

〔2014.6.12〕 

【研究・教育テーマ】 

「マルチバンドギャップ半導体の基礎物性解明と次世代型太

陽電池への応用」 

「稀少金属を含まない多元系半導体による太陽電池の開発」 

 

【研究概要】 

 東日本大震災以降、再生可能エネルギーとして太陽光

発電が注目され、電力の固定価格買取制度と相まって、

個人の住宅だけではなく、大規模太陽光発電所などが建

設され、急速に利用が拡大しています。 

 この太陽光発電に使用される、太陽電池は大きく分け

ると３世代に分けることできます。 

 第１世代は、「結晶シリコン系太陽電池」でシリコン

結晶を利用しており、現在市場で利用されているものの

ほとんどが、この第１世代の太陽電池となっています。 

 第２世代は、「薄膜太陽電池」で、ガラス等に半導体

の薄膜を形成するＣＩＳやＣＩＧＳ太陽電池などがあ

り、光吸収効率が高く、低コストで製造できることが特

徴です。 

 これら第１、第２世代太陽電池はすでに実用化されて

いますが、太陽光発電のさらなる普及のためには、発電

コストの一層の低減が望まれています。 

 第３世代は、まったく新しい材料や原理によって超高

効率低コスト太陽電池を目指すものであり、例えば従来

透過損失していた光を吸収し効率良く電気エネルギーに

変換できる太陽電池などが、現在実現に向けて研究が進

められています。 

 

◆稀少金属を含まない太陽電池の開発 

    [日本学術振興会 二国間交流事業 採択課題] 
 

 第１世代の次の太陽電池として、高効率・低コストの

ＣＩＧＳ薄膜太陽電池（第２世代）が実用化されている

ところですが、この太陽電池はInやGaといった稀少金属

を含んでいて、大量生産時の資源確保の点で問題が指摘

されています。 

 田中准教授の研究室では、これに代わる太陽電池とし

ての応用を目指して、稀少金属の代わりに汎用的で毒性

の低い亜鉛や錫などの元素を使用する“環境調和型半導

体”CZTS薄膜を作製し、特性評価を行っています。 

     

佐賀大学研究室訪問！！ 

高効率低コスト!次世代の太陽電池の可能性を探る!! 

田中 徹 教授  

工学系研究科 電気電子工学専攻 田中 徹 教授  

太陽電池の特性測定 実験中の様子 
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◆インフレーション宇宙論 

 現在、“偏り”を作り出したと考えられている理論が

「インフレーション宇宙論」であり、これはビッグバン

が起こる前に、ほんのわずかな時間で、宇宙が1026倍に

も引き延ばされる急激な膨張をした時期があったとされ

るものです。 

 この非常に大きなインフレーションにより、初めに

あった小さな量子“揺らぎ”が引き伸ばされて、銀河な

どを構成していく“偏り”のタネになったと考えられて

います。 

 また、インフレーション時に宇宙は真空のエネルギー

に満たされて、急激な膨張をし、さらにこの真空が相転

移することにより、莫大な熱エネルギーを生み出し、

ビッグバンの始まりである火の玉状態を形成したと考え

られています。 

 このように、インフレーション宇宙論は、ビッグバン

理論では説明できない様々な現象を説明する理論です。 

 

インフレーション宇宙論は、衛星からの観測結果な

ど、宇宙の構造を調べることで、検証していくことがで

きます。現在、Planck衛星等から様々なデータが得られ

てきており、高橋准教授の研究室では、こうした観測結

果をもとにインフレーション宇宙論について検証し、宇

宙の始まりに迫っていくという研究をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
取材 学術研究協力部研究協力課 林田龍典 

〔2014.7.4〕 

【研究・教育テーマ】 

「初期宇宙論」「素粒子論」 

 

 

【研究概要】 

 「宇宙には始まりが存在し、かつて超高温・高密度の

熱い火の玉のような状態だったものが、現在まで膨張し

て宇宙が進化してきた」というのがビッグバン宇宙標準

理論です。この理論は、いろいろな観測事実をうまく説

明できる一方で、いくつかの問題点がありました。この

問題点を解決するために、熱い火の玉になる前に、「イ

ンフレーション」と呼ばれる宇宙の急激な加速膨張が

あったとする「インフレーション宇宙論」が提唱されま

した。高橋准教授の研究室では、このインフレーション

宇宙論について研究しています。 

 

◆宇宙に存在する“偏り” 

 銀河を観測すると、宇宙には「ほぼ一様」に銀河が存

在していることがわかります。しかし、詳しく観測して

みると、完璧に一様ではなく、銀河が存在している密度

の濃い部分、薄い部分といった“偏り”が存在していま

す。そして、銀河を構成している天体自体も、もともと

は、宇宙空間に何らかの理由で物質の“偏り”が生じ、

そこに引力などの力が働き集まってできています。 

 また、宇宙のあらゆる方向から「ほぼ一様」に飛来し

ている、宇宙マイクロ波背景放射（初期宇宙が放ってい

た電磁波）も、方向によって0.001％ほどの“偏り”が存

在しています。 

 このような“偏り”が、宇宙誕生後に何らかの事象に

よって作られなければ、星や銀河を構成するほど物質が

集まることは難しく、天体も生物も存在しない、ただ物

質が一様に広がる“のっぺらぼう”な空間になっていた

と考えられます。  

佐賀大学研究室訪問！！ 

宇宙の始まりに迫る！インフレーション宇宙論！！ 

髙橋 智 准教授 

工学系研究科 物理科学専攻 髙橋 智 准教授 

サイエンスカフェの様子 宇宙の歴史 
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◆ダイヤモンド半導体 

 ダイヤモンドと言えば、通常は宝石を思い浮かべる人

が多いと思います。宝石のダイヤモンドは、非常に美し

く光り輝いていますが、実際は天然に生成されたもので

あり、原子配置が崩れていたり、わずかな不純物を含ん

でいたりと、半導体に向いている状態ではありません。

半導体として利用するためには、規則正しくかつ純度の

高いダイヤモンドを作る必要があります。 

 上図は、人工的にダイヤモンドを作るCVD装置と呼ば

れるものです。高温状態の装置中で、人工ダイヤの基盤

に、メタンガスを分解しできた炭素を吹き付けて、基板

表面にダイヤモンドの結晶を作り上げます。できあがっ

たダイヤモンドの結晶に電極等を取り付け、ダイヤモン

ド半導体になります。（左下図） 

嘉数教授の研究室では、ダイヤモンド半導体を実用化

するために、より高品質なダイヤモンドを作る方法や、

より安価に作成する方法を研究しています。 

また、現在世界中で実用レベルの特性が出るダイヤモ

ンドトランジスタを作ることができるのは佐賀大学だけ

であり、このダイヤモンドトランジスタの高性能化や、

未だに不明な部分が多いダイヤモンドトランジスタの動

作原理についても研究を行っています。 

 

【相談可能な分野】 

 パワー半導体の技術に関する相談 

 
取材 学術研究協力部研究協力課 林田龍典 

〔2014.10.28〕 

【研究・教育テーマ】 

「ダイヤモンド半導体を用いた高効率パワー素子」 

「太陽光発電電力量の高効率化」 

 

【研究概要】 

 私たちの身の回りにあるほとんどの電子機器には、半導

体が使われています。半導体とは、導体（電気を通しやす

い物質）と絶縁体（電気を通しにくい物質）の、両方の性

質を持ちあわせる物質で、状況（温度、含有割合など）を

変えることで、電気を通したり通さなかったりします。 

 現在、世界中で使われている半導体は、主にシリコン

（ケイ素）を原料にして製造されていますが、シリコンの

半導体ではエネルギー効率に限界があります。嘉数教授の

研究室では、高効率化を目指すため、究極のパワー素子で

あるダイヤモンド半導体について研究しています。 

 

◆研究のきっかけ 

 嘉数教授は、平成１２年（民間企業勤務時）にダイヤモ

ンド半導体の研究を始めました。この時は、半導体に使用

するシリコンの次の素材として、主に炭化ケイ素（SiC）

や窒化ガリウム（GaN）に注目が集まっていました。SiC

やGaNは通常のシリコンより、耐電圧性に優れています。

しかし、SiCやGaNを利用したとしても、まだ先に高効率

化の域がありました。（下グラフ参照） 

 嘉数教授は、世界中で限られたエネルギーである電気エ

ネルギーをいかに効率よく使うかという考えから、高効率

化を図ることができる究極のパワー半導体であるダイヤモ

ンド素子について研究を開始しました。 
 

佐賀大学研究室訪問！！ 

究極のパワー半導体ダイヤモンドの研究開発！！ 

嘉数 誠 教授 

工学系研究科 電気電子工学講座専攻 嘉数 誠 教授 

ダイヤモンド半導体 

ダイヤモンドCVD装置 
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【特許等、固有技術】 

「液肥製造方法及び液肥製造システム」 

 特開2006-312565 

 

【概要】 

 本発明は、有機系廃棄物から作物栽培に適した液肥を製造

する液肥製造方法及び液肥製造システムに関する。有機系廃

棄物から肥効、または肥効及び肥料成分がコントロールされ

た液肥の製造を可能にする。例えば、稲の基肥には、効果が

長時間続く肥料を提供し、穂が実る時期には、即効性の肥料

を提供することができる。同様に葉菜類や果菜類に適した肥

料を製造することも可能であり、年間を通して、様々な農産

物に肥料を提供することができる。 

 

【実施可能な企業先】 

 汚水処理関係、プラントメーカー、建設業 

【研究概要】  

 生ゴミや家畜糞尿をエネルギーと肥料にするための研究や

米からバイオエタノール燃料をつくる研究など環境問題に取

り組み、国や自治体と協力して循環利用技術の確立を目指し

てます。米からバイオエタノール燃料をつくることは環境対

策にもなり、また、減反に悩まされている日本の農業を活性

化できます。現在、福岡県築上町と協力して、米からエタ

ノールをつくるプロジェクトの調査研究もスタートしてお

り、事業化を目指してシステムを構築しています。また、液

肥製造方法及び液肥製造システムについては、特許出願中で

あり、本システムを利用すると、農産物の種類や季節に応じ

て使用する肥料の効果を調整することができ、農家の皆さん

の肥料代を大幅に削減することができます。 

 

 近赤外線を用いた農産物の非破壊品質評価法の確立によ

り、市販のミネラルウォーターの近赤外スペクトルを測定

し、主成分分析により種類を判別したり、泡盛の熟成年度判

別にも取り組んでいます。また、測定器の開発も行ってお

り、現在、非破壊計測を身近に感じられる近赤外線を利用し

た家庭用測定器が市販されています。 

 

 また、国際協力銀行のタイ地域環境活動調査事業プロジェ

クトにも参加し、現地でのゴミ分別指導や生ゴミから堆肥の

製造方法などの技術指導により、世界的な地球環境保全に大

きく貢献しております。 

農学部 生物環境科学科 資源循環生産学講座 田中 宗浩 教授 

佐賀大学研究室訪問！！ 

実用化例、応用事例 

米からバイオエタノールで水田を油田に！！ 

田中 宗浩 教授 

【研究テーマ】 

「有機系廃棄物を資源（エネルギー、肥料）に変換する研究」 

「光（近赤外線）を用いて対象物を傷めずに内部構造を知る研究」 

「食品の品質維持に関する研究」 

「施設園芸に関する研究（環境調節、栽培技術、肥料開発）」 

「屎尿処理施設や畜産排水の浄化処理施設を液体肥料製造施設へ」 

「液肥を利用した農業振興策へ」  

「有機農業の促進と化学肥料の削減」 

 

【企業の皆様へ一言】 

 廃棄バイオマスの資源化および普及技術、農産物および食品の非

破壊品質評価法の開発等、ご相談いただければ対応できます。 

厨芥 屎尿
家畜
糞尿

肥料の材料
（有機系廃棄物）

液肥(1) 液肥(3) 液肥(4)

肥効特性

浄化槽
汚泥

液肥(2)

速効性 緩効性

任意に調整することが可能
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◆廃棄・未利用食材の持つ可能性

食品の中には、味や見た目などの品質が基準に至らず廃

棄されるものや、有効な成分を持っているにもかかわらず

活用されていないものが存在します。

佐賀県の「レンコン」の生産量は、全国３位となってい

ますが、出荷量のおよそ２～３割が廃棄されています。研

究室ではこの点に着目し、佐賀県工業技術センターと共同

でこれらを有効に活用する手段はないかと研究を進めてき

ました。その結果「レンコン」の中には、脂肪肝を改善す

るポリフェノールという成分が含まれていることが明らか

になりました。 

また、佐賀県では、佐賀県林業試験場がもつ菌床栽培技

術と優良菌株の選抜により、「ムキタケ」を市場へ安定的

に供給することが可能になっています。研究室ではこの

「ムキタケ」にも注目し、佐賀県と佐賀大学などが連携し

て取り組んでいる、さが機能性・健康食品開発拠点「徐福

フロンティアラボ」と研究を重ね、「ムキタケ」に糖・脂

質代謝異常関連疾患を改善に向かわせる有効な成分が含ま

れていることを突き止めました。（左下写真）

その他、有明海の二枚貝を食べるため駆除・廃棄されて

いた「ナルトビエイ」にも有効な成分が含まれていること

などを発見しています。

永尾教授は、食品の生体での反応を指標にして、未知の

代謝調節機構を明らかにしていくこと、食事成分の機能性

を評価していく中で、地域のものを含めた食品の新たな価

値を見出していくことを今後の目標にしています。また、

いかに地元の企業と連携して、発見された有効な成分を活

用できるかが、今後の課題となっています。

【研究・教育テーマ】

「食事成分が生体において引き起こす糖・脂質代謝変動の

解析」

「種々の疾患に対する生理活性物質の影響とその作用機序

に関する研究」

【研究概要】

世界には現在二つの栄養問題が存在しています。一つは

先進国に見られる「栄養過多」による肥満・生活習慣病の

罹患率増加の問題で、もう一つは途上国に見られる「栄養

丌足」の問題です。永尾教授の研究室では、その解決策の

一助とするべく「食環境による健康維持・疾病予防に関す

る研究」として、病態発症に対する予防・改善効果を持っ

た食品成分の検索や、「未利用資源の有効活用に関する研

究」として、廃棄・未利用食材からの機能性成分検索など

を行っています。 

◆食品の有する機能性成分

食品には様々な成分が含まれており、私たちはこれを摂

取し体内で消化・吸収することで、成分固有の様々な影響

を受けています。しかし、どの成分がどのように生体に働

きかけ、どのような効果がでるのかなど、未だに解明され

ていないものがほとんどです。

多くの研究機関で、こうした成分に関する様々な実験が

行われていますが、たとえ試験管内・細胞レベルの実験で

良い作用を示したとしても、他のいろいろな種類の細胞や

免疫をもつ生体レベルで適用した場合には、対象以外の部

分にも作用し、良い結果を打ち消す反応が出たり、反対に

良くない結果になったりする場合が多く存在します。

永尾教授は、医学が進

歩した現在においても未

知なことが多いこの分野

に興味を持ち、新しい食

品と生体の関係を見つけ

るため、主に糖・脂質の

代謝変動を引き起こす食

事成分について研究して

います。

佐賀大学研究室訪問！！

食品と健康のつながりを探究する！！

永尾 晃治 教授

農学部 生命機能科学科 食糧科学講座専攻 永尾 晃治 教授

対照食摂取（脂肪肝発症） ムキタケ食摂取（脂肪肝改善）

肥満モデル動物の肝臓切片写真

【相談可能な分野】

「食品の機能性評価」

【特許等】

・脂質代謝改善用組成物. 特許 ，

・ペプチド性脂質低下剤. 特許 ，

・アディポネクチン上昇剤. 特許 ，

・新規ペプチド分解物. 特許 ， など

取材 学術研究協力部研究協力課 林田龍典
〔 〕

脂肪肝抑制効果を示すムキタケ
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◆発電以外の可能性と、今後の展望 

海洋温度差発電は、発電のみではなく、様々な複合利

用の可能性を持っています。発電のためにくみ出した深

層水を淡水化することで、飲用水を確保することができ

ます。また、燃料電池車などに使用する水素を製造した

り、海水中に含まれるリチウムを回収し活用したり、ミ

ネラルを豊富に含む深層水で魚を養殖することもできま

す。現在、海洋エネルギー研究センターでは、発電の研

究と同時に、複合利用の研究も行っています。 

海洋温度差発電には、このような様々なメリットがあ

り世界中で注目を浴びています。佐賀大学では、約４０

年間研究を続けており、世界で唯一きちんと動く装置を

用いて実験することができます。最近１０年間で約７０

カ国からセンターの視察があっており、池上教授は、こ

のセンターが、世界中の海洋温度差発電の中核的拠点と

なればと期待しています。 

また、現在技術移転を行い、沖縄県の久米島におい

て、実証研究を行っています。この施設で発電した電気

は、実際に系統連系して電力として利用されています。 

海洋温度差発電の発電コストを下げるためには、大規

模プラントが必要になります。まずは、久米島での実験

を成功させ、沖縄全体の約２割程度の電力をまかなえる

発電を行うことが、今後の目標となっています。 

【特許等】 
「蒸気動力サイクルシステム」 特開２０１３－５７３０５ 

「温度差発電装置」      特許２０８１６８４   など 

                             

 
取材 学術研究協力部研究協力課 林田龍典 

〔2014.7.15〕 

【研究・教育テーマ】 

「海洋温度差発電に関する研究」 

「低熱源温度差発電の高性能化に関する研究」 

 

【研究概要】 

 海洋温度差発電とは、海洋の表層と深層の温度差を

使って発電を行う仕組みです。池上教授は、佐賀大学海

洋エネルギー研究センターにおいて、この海洋温度差発

電の研究を行っています。 

 

◆海洋温度差発電の仕組み 

 海洋の表層は、太陽光によって温められ、赤道周辺で

は約２５～３０℃になります。しかし、海水は光を通し

にくいという性質があるので、深層は約５～１０℃の低

温な状態になります。海洋温度差発電は、この約２０℃

の温度差を利用し発電を行います。 

 海洋温度差発電は、主に「蒸発器」「タービン・発電

機」「凝縮器」「作動流体ポンプ」の４つの部分から成

り立っており、装置の中には、作動流体として沸点の低

いアンモニアを使用しています。 

 この発電の基本原理は、 

①蒸発器の中の温かい海水によって、液体の状態の 

 アンモニアを温め沸騰させる（蒸気になる）。 

②蒸気となったアンモニアは、その膨張した勢いでター 

 ビンを回して、この回転で発電機を回し発電する。 

③発電を終えたアンモニアは、凝縮器の中の冷たい海水 

 で冷やされ、液体の状態に戻る。 

④作動流体ポンプによって再び蒸発器に送られる。 

 というものです。 

 このように、海洋温度差発電は、海洋の表層と深層の

温度差があれば発電し続けることが可能です。海水の温

度は、天候、日照時間等の影響を受けにいため、２４時

間安定して電力を供給することができます。 

佐賀大学研究室訪問！！ 

無限のエネルギーを秘める海洋温度差発電の実用化を目指す！！ 

池上 康之 教授  

海洋エネルギー研究センター 池上 康之 教授   

海洋温度差発電用の装置 
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時空間的変化や底泥－海水間の無機態窒素フラックスについ

て検討を行い、有明海奥部底泥の窒素循環に関する研究に取

り組んでいます。  

 サンプリングは毎月1回、満潮時（水深7～8ｍ）におこ

ない、有明海奥部2地点をサンプリングポイントとしていま

す。一度のサンプリングで1地点あたり海水サンプル及び

12本の底泥コアサンプルの採取・分析をおこない、海水と

底泥の栄養塩濃度の季節変動を観察しています。 

 研究は現在進行中ではありますが、これまでの調査結果と

して、冬場の底泥は酸素が多く酸化的な状態となりアンモニ

ア態窒素量が低くなっていること、夏場は酸素が少なく嫌気

的な状態となりアンモニア態窒素量が高くなっていることな

どがわかりました。 

 今後も更なる底泥と海水間の栄養塩フラックスの季節変動

を把握すると同時に、底泥内の栄養塩の動態を明らかにし、

底泥内の窒素循環過程の解明を目指していきます。 

ミヤコグサの根粒 

【研究概要】 

 本研究室では、有明海の中でも浅海域の海象と干潟の発達

メカニズムを解明することにより生物生産機能や環境浄化機

能を考えるべく、日々研究に取り組んでいます。 

 研究は全て有明海や干潟のフィールドに出て採水や採泥な

どサンプル採取から始まります。調査日や調査時間は潮の状

況や天候に左右されることが多く、朝日とともに出港してサ

ンプルの採取をおこない、その後、研究室に戻り、水質と底

質のサンプルの前処理、微生物培養などの作業をおこなう必

要があり、一日がかりの体力勝負となります。 

 

＜有明海奥部底泥の窒素循環に関する研究＞ 

 有明海奥部の泥質干潟から浅海域における底泥は、栄養塩

の生成及び供給の場として重要な役割を果たしており、底泥

における栄養塩動態を明らかにすることは、海域の水質環境

を考える上で重要と考えられます。 

 現在は、有明海奥部の底泥中の窒素循環や泥から出てくる

窒素量を中心に調査研究を進めています。 

 有明海の底泥には、多種多様な微生物群集が生息してお

り、底泥に堆積した有機物の多くは微生物の働きにより分

解・無機化されます。これにより生成されたアンモニアは、

底泥に吸着した状態の吸着態もしくは底泥間隙水中に溶けた

状態の溶存態となります。溶存態のアンモニアは、底泥の酸

化層では硝酸（硝化）になります。またできた硝酸は底泥の

還元層で一部は窒素ガスとなり底泥から放出され（脱窒）、

一部は再びアンモニアに還元されます。 

 我々の研究室では、底泥中のアンモニア生成速度のポテン

シャルや溶存態と吸着態のアンモニア現存量に関する研究を

進めています。また、底泥間隙水中の溶存態の無機態窒素の 

  

全学教育機構 郡山 益実 准教授 

佐賀大学研究室訪問！！ 

実用化例、応用事例 

「有明海の環境保全」 

「干潟底泥を用いた水質浄化」 

「有明海の環境及び生態系の修復」 

有明海底泥の栄養塩動態解明により水環境を考える！！ 

郡山 益実 准教授 

【研究テーマ】 

浅海域の調査・研究 

 「有明海奥部における貧酸素水塊の発生機構に関する研究」 

 「有明海奥部底泥の窒素循環に関する研究」 

 干潟の調査・研究 

 「有明海奥部における脱窒菌群の分布特性と脱窒活性に関する研究」 

 「有明海泥質干潟の温熱環境と底生生物活動に関する研究」 

 

・有明海奥部底泥の窒素循環に関する研究

高分子
化合物

低分子
化合物

NO₂⁻ NO₃⁻

無機化(微生物群集)

硝化硝化

脱窒・硝酸還元

N₂、N₂O

還元層

堆積物の表面

系外からの流入や
内部生産等による

有機物

酸化層

難分解性窒素化合物

沈降・堆積

溶出

取り込み

(1)底泥中の有

機物量につい
て検討する．

(1)

(2)

(2)底泥中の

アンモニア生
成速度のポテ
ンシャルにつ
いて検討する．

(6)

(4)吸着態NH4
の現存量に
ついて検討す
る．

(3)溶存態と
吸着態NH4の

分配について
検討する．

【底泥内の窒素循環の概念図】

(5) (5)

(5)底泥間隙水

中の溶存態の
無機態窒素に
ついて検討す
る．

NH4
+

(5)

NH4
+

(4)

溶存態 溶存態 溶存態

吸着態

(3)

(6)底泥‐海水

間の無機態
窒素フラック
スについて検
討する．

(7)

(7)硝化ポテン

シャル速度に
ついて検討す
る．

朝日と共に出港
調査地点に到着

採水や測定 ダイバーさんの採泥

底泥の物性

室内実験

水質分析
底質分析
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佐大産学・地域連携機構 表紙2－3 Ｋ 立山 背幅6mm（決＊立山）

佐賀大学 研究室訪問記
2016年3月

発行：国立大学法人 佐賀大学
産学・地域連携機構

住所：〒840‐8502 佐賀市本庄町1番地
TEL：0952（28）8965
FAX：0952（28）8186
URL：http://www.alis.saga-u.ac.jp/
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佐大産学・地域連携機構 表紙4－1 ＣＭＹＫ 立山 立山 背幅6mm（決＊立山）
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