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「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。



佐賀大学ホームページ 「佐賀大学研究室訪問記」の使い方

「佐賀大学研究室訪問記」は，平成２８年４月より本学ホームページの「産学・地域連携機構」ページから

PDFデータをダウンロードしていただけるようになりました．また，「学部等」・「氏名」・「フリーキー

ワード」の条件で検索することで目的別に情報を探すことができます．

本ホームページをご利用いただき，多くの皆様に本学教員の教育・研究・社会貢献などの活動を少しでも身

近に感じていただければ幸いです．

（操作１）

佐賀大学トップページ（http://www.saga-u.ac.jp/）にアクセスしてください．

（操作２）

佐賀大学トップページ右部にあるバナーの研究室訪問記の文字をクリックしてください．

「佐賀大学研究室訪問記」ページ（http://www.ocir.saga-u.ac.jp/houmonki/index.html）に移動します

．

〇最新の情報は！

・最新の研究室訪問記は「新着情報欄」に掲載しています．

・上記以前の情報は「新着情報欄」の右にあるボタン をクリックしてご覧ください．

〇検索する方法は？

①学部・学科から検索したい方は，Aのボタンをクリックして選択してください．

②研究者の氏名から検索したい方は，Bのボタンをクリックして選択してください．

③語句などから検索したい方は，フリーキーワード欄に入力してください．

（※複数のキーワード入力した場合は「OR」検索となります．）

①～③の操作後，検索ボタンをクリックすると検索結果が表示されます．

（操作３）

表示されたテーマにカーソルを合わせクリックするとPDF形式で表示されます．

①Aボタン

②Bボタン

研究室訪問記バナー
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テ ー マ 所 属 氏 名  

金属材料の「健康管理」を通じて製品の信頼性向上を！ 工学系研究科 武富 紳也 准教授 １ 

「酵素とエレクトロニクスの融合」が開く新しいデバイスの扉 工学系研究科 冨永 昌人 教 授 ２ 

一緒に佐賀を盛り上げましょう！！ 
地域創生 

推進センター 
平尾 泰博 

特 任 

准教授 
３ 

「泥の電池」による自然に優しい発電と浄化 工学系研究科 冨永 昌人 教 授 ４ 

レアメタル分離技術の開発-基礎研究から実用化まで- 工学系研究科 大渡 啓介 教 授 ５ 

子どもたちの未来に向けて，人権尊重の社会を創る 教育学部 松下 一世 教 授 ６ 

産業界の諸問題をシステム制御で解決します 工学系研究科 後藤 聡 教 授 ７ 

昆虫から細胞増植因子・サイトカインの発見 農学部 早川 洋一 教 授 ８ 

有機光機能材料の新たな展開 工学系研究科 竹下 道範 准教授 ９ 

宇宙の謎を解き明かす！（素粒子論的宇宙論） 工学系研究科 船久保 公一 教 授 １０ 

企業が求める新規大卒者の能力要素とは？ 
地域創生 

推進センター 
小嶋 紀博 

特 任 

講 師 
１１ 

新しい「材料・デバイス」創造へのチャレンジ 工学系研究科 成田 貴行 准教授 １２ 

福祉機器開発で高齢者や障害者（児）の自立（律）生活を実現！ 医学部 松尾 清美 准教授 １３ 

交通事故ワーストワンからの脱却．ベストワン佐賀を目指そう！ 工学系研究科 清田 勝 教 授 １４ 

プラスフッ素（F）で機能アップを目指す！ 工学系研究科 花本 猛士 教 授 １５ 

ニーズに合わせた粒子の分離技術 工学系研究科 川喜田 英孝 准教授 １６ 

膝関節炎症診断の新提案 工学系研究科 イスラム・カーン 准教授 １７ 

パルスパワーの応用展開（農作物制御・水質浄化） 工学系研究科 猪原 哲 准教授 １８ 

CO2関連液体物質の創出を目指して 工学系研究科 梅木 辰也 助 教 １９ 

佐賀県，九州から発信！新しいセンサ・センシング技術 工学系研究科 木本 晃 准教授 ２０ 

新しい半導体材料による次世代高効率太陽電池の開発 工学系研究科 田中 徹 教 授 ２１ 

プラズマ技術を応用した付加価値の創造 工学系研究科 大津 康徳 教 授 ２２ 

地域資産のコンテンツ化による，新たな価値の創出！ 
芸術地域 

デザイン学部 
中村 隆敏 教 授 ２３ 

見えない力で，豊かな社会を実現 工学系研究科 大石 敏之 教 授 ２４ 

制御化素子開発で新たなビジネスを！ 工学系研究科 大石 祐司 教 授 ２５ 

「カナダの教育」のあり様から「日本の教育」を考えよう！ 学校教育学研究科 平田 淳 教 授 ２６ 

次代の社会を担う「主権者」を育てよう！ 学校教育学研究科 平田 淳 教 授 ２７ 

陶磁器へのファインセラミック技術移転 工学系研究科 渡 孝則 教 授 ２８ 

自閉症等発達障害や認知症の方への社会的支援の充実を目指して 学校教育学研究科 松山 郁夫 教 授 ２９ 

子どもの「しなやかなこころ」育成に心理学からチャレンジ 学校教育学研究科 下田 芳幸 准教授 ３０ 
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テ ー マ 所 属 氏 名 

進化し続けるファン技術のビジネス展開 工学系研究科 塩見 憲正 准教授 ３１ 

新しい粒子膜・ナノ粒子の創出と製造プロセスの高効率化を目指して 工学系研究科 堤 公一 准教授 ３２ 

みんなが楽しめる「さがの体育」普及と教師の育成！ 学校教育学研究科 森貞 真太郎 准教授 ３３ 

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 ３４ 

「知の創発」から「人にうれしい情報システム」へ！ 工学系研究科 中山 功一 准教授 ３５ 

産学連携活動はボランティア活動の先(咲き)にある． 産学・地域連携機構 佐藤 三郎 教授 ３６ 

「高い体力」と「良好な学業成績」の関係を科学する！ 教育学部 山津 幸司 准教授 ３７ 

子どもたちの学習意欲と英語習得の促進に向け，外国語教育を科学する 教育学部 林 裕子 准教授 ３８ 

“たのしく，かっこよく，稼げる農業”を佐賀から IT を使って実現する 農学部 田中 宗浩 教 授 ３９ 

「圧力波」・「微細気泡」を用いた新技術 工学系研究科 橋本 時忠 准教授 ４０ 

産業界が求める歯車の創造にチャレンジ 工学系研究科 大島 史洋 准教授 ４１ 

漆（うるし）－艶のあるカタチ－ 
芸術地域 

デザイン学部 
井川 健 准教授 ４２ 

ダイヤモンド半導体の研究開発 －究極のエネルギー効率を目指して－ 工学系研究科 嘉数 誠 教 授 ４３ 

生体分子を測る！ 生体分子で創る！ 農学部 宗 伸明 教 授 ４４ 

麹菌研究はお任せください 農学部 後藤 正利 教 授 ４５ 

行政・NPO・大学が協働して中高齢者の健康増進を！ 教育学部 井上 伸一 教 授 ４６ 

指揮には音楽に必要なことがたくさんつまっている 教育学部 今井 治人 教 授 ４７ 

情報通信技術の利活用で社会を Happy に！ 経済学部 羽石 寛志 准教授 ４８ 

植物からの未知成分の単離と構造解析 農学部 石丸 幹二 教 授 ４９ 

国語・読書・学校図書館から豊かな「ことばの学び」をつくり出す 教育学部 竜田 徹 准教授 ５０ 

新しいダイズ品種で日本の農業を元気に!!! 農学部 渡邊 哲史 講 師 ５１ 

ワイヤレス（wireless）の時代 工学系研究科 豊田 一彦 教 授 ５２ 

粉体廃棄物を有効利用して資源（材料）に活かす！ 農学部 近藤 文義 教 授 ５３ 

世界各地で収集した 16,000 点の地衣類を，教育や産業に活かす 教育学部 宮脇 博巳 教 授 ５４ 

農業の生産現場や加工調製に役立つ技術の開発 農学部 稲葉 繁樹 准教授 ５５ 

ゲノム情報と突然変異を活用した遺伝子機能の解明と作物の改良 農学部 穴井 豊昭 教 授 ５６ 

光の色による生物（微生物，植物）の制御は未開拓の分野！ 農学部 鈴木 章弘 教 授 ５７ 

農業経営者のマネジメントスキルアップにコミットする 農学部 辻 一成 准教授 ５８ 

地域に根ざした生物教育を！ 教育学部 嬉 正勝 准教授 ５９ 

細胞膜の機能解明を通して様々な生命現象の謎を解く 農学部 光武 進 准教授 ６０ 
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テ ー マ 所 属 氏 名 

地球温暖化防止技術の研究開発 工学系研究科 宮良 明男 教 授 ６１ 

スマート社会を支える情報技術 工学系研究科 福田 修 教 授 ６２ 

プラズマ殺菌技術の活用 -農産物の品質保持・長寿化の実現- 工学系研究科 三沢 達也 助 教 ６３ 

インフラ・ライフサイクルコスト削減への新提案 工学系研究科 伊藤 幸広 教 授 ６４ 

生殖メカニズムを解明して新たな種間雑種品種を開発する！！ 農学部 松本 雄一 講 師 ６５ 

動物行動の解析 -なぜカメムシが子を育てるのか？- 農学部 野間口 眞太郎 教 授 ６６ 

多様化したランの不思議に迫る！ 農学部 辻田 有紀 准教授 ６７ 

和食・麴の力を健康に！ 農学部 北垣 浩志 教 授 ６８ 

特別支援教育は「子どものニーズに応えるスペシャルな教育」です！ 学校教育学研究科 日野 久美子 教 授 ６９ 

低コスト「マイクロ波・ミリ波」発振器の開発 工学系研究科 田中 高行 准教授 ７０ 

農山村の暮らしの現場から自然環境問題を考える！ 農学部 藤村 美穂 准教授 ７１ 

地域に必要とされる人材育成を目指して 全学教育機構 五十嵐 勉 教 授 ７２ 

ハードソフトベストミックスによる農村環境の保全 農学部 阿南 光政 准教授 ７３ 

衣服と健康に関する様々な課題解決に向けて！ 教育学部 甲斐 今日子 教 授 ７４ 

熱帯・亜熱帯地域の作物生産性の向上を目指して！ 農学部 藤田 大輔 准教授 ７５ 

一次伝染源の遮断による植物病原菌の完全防除に向けた研究 農学部 草場 基章 准教授 ７６ 

地球の歴史について勉強してみませんか？ 教育学部 髙島 千鶴 准教授 ７７ 

ウシからヒトまで生命の誕生を手助けする 農学部 山中 賢一 准教授 ７８ 

病気に強い家畜家禽の生産を目指して！ 農学部 和田 康彦 教 授 ７９ 

１つのカメラ画像情報を用いたマルチコプターの３次元位置制御 工学系研究科 佐藤 和也 教 授 ８０ 

経営の歴史と理論をたずねて，日々新たに！ 経済学部 山本 長次 教 授 ８１ 

植物寄生性線虫の新たな防除システムの開発を目指して 農学部 吉賀 豊司 准教授 ８２ 

ウイルスの未来進化予測ソフトウェア開発で，ビジネスを！ 農学部 大島 一里 教 授 ８３ 

地域再生・活性化の拠点となる大学を目指して 
地域創生 

推進センター 
三島 舞 コーディネーター ８４ 

キャリアの成功要因を「ストーリー」から探る 全学教育機構 森田 佐知子 准教授 ８５ 
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佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

工学系研究科 機械システム工学専攻 

[キーワード]
材料強度破壊，水素脆化，応力腐食割れ，分子動力学法， 

格子欠陥，金属微細構造 

金属材料の「健康管理」を通じて製品の信頼性向上を！ 

研究紹介 

◆研究概要

ふと身の回りを見渡してみても，いたるところに金属

製品が使われていることに気付くことと思います．金属

材料は発電所や交通システムといった巨大な構造物から

電子機器配線などの非常に小さな部品まで，我々の日常

生活を根幹から支えるいわば“縁の下の力持ち”なので

す．もしもこの金属材料が壊れてしまうようなことがあ

ると，時として大きな事故につがなり人的・経済的損失

を生じることもありえます．当研究室では，材料の変形

/破壊に関する研究を通じて「材料の健康診断や健康管

理」ができるようなシステム構築を目指して研究を行っ

ています． 

◆水素脆化に関する研究

エネルギー問題や環境問題への取り組みとして，水素

をエネルギー源とする燃料電池システムを中心とした水

素社会構想が進んでいます．水素ステーションなどをは

じめとした水素社会基盤では，経済性の観点からも鉄鋼

材料の使用が期待されていますが，一般に鉄鋼材料には

水素が簡単に侵入してしまい，さらには力学的特性を著

しく劣化させて材料を脆くする「水素脆化」を生じるこ

とが知られています．しかも水素脆化をおこすのに必要

な水素濃度は数 ppm 程度と非常に微量の水素なので，

実験で水素の果たす役割を解明するのは非常に困難を伴

います．我々の研究室では，原子の運動を計算機でシミ

ュレーションする分子動力学法を用いて，破壊におよぼ

す水素の影響を研究しています．また金属中に存在する

水素量を測定する装置（昇温脱離分析装置）を用いて，

材料中に固溶した水素濃度やそのエネルギー状態につい

ても評価しています．このような水素脆化が水素雰囲気

で生じることは想像に難くないのですが，実は腐食雰囲

気でも水素が悪さをすることがあり，意外と身近な問題

となっています． 

◆シミュレーションを用いたナノスケール現象の研究

金属の変形/破棄挙動を詳細に調べるためには，原子レ

ベルで生じるナノスケールの現象まで理解することが重

要になることもあります．例えば次世代電子デバイスへ

の実装が計画されている銅微細配線では配線幅が数十

nm となるため製造プロセスもこれまでと異なり，配線

の健全性を保つにはこれまでの知見では対応が困難とな

ります．また半導体ウェハなど，薄化を目的とした研削

でも，研削深さや研削速度などの条件次第では，表面に

大きなダメージ層を残すことになります．このようなナ

ノスケール現象をコンピュータシミュレーションによっ

て詳細に解明することで，実際の製造・加工プロセスの

高効率化や製品の高品質化に貢献できるような研究にも

取り組んでいます．

◆今後の展開

材料の「健康管理」を目指し，シミュレーションと実

験を両輪とした研究をより一層推進し，高信頼性/高品質

/高効率をテーマに社会に貢献したいと考えています． 

◆実用・応用可能な企業業種

・設備や製品の破壊に関心を持たれている企業

・ナノスケールの現象に関心を持たれている企業

純鉄き裂先端での水素原

子挙動シミュレーション 
昇温脱離水素分析装置 

掲載情報 2016 年７月現在

企業の皆様へ 

一言アピール 

最近では金属材料もさまざまな環境で使用されていることと思います．そ

の設備・製品は安全ですか？破壊に関することはもちろん，ナノスケールで

生じる現象や金属の微細組織の影響などについても，ご相談ください． 

産学・地域連携機構より 
製品や製造プロセスについて，ナノスケールの現象からアプローチするこ

とで，これまでにはない切り口のビジネスが生まれることが期待されます． 

武富
TAKETOMI

 紳也
S H I N Y A

 准教授 

「水素脆化メカニズムとき裂成長則解明に向けた研究」 

「金属材料の変形/破壊と格子欠陥の影響に関する研究」 

「ナノスケール現象のシミュレーション」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

工学系研究科 循環物質化学専攻 

[キーワード]
酵素，燃料電池，酵素電子デバイス，ナノカーボン，ウェアラブルセンサ，

IoT（Internet of Things），ディスポーザル 

「酵素とエレクトロニクスの融合」が開く新しいデバイスの扉 

研究紹介 

◆研究概要

タンパク質の電気化学が本格的に幕を開けてからおよ

そ３０年が経過しました．この生物電気化学分野は，近

年，すさまじい勢いで発展しています．本分野における

実用化の成功事例として，簡易型の血糖値センサが挙げ

られ，今では国内だけでも 1000 億円を優に超える市

場となりました．他にも，酵素を触媒とした燃料電池や

ウェアラブルセンサなどの実用化も現実味を帯び，新し

いビジネスへの期待が益々高まっています．

当研究室では，長年にわたる生物電気化学分野におけ

る世界のリーディンググループの一員としての役割を果

たすべく，酵素との電子授受反応を可能とする電極界面

に関する基礎研究に加えて，新しい酵素電子デバイスへ

の展開を図っています． 

◆酵素触媒型燃料電池

一般的な燃料電池の主流は，水素を燃料にしており，

その触媒には白金含有触媒が用いられます．一方，酵素

触媒型燃料電池は酵素を触媒として用います．酵素触媒

型燃料電池の出力は，およそ十数 mW/cm2の電力密度

が達成されています．一般的なエネファームにおいては 

200 mW/cm2程度であることから，既に実用化に耐え

うる出力が得られていることが解ります． 

原理的には酸化酵素と還元酵素を用います．還元酵素

は空気中の酸素を還元し，酸化酵素は酵素の基質となる

種々の燃料を酸化します．例えば，グルコースや乳酸，

フルクトース，水素などが燃料として使用できます．

◆自立駆動型ウェアラブルセンサ

汗には乳酸が含まれます．例えば，この乳酸を燃料に

した酵素燃料電池を作製すると， 汗に含まれる乳酸の量

に応じた発電量を示すセンサとなります．さらに，その

発電した電力を使用して信号を発信するという自立駆 

動が可能となり，人体に優しい皮膚密着型の薄膜センサ

を作成できます．紙ベースのカーボンプリント電極を用

いることで，ディスポーザル型ウェアラブルセンサの作

製もできるなど，様々な商品開発が期待されます． 

◆今後の展開

堅実な基礎研究を経た応用研究であるため，各種技術と

の融合により，幅広い展開が可能です．例えば，窯業の転

写技術が酵素薄膜電極の作製にいかせるのでは？と考え

ています．さらに IoT への活用を目指した自立駆動型セン

サの高効率化を図る予定です．

◆実用･応用可能な企業業種

・ヘルスケアメーカー，食品メーカーなど

酵素と電極間の電子移動反応の模式図 

酵素触媒型燃料電池による LED の発光 

掲載情報 2016 年７月現在

ヘルスケア・食品関連

の関係者へ 

一言アピール 

興味がある・話を聞いてみたい方は，お気軽にご連絡ください． 

勉強会・講演のご依頼も受付けています． 

産学・地域連携機構より 

冨永教授は，約２５年間，生物電気化学の第一線で活躍されています．本技術のキ

ーである酵素—電極間との電子授受反応は，長年の基礎研究実績に基づいています

ので，アイデア次第でいろいろな展開が考えられそうです． 

冨永
TOMINAGA

 昌人
MASATO

 教授 

酵素との電子移動反応を基盤とした酵素電子デバイスの開発 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

地域創生推進センター 

[キーワード] 地元就職，人材育成，企業のニーズ，大学のシーズ 

一 緒 に 佐 賀 を 盛 り 上 げ ま し ょ う ！ ！ 

活動紹介 

◆自己紹介

佐賀大学理工学部生産機械工学科を卒業後，一度地場

企業に就職しましたが，その後，茨城の大手冷凍機メー

カーで長く勤めました．定年後，『何とか佐賀を盛り上げ

たい！地元就職を希望する学生と佐賀企業のために頑張

りたい！』との気持ちが強くなり，今年（平成 28 年）5

月に縁あって本学に着任しました．企業での経験を生か

し，地域・企業・学生，皆様のお役に立ちたいと思ってお

ります．

◆人づくり＝人財

３６年間の企業人生では技術系（商品開発），販売系（コ

ト売り），製造系（代表取締役 社長），サービス系（予知

保全展開）を経験しました．製造系では代表を務め，新工

場を建設するなど，赤字からの立て直しを図りましたが

“リーマンショック”に見舞われ，受注量が激減し一挙

に赤字へ再転落となりました．しかし，徹底した生産ラ

インの改善を図り，人員削減も回避し無事に乗り切るこ

とができたのです．この経験から学んだのは“成長する

社員の力”です．最初の赤字解消を目指した活動で社員

の一体感（全部⇒全体）が生まれ，この経験と，その後の

成長がリーマンショックを乗り切った原動力になったと

考えます．企業にとって“人づくり＝人財”こそ，最も重

要であると実感しました．

ロータのＦＥＭ熱歪み解析 スクリュー式膨張機

それでは，どうすれば「人財」として育つのでしょう？私

が“人財として育った”とするならばそれは母校である佐

賀大学の恩師と会社の風土（文化）のおかげだと思います．

仕事では多くの壁にぶつかりました．それを助けてくれた

のが周りのメンバーや恩師らのアドバイスでした．恩師だ

けでなく他の先生方に卒業後もよく面倒を見てもらいま

した． 

圧縮機製造(株)：新工場 佐賀大学の恩師 

◆顧客企業とのコト売り活動

企業にとって「大学との連携」は強力な助っ人になると

思います．私自身，技術研究所に２０年間在籍し様々な勉

強をさせていただき，最終的に販売系に移り“顧客企業と

のコト売り”活動を開始しました．相手企業の将来像をイ

メージし，実現可能な商品を見出し開発する業務です．技

術職では６件しかなかった特許出願が，「コト売りの活動」

で１１件と増加したのです．今思うと２０年間，どっぷり

と技術畑にいた経験があったからこそ，新商品の創出がで

きたと思います．

企業の皆さんには“大学の知識や知恵”を利活用し，『他

社との差別化』を目指していただきたいと思います．私の

役割は学内に座って待つことではありません．現場に訪問

させていただき色々なお話をすることであると思ってお

ります． 

掲載情報 2016 年７月現在 

地元事業様へ 

一言アピール 

私は佐賀大学の営業です．気軽に相談してください．当然，できないことも

多々あると思いますが精一杯，頑張りたいと思います． 

産学・地域連携機構より 
平尾先生は大手民間企業で，「モノづくり」から「営業」，そして「経営」までビジネスマンと

して不可欠なポジションの第一線で活躍されてきました．企業の目線コーディネートが信条で

す．本学との連携に関しては，まず平尾先生にお声掛けください． 

平尾
H I R A O

 泰博
YASUHIRO

 特任准教授 

① 地元企業の佐賀大学に対するニーズの調査

② 佐賀大学の企業支援テーマの調査と実行コーディネート

③ 地元企業への人材供給

3



佐賀大学研究室訪問記 

2016

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

工学系研究科 循環物質化学専攻 

[キーワード] 微生物，泥，干潟，浄化，発電，カーボン電極，電池 

「 泥 の 電 池 」 に よ る 自 然 に 優 し い 発 電 と 浄 化 

研究紹介 

◆研究概要

微生物による発電は，約 100 年前に発見されまし

た．しかしながら，当時の発電量はごく微々たるもの

で，その電気を何かに利用するには小さすぎました． 

 最近の環境問題への認識の高まりによる本分野の研究

開発が盛んになったことから，その発電量も飛躍的に増

大しました．また，発電により微生物の代謝が促進され

るため，微生物が活動する区域の環境浄化が期待できま

す．我々の研究室では，実用化を目指した，簡易かつ低

コストな「泥の電池」による発電と浄化の研究を展開し

ています．

◆「泥の電池」とは？

我々の進める研究は，「現場にあるがままの泥」で，

「そこに生息する微生物」を用いて，「可能なだけの電

力」を取り出し，「泥の浄化も促進する」ことをコンセ

プトにしています（図参照）．ここで言う「泥」とは，

栄養物を豊富に含み微生物が無数に生息している泥状の

モノのことです．技術としては，従来の「微生物燃料電

池」のカテゴリーに含まれますが，上記コンセプトのも

と，「泥の電池」と我々は呼んでいます．「泥の電池」

は，高度な技術や高価な触媒などを駆使して発電効率や

浄化速度の向上を追求しません．微生物による自然浄化

の仕組みを最大限に生かし，低コストかつ簡易に運用で

きることに主点をおいています．

◆発電量と浄化の程度は？

カーボン電極の 1m2 面積あたり瞬間最大発電量は

400〜800 mW/m2，連続発電では１0 mW/m2程度と

なります．10×10 cm の炭素電極を用いた場合，瞬間

最大発電によってモーターの駆動も可能となります（図

参照，20 時間稼働）． 

「泥の電池」の設置前後での，電極近傍の BOD 値＊を 

調べたところ，設置前の 1700 mg/L に対して一ヶ月後

の BOD値は 1000 mg/Lへと急激に減少していました．

確認のため「泥の電池」を設置していない泥を測定したと

ころ，一ヶ月経過後の BOD 値にはほぼ変化が見られませ

んでした． 

◆本当に微生物なの？

この疑問への確認のため，二度加熱殺菌した泥を用い

て「泥の電池」として試験したところ，発電は全くみら

れなくなりました． 

◆今後の展開

主に干潟泥を用いており，干潟に直接電極を設置するこ

とで発電が可能です．また，海外の干潟泥での発電も確認

しています．今後は，実証試験に取り組み，下水汚泥など

のもっと広い「泥」へ展開を考えています． 

◆実用･応用可能な企業業種

・水産関係プラントメーカー，環境プラントメーカー

・炭素素材メーカー，フィールドセンサメーカーなど

＊注釈：BOD とは生物化学的酸素要求量のことです．含まれる

有機物の量を反映します． 

「泥の電池」の原理図 「泥の電池」でのモーター駆動 

掲載情報 2016 年７月現在

環境関連ビジネスならびに

炭素素材メーカー関係者へ 

一言アピール 

これまで困難であった泥の浄化を低コストで実施可能です． 

状況に応じた様々なプランを提案できます． 

ご興味があるメーカーさんは，お気軽に声をおかけください． 

産学・地域連携機構より 

「泥の電池」のコンセプトは，まさに実用指向です．原理は簡単なようですが，多くのノウ

ハウに支えられている技術であり，既にインドネシア現地での実証試験の計画も進められて

いるようです．新しい環境ビジネスを冨永先生と一緒に探索されたらいかがでしょうか？政

府関連の助成金にも積極的に申請して頂けるとのことでした．

冨永
TOMINAGA

 昌人
MASATO

 教授 

「泥の電池」による先進的資源循環システム 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 循環物質化学専攻 
 

 

 

 

 

[キーワード] レアメタル回収，有害元素除去，イオン検出，分離剤合成，分離工学， 

 

レアメタル分離技術の開発 - 基礎研究から実用化まで - 
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

 機能性材料は産業を支える重要な基盤のひとつです．

この機能性材料には種々の元素が含まれており，中には

微量の添加により物性や機能を大きく改善し，その材料

に必要不可欠な元素もあります．いわゆる『レアメタ

ル』の多くはこのように機能性材料に必須な元素であ

り，『産業のビタミン』と呼ばれています．レアメタル

は典型的には希少金属に分類されますが，化学的に分離

しにくいものも定義に含まれています．我が国のよう

に，先端材料を開発する一方で，その原料となる元素資

源に乏しい環境では，資源の確保が重要となります．し

かし資源は偏在性やナショナリズムの問題が混在するた

め，安定した確保は容易ではありません．そこで，着目

されるのが『都市鉱山』です．都市鉱山とは家電製品の

廃棄物などに含まれるレアメタルを資源と考え，鉱山に

見立てたものです．例えば日本の都市鉱山に含まれる金

と銀の埋蔵量は，世界の現有埋蔵量の約 16%と 22%

に当たると推定されており，他の元素においても多くの

埋蔵量を期待できます．現代において元素は，一般の鉱

石に含有する量よりも都市鉱山に蓄積する量が多いとも

言われています．つまり，我が国は貧資源国ではなく

『世界有数の資源国』と考えることができるのです．し

かし，家電製品には多種多様の元素が含まれており，そ

の量は一般的に極微量です．必要な元素を選択的にかつ

効率的に回収する技術が必要となります． 

 

◆既往の研究 

 これまでの研究はかなり学術的に進めてきました．環

状構造を有するカリックスアレーンと呼ばれるものや非

環状の三脚状分子と呼ばれるものを基本骨格とした分離

剤は，それらの特殊な構造特性によりターゲットとなる

金属イオンに対してサイズ認識の効果を示します．この

分子にさらに，共存イオンに対する選択性を向上すべく 

 

 

適正に化学修飾を施すことで，従来の分離にはなかった分

離性能が観られるようになります．これらの分子は分光学

的にさまざまな情報を与えてくれるため，従来の分離剤と

比較することが可能となり，金属との結合能力や金属間に

おける分離性能の向上などの理由を解明できます． 

 

新規溶媒抽出
試薬の開発

イオン交換
樹脂の開発

金属イオン
センサーの開発

抽出挙動の
異常現象解明

XXX mV

ガス吸蔵体の開発

 
既往研究のイメージ図 

 

◆今後の展開 

 現在は工業的な応用も視野に入れた研究に取り組んで

います．例えば，既往の研究で使用していた特殊な構造物

ではなく，合成が容易で低コストを実現する分離剤の開発

や，企業より提供を受けた実廃液からの金属回収を試みて

います．実廃液は高酸濃度や高金属濃度といった過酷な条

件のものも多く，我々の知見をさらに広げてくれます．ま

た，佐賀近隣地域で廃棄されているバイオマスなどの有効

活用を目指した分離剤開発，ガス吸収の研究も始めていま

す． 

掲載情報 2016 年 7 月現在 
 

金属資源回収系企業， 

廃液処理でお困りの企業へ

一言アピール 

有価金属回収・有害元素除去でお困りのこと，現在廃棄しているものが金

属の分離剤などで有効利用できないかなどのご相談がありましたら，お気

軽に声をかけて下さい． 
 

産学・地域連携機構より 
「レアメタルを高効率・低コストで回収する技術」，それは「リサイクルループの最終ステッ

プ」のひとつとなります．我が国の持続的発展には，資源確保と地球環境保全の両立が必要

です．その解決策として大渡教授の研究が活用されることでしょう． 

 

大渡
O H T O

 啓
K E I

介
SUKE

 教授 

 

「有価金属回収および有害元素除去のための分離剤の開発」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

教育学部 学校教育講座  
 

 

 

 

 

[キーワード] 人権，自己肯定感，マイノリティ，差別 

 

子 ど も た ち の 未 来 に 向 け て ， 人 権 尊 重 の 社 会 を 創 る 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

 社会にある偏見や，差別，貧困，暴力は，子どもたちに

少なからずマイナスの影響を与えます．だからこそ，子

どもたちが，厳しい状況に負けず，未来を切り拓く力を

つけていくために人権教育が必要です．人権教育は，人

権の大切さを理解し，他者を尊重するとともに，自らの

権利を自覚し，人権侵害を見抜き，立ち上がる力をつけ

ていきます． 

 

◆差別を受ける子どもたちの実態調査 

 私の研究の一つ目は，社会的に不利な立場，被差別の

子どもたちの実態を様々な調査を通して明らかにするこ

とです．たとえば被差別部落の若者，元「非行」少年，不

登校体験のある人たちからのインタビュー調査，小・中

学生を対象としたいじめの質問紙調査などです． 

 

  

◆人権教育の実態と効果の調査 

研究の二つ目は，人権教育の実態やその効果を調査し

ます．小・中学校だけでなく，高校や，大学での人権教育

の実態調査も行っています． 

 

◆教材の開発 

研究の三つ目は，学校教育で授業として展開する人権教

育の内容や手法についての研究と，教材開発です．これは，

「みつめる」「語る」「つながる」人権教育の進め方や，普

遍的アプローチと個別的アプローチを組み合わせたテー

マ学習の開発などです．集団づくり，人間関係づくりの手

法についても研究しています．いずれも本にして出版し，

多くの学校現場で活用してもらっています．また，今取り

組んでいるものは，「子ども主体のいじめ防止・解決プロ

グラム」で，デジタル教材の開発をしています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆大学における人権教育 

大学での授業「人権教育論」では，将来，学校の先生に

なる学生に向けて，人権問題を幅広く教えています．ジェ

ンダーや LGBT などのセクシュアリティの問題から，在

日外国人や障害者の権利まで，学生たちと一緒にこれらの

問題について考えていきます． 

また人権を思いやりだけで捉えることなく，文化，慣習，

法律，制度，あらゆる観点からの解決を考えるため，国際

人権法や，国内の法律の知識を身に付けることも重視して

います． 

掲載情報 2016 年 7 月現在 

 

学校関係者・教育委員会へ 

一言アピール 

学校の先生たちの研修を数多く行っています．学級づくりの方法論，部落

問題学習や人権学習の進め方，いじめの解決の仕方，様々な課題に対し

て，ワークショップを通して，楽しく深く学びます． 
 

産学・地域連携機構より 
松下先生は学外においても，「人権教育」・「人権学習のプログラムづくり」・「人間関

係づくり」などをテーマに講演や，教職員を対象とした参加型ワークショップを開

催しています． 

 

松 下
MATSUSHITA

 一世
KAZUYO

  教授 

 

「子どもの権利」 

「子どものいじめ・不登校・貧困問題」 

「人権教育の教材開発」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 先端融合工学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] 
制御工学，プラントシステム，遠隔システム，ロボットシステム， 

信頼性解析 
 

産 業 界 の 諸 問 題 を シ ス テ ム 制 御 で 解 決 し ま す 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

システム制御とその応用に関する研究を行っていま

す．制御とは，機械や設備が目的通り作動するように操

作することで，本研究室ではプラントやロボットなどを

対象とした研究開発を行っています． 

 

◆プラントシステム制御 

海洋温度差発電や海水淡水化等のプラントの計算機シ

ミュレーションモデル構築，遠隔監視・操作・制御に関

する研究を行っています．遠隔監視・操作・制御は，プ

ラントの無人化を目指したもので，ネットワークを用い

て，遠隔地からプラントの運転状況をリアルタイムに監

視し，その操作や制御を行います．これらの操作や制御

を適切に行うために，プラントの動作状況を計算機上で

再現するシミュレーションモデル構築も行っています．

さらに，世界中のどこからでも，インターネット経由で

Web ブラウザを用いてプラントの遠隔監視・操作・制

御や計算機シミュレーションを実現する Web アプリケ

ーションを開発しています． 

 

◆ロボットシステム制御 

ロボットの制御手法の開発や，ロボットを用いた遠隔

操作システムの開発を行っています．例えば，ヒトの眼

の動きや筋肉の動きで移動ロボットを操作するシステム

です．また，遠隔操作と自立動作とを組み合わせてロボ

ットを高精度に制御するシステムの開発に取り組んでい

ます． 

 

 
生体信号を用いた移動ロボット操作システム 

 

◆信頼性解析 

信頼性解析に基づく回転機器の余寿命評価や，統計的

手法を用いた石炭火力発電所で用いる炭種選定手法の開

発に関する研究を行っています．余寿命評価とは，まず

機器の異常発生から故障に至るまでの継時的変化を表現

する数式モデルを構築します．その数式モデルを用い

て，機器の現状から故障までの余寿命を評価する手法で

す．本手法により，機器の状態を継続的に測定すること

で余寿命の予測が可能となります．また，炭種選定手法

では，火力発電所の石炭ボイラへの適用の目安として用

いられる適用性評価の予測や石炭ボイラでの燃焼状態推

定を，重回帰分析やファジィ推論といった統計的手法に

より系統的に行います． 

 
海洋温度差発電プラントの遠隔監視システム 

 

研究の詳細はシステム制御研究室のホームページ

(http://www.ee.saga-u.ac.jp/control/index.html) を

御参照下さい． 

 

◆実用・応用可能な企業業種 

・製造業，各種プラントなど 

 

 

 

 

掲載情報 2016 年７月現在 

  

製造業関係者へ 

一言アピール 

産業界で現実に生じている諸問題に取り組みます．「制御」でお困りのこと

がありましたら，何でもご相談下さい． 

 

産学・地域連携機構より 
インターネットは世界中で社会基盤として整備されています．遠く離れた場所からプラント

やシステムを「監視」・「「制御」し，さらにはロボットを使って「操作」できるなら，佐賀県

から世界へ提供できる新しいサービスが生まれるのではないでしょうか． 

 

後藤
G O T O

 聡
SATORU

 教授 

 

「システム制御とその応用」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

農学部 応用生物科学科 生物資源制御学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 昆虫，サイトカイン，ペプチド，生理活性，ストレス 

 

昆 虫 か ら 細 胞 増 植 因 子 ・ サ イ ト カ イ ン の 発 見 
 

 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

当研究室では，昆虫の生活や行動上の特性について，

寄生，変態，休眠，食欲，ストレス応答，生体防御など

の生理現象に焦点を当て，昆虫の未だ知られざる潜在能

力を生化学的，さらには分子生物学的に解析していま

す． 

 

◆GBP（発育阻害ペプチド）の発見 

 寄生バチは宿主の幼虫体内に卵を産み，幼虫体内の栄

養成分を吸収し，幼虫が蛹になる前に卵から孵化して幼

虫の体を突き破り外に出てきます．小説や映画の「エイ

リアン」を連想される方も多いのではないでしょうか．

この寄生バチに寄生された宿主幼虫の血液中から宿主の

発育を遅延させる新規生理活性ペプチドを世界で初めて

発見，単離し，発育阻害ペプチド(growth-blocking 

peptide, GBP)と命名，特許登録に至っております．発

見した GBP は低分子量（アミノ酸 25 残基）で，高濃

度では昆虫の発育を阻害し，逆に 1nmol～数百 nmol

程度の低濃度では細胞増殖作用を示すことから，医動物

薬に応用できる可能性があります． 

 

◆殺虫タンパク質の発見 

 また，昆虫のストレスと死に関する研究にも取り組ん

でいます．一般的に宿主は，寄生バチ幼虫の脱出前に死

ぬことはありません．しかしながら，宿主幼虫が飼育環

境の悪化により体調が弱っている時に寄生された場合に

は顕著に死亡率が上昇します．この死因を解析する過程

で腸内バクテリア由来と考えられる「殺虫タンパク質」

を発見しました． 

 

◆ストレス順応生誘導因子の発見 

 さらに，既寄生宿主幼虫体液中にストレス耐性誘導因 

 

 

子を発見しました．昆虫に限らず多くの生物が，ストレス

順応性を有することは古くから知られた事実です．具体的

には，ストレス前処理をすることによって，その後のより

強度のストレスに対する抵抗性を獲得する能力です．同定

した因子は、注射によってストレス前処理をしていない昆

虫にストレス抵抗性を付与する生理活性を持っています．

この因子の作用機序などの研究や哺乳類の機能的相同因

子の探索を目指しています（特許の項を参照）． 

 

◆今後の展開 

化学合成が容易な GBP は細胞増殖作用があるため，や

けどなど皮膚移植の治療や癌治療への応用が期待できま

す．また，ストレス順応性誘導因子は，益虫であるミツバ

チやカイコの飼育に役立つばかりでなく，新規殺虫剤や医

動物薬の新規リード化合物としての利用も期待されます． 

 

◆特許 

「ストレス耐性付与組成物，ストレス耐性付与方法，スト

レス耐性体内増殖方法，およびストレス評価方法」 

特願 2015－059490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄生された宿主の発育主の発育障害 

掲載情報 2016 年 7 月現在 
 

製薬・殺虫剤関連企業へ 

一言アピール 

昆虫からの生理活性物質の単離指導，新規殺虫剤開発への助言，昆虫を用

いた生理・行動解析アッセイ系の開発など，情報技術の提供ができます． 

 

産学・地域連携機構より 
GBP が有する細胞増殖作用は，様々な用途での効果が期待できます．農薬や医療

関連の企業の方との共同研究も積極的に取り組んでいきたいとのことです． 

 

早川
HAYAKAWA

 洋一
YOUICH I

 教授 

 

「昆虫生理活性タンパク質・ペプチドに関する作用機序の解明と

医動物薬への応用」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 先端融合工学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] 有機光機能材料，フォトクロミック化合物，光スイッチ，人工レセプター 

 

有 機 光 機 能 材 料 の 新 た な 展 開 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

 光を使った「分子機械」の研究をテーマに，光照射に

よって可逆的に分子の形を変え，吸収スペクトル（色）

を変化させる新規フォトクロミック化合物の開発に取り

組んでいます． 

 

◆フォトクロミック化合物とは？ 

フォトクロミック化合物とは，単一物質であるもの

の，光を照射すると異なる状態に変化し，吸収する光の

波長が変わる物質です．フォトクロミック化合物は，吸

収スペクトル（色）や屈折率，立体構造が光可逆的に変

化するため，光メモリー材料として応用が考えられ，理

論的には，現在のメモリー材料と比べて数百倍の高密度

メモリーが構築できます．例えば，CD と同じ大きさ

（直径約 12 センチ）の円盤上の分子１つ１つにメモリ

ーする場合，理論的には１０TB（テラバイト：10 の

12 乗）以上のデータが記録できることになります．こ

れは，１枚の１２㎝ディスクに mp3 規格の音楽では数

千万曲，映画であれば数万タイトル程度の記録ができる

ようになります． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォトクロミック化合物の代表例 

 

◆光スイッチの開発 

光照射によりモノマー（低分子）を超分子ポリマー（高

分子）に変化させるフォトクロミックスイッチを持った水

素結合性超分子の開発にも取り組んでいます．光照射を用

いて分子量を変化させることができれば，レジスト材料に

代わる有機光機能材料として広く応用が期待されます．そ

の他に，欲しいモノだけを光によって集める光スイッチを

もった人工レセプターの開発と応用，新規蛍光物質機能性

材料の開発も行ってます． 

  

 

 

 

 

 

 

 

光スイッチのイメージ 

 

◆今後の展開 

「光メモリー材料」，「光スイッチング素子」，「光抽出剤」

など新規フォトクロミック化合物は，照射する光の波長の

長さを変えることによって，無色体と着色体の熱安定性を

コントロールできます．また，置換基を変えることで，様々

な色調のフォトクロミック化合物の合成が可能となりま

す．この化合物は，新規分子光メモリー材料として応用で

き，現在のメモリー材料と比べて数百倍の高密度メモリー

が構築できます．また，欲しいものだけを光で集めること

ができるため，産業廃棄物から金属のみを光によって抽出

分離することが可能となります． 

掲載情報 2016 年７月現在 

  

「有機光機能材料」を 

学びたい皆さんへ 

一言アピール 

有機光機能材料について分子設計から，合成，そして評価まで一緒に研究

する意欲のある皆さんを待っています． 

 

産学・地域連携機構より 
竹下先生は 2010 年，量子収率世界一のフォトクロミック化合物の開発に成功し

ており，更なる高効率有機光メモリー材料への応用展開が期待されています． 

 

竹下
TAKESHITA

 道
MICHI

範
NORI

 准教授 

 

「新規有機フォトクロミック化合物の開発」 

「光スイッチをもった人工レセプターの開発」 

「光スイッチ機能を持った超分子」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 物理科学専攻 
 

 

 

 

 

[キーワード] 素粒子，宇宙物理学，相対論，ダークマター 

 

宇 宙 の 謎 を 解 き 明 か す ！ （ 素 粒 子 論 的 宇 宙 論 ） 
 

研究紹介 
 

◆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，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．学

生時代から，理論的に自然の根本を解き明かしたいと考

え，『素粒子』に関する理論などについて研究していま

す． 

 

◆宇宙と素粒子の関係 

 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，どのようにして生まれたのかを解明するた

めには，肉眼では見ることができない小さな『素粒子』

の謎を解き明かすことが必要です． 

 未だ解明できてい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」など，いくつかの観測事実が明らかになっていま

す． 

 これらの観測事実と地上の実験で確認された理論を基

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超高温度・超高密度の状態

（プラズマ）でした．ビッグバン理論によると，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．初期宇宙（超高温度・超高密度状態）にお

いては，陽子・中性子もバラバラで『素粒子』のみが存

在していた状態でした． 

小さな『素粒子』を研究することで，壮大な「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． 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆暗黒物質（ダークマター）の存在 

 月は地球と互いの引力によって，ほぼ一定の距離を保

ち，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」のバランスが保たれた状態で

あるといえ，同じように銀河も回転しています．「銀河の

回転速度」を計算すると，想定される「銀河の重さ」か

ら算出される値より，１０倍も速いことがわかっていま

す．つまり，「銀河系の重さ」の想定値には，「なにか」

が不足しているのです．しかし，現在の科学では，その

「なにか」を観測することはできていません．観測でき

ない「なにか」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．『暗黒物質（ダーク

マター）』は，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，その存在が示唆されています． 

掲載情報 2016 年 7 月現在 
 

宇宙を理解したい皆さんへ 

一言アピール 

「不思議だけで終わらない，その先にある何か？」 

を一緒に研究する探求心をもった学生を待っています！ 

 

産学・地域連携機構より 
船久保教授は，初期宇宙や，素粒子論に関する公開講座（一般向け講演）を実施されています．

また，HP でオンライン公開講座を配信しています．興味のある方は URL をご覧ください． 

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

 

船久保
F U N A K U B O

 公一
K O I C H I

 教授 

 

「素粒子論的宇宙論」 

「素粒子理論」 

「相対論，宇宙物理学」 

標準理論の素粒子 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

地域創生推進センター 
 

 

 

 

 

[キーワード] 
コンピテンシー，アウトカム（学習成果），インターンシップ，アクティ

ブラーニング，キャリア形成（教育） 
 

企 業 が 求 め る 新 規 大 卒 者 の 能 力 要 素 と は ？ 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

バブル崩壊後の「低成長時代」となった現代において，

グローバル化と知識基盤社会化は加速し，我が国の企業

を取り巻く経営環境は大きな変化が見られました．この

ため企業の新規採用に対する考え方は多様化・厳格化し

ています．当研究室では，新規大卒者に焦点を絞り，日本

的雇用慣行下において企業が求める「能力要素」がどの

ように変容したかを研究しています． 

 

◆新規学卒者の能力要素における変容 

グローバル化と知識基盤社会が到来した 21 世紀にお

いて，企業が求める「能力要素」の変化について複眼的に

調査研究を行っています．旧日経連は新時代の経営に向

けた提言の中で「雇用の 3 層化構想」を打ち出しました．

「雇用の 3 層化」とは，企業の人的構成が，従来の雇用

形態である「正社員」（中核的人材），高度な契約制が中

心となる「専門人材」，そして，補助的な「非正規社員」

に分類されることを意味します．このため，新規学卒者

においても一括正社員採用から将来の中核的人材を中心

に変化し，新規学卒者の採用を「質的量的」に制限しまし

た．しかし，新規学卒者に求める能力要素は「即戦力」で

はなく，将来性を重視した「訓練可能性」であることには

変わりません．それでは，企業採用に求められる「能力要

素」は何が変化したのでしょうか．企業は新卒者の「より

高度な訓練可能性」という能力を重視するようになりま

した．具体的には，社内教育費を削減するため，より早く

自律し，将来は中核的業務を担える人材を採用するよう

になったのです．雇用環境は，景気に大きく影響されま

す．新規大卒者は，どのような変化にも対応できるよう，

常にエンプロイアビリティ，つまり，「いつ何時でも雇用

され得る能力」が必要なのです，当研究室は，この能力に

ついての研鑽を継続していきます． 

 

◆今後の展開１ 

低成長，グローバル化によって，我が国の大学は「教育

の質保証」が求められ，特にラーニングアウトカム（学習

成果）が問われるようになりました．つまり，「何を学ん

だ」から「何ができるようになったか」が問われるように

なったのです．今後は，大学における理論と実践を融合し

た教育，特にインターンシップやアクティブラーニングを

活用した実践とアウトカム（学習成果）の関係性について

研究を深めていきます． 

 

◆今後の展開２ 

大学教育，その中でも初年時の教育や導入教育と連携し

た形でキャリア教育を行うことで，広範にわたる基礎的教

養と健全な社会常識，社会が求める能力を身に付けた人材

が育成されるものと考えます．特に，インターンシップは

産官や地域社会との有機的連携を図ることに効果的です．

能力を自律的に高め，その能力によって地域社会に貢献

し，新たな社会的価値を創造することができる人材育成が

期待できます．今後は，大学教育の職業的レリバンス，つ

まり，大学教育の有用性について知見を深めていきます． 

 

 

                  

 
 

 

 

 

 

 

集中講義の様子 

掲載情報 2016 年 7 月現在 
 

志願者，本学学生諸君へ 

一言アピール 

企業が求める「能力要素」について，また，「能力要素」と大学教育の関係

性についてわかりやすく解説します．ご相談ください． 

 

産学・地域連携機構より 
就職とは学生と企業のマッチングと言えます．就職希望者が企業の求める能力要素（ニーズ）

を理解することは重要で，インターシップは，そのツールとして大変期待できます．小嶋先生

は，インターシップを通じて地域と学生を有機的に紡ぐマッチングを実施しています． 

 

小嶋
K O J I M A

 紀
NORI

博
HIRO

 特任講師 

 

「企業が求める能力要素についての研究」 

「大学教育の学習成果」 

「大学の職業的レリバンス」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 循環物質化学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] マイクロカプセル，ゲル，粘弾性体，薬剤担体，表面，吸着，脱着 

 

新 し い 「 材 料 ・ デ バ イ ス 」 創 造 へ の チ ャ レ ン ジ 
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

生物は，人類未到達な材料の機

能を多く有しています．例えば，

生物は自分を複製することがで

き，自分で傷口を治癒することが

できます．さらには，食料から得

たエネルギーを運動のエネルギー

や熱エネルギー等の有効なエネル

ギーに変換させることができま

す．当研究室では，生物の材料や

システムの「原理」を理解し「利

用」することによって，全く新し

い材料やデバイスを作る研究を行

っています． 

 

◆主な研究内容と成果 

生物機能を模倣した材料の主な研究について，期待で

きる応用例・現在までの成果を以下に纏めました． 

①「心臓のように拍動する材料」 

光を当てるだけで，流体を流すことのできる心臓を模

倣したポンプへの応用が期待できます．当研究室は受光

すると拍動する材料の作成に成功しました． 

②「自分の形を自発的に形成できる材料」 

生物は自らコントロールして自らを成型できます．こ

のような材料は将来的に再生医療への発展が期待できま

す．当研究室は多糖類をある条件の下に置くと，生物様

の形態を形成することを見出しました． 

③「患部を認知して治療する材料」 

患部を認知して治療することのできるマイクロドクタ

ーのような粒子は，副作用の問題を飛躍的に解決するこ

とが期待されています．当研究室では，糖を認識すると

効果的に薬剤を放出できる担体，さらに炎症部を認知し

効率よく接着する薬剤担体の作成に取り組んでいます． 

 

◆実用的及び製品化を目指した研究 

「短期間での実用化」を意図した研究も推進しています． 

①「気化を利用した新しい冷却装置の開発」 

電気や化石燃料を使用する冷却システムは高コストや

地球温暖化の問題があります．一方，巷には未活用の低品

質熱エネルギーがあふれています．そこで熱や太陽光を利

用した新しい冷却デバイスの開発に取り組んでいます． 

②「血圧上昇を抑える醤油の開発」 

成人病を引き起こす高血圧の主な原因は，塩分の過剰摂

取であるため，減塩食が注目されていますが，味気が無く

なることから敬遠される傾向があります．そこで，醤油を

ゲル化する際に多糖増粘剤を使用することで，テクスチャ

ー効果（食感効果）を与え旨みのある減塩醤油を開発しま

した． 

③「黒色発光システムの構築」 

原理上，黒色からの発光は認識できません．しかし，光

を用いた演出や応援グッズ等，黒から発光しているように

見せる機材の需要はあります．そこで光源システムを工夫

した「黒色からの発光」と錯覚させる機材を開発しました． 

 

◆実用・応用可能な企業業種 

・食品メーカー （触感に関する素材の改良・付加価値化） 

・医薬品メーカー（特異場及び特定時の徐放を意図） 

・材料メーカー（特に放熱，冷却，発熱材料に関する） 

◆特許等 

「環境温度の変化により拍動する粒子」 

 特願 2015-247839 

「高血圧抑制醤油の調製法」特願 2014-237610 

「基質応答性自律振動型マイクロカプセル」 

特願 2012-247839 

「発振動ゲル，それを用いたアクチュエータ，および該ア

クチュエータの駆動方法」特願 2011-172370 

掲載情報 2016 年 7 月現在 
 

地域の食品及び材料関連 

会社様へ一言アピール 

今後，廃材や未利用資源の高付加価値化を目指した材料のデザインを大学

生と一緒になって取り上げて行こうと考えております．ご要望およびご相

談がある際にはお声がけください． 
 

産学・地域連携機構より 
成田先生の研究は，多様な分野に応用展開が可能です．また，「スピード感のある実

用化」を目指されており，企業の皆様には心強いパートナーとなっていただけるで

しょう． 

 

成田
N A R I T A

 貴
TAKA

行
YUKI

 准教授 

 

「生物を模倣した自律して運動できる材料の創製」 

「材料特性及び熱を利用した新奇機能性デバイス・食品の開発」 

 
① 光拍動材料概念図 

 

 
② 多糖ゲルの形態 

 

 
③ 認知・治療する粒子概念図 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

医学部 地域医療科学教育研究センター 福祉健康科学部門 

 

 

 

 

 

[キーワード] 
高齢者や障害者,障害児の自立（律）生活， 

移乗，移動，姿勢，起居，動作解析，研究開発 
 

福祉機器開発で高齢者や障害者（児）の自立（律）生活を実現！ 
 

研究紹介 

◆研究概要 

当研究室では，医学的な治療後も身体機能に後遺障害が

残る高齢者や障害者・児などに対して生活行動支援を行い

ながら，福祉用具の開発（図 1）と専門職への教育方法に

ついて研究しています．その範囲は，医療支援技術と生活

行動支援技術，役割や考え方，具体的な支援方法など多岐

に渡り対象者の自立（律）を目指します．具体的には，①

リハビリテーション医工学分野から見た生活行動支援学

および教育方法の構築，②福祉機器や生活環境の設計研

究，③生活動作と移乗動作分析に関する研究，④福祉機器

の選び方と使い方，および使い易さに関する評価方法・手

法の研究，⑤移動機器と移動動作に関する研究，⑥社会環

境の車いすでの使い方研究，⑦褥瘡予防方法と褥瘡予防機

器の開発に関する研究をテーマとして取り組んでいます． 

 

◆自立（律）生活と生活環境要素の考え方 

障害者や高齢者の自立を促進するためには，①福祉用具

と住環境を対象者に適合させ，排泄や入浴，移動などの動

作方法を決めて練習し自立を目指す，②どうしてもできな

い動作に対して人的援助を得る，という考え方の順序が大

切です．身体に麻痺が有り，自力では全く動くことができ

ない人であっても，生活方法や介助方法を自分で決め，福

祉用具を活用し自分でできることは行い，できないことだ

け介助者の支援を得る，これを意識すると目標を持った生

活ができます．これを自立（律）生活と言います．図 2

の円の中は住宅内の要素です．住宅内での生活方法が安定

して初めて，社会環境へ出て行く勇気と希望が湧いてくる

ものです．身体機能や生活方法に適した福祉機器の開発や

住環境整備，社会環境改善などの情報は，本人の生活や社

会活動，生きがいの獲得支援をする上で重要です（図 3）． 

 

 

 

 

ズレない機構を持ったベッド 電動移動遊具  多機能車椅子 

図１．開発例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．生活環境要素と開発・情報の関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３．松尾清美研究室は開発機器や情報の展示場も兼ねてます 

掲載情報 2016 年 7 月現在 
 

介護機器メーカー 

家具メーカーへ 

一言アピール 

高齢者や障害者（児）の自立（律）生活や介護負担軽減に役立つ技術をお

持ちの企業やその種の製品を製作したいと考えている企業の方は、是非ご

相談ください。評価や改良、開発を一緒に進めましょう！  
 

産学・地域連携機構より 
松尾准教授は，自立（律）生活の推進を唱え，生きがいを持った社会生活の実現のため日々，

研究活動を続けています．より自立（律）を促し，快適にする福祉機器の研究開発は，その具

体的な成果のひとつです．本分野に関心がある方は展示場を兼ねる研究室をお尋ねください． 

 

松尾
M A T U O

 清美
K I Y O M I

 准教授 

 

「高齢者等の自立促進と介護負担軽減のための移乗補助器具の研究開発」 

「身体障害者や障害児，高齢者などの自立移動機器の研究開発」 

「利用者の自立をサポートする次世代介護ベッドの研究開発」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 都市工学専攻 
 

 

 

 

 

[キーワード] 一方向通行，双方向通行，交通安全，情報提供，経路誘導，所要時間 

 

交通事故ワーストワンからの脱却．ベストワン佐賀を目指そう！ 
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

１．自転車の通行空間を整備するときの基本的考え方 

（１）歩行者の空間を確保 

道路は様々な機能を持っており，使い方によって交通

環境や街の雰囲気などが変わります．特に公道は，仮に

狭いスペースしか確保できない場合でも，自動車が歩行

者や自転車よりも優先権を持っているわけではありませ

ん．自動車交通に対応する能力が十分身に付いていない

子どもやその能力を失いつつある高齢の歩行者を脅かす

（危険にさらす）ことは許されません．基本的に道路が

狭い場合は，歩行者を他の交通手段（自転車や自動車

等）と分離し歩行者のための空間を確保するべきです．

道路を共用せざるを得ない場合は，歩行者の速度まで自

転車や自動車のスピードを落とすのが原則です． 

 

（２）自転車の交通事故を減らすために必要な条件 

①ドライバーや自転車利用者の注視方向を 1 方向に

限定することで，事故を大幅に減少させることができま

す．特に，複雑な操作を要求される交差点でその効果は

顕著です． 

②車両（軽車両を含む）同士が交差する機会を減らす

ことで衝突する確率は減少します． 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１ 16m の道路を一方向通行にした場合（自転車の速度は上がる） 

 

上記の要件①と②を同時に達成するためには，自転車

の一方向通行化が必要となります． 
 

 

 

 

（３）安全性と不便性はトレードオフの関係 

自転車道を一方向通行にすると，各交差点での経路選択

が制約され，不便になると思われるかもしれません．しか

し実際に地点間の所要時間を計測してみると，例えば佐賀

北高から佐賀大学までの経路（「どん３の森天神橋交差点」

を右折し佐賀大学）に要した時間（距離は約 3 ㎞）は被験

者 23 人の平均で一方向通行にした場合 1.7 分長くなる

だけでした．一方向通行の自転車道が整備されることで，

自転車の速度が上がり所要時間が短くなる地区も出てく

ることでしょう． 

 

（４）信号待ち時間の有効利用 

所要時間が長くなる最大の理由は交差点の信号の待ち

時間です．本研究では，この待ち時間に，どのような情報

を，どのような形で提供することで，無理のない信号待ち

となるかを明らかにし，一方向通行化のツールとして適用

することを目標にしています． 

 

２．社会実験の必要性 

 当研究室が実施した走行実験では，被験者は一方向通行

を想定した通行ルールに従って走行していますが，その他

（周りの状況）は通常ルール（双方向通行）のままです．

そのため，これまでの実験では，一方向通行の規制が適用

時の状況とは明らかに異なっています．そこで，国道 264

号線を対象に 1 カ月程度一方向通行化の社会実験を実施

し，地域の皆さんに安全性や快適性について体感していた

だいたうえで，どちらの通行方法が望ましいかを評価して

いただきたいと考えています．この社会実験により，以下

の点を明らかにし，安全な道路の整備に寄与して参りま

す． 
①歩行者，自転車，ドライバーの立場から社会実験を評価． 

②本格実施に向けて必要事項の明確化． 

③課題の整理と PR 活動 
掲載情報 2016 年７月現在 

  

交通・道路に携わる皆様へ 

一言アピール 

利便性の高い交通システムの整備と，子供や高齢者の安全性を確保するこ

とは両立しなければなりません．交通事故ワーストワン都市から脱却し，ベ

ストワン佐賀を目指しましょう！ 
 

産学・地域連携機構より 
地球環境保全・ヘルスケアの視点から自転車は社会ツールの一つとして定着してき

ています．清田先生は，自転車と共存した街づくりを提案し，そのために社会実験

の必要性を唱えられます．  

 

清田
K I Y O T A

 勝
MASARU

 教授 

 

「自転車道の双方向通行の問題点と一方向通行を基本にした． 

自転車通行システムの提案」 

「身障者用駐車施設の新しい設計コンセプト」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 循環物質化学専攻 
 

 

 

 

 

[キーワード] 
有機フッ素化合物，合成反応，生理活性化合物，ヘテロ元素 

含フッ素機能性材料化合物 

  

プ ラ ス フ ッ 素 （ F ） で 機 能 ア ッ プ を 目 指 す ！ 
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

 有機フッ素化合物は不思議なことに天然にはほとん

ど存在していません．フッ素は塩素，臭素，ヨウ素と

同じハロゲン元素にもかかわらず，このグループから

少し外れたポジションにあるようです．有機フッ素化

合物は大別すると，①有機分子の炭素—水素結合をす

べて炭素—フッ素結合に置き換えた「パーフルオロ有

機化合物」と，②少数のフッ素—炭素結合（通常一個

から三個）を持つ「部分フッ素有機化合物」になりま

す．前者を利用した製品の一例として焦げ付かないフ

ライパンを，後者の一例として高コレステロール値を

抑制する薬をあげることができます．このように，有

機フッ素化合物は意外と身近な所で活躍しています． 

 当研究室では上記に示した「部分フッ素有機化合

物」の合成に関する研究を行っています．本合成法の

特徴は，入手可能な含フッ素有機化合物に一手間加え

ることで，汎用性を高めることにあります．また，取

り扱いが容易な含フッ素有機反応剤の開発により，そ

れらの新しい反応性を見いだしています．これらの方

法論を用いて，今までは誘導体しか合成されていない

新規の含フッ素生理活性化合物や機能性材料化合物を

より容易に提供できるように研究を続けています． 

 

◆含フッ素ビニルスルホニウム塩の合成と展開 

 通常有機化合物を合成するには，出発原料となる２

種類の有機化合物を反応させて目的とする生成物を得

ます．この２種類の化合物のうち，片方の種類を固定

できれば，反応相手（もう片方の化合物）を変えるこ

とでいろいろな種類の反応が行えるため，その化合物

の汎用性は高いと言えます．しかも，その化合物が通

常の保存条件下において分解することなく安定性が高

いものであれば，実際の使い勝手も良く．さらに有用

な反応剤です．  

 

 

当研究室では，有用な化合物と考えられるフッ素を含む３

種類のビニルスルホニウム塩(1)の合成に成功しました．こ

れらを用いて，フッ素を含む三員環化合物のシクロプロパ

ン誘導体(2)，アジリジン誘導体(3)を容易に合成できるよ

うになりました．さらに，アジリジン誘導体(3)を用いてメ

ンタルに関与する生理活性化合物として知られているベー

タトリプタミン類のフッ素類縁体(4)に変換できることを見

いだしました．また，五員環複素環化合物として，オキサ

ゾリジン(5)やイミダゾリン(6)合成にも応用できることも

見いだしています． 

 

◆反応例 

 

 
 

◆特許 

 「ジフルオロメチル基含有化合物及びその用途」 

  特開 2015-157789 

 「新規なスルホニウム塩，その製造方法及びその 

  用途」 

  特許第 5555919 号 

掲載情報 2016 年７月現在 

  

ファインケミカル関連企業

へ一言アピール 

既存の有機分子に少数のフッ素を導入した部分フッ素化合物の可能性を探

り，新しい機能・物性を付与してみようと一緒に挑戦してみませんか． 

 

産学・地域連携機構より 
花本教授は，実際に「使用しやすい」，「使用できる」といった，汎用性が高く・有効

な有機フッ素化合物の研究開発を目指しています．有機フッ素化合物を用いた新し

い製品をお考えの方は，一度ご相談されてはいかがでしょうか． 

 

花本
HANAMOTO

 猛士
TAKESHI

 教授 

 

「有機フッ素化合物の新規合成法の開発」 

「生理活性化合物のフッ素アナローグの合成」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 先端融合工学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] 分離工学，ゲル，膜，高分子，ながれ，変形，拡散，対流 

 

ニ ー ズ に 合 わ せ た 粒 子 の 分 離 技 術 
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

 細胞，化粧品，土，セラミックス，炭素材料（酸化グ

ラフェンやカーボンナノチューブ）などは，様々な形状

をもつコロイド粒子です．コロイド粒子を分離する技術

は，製品の機能をクリアーに発現することを可能とする

ため，これまでも膜や沈殿法を用いた方法が開発されて

きました．今後，さらに多様な種類のコロイド粒子の活

用が進むため，これに対応する新たな粒子分離の技術が

求められています．当研究室は，これからのニーズに対

応する新規の分離方法について研究開発を行っていま

す． 

 

◆ながれによる粒子の分離 

 円管の内部に形状やサイズの異なるコロイド粒子を投

入すると，流体の種類やコロイド粒子の種類によって溶

出する時間が変化します．これは流体や壁から受ける力

が粒子の種類によって異なるためです．大きなサイズは

早く，小さいサイズは遅く溶出されます．さらに，円管

の形状（らせん状）や流体の粘性をコントロールするこ

とで，コロイド粒子の流出時間も変化します．従来のク

ロマトグラフィーでは，カラム内の充填物によってコロ

イド粒子は詰まってしまいますが，本技術を用いると詰

まること無く粒子の分離が可能となります． 

 

◆ゲルの変形を用いた粒子の分離 

 カラムの内部に球状ゲルを充填し，流体を透過すると

カラムの下部にあるゲルから順に変形します．その変形

はゲルの粘弾性や流体の種類によって変化します．ここ

にコロイド粒子を分散した溶液を透過するとゲルの間隙

に形成された“孔”によって粒子をろ過分離することが

できます．ゲルの変形を利用した方式で，カラムの内部

で形成されるゲルの間隙は流れの方向に分布するという 

新しいゲル充填構造を利用したろ過技術です． 

 

 

◆シリカ粒子の導入による多孔性膜構造の改変 

 多孔性膜はろ過や吸着に広く利用されています．多孔性

膜には数多くのマイクロオーダーサイズの孔が存在して

います．その孔の内部にシリカ粒子を流体の対流を利用し

て透過すると，新たな間隙が形成され，新規のろ過や吸着

のサイトとして機能させることができます． 

 

当研究室の成果は，様々な粒子の分離に対して利用でき

ます．特に，付加価値の高い材料や生体物質の分離技術と

しての産業への貢献を考えています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲載情報 2016 年 7 月現在 

  

粒子・生体物質の分離を 

考えている企業へ 

一言アピール 

「硬い粒子」・「柔らかい粒子」，「サイズ，形状の異なる粒子」，「生体物

質」などの機能をもつ粒子について分離を検討されている企業の方がいら

っしゃれば，気軽にお問合せください． 
 

産学・地域連携機構より 
川喜田准教授は，さまざまな粒子を分離する手法について研究を続けてい

ます．ニーズに合わせた新しい分離方法をご提案できるかもしれません． 

 

川
KAWA

喜田
K I T A

 英
HIDE

孝
TAKA

 准教授 

 

「ながれや膜を用いたナノからマイクロサイズの粒子の分離」 

ながれ 

円管 
ゲルの間隙が変化 

膜の孔の形状で 

粒子を分離 

ながれで粒子を分離 

ゲルの変形による隙間の変化で粒子を分離 

多孔性の膜を用いた粒子の分離 

大きなサイズの 

粒子が先に溶出 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 先端融合工学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] 
AE（アコースティック・エミッション），高齢化社会，膝関節炎症，変形

性膝関節症（OA），半月板損傷，構造物の欠陥 
 

膝 関 節 炎 症 診 断 の 新 提 案 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

 膝関節は人間の体の中でも最も複雑な構造をもつ筋骨

格系器官の 1 つと言われています．複雑な働きが要求

され，「力を吸収するクッション」，「筋肉の力を伝える

滑車」のような役割を担っています．現在，膝関節の診

断方法としては X 線や MRI を用いる方法が一般的です

が，いずれも患部にエネルギーをあて静止画像データを

取るものです．これに対し，AE センサを用いた膝関節

診断は，患部にエネルギーを与えることなく膝関節を動

かした状態での分析を可能とします． 

 

◆膝関節炎症診断 

 調査結果によると年齢に比例して，膝関節に問題を抱

える人が増加しています．しかし，現状の診断では X

線や MRI などを用いるため，複雑な設備と多くの費用

を要します．また，これら既存の方法は，被験者が動か

ない静的な条件下で実施されますが，AE 手法は診断し

たい箇所を動かすという，これまでにはなかった要素が

加味されるため，新しい診断基準が生まれる期待もあり

ます． 

 

◆AE 手法とは 

AE（Acoustic Emission）とは，材料の変形あるい

は，破壊に伴って発生する弾性波のことです．当研究室

では，この AE センサに着目し，膝関節診断の容易化を

目指しています．患者の膝関節部に AE センサを装着

し，椅子に座った状態から屈伸運動をしてもらいます．

この動きにより AE が発生し，その波形を解析すること

で膝関節の状態を把握することができます．現在，変形

性膝関節症（OA）や半月板損傷のある人と，膝関節に

問題がない人たち（様々な年齢層）を比較しながら研究

を行い，AE パラメータを解析しています． 

 

 

これまでのデータから，AE イベントの発生率と膝関節の

損傷には高い相関性があることがわかってきました． 

 

◆今後の展開 1 

 AE 法を用いて得られるデータから，膝関節が良好であ

るか問題があるかを正確に判別し，さらには，損傷の状態

を解析できるシステムの構築を目指しています． 

 

◆今後の展開 2 

 本技術は，人体に影響を与えないため，年齢や性別，健

康状態を問わず検査に使用できます．将来的には，健康診

断などの定期的な検査に導入し，関節症状の悪化を早期に

診断し予防を促すことを目指して研究開発を行っていま

す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AE センサ取り付け時の様子       データ比較図 

掲載情報 2016 年 7 月現在 

  

医療分野の皆様へ 

一言アピール 

「短い検査時間」・「リアルタイムでの診断」を可能とするコンパクトな装

置の開発を目指しています．パートナーとなっていただける企業の皆様と

の共同研究を希望いたします． 
 

産学・地域連携機構より 
AE センサを用いた被験者のデータ収集のため，実際に装着していただける方，デ

ータ収集にご協力いただける方の参加を求めています．膝に問題を抱える方だけで

なく，健康な方のデータも必要です．試験時には，ご協力をお願いします． 

 

イスラム
I S L A M

・カーン
K H A N

 准教授 

 

「AE 手法による膝関節炎症診断」 

「EMG 信号処理による下肢筋肉の動的評価」 

「AE より構造物に起きる損傷の検出」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 電気電子工学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] パルスパワー，プラズマ，ナノ秒，水質浄化，植物，生育制御 

 

パ ル ス パ ワ ー の 応 用 展 開 （ 農 作 物 制 御 ・ 水 質 浄 化 ） 
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

 マイクロ秒～ナノ秒オーダーの短い時間に巨大な電力

を発生する技術を「パルスパワー技術」といいます．日

本全体で消費される総電力は約 100GW（ギガワッ

ト，109 ワット），九州全体で約 10GW となります

が，「パルスパワー技術」によって，これらと同規模の

電力を実験室で発生させることが可能です（自然界には

パルスパワーに相当するエネルギーは多数存在し，雷は

その代表です）．当研究室では，パルスパワー発生装置

（パルスパワー電源）の開発とその応用について研究を

行っています． 

 

◆ナノ秒パルスパワー電源 

パルスパワー電源の基本原理は非常にシンプルで，

「一旦，電気エネルギーを貯めたあと，非常に短い時間

に開放する」というものです．つまり，①貯めたエネル

ギーを短い時間に開放する，②そのエネルギーを効率よ

く負荷に転送する，という２点に技術が要求されます．

当研究室では，特に 10 ナノ秒以下のパルスパワー電源

の開発に取り組んでいます． 

 

◆農作物の育成コントロール 

 電気的刺激は植物などの生体に何らかの効果を与える

ことが知られています．AED（除細動器）はその身近

な例です．他にも，種や球根にパルスパワーの印加によ

り刺激を与えると，発芽の促進や，逆に抑制を促すこと

ができます．また，植物は過酷な環境を生き抜くために

「休眠」という現象を起こしますが，パルスパワーを用

いると，この休眠からの覚醒を可能とすることが，当研

究室の実験で明らかになりました．このように，パルス

パワーは農作物に対して様々な制御機能を有することが

判明しており，今後は本技術を活用した農作物の生育コ

ントロールについて検討を進めています． 

 

◆水質浄化に関する研究 

 経済活動において様々な汚染水が発生します．現在，一

般的な浄化方式として，次亜塩素酸を用いた処理や生物分

解などが挙げられます．しかしながら，これらの方式では

難分解性物質（フッ素化合物など）や塩素耐性菌の処理は

できません．そこで当研究室では，プラズマを用いて，従

来法では対応できていない汚染物質の処理に関する研究

を行っています．プラズマと水中キャビテーションの併用

によって，低コスト・高効果な処理を行えるシステムを考

案し，その実用化のための基礎的研究を行っています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
水中プラズマによる色素の脱色効果（吸光度測定） 

 

◆特許 

特許第 481344「水処理装置」  

特許第 5464692「水処理装置」  

特開 2014-79743「液体処理装置及び液体処理方法」 

掲載情報 2016 年７月現在 

  

水処理など環境技術関連の

企業の方，その他へ 

一言アピール 

新しい水処理技術，農業技術の開発を検討中の企業の方，その他高電圧・プ

ラズマの応用をご検討中の企業の方は気軽にお問合せください． 

 

産学・地域連携機構より 
猪原准教授は，パルスパワー技術の応用展開を目指しています．プラズマを活用し

た解決を模索している企業の皆さんからの新しい提案をお待ちしています． 

 

猪原
I H A R A

 哲
SATOSHI

 准教授 

 

・「軽量かつコンパクトなナノ秒パルスパワー電源の開発」 

・「パルスパワーによる植物の生育制御に関する研究」 

・「パルスパワーおよびプラズマを使った水質浄化に関する研究」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 循環物質化学専攻  

 

 

 

 

[キーワード] 
二酸化炭素，化学吸収，イオン液体，低融点共融混合物，核磁気共鳴分光

法 
 

C O 2 関 連 液 体 物 質 の 創 出 を 目 指 し て 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

 二酸化炭素（CO2）を分離・回収し，貯留または利活

用する既存技術の高度化や新規技術の開発は化学プロセ

スにおける急務の課題の一つです．当研究室では，環境

負荷の低い液体として注目されているイオン液体（ILs）

と低融点共融混合物（DEMs）を対象に，圧力・濃度の

低い CO2ガスを可逆的且つ化学的に吸収・脱離できる吸

収液の開発と，核磁気共鳴分光（NMR）法による反応機

構の解明に取り組んでいます．また，CO2を化学的に利

用した有価物に着目し，それら有価物を用いた DEMs や

溶媒和イオン液体（SILs）の探索と，NMR 法による静

的構造や動的挙動（回転，並進）の解明も進めています． 

 

◆研究 1 

 CO2化学吸収液として広く知られているアミン水溶液

については，その高い揮発性が問題となっています．近

年，イオンのみから構成される ILs や，２種類以上の固

体物質から生成されるDEMsが揮発性の低い液体として

注目されています．当研究室では，CO2ガスに対して化

学吸収性を示す ILsやDEMsの開発に取り組んできまし

た．これまでに，ルイス塩基性アニオンを用いた ILs や，

固体塩基を用いたDEMsの調製に成功し，それらがCO2

ガスを化学的に吸収することを明らかにしました．また，

後者については，固体物質の混合比を変えることにより

DEMs の CO2吸収量が変化し，その性質を制御できるこ

とを見出しました（図１，特許）．固体塩基を用いた DEMs

は，CO2化学吸収液として利用できるだけでなく，塩基

性の液体溶液を必要とする様々な用途での使用が期待さ

れます．しかし，固体塩基を用いた DEMs はアミン水溶

液よりも粘性が高く，CO2化学吸収液としての操作性は

劣ります．固体塩基の分子デザインによる DEMs の粘性

低下が今後の課題です． 

 

 
図１．（左）DEMs の CO2吸収量と 

（右）固体塩基 Solid 1 を含む DEM の外観変化 

 

◆研究 2 

 炭酸エステル類やメタノールなどは CO2 を原料として

化学反応により得ることができる有価物です．我々は，

CO2 ガスの利活用と固定化の意味から，それら有価物を

用いた揮発性の低い液体溶液の探索を重要と位置づけて

います．当研究室では，簡便な操作で調製できる DEMs

や SILs に有価物を用いる試みを行っています（図２）．ま

た，炭酸エステルと Li+電解質から調製される SILs は Li+

二次電池用電解液としての利用が期待できることから，分

子レベルにおけるそれら溶液の静的構造や動的挙動（回

転，並進）の解明を始めています． 
 

 
図２．炭酸エステルから調製される SIL 

特許等 

「共融混合物及びその用途」 特願 2016-028658 

掲載情報 2016 年７月現在 

  

産業界及び学生へ 

一言アピール 

CO2関連溶液，特にイオン液体や低融点共融混合物の探索・開発にご興味

がありましたら，気軽にご連絡ください。 

 

産学・地域連携機構より 
二酸化炭素の，「分離技術」・「回収技術」，そして「活用技術」は，世界で求められるイノベー

ションの一つです．本分野に興味がある方は，是非お問合せください． 

 

梅木
U M E K I

 辰也
TATSUYA

 助教 

 

「CO2化学吸収液の開発と反応機構解明」 

「有価物を用いた低揮発性液体溶液の探索と物性評価」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 先端融合工学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] 単一センサ，積層型センサ，センシング，マルチイメージング 

 

佐賀県，九州から発信！新しいセンサ・センシング技術 
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

 センサとは，自然現象をはじめとして様々な対象に関

する情報を人間や機械が扱いやすい信号に変換するモノ

(素子，機器)と定義できます．現在，センサは日常生活

に欠くことのできない重要なモノであり，当研究室で

は，新しいセンサやセンシングシステムを研究・開発

し，社会に貢献することを目指しています． 

 

◆電気・超音波マルチイメージングシステムの開発 

現在，X 線 CT を始めとする様々な画像化システムが

開発されており，さらに，これらの融合を図ることで対

象の検出能力を向上させるシステムの研究も進んでいま

す．本研究では，対象の超音波画像と電気インピーダン

ス画像を単一あるいは積層型センサを用いて，音と電気

特性の画像を同時に可視化する簡便なシステムの開発を

行っています．現在，１号機が完成し本システムの有用

性を検討しています．将来的には，小型化・高速化を図

り，乳がんの早期発見や果実の糖度選別などへの応用を

目指しています． 

 

◆静電気・振動センサの開発と肌センシングへの応用 

 センサを物体に接触，離反させることで静電気や振動

が生じ，これらから誘導される電圧は，物体の材料や表

面状態などに影響を受けます．本研究では，センサと測

定物体との接触・離反により，静電気及び圧電効果から

誘導される電圧を検知することで対象の状態を測定する

積層型センサの開発を行っております．現在，ハンディ

型のセンサ(１号機：写真１)が完成し，肌の湿潤や柔ら

かさに関する測定への応用や触感覚センサへの活用も検

討しています． 

 

 

 

 

 

 
写真 1 ハンディタイプセンサによる肌測定 

 

◆光・電気・振動積層型センサの開発と筋活動解析 

 光特性，電気特性，振動特性を測定するセンサは，日

常生活において幅広く利用されています．それぞれのセ

ンサを用いて，各々の特性を測定することは簡単です

が，同一の場所で複数の特性を同時に測定する場合は，

単一のセンサによる測定が望ましいと言えます．本研究

では，複数のセンサを積層化することで同一の場所で，

同時に測定するセンサを開発し，本技術を応用した筋活

動解析を行っております．開発したセンサは，筋活動か

ら得られる筋の活動電位，微細振動，酸素動態(酸素化，

脱酸素化ヘモグロビンの変化)を同時かつ簡便な形でセン

シングすることを可能としました．現在は，ウエアラブ

ル積層型センサの開発を行っており，将来的には運動中

にリアルタイムで筋活動の測定を行う予定です．また，

本技術を用いたウエアラブルバイタルセンシングやマル

チイメージングへの応用も検討しています． 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 2 積層型センサによる筋活動測定 

掲載情報 2016 年８月現在 

  

センサ開発企業様へ 

一言アピール 

本研究で開発したセンサ，センシング技術を用いて，これまでにはなかっ

た活用方法について実用化を目指しています．佐賀県，九州から一緒に発

信していただける企業をお待ちしています． 
 

産学・地域連携機構より 
木本准教授のセンサ・センシング技術は，医療分野・ヘルスケア分野・農業分野・

食品分野など多様な展開が期待できます．センサ技術を用いて，産業創出を目指す

方は，是非ご相談ください． 

 

木本
K IMOTO

 晃
AKIRA

 准教授 

 

「マルチセンシング技術の開発と応用」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 電気電子工学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] 太陽電池，再生可能エネルギー，半導体，結晶，光物性 

 

新しい半導体材料による次世代高効率太陽電池の開発 
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

地球上に降り注ぐ莫大な太陽エネルギーを利用した太

陽光発電は，再生可能エネルギーの切り札といわれ，ク

リーンかつ安全で非枯渇なエネルギー源として期待され

ています．特に，東日本大震災以降，電力の固定価格買

取制度と相まって，個人の住宅用だけではなく，大規模

太陽光発電所が建設されてきました． 

しかしながら，火力発電や原子力発電などの発電方式

に比べて，太陽光発電は発電量が天候に大きく左右され

るため不安定であることに加え，発電コストが未だ高い

ことが課題として挙げられています．太陽光発電が将来

の基幹電源となり得るためには，発電電力を貯蔵・回生

する大容量蓄電システムとの組み合わせが不可欠であ

り，これらを含めた太陽光発電システム全体の低コスト

化が非常に重要です． 

これを実現するために解決すべき課題は数多くありま

すが，当研究室では太陽電池自身に着目し，新しい半導

体材料や発電原理によってこれまでにない超高効率・低

コストの太陽電池を実現することで，発電コストを低下

させることを目的に研究を行っています．この研究を通

して，将来にわたり枯渇することのないエネルギー源と

して太陽光発電を確立することを目指しています． 

 

◆広い波長範囲の太陽光を吸収する中間バンド型太陽電

池の開発 

 市販の太陽電池では，入射する光の 15～２０%程度の

エネルギーしか利用できていません．これは，使用して

いる素材に起因しており，光を吸収できず透過してしま

う透過損失や，エネルギーの大きな光を吸収した際にそ

のエネルギーの一部を素材内部で失ってしまう量子損失

などが原因で，50～60%のエネルギーを失っています．

これらの損失を抑えることができれば，効率が 50%を超

える，「超高効率な発電」が可能となります． 

 

 

 

当研究室では，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 の結晶成長や物性解明

についての研究や，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

けて実証しました． 

現在は，材料の高品質化や太陽電池構造の改良による更

なる特性の向上により，超高効率化・低コスト化の実現を

目指して研究に取り組んでいます． 

 

◆稀少金属を含まない薄膜太陽電池の開発 

近年，C I G S 薄膜太陽電池が実用化され，普及しつ

つありますが，この太陽電池は In や Ga といった稀少金

属を必要とし，大量生産時の資源確保の問題が指摘され

ています． 

当研究室では，資源に懸念のない太陽電池の実現を目指

し，稀少金属の代わりに汎用的で毒性の低い亜鉛や錫など

の元素で構成される CZTS など新しい多元系半導体を用

いた太陽電池を開発し，性能評価などを実施しています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発中の太陽電池 

掲載情報 2016 年８月現在 

  

太陽電池および関連分野の 

企業の皆様へ 

一言アピール 

上記太陽電池に限らず太陽光発電全般について，ご質問やご要望，お困りの

ことがございましたら，お気軽にお声掛け下さい． 

 

産学・地域連携機構より 
田中教授は，次世代太陽電池へのブレイクスルーを目指した開発だけでなく，現状を鑑みた太

陽光発電の普及を促すシステム全般も視野に入れた検討も行っています．太陽光発電技術・シ

ステム全般に関心のある方は，是非，お問合せください． 

 

田中
TANAKA

 徹
TOORU

 教授 

 

「マルチバンドギャップ半導体を用いた次世代太陽電池の開発」 

「稀少金属を含まない多元系半導体による薄膜太陽電池の開発」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 電気電子工学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] 
プラズマ，スパッタ，機能性薄膜，工具や金型などの表面コーティング，

超はっ水性，圧電性，エネルギーハーベスト 
 

プ ラ ズ マ 技 術 を 応 用 し た 付 加 価 値 の 創 造 
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

 プラズマとは第４の物質状態であり，エネルギーの高

い状態を維持しているため，特殊な反応場として作用し

ます．この作用は，3D 形状を有する様々な表面に対し

て，原料の状態（固体・液体・気体）を選ばない特性があ

ります．当研究室では，プラズマ装置を独自に開発し，機

能性をもった薄膜合成技術の課題解決や新しい機能性材

料開発を目指した研究を行っています． 

（付加できる機能性） 

①高硬度，②低摩擦性，③超はっ水性，④透明導電性， 

⑤圧電性，⑥超微細加工など 

（具体的用途） 

①タッチパネルの機能性膜，②HDD 表面耐摩耗性コーテ

ィング，③半導体素子（LSI）の超微細加工技術など 

 

◆耐摩耗・低摩擦な炭素膜高速合成 

DLC（Diamond Like Carbon，ダイヤモンドに近い

硬さを持つ炭素）膜は，その特性から，工業的に広く用い

られています（下記参照）．例えば，プラズマ CVD 法を

用いた成膜速度は（メタンガスなどを原料として DLC 膜

を作成した場合）， シリコンウェハなどの基板上で 8～

15 [nm/min] と高速です． 

本研究で開発したプラズマと基板バイアス法によっ

て， 約 200 [nm/min] の高速製膜を実現しました．ま

た，その時の表面形状はほぼ均一です．これら成果の更

なる高速化・高品質化を図り，加えて立体形状物へのコ

ーティングを可能とする研究を進めています． 

（DLC 膜の特性） 

①高硬度， ②低摩擦係数，③高熱伝導度など 

（DLC 膜の用途） 

①機械部品の耐摩耗化，②長寿命化， 

③駆動部の滑り安さ向上など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
開発したプラズマ装置(左)と薄膜の表面状態（右） 

 

◆車窓材の機能化を目指した超はっ水膜合成 

はっ水性薄膜は，自動車窓や防水加工が必要な機器表面

などに広く利用されています．下図は，水滴が蓮の葉上と

同じようにほぼ球状になっている本研究で開発した薄膜

です．現在，密着性の改善などを進めています． 
 

 

 

 

 

 

 
超はっ水膜上の球状になった水滴(左)と膜の表面構造（右） 

 

◆レアメタルを使わない透明導電膜やエネルギーハーベ

スト環境発電膜の低温合成 

独自に開発したスパッタ装置を用いてレアメタルを使

用しない透明導電膜（Al ドープ ZnO）の低温高品質合成

を進めています．また，有害物質である鉛などを含まない

環境にやさしい材料を用いて薄膜を合成し，圧電性能を向

上させた環境発電膜合成を目指しています． 

 

◆特許，固有技術など 

「プラズマ処理装置」 特願 2012-140903 

「オゾン発生方法および装置」 特開 2005-35855 

「プラズマ診断技術：静電プローブ計測，分光計測等」 

掲載情報 2016 年８月現在 

  

プラズマ技術を 

活用したい企業の皆様へ 

一言アピール 

様々な表面に機能性を持たせた薄膜を利用したい企業や既に所有する薄膜

合成技術とプラズマ技術を融合したい企業，またその特許化についても，ご

相談ください． 
 

産学・地域連携機構より 

 

プラズマは特殊な反応場ですので，半導体，機械工作，化学繊維，医療分野など， 

様々な業種に対応可能です．詳細は，研究室ホームページをご覧ください． 

（右の 2 次元バーコードをご利用ください） 

 

大津
O H T S U

 康
YASU

徳
NORI

 教授 

 

「機械部品表面などへの高硬度・低摩擦薄膜コーティング」 

「プラズマによる車窓材の機能化を目指した超はっ水膜合成」 

「スパッタによる透明導電膜や環境発電薄膜の低温合成」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

芸術地域デザイン学部 地域デザインコース 

 

 

 

 

[キーワード] 
映像デザイン，地域コンテンツデザイン，アートプロジェクト，VR・MR， 

ファブリケーション，クリエイティブ人材育成，ICT 利活用教育 
 

地域資産のコンテンツ化による，新たな価値の創出！ 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

近年の主な研究内容をご紹介します． 

 

◆テーマ１ 

「地域資産を映像など，多様なメディアを用いてコンテ

ンツ化し，新たな価値を持たせる技術や仕組みの開発」 

これには感性や造形的な要素を組み込み，質的に豊か

な表現を目指す芸術的なアプローチを重視しています．

また，その価値をどのように世の中に拡げるのか共創的

なデザインも必要です． 具体的には，ICT を用いて有

田焼の伝統工芸技能を形式知化し，教材コンテンツのモ

デル化を図る研究を実施し以下の成果を上げています． 

①地域協働シニア層向け鑑賞型エコ・ミュージアム教材 

コンテンツの開発（2010-2012） 

②立体視と 3D 実物模型による伝統工芸技能習得支援教  

材コンテンツの開発（2013-2015） 

③高精細描画装置と MR 立体視による模写再現型伝統 

工芸技能支援教材の開発（2016- ） 

 

 地域資産とは．観光名所など目に見えるものだけでは

ありません．歴史や逸話，街並み，風土，生活様式も含ま

れます．それらを学生や市民の皆さんと協働し映画やア

ニメーションなど，新たなコンテンツとして創造する取

り組みを行ってきました．これらの成果が地域の新しい

文化や新産業創成に繋がれば良いと思っています． 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

立体視によるろくろ技能教材   3D プリンターによる教材開発 

 

◆テーマ２ 

「クリエイティブな人材育成として全ての人に ICT 活用

能力を基盤とした創造力，想像力を修得するプログラム

の開発．さらに専門的なディレクション，プロデュース

能力を持った人材育成」 

 このテーマを目標として，産官学で連携を図り「クリ

エイティブプラットフォーム」を創出し，学生も含め県

内のクリエイター育成事業に取り組んできました．さら

に，制作支援や啓蒙普及としてコンテンツデザインコン

テストやメディア芸術を中心としたアートプロジェクト

も行っています．そして，永年の実績を持つデジタル表

現プログラムの取り組みなど本学の創造的な人材育成の

機運が高まり．芸術地域デザイン学部の開設に至りまし

た．今後は，これらの恵まれた環境で学んだ学生が，ク

リエイティブな活動を通じて地域で活躍していくことを

期待しています． 

 

◆テーマ３ 

「ICT 利活用教育の実質化における研究」  

 ICT 利活用教育とはハードやソフトに依存するもので

はなく情報活用能力を育成することです．当研究室では，

テクノロジーの進展を見据え，情報社会学の知見を深めな

がら教育に活用するための研究を進めています．デジタル

ファブリケーションや VR，MR など先端技術を汎用化さ

せ，教育現場で活用できる効果的な教材コンテンツの開発

を目指しています． 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

コンテンツデザインコンテスト     撮影・照明ワークショップ 
掲載情報 2016 年 8 月現在 

  

地域を元気にしたい方へ 

一言アピール 

クリエイティブな手法で地域資産をコンテンツ化したい自治体や企業の皆

さまのご相談をお待ちしています． 

 

産学・地域連携機構より 
創造力をもった視点と，技術革新，そして地域への熱い想いとの融合で，これまで注目され

ていない「モノ」や「風土」が地域資産となるかもしれません．本手法を用いて，地域の活

性化を目指そうと考える方は，是非，ご相談ください， 

 

中村
NAKAMURA

 隆
TAKA

敏
TOSHI

 教授 

 

「地域資産をコンテン「ICT 活用能力を基盤としたクリエイティブな人材

育成の研究」 

「ICT 活用教育の実質化における研究」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 電気電子工学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] 
無線電力伝送用電子デバイス，ワイドバンドギャップ半導体，窒化ガリウ

ム，ダイヤモンド，酸化ガリウム，デバイスモデル，高周波回路モデル 
 

見 え な い 力 で ， 豊 か な 社 会 を 実 現 
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

 高周波（電波）は，「見えない」「空間を伝搬できる」

という特長を使って，生活の様々な場所で活躍していま

す．以下に，具体な例を挙げてみます． 

①情報伝送：スマートフォン，基地局，衛星通信など 

②センシング：空港監視レーダ，気象レーダなど 

③電力伝送：加熱，ワイヤレス給電など 

これらの高周波を利用したシステムには，「電波を増

幅して送信する」もしくは「信号を受信する」デバイス

が必要となり，このデバイスは半導体または真空管を使

って作られます．本研究室では，高周波で使用する半導

体デバイス，特にこれまで取り扱うことが難しいとされ

ていた「高周波かつ高電力」の領域で活躍可能な半導体

デバイスの実現を目指しています． 

 

◆無線電力伝送用電子デバイス  

現在，高周波半導体電子デバイスはエネルギーの比較

的小さい情報を取扱う情報伝送システムを中心に活躍し

ています．しかし，電源や加熱といった大きな電力エネ

ルギーの伝送には真空管が用いられており，このシステ

ムは大きく重くなる傾向があります．そこで，大きなエ

ネルギーを取扱える電子デバイスを研究し，システムの

小型化，軽量化を目指しています．当研究室では，電子

デバイスを試作し，電気的特性を評価することで，性能

の優れたデバイスの構造や作製方法を検討しています．

さらに，高周波での動作を実証するため，高周波電子回

路を設計し，作製した電子デバイスを組込んだ評価解析

を実施しています． 

 

◆ワイドバンドギャップ半導体  

無線電力伝送用電子デバイスだけでなく，情報伝送，

センシング，加熱などへの応用には，ワイドバンドギャ

ップ半導体が利用されます．現在，主流のシリコンやガ 

 

 

リウム砒素半導体と比べて，絶縁体に近い性質を持つた

め，高電圧においても破壊せず，高電力を取り扱えます．

また，電流の元になるキャリアの移動時間を短くする構造

で高周波動作が可能となります．これらの性質を持つ半導

体が「ダイヤモンド（C）」「窒化ガリウム（GaN）」「酸化

ガリウム（Ga2O3）」です．本研究室ではこれらの半導体

を使った電子デバイスを作製し，高周波回路の性能を向上

させる研究を行っています． 

高周波では信号の強度が高速で変動し，電子デバイスの

内部で想定外の現象が発生します．高周波回路の性能を向

上させるためには，この現象が発生する原因，回路性能へ

の影響，そして，対策を検討する必要があります．このた

め，実際のデバイス特性にシミュレーションを加えること

で，内部で生じている物理や高周波特性への影響を研究

し，より優れた電子デバイスの実現を目指しています． 

 

掲載情報 2016 年８月現在 

  

企業の方へ 

一言アピール 

30 年近く，企業で電子や光の半導体デバイスの研究と開発に携わった経

験を活かして，大学で研究を実施しています．半導体デバイスに関するこ

とは，気軽にお声かけください． 
 

産学・地域連携機構より 
大石教授の研究室は，半導体を使った電子デバイスの研究を通じて，省エネ社会を実現する

ためのブレークスルー技術と電気電子工学の明日を担う技術者の育成を目指しています。 

詳細は研究室 HP（右）をご覧ください．http://www.ee.saga-u.ac.jp/sedlab/index.htm 

 

大石
O I S H I

 敏之
TOSHIYUKI

 教授 

 

「高周波半導体電子デバイス」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 循環物質化学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] 
単分子膜，りん脂質，多成分系，複合系，高分子単結晶， 

走査型プローブ顕微鏡 
 

制 御 化 素 子 開 発 で 新 た な ビ ジ ネ ス を ！ 
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

 分子化合物は特に，その集合様式が力学的，電気的，

光学的など材料物性に大きく影響を与えます．従って，

材料開発においては，分子の集合構造・形態，集合機構

を明確にし，それらに基づく制御法を提示することが不

可欠です．加えて，当研究室では，構造や物性に及ぼす

次元性に注目し，主に二次元凝集系，具体的には不溶性

単分子膜を対象に，分子の集合原理の解明，およびその

制御方法の確立を目的に研究を展開しています． 

 

◆多成分系における分子凝集領域の大きさと形態の制御 

 不溶性単分子膜（ラングミュアー膜）を対象に，擬二次

元拘束場における分子凝集制御の指針を得ることを目的

として，相分離ドメインの大きさ・形状に及ぼす因子の

解明を行っています．疎水基に関しては，鎖長差による

凝集エネルギー差，炭化水素鎖と炭化フッ素鎖との表面

自由エネルギー差を，親水基に関しては，水相の pH，イ

オン強度による静電的相互作用，表面電位，ラインテン

ションの寄与を検討しています（図１）． 

 

これまでに当研究室では，以下の項目について解明し

てきました． 

①凝集エネルギー差は，分子分散もしくは相分離である

かを決定する． 

②表面自由エネルギー差と静電的相互作用は，ドメイン

サイズを決定する． 

③表面電位とラインテンションは，ドメイン形態を決定

する因子である． 

④上記の因子を調整することで相分離発現，そしてドメ

インサイズをナノメートルからマイクロメートルまで

自由に制御でき，真円や樹枝状ドメインと形状の制御

が可能となる． 

 

◆有機—無機複合膜における無機層構造制御と複合膜形

態の原子レベル制御 

 有機化合物と無機化合物からなる複合系の形態構造制

御法の確立を目指し，鉛系層状ペロブスカイト薄膜を対象

として，無機層の構造制御，当該薄膜の形態秩序化法の開

発を行っています．これまでに当研究室では，以下の項目

について解明してきました． 

①ハロゲン種やその濃度を調整することで無機八面体中

ハロゲンの配位状態が無秩序に変化すること（図 2）， 

②上記①の制御により僅かずつ色相が異なる様々な発光

色が得られること． 

③膜が基板へ移る時空間を構造形成場として利用した移

行誘起法により，膜厚変位が原子サイズの形態均一超薄

膜が形成可能であること． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆特許など 

・有機無機層状ペロブスカイト薄膜の製造方法（特願

2016-127235） 

・広範囲平滑性を有する高平滑性疎水性基板調製法（特開

2010-249696） 

・有機・無機層状ペロブスカイト化合物薄膜の構造置換方

法及び薄膜作製方法の効率化（特開 2009-0206548） 

・二次元分子パターンの作成法（特開平 8-250489） 

掲載情報 2016 年８月現在 

  

電子・光学機器 

ビジネス関係者へ 

一言アピール 

素子作製のアイデアを利用したい企業様，気軽にご相談ください． 

 

産学・地域連携機構より 
大石祐司教授は，毒素タンパクの生体膜への侵入機序，高分子単結晶の形成機構，

高配向性高分子膜の作製に関する研究も行っています．興味がある方は，是非お問

合せください． 

 

大石
O I S H I

 祐司
Y U S H I

 教授 

 

「多成分系における分子凝集領域の大きさと形態の制御」 

「有機—無機複合膜における無機層構造制御と複合膜形態の原子

レベル制御」 
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図１．ドメインに及ぼす因子 図 2．ハロゲン配位変化 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

学校教育学研究科（教職大学院） 
 

 

 

 

 

[キーワード] カナダの教育，多文化主義，開かれた教育行政，開かれた学校づくり 

 

「カナダの教育」のあり様から「日本の教育」を考えよう！ 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

 カナダは10の州（province）と３つの準州

（territory）から成る連邦国家（confederation）です．

教育に関する第一次的管轄権限は各州・準州政府にあ

り，連邦政府には教育に関するオフィスはありません．

その意味で，教育に関する州自治が徹底されています．

カナダの教育を語るとき，以下３項目が注目されます． 

 

①カナダの多文化主義教育 

多彩な色が入り組んだ構造を持ち，且つ個々の色が自

らを主張しながら異なる色と調和し，ひとつの絵画を作

りあげる「モザイク」画に例えられます．本分野の研究

は，モザイク的多文化主義の維持発展を目指した教育の

制度や実践を対象としています． 

 

②メディア・リテラシー教育 

メディアによって氾濫する情報を批判的に読み込み，

表面に現れないメディア側の意図を見極めながら，自ら

の考えを主体的に形成していく教育制度・実践を指しま

す．多くの情報が，隣国アメリカから流入したものであ

るという事情に鑑みると，メディア・リテラシーの獲得

はアメリカとは異なる「カナディアン・アイデンティテ

ィ」の維持に欠かせないものとされています． 

 

③フランス語イマージョン 

英語以外の教科の授業をすべてフランス語で行うとい

う授業形態で，まさにフランス語に「浸すこと

（immersion）」によってフランス語能力を高めるとい

う実践です．カナダ建国の民はイギリス系とフランス系

であるため連邦レベルでの公用語として．現在でも英仏

両語が使用されています．これは，北米で唯一のフラン

ス語圏であるケベック州を有するカナダ社会で発展した

教育方法と言えます． 

 

◆カナダの教育のあり様から日本の教育を考える 

当研究室では，左記に挙げた特殊な事情によって発展し

注目を集めているテーマではなく，より一般的なカナダの

教育行政・・学校運営のあり様に焦点を当てています．現在

の研究を始めた動機は，今後の日本の教育や社会のあり様

を考えたとき，カナダ社会を形成している，より一般的な

教育制度について学ぶべきものが多いと感じたためです． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（左）ユーコン準州議会議事堂横のトーテム・ポール（平田撮影） 

（右）ナイアガラの滝（平田撮影） 

 

 これまでの研究を分類すると以下のようになります．な

お，カナダは州によって教育制度が異なるため，「カナダ

の教育」と一口には括れません．例えば，３つの州の教育

制度についての研究は，３つの国を研究することになると

理解ください． 

 

①カナダ諸州における・「開かれた教育行政」「開かれた学

校づくり」に関する調査研究（全州対象，進行中） 

②教育におけるアカウンタビリティと学力向上政策・（オン

タリオ州・アルバータ州対象） 

③教員評価・・免許更新制・・初任者研修等教員関連政策・（オ

ンタリオ州対象） 

④新自由主義教育改革とチャータースクール・（アルバータ

州対象） 
掲載情報 2016 年８月現在 

  

教職大学院を 

目指す皆さんへ 

一言アピール 

カナダの社会や教育を学ぶことは，日本の社会や教育を見直す際に重要な

視点を提示してくれます．共に学びましょう． 

 

産学・地域連携機構より 
カナダ国旗は，中央のメープルリーフの 11 のとげが， 

国旗制定時の 10 州２準州を表しているそうです． 

カナダの教育や社会に興味がある方を待っています！ 

 

平田
H I R A T A

 淳
JUN

 教授 

 

「カナダの教育行政・学校運営研究」 

小林順子他編（2003） 

『21世紀にはばたくカナダの教育』 

カナダの教育２，東信堂． 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

学校教育学研究科（教職大学院） 
 

 

 

 

 

[キーワード] 
開かれた学校づくり，生徒の学校運営参加，主権者教育， 

学校協議会，エンパワーメント 
 

次 代 の 社 会 を 担 う 「 主 権 者 」 を 育 て よ う ！ 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

 「主権者教育」は，18歳選挙権の実現によって注目さ

れ始めましたが，実際の教育現場においては，違法な選

挙運動の防止を目的とした公職選挙法の解説，または模

擬選挙・模擬投票など，その活動の殆どは「選挙教育」

に留まっています．一方で，集団的自衛権やTPPなど

政治的な問題の教育方法については，主に「政治的中立

性」との関連で議論されています．この場合，「主権者

教育」は高校でのみ実施され，その担い手は社会科や公

民科の教員に限定されるという傾向にあります．しか

し，「主権者教育」とはそれで十分なのでしょうか．

「主権者教育」を「民主主義社会を主体的に維持・発展

させていくための市民（主権者）を育てる教育」と定義

し，民主主義が「自分たちの社会は自分たちでつくる」

ということを意味するのであれば，主権者教育の内容は

より身近な問題からアプローチし，「自分たちで社会を

つくる」ことを体験的に学習することが求められるので

はないでしょうか． 

 

◆学校協議会活動を通じたエンパワーメント 

児童生徒にとって「自分たちの社会」とは，「学校」

がその中心的位置を占めています．しかしながら学校で

「自分たちの社会を自分たちでつくる」ことを体験的に

学習できているのでしょうか．これまでは，その役割を

児童会や生徒会に期待していましたが．実際には形骸化

していることが指摘されています．また，生徒会が生徒

の要望を集め教員に伝えるなど，例えば校則を変える取

組みを実施したとしても，生徒対教員という対立構図に

なってしまい，建設的な話し合いが難しくなっていま

す．そこで当研究室では，「主権者教育」実践の場とし

て，いわゆる「学校協議会」の取組みに着目していま

す．「学校協議会」とは，校長等管理職，教員，保護

者，子ども，場合によっては地域住民などが学校に関係 

 

 

する当事者として意見交換・議論を通じて合意を形成し，

学校運営を行っていくための合議制機関のことです．生徒

は「「学校協議会」に参加することで，①情報収集処理能力，

②論理的思考能力，③説得的表現能力，④交渉能力，⑤協

働性などの能力が向上していきます．この活動を通して学

校生活に対する満足感や達成感，より高い学校参加への動

機づけなどが得られるでしょう．つまり生徒の「「エンパワ

ーメント」が達成されることになります． 

「自分たちの社会」である「「学校」のあり様を自分たち

で決めていくという体験を通じて学習し，その「「社会」が

学校を超えて地域社会に，国レベルに，そして国際社会の

あり様に敷衍して考えることができるようになります．更

には，高度な政治的問題，あるいは世界の裏側で起こって

いる事象についても，「自分たちの社会」をどうつくって

いくかという観点から，身近なことに引き付けて考えるよ

うになります．つまり，「主権者教育」とは国や国際社会

のあり様を規定するものに発展する可能性を持っていま

すが，そのスタート地点は学校や学級など最も身近な「「自

分たちの社会」を「「自分たちでつくっていく」ことから始

める必要があるのです． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図．学校協議会における当事者間の相互作用 
掲載情報 2016 年８月現在 

  

教職大学院を 

目指す皆さんへ 

一言アピール 

「開かれた学校づくり」も「主権者教育」も，グローバル・シティズンシッ

プ教育のために重要な取組みです．共に学んでいきましょう． 

 

産学・地域連携機構より 
「自分たちの社会を自分たちでつくる」という当事者意識を持った主権者を育てる

教育，「学校協議会」に興味がある方をお待ちしています． 

 

平田
H I R A T A

 淳
JUN

 教授 

 

「『開かれた学校づくり』と生徒参加による主権者教育」 

 

教師参加と 

エンパワーメント 

親参加と 

エンパワーメント 

生徒参加と 

エンパワーメント 

校長のリーダーシップ 

平田淳（2007） 

『「学校協議会」の教育効果に関する研究‐ 

「開かれた学校づくり」のエスノグラフィ－』東信堂 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 先端融合工学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] セラミックス，陶磁器，釉ガラス，蛍光，蓄光，結晶成長，色 

 

陶 磁 器 へ の フ ァ イ ン セ ラ ミ ッ ク 技 術 移 転 
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

 一般の蛍光体は，紫外線を吸収し可視光（青紫～赤）

を発します．近年，白色 LED に利用され，省エネや低

価格化に貢献しています．また，蓄光体は，紫外線を吸

収・蓄積し，暗闇でも数時間も光り避難標識などへ応用

されています．最近では，従来とは逆に赤外線を吸収

し，可視光を発する材料が見いだされ，医療への応用に

注目されています．これらの発光材料には耐久性のある

セラミックスが用いられています．当研究室では、優れ

た特性を示し、低コストを実現するセラミックスの製造

と特性評価を行っています．さらに，これまでに蓄積し

た技術を陶磁器表面のガラスに応用する研究も始めまし

た． 

 

◆各種セラミックス蛍光体とデザインへの応用  

 耐久性があり，安価なセラミックスは酸化物です．そ

こで，地球に多量に存在する二酸化ケイ素を主体とする

材料に微量の発光元素を加え，加熱温度を変えることに

より写真１に示すように，青色，黄色，白色の発光体合

成に成功しました．板状セラミックスを用いることで，

写真２に示すよ

うに，猫柄の発

光を示す模様も

描くことができ

ます． 

 

◆陶磁器釉ガラス中の結晶生成と発光  

 陶磁器の原料土で板を作り，加熱すると写真３のよう

に中央から円盤状結晶を成長させることができます．中

央部は茶色に着色しています．これに紫外線をあてると

写真４に示すようにきれいな緑色の発光を示します．こ

の結晶を生成する場所や大きさをコントロールすること

ができるようになったため，陶磁器デザインへの応用も

可能となったと考えています． 

 

 

 

 

 

 

 
写真 3 円盤状結晶     写真 4 緑色発光 

 

◆今後の展開  

 蛍光セラミックス結晶は光装飾としての応用が可能で

すので，そのようなニーズを探しています．特に，陶磁器

表面の装飾へ応用したいと考えています．佐賀県には有田

焼，唐津焼，伊万里焼などの有名な生産地がありますので，

やきものに携わっておられる方との連携を強く希望しま

す． 

 

◆連携希望相手 

・釉薬に興味を持っておられる窯元 

・やきもの技術を産業へ展開したい熱意のある方・企業 

・科学と芸術の融合を進める方・企業 

 

掲載情報 2016 年８月現在 

  

やきもの関係者へ 

一言アピール 

科学と芸術を融合し，新分野へチャレンジしてみませんか．「陶磁器製

品，ガラス製品，製造プロセスの改良」などの“物”～「やきものによる

若返り」などの社会課題解決まで幅広く，一緒に考えましょう． 
 

産学・地域連携機構より 
渡教授の研究成果は陶磁器に対して，機能性，芸術性，安全性の付加・低価格化・環境負荷

の低減など，様々なメリットを与えることができそうです．また，陶磁器には収まらない

「やきもの」分野全般への利用も大歓迎です． 

 

渡
WATARI

 孝則
TAKANORI

 教授 

 

「セラミックス蛍光体および蓄光体の製造と特性評価」 

「アップコンバージョン蛍光体の製造と特性評価」 

「陶磁器釉ガラス中の結晶生成と機能付与に関する研究」 

   
写真１ 青色，黄色，白色の発光体（紫外線照射） 

 
写真２ 猫柄の発光模様 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

学校教育学研究科（教職大学院） 
 

 

 

 

 

[キーワード] 
自閉症，発達障害，認知症，ソーシャルワーク，社会的支援，療育， 

福祉の歴史  
 

自閉症等発達障害や認知症の方への社会的支援の充実を目指して 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

当研究室では，自閉症等の発達障害児者や認知症高齢者

等の周囲からの理解が進まない要援護者に対して，どのよ

うな支援が必要なのかを研究し，地域における生涯に亘る

支援モデルの構築を目指しています．具体的には，要援護

者や関係者の福祉ニーズについて調査研究を実施していま

す．以下に論文化した研究をご紹介します． 
 

・自閉症児者の状態・行動・生活等に対する家族の認識 
家族と専門職員（障害者支援施設の生活支援員，発達障

害者支援センター職員），それぞれからの視点を比較し，

相違点を明確にしながら家族の認識を検討しています． 

・自閉症児者への支援に対する家族のニーズ 
家族の視点から，自閉症児者への療育や余暇支援等の社

会的支援とその社会資源に対するニーズについて検討して

います． 

・障害者支援施設における自閉症児者に対する捉え方 
障害者支援施設（生活支援員）の視点から，自閉症児者

の情緒，感情，自己認識，身体状態，生活に対する認識を

考察しています． 

・障害者支援施設における自閉症児者支援のあり方 
障害者支援施設（生活支援員）の視点から，自閉症児者

への生活支援，療育支援，余暇支援，地域での支援のあり

方を考察しています． 

・地域における自閉症児者への相談支援のあり方 
発達障害者支援センター（専門職員）の視点から，自閉

症児者への生活支援，療育支援，余暇支援等の社会的支

援，および生活の質や支援機関の連携に対する捉え方を検

討しています． 

・自閉症等発達障害児に対する保育の充実 
保育者の視点から，対象児の言語，コミュニケーショ

ン，不適応行動等に対する認識を検討しています． 

・ソーシャルワークの演習方法の向上 
相談援助演習の充実を図るために心理劇を導入した演習

を実践しながら，演習方法を構築しています． 

 

 

・地域における自閉症等発達障害児への「自由遊び」

による社会的支援のあり方，特に居場所のあり方 
ウルトラマンクラブ(発達障害児の運動教室)を月に２

回程度実施し，実践を通して社会支援のあり方を考察し

ています．同時に，対象児の興味や関心等の強み（スト

レングス）に視点をおいたソーシャルワークの理論化を

試みています．学生はトレーナーとして「子供への働き

かけ」を体験し，自閉症等発達障害児とその家族への支

援を実務的に学んでいきます． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：ドッジビーで遊んでいる様子 
 

・認知症高齢者に対する家族と介護職員における，対

象者の感情，コミュニケーション，身体状態等への

認識 
家族と介護職員の視点から認知症高齢者に対する支援

のあり方，および認知症高齢者の表象能力(言語能力)に

応じた働きかけの仕方について考察しています． 

・歴史的視点からの考察 
奈良時代の養老令や明治期の窮民救助法案等の福祉に

関する条文，江戸時代の人足寄場の取組み等日本の福祉

の歴史を調査し，今後の福祉について検討しています． 
掲載情報 2016 年 8 月現在 

  

社会的支援の充実を 

お考えの皆様へ 

一言アピール 

自閉症等発達障害児者や認知症高齢者等のような周囲からの理解が進まな

い要援護者が，地域で生涯に亘って安心して健やかに暮らしていくための

社会的支援のあり方について研究しています． 
 

産学・地域連携機構より 
地域における要援護者に対する支援のモデル化は，恒久的な運営が求められるため

多様な視点からの検討が必要です．福祉を要する人が健やかに生活できる社会を目

指し，実践と理論を同時に展開する松山教授の活動に期待が高まります． 

 

松 山
MATSUYAMA

 郁夫
I K U O

 教授 

 

「自閉症等発達障害児者や認知症高齢者への社会的支援」 

「自閉症等発達障害児者への療育支援」 

「日本における福祉の歴史」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

学校教育研究科（教職大学院） 
 

 

 

 

 

[キーワード] 
不登校，いじめ，抑うつ，小児心身症，ACT を活かした心理教育 

ストレスマネジメント教育，アンガーマネジメント教育 
 

子どもの「しなやかなこころ」育成に心理学からチャレンジ 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

不登校やいじめの問題など，学校生活に苦戦

する子どもは少なくありません．また，子ども

のうつ病や起立性調節障害をはじめとする小児

心身症などに対する対応も，学校現場の大きな

課題の一つです．さらに，文部科学省が提言す

る「生きる力」を育むという理念に象徴され

る，“しなやかなこころ”の育成も，学校に求

められています． 

こういった教育相談に関する諸問題に対し，

心理学の立場からアプローチしています． 

 
◆不登校やいじめの問題に対するアプローチ 

スクールカウンセラーとして県内の公立小中

学校で教育相談関連の問題に携わり，実践の中か

ら一般化が可能なモデル・理論を抽出することを

研究しています．特に現在は，先行研究でモデル

化された不登校生徒に対する家庭訪問の手法や，

「まずは元気になる」・「自分で工夫する能力」と

いったキーワードの洗練を試みています． 

 
◆子どものうつ病や 

小児心身症に関する研究 

ここ数年，子どものうつ

病や小児心身症（起立性調

節障害や過敏性腸症候群な

ど）が注目されています．

しかし，その実態や予防・

促進要因については，まだ 

 

 

不明な点が多くあり，この問題に対して，心理学

の立場からの研究を進めています． 

現在は他大学と共同で，中学生における抑うつ

やアレキシサイミア，社交不安傾向について年間

を通じた変動パターンの解明に取り組んでいま

す． 

 

◆成長促進的な心理教育の開発と実践 

教育相談は，悩みを抱えたり問題を呈したりし

ていない児童・生徒の成長促進にも必要な教育的

営みの一つです． 

そこで，教育相談手

法の洗練や，学級単位

で取り組む実践，特に

ストレスマネジメント

教育，アンガーマネジ

メント教育，ソーシャ

ルスキル教育といった

心理教育の実践と改良

を行っています． 

また，第三世代認知

行動療法の一つに位置

づけられる，アクセプ

タンス＆コミットメン 

トセラピー（ＡＣＴ）の子どもへの適用や，その

エッセンスを活かした心理教育プログラムの開発

と効果検証の共同研究にも携わっています． 
 掲載情報 2016 年８月現在 

  

教育関係の皆さんへ 

一言アピール 

小中学生の教育相談関係の講演・研修（不登校，いじめ，メンタルヘルス

関連，ストレスマネジメント，アンガーマネジメント，ソーシャルスキル

など）でお役に立てることがあるかと思います． 
 

産学・地域連携機構より 
下田准教授が研究・実践する「教育相談」は，心理学的アプローチを用いていま

す．現場で発生する問題の解決に携わり，さらに多くの方が利用できるようモデル

化を試みています．本分野の知見を必要とされる方は，気軽にお問合せください． 

 

下田
SHIMODA

 芳
YOSHI

幸
YUKI

 准教授 

 

「子どもの不登校・いじめの解決や予防に関する研究」 

「子どものこころの成長に寄与する心理教育に関する研究」 

「子どものメンタルヘルスに関する研究」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 機械システム工学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] 空気機械，斜流送風機，プロペラファン，排気，冷却，海洋エネルギー 

 

進 化 し 続 け る フ ァ ン 技 術 の ビ ジ ネ ス 展 開 
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

 現在使用されている流体機械の原型は産業革命の時代

まで遡ることができます．この技術は永年にわたり常に

性能改善が図られてきており，現在では発電・送水・圧

縮などの機能により電気・水道・ガスといったインフラ

を支える重要な役割を果たしています．また流体機械の

利用は産業用だけではありません．私達の身の回りでも

多く使用されており，扇風機や換気扇だけでなくエアコ

ン・ファンヒーター・ドライヤー・電子機器内部・自動

車内部などで必須の製品です．当研究室では社会を支え

る流体機械，特に空気を媒体とする空気流体機械の性能

向上を目指し，設計法の検討や性能の検証，また性能に

大きな影響を及ぼす羽根車まわりの流れ場の実験的解明

を主に行っています． 

 

 

◆斜流送風機について 

 ターボ形空気機械は，主に風量確保に優れた軸流式と

圧縮能力に優れた遠心式に分類され，これらの研究は

200 年以上の歴史があります．この技術進化の過程

で，進化軸流式と遠心式の中間的な性能を持つ斜流式が

開発されました．斜流式は出口の形状を変化させること

で前記の２方式に対応が可能な優れた送風機です．しか

し後発である斜流式は，設計法が確立してから 30 年程

度であるため，一般にはあまり普及していません． 

当研究室では，本来は不適切な領域で使用されている

軸流式や遠心式に代わり最適な性能を有する斜流送風機

の提供を行うため，様々な形状の羽根車について設計か

ら性能評価・性能改善まで研究を行っています． 

 

◆プロペラファンについて 

 家庭内で使用される比較的サイズが小さく，低圧の軸流

ファンをプロペラファンといいます．代表的なものは扇風

機ですが，同様のファンは様々な家電製品や自動車などの

乗物でも使用されています．これらの小型軸流ファンの中

でも特に当研究室が着目しているのは，携帯型電子機器で

使用可能な超小型冷却ファンの開発です．携帯型電子機器

は小型化が進み，その性能は向上し続けています．基本的

に，性能の向上には使用電力量の増加を伴い，その結果発

熱量も増加します．電子部品は熱に弱いため，発生熱の放

置は故障の原因となり，熱対策は必須です．例えば，一昔

前のデスクトップパソコンでは内部に小型のファンが組

み込まれ CPU を冷却していました．このシステムを携帯

型電子機器へ導入することは大変有効であると考えてい

ますが，極めて狭い内部空間においては，既存のファンで

は十分な冷却効果を得ることはできません．そこで，狭い

空間で性能を保証できる小さなプロペラファンの開発を

目指しています．設計・製作・検証，そして得られた結果

を設計にフィードバックすることでさらなる性能改善を

行う研究を行っています． 

 

 

◆潮流発電用システムについて 

 日本は周囲を海に囲まれ，数多くの島を有する島嶼国家

です．鳴門の渦潮に代表される島嶼（海峡）部では潮の干

満に伴い潮流と呼ばれる流れが発生します．この潮の流れ

を利用してタービン（流体機械）を回し発電しようとする

のが潮流発電です．潮流発電の基本コンセプトは陸上にお

ける風車と同じものですが，海中であるために考慮すべき

事項が多々有ります．当研究室では，風車のように羽根車

がむき出しの状態ではなく，うまく流れを集め潮流発電を

行うシステムの開発に着手しています． 

掲載情報 2016 年８月現在 

  

ファンを内包する製品を 

開発されている関係者へ 

一言アピール 

様々な機械製品・家電機器の内部に組み込まれている排気・送風・冷却用

ファンの開発を行っています． 

 

産学・地域連携機構より 
ファン技術に関わる分野は，長い歴史を持つことから，すでに完成さてれいるものと思われ

がちです．しかしながら，目的や用途によって，まだまだ開発・改良を求められています．

ファンを用いたビジネス展開をお考えの方は気軽にお声掛けください． 

 

塩見
S H I O M I

 憲
NORI

正
MASA

 准教授 

 

「斜流式送風機の性能と内部流れに関する研究」 

「プロペラファンの設計と性能改善に関する研究」 

「潮流発電システム用集流加速装置に関する研究」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 循環物質化学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] コロイド分散系，高分子ブラシ，粒子膜，ナノ粒子，形態制御、液相吸着 

 

新しい粒子膜・ナノ粒子の創出と製造プロセスの高効率化を目指して 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

“コロイド”または“コロイド分散系”とは，多数の微

粒子（1 nm～1 m程度）が媒質中に分散した系のこと

を指し，分散している側を分散相，媒質側を分散媒と言

います．分散相と分散媒は気･液･固のいずれかの相から

なり，その組み合わせによってエアロゾル（液気および

固気）やエマルション（液液），サスペンション（固

液）などとも呼ばれます．当研究室は，液相微粒子分散系

工学と化学工学をバックグラウンドとしており，現在，

コロイド粒子膜の自発的構造形成や金属ナノ粒子の液相

合成による形態制御に関する研究に取り組んでいます． 

 

◆高分子修飾シリカ粒子を用いた粒子膜の構造制御 

粒子膜とは微小な粒子を二次元に集積したもので，粒

子の種類と配列によって特異な磁気的･光学的性質を示

すほか，様々な機能性材料のテンプレートとしても利用

できます．そのため，盛んに研究が行われていますが，既

報の粒子膜のほとんどは，粒子同士が接触した規則的な

配列（最密充填構造）を有するものばかりです．しかし，

粒子間に一定の隙間の空いた規則的な配列（非最密充填

構造）を有する粒子膜が作製できれば，用いる粒子の大

きさや種類を変更することなく粒子膜の特性制御が可能

となり，粒子膜の応用範囲を大きく広げることにつなが

ります．そこで当研究室では，規則性を持つ粒子膜の代

表的な連続成膜手法である移流集積法に高分子ブラシを

表面修飾したシリカ粒子を適用することで，非最密充填

構造を有する粒子膜の作製を試みました．その結果，ベ

ンゼン環を有する陽イオン性モノマーからなる電解質高

分子を修飾したシリカ粒子を用いることで非最密充填構

造の粒子膜を作製することに成功しました（図1）．現在

は，粒子配列の規則性の向上と粒子間隔の制御を目指し

て研究を進めています． 

 

◆高分子ゲル微粒子を利用した白金ナノキューブの合成 

金属ナノ粒子は，その結晶面によって表面特性が異なる

ため，粒子の結晶面を制御する，すなわち粒子形態を制御

することは，金属ナノ粒子の高性能化につながります．当

研究室では，液相還元法によるPtナノ粒子合成において，

乳化重合により作製した高分子ゲル微粒子を保護剤とし，

水素ガスを還元剤として用いることで，得られるナノ粒子

の8割以上を立方体に制御することに成功しました（図

２）．また，還元条件によってはPtナノキューブと同時に

Ptナノロッドも得ることができました．このような形態制

御のメカニズムの解明と，他の金属ナノ粒子への応用が今

後の課題です． 

掲載情報 2016 年９月現在 

  

産業界の皆様へ 

一言アピール 

コロイド溶液の理解･取り扱いにとって重要なことは，粒子粒子間に働く

力を理解し，制御することです．上記の研究に関連したことはもちろん，

コロイド溶液に関することならお気軽にご相談ください． 
 

産学・地域連携機構より 
多くの産業プロセスに関与するコロイド溶液は，経験則に頼って取り扱われることが多いと聞

きます．コロイド溶液に関する課題に対して森貞准教授の研究や知識がお役に立つでしょう． 

 

森
MORI

貞
SADA

 真太郎
S H I N T A R O

 准教授 

 

「高分子修飾シリカ粒子を用いた粒子膜の自発的構造形成」 

「金属ナノ粒子の形態制御メカニズムに関する研究」 

高分子修飾シリカ粒子

ガ
ラ
ス
基
板

図 1 移流集積法の模式図と非最密充填構造粒子膜の電子顕微鏡像 

 

図 2 白金ナノキューブと白金ナノロッドの電子顕微鏡像 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

学校教育学研究科（教職大学院） 
 

 

 

 

 

[キーワード] 
スポーツ文化享受能力の育成，保健体育教育学，運動遊び指導法， 

教師教育（教員養成・教員採用・教員研修） 
 

みんなが楽しめる「さがの体育」普及と教師の育成！  
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

スポーツ文化享受能力を育む楽しい保健体育授業・運

動遊び活動の研究を続けています．具体的には，『さが

の体育』と定義される体育授業実践アイデンティティに

ついて，佐賀県内の先生方とともにその可能性の追究と

普及に取り組んでいます． 

  

◆ 『さがの体育』の系譜 

 体育の授業は，時代や授業構成原理によって異なりま

す．大別すると，①技術の向上など運動の成果を重視す

る授業（上手になってから運動を楽しむ）と，②豊かな

スポーツライフの実現を目指す授業（運動を楽しみなが

ら上手になる）に分類されます．佐賀県では子どもと運

動の関係を大切にし「運動を楽しみながら上手になる」

ことを目指す『さがの体育』授業が行われています． 

  

◆「楽しみにオモウ・ココロ」の育成  

 体育の授業は，体力や技術の向上よりも，まず体を動

かすことを楽しみに思える心を育てることが大切です．

特に，運動・スポーツ文化との「出会い」に失敗した経験

をもち，それらが原因で背を向けている子どもにこそ，

体育の授業は目を向けなければなりません．運動やスポ

ーツ文化を「楽しみにオモウ・ココロ」が育ち，そして通

常の生活を楽しむという，心の循環がスポーツ文化を育

み，地域振興へと繋がると考えています．これらを実現

するため，子どもたちから愛される「楽しい体育の授業」

を提供できる先生を育成することが私の目標です． 

  

◆「佐賀のこういちお兄さん」活動 

 遊びの伝道師として「佐賀のこういちお兄さん」の活

動をしています．保育園，幼稚園，小学校，地域の子育て

行事などで，子どもを元気にする運動遊びや親子ふれあ

い遊びを行っています． 

 

 

◆「ミランバくん体操」の生みの親 

 佐賀県の皆さんには馴染みのある「ミランバくん体操」

の開発を手掛けました．「ミランバくん体操」は，子ども

向けの印象があるかもしれませんが，実は幼児から高齢者

まで，楽しみながら継続的に実施できる振り付けとなって

います．「楽しみ」と「継続」を両立することを開発のコ

ンセプトとした，科学的な根拠に基づいた体操です． 

 さらに，「ミランバくん体操」には，２つアレンジバー

ジョンが開発されています．1 つは，佐賀県健康福祉本部

から依頼を受け，中高年を対象としたロコモーショントレ

ーニングの開発に着手した「ミランバくん体操ロコトレバ

ージョン」です．もう１つは，ペアになって向かい合いア

イコンタクトやスキンシップなどコミュニケーションを

取りながら行えるように開発した「ミランバくん体操ふれ

あいバージョン」です． 

サガテレビでは毎朝４時４９分より「ミランバくん体

操」を放映しています．是非，一緒にテレビを見ながら体

操してみてください（ＨＰにも掲載されています．「ミラ

ンバくん体操」で検索ください）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小中高Saga ダンスフェスティバル」の模様 
  掲載情報 2016 年 9 月現在 

  

教員を目指す皆さんへ 

一言アピール 

「体育〔TAIIKU〕」は，人々の生活を豊かにするために「教師〔Teacher〕」

が「愛育〔AIIKU〕」する教科であります．クリエイティブな『保健体育教

育学』の面白さや奥深さを一緒に学びましょう． 
 

産学・地域連携機構より 
堤准教授は，佐賀大学教育学部の卒業生です．子どもや保護者，そして地域から愛

される教師の輩出に情熱を持って活動されています．「さがの体育」を学び，教員と

して活躍する人材をまっています． 

 

堤
 TSUTSUMI  

 公一
KOUICHI

 准教授 

 

「楽しい保健体育授業・運動遊び活動の研究」 

「『さがの体育』の系譜と展望」 

「『みる目を通してみつめる目を磨き合う』教師集団」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 物理科学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] インフレーション宇宙論，宇宙の構造の起源，暗黒物質  

 

宇 宙 の 始 ま り に 迫 る ， イ ン フ レ ー シ ョ ン 宇 宙 論 ． 
 

研究紹介 
 

◆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．当研究室では，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” 

 宇宙の中の銀河の分布を観測すると，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，

銀河の密度の濃い部分，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「（初期宇宙に存在

していた電磁波）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，宇宙の中にある星や銀河の

ような宇宙の構造が作られず，宇宙の姿は全く違った

ものになってしまいます．「  

◆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，急激に膨張しました．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． 

掲載情報 2016 年 9 月現在 

  

宇宙が気になる方へ 

一言アピール 

宇宙は多くの謎，そして驚きに満ちています．現代科学が解き明かす宇宙に

ついて，少しでも皆さんと共有できたら嬉しく思います． 

 

産学・地域連携機構より 

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．今後もさらに様々な精密宇宙観測データが得られると期待されており，

髙橋准教授は，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

始まりに迫る研究をしています． 
 

髙
TAKA

橋
HASHI

 智
TOMO

 准教授 

 

「初期宇宙論」 

「宇宙の暗黒成分」 

 
イメージ図：宇宙の歴史 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 知能情報システム学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] 人工知能，高齢者支援システム，情報システム応用，機械学習 

 

「知の創発」から「人にうれしい情報システム」へ！ 
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

 当研究室では，創発的な情報システムの設計手法につ

いて研究しています．創発的なシステムとは，学習する

要素が適応的に組織化され機能するシステムのことで

す．例えば，図１のように 1 台ずつが学習すること

で，全体として適応的に機能するシステムが挙げられま

す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１：創発システムのイメージ 

 

◆服薬支援アプリケーションの開発 

人と機械を繋ぐインターフェースや高齢者支援システ

ムの開発に取り組み，様々な情報システムを提案してい

ます．特に，認知症高齢者の支援として，認知症の周辺

症状（BPSD）を音楽により緩和する方法やペット犬と

ICT 技術を融合した服薬支援アプリケーションの開発な

どに取り組んでいます（図２）． 

（ペット犬は，服薬時間にアラームが鳴ると薬を運んで

くれます．） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２：背中にスマートフォンを担いだペット犬 

 

◆救急救命システムの研究 

ドローンとスマートフォンを活用する救急救命システ

ムの研究を進めています．交通事故が発生した場合，ポ

ケットに入れたスマートフォンが事故として検知し，救

急救命センターからドローンが飛び立ちます．事故現場

の映像を救急救命センターで確認し，必要に応じてドク

ターヘリを派遣します（図３）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３：ドローンとスマートフォンを使った救急救命システム 

 

当研究室は，このような社会の役に立つ情報システム

の実現に向けて研究しています． 

掲載情報 2016 年９月現在 

  

地域・企業の皆様へ 

一言アピール 

「人工知能」・「高齢者支援システム」・「情報システム応用」・「機械学習」

など，多様な思考や技術を組み合わせて，社会に貢献するシステムの提案

を目指して日々研究を進めています． 
 

産学・地域連携機構より 
情報システムへの要求は多様化が進み，その技術は日進月歩で進化しています．ア

イデアと組み合わせ次第で，新しいビジネス展開が期待できる分野です．本分野に

関わる共同研究のご相談などお待ちしています． 

 

中山
NAKAYAMA

 功一
K O I C H I

 准教授 

 

「最適化手法に基づく人工知能」 

「情報技術を応用したシステム提案」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

産学・地域連携機構 
 

 

 

 

 

[キーワード] 産学連携，ビジネスプランコンテスト，ボランティア・リーダー養成 

 

産学連携活動はボランティア活動の先 (咲き )にある． 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

1994年4月に赴任してから早くも23年目を迎えま

した．着任当初は理工学部電気電子工学科に所属し，主

にプラズマ理工学や高電圧工学を担当しました．2001

年に科学技術共同開発センターに転出し産学官連携に軸

足を置き，翌２００２年からベンチャー教育(地域課題解

決を目指した実践的教育)を実施しました．2003 年から

はビジネスプランコンテストを開始し，2005 年には九

州産業技術活性化センターの補助金を得て，佐賀県下の

高校や高専に呼びかけ，改めて「第 1 回佐賀ビジネスプ

ランコンテスト」を開催しました（2015 年に 10 回目

を迎えたことを機会に終了）．  
  

◆産学連携型教育プログラムの開発 

学生を対象とするインターンシップとビジネスプラン

コンテストを組み合わせた教育プログラムを開発し実践

してきました（図１）．本プログラムを通じて，学生は体

感的・学術的に企業の仕組みやビジネスマインドを在学

時に学ぶことができます．また，協賛企業も学生の意見

や言動の分析によって，商品開発や職場環境改善の見直

しなどメリットを見出すことができ，両者が WIN-WIN

の関係を構築できます． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図１ プログラムのフローと概略 

 

◆産学連携事業の紹介 

佐賀大学は地域における地(知)の拠点として，産業界や

地域の自治体・市民との連携のもと，本学が有する多様な

知的資源の活用・社会への還元を積極的に行っています．  
 

〇さが機能性食品開発拠点事業（通称：徐福ラボ） 

科学技術振興機構（JST）より移管を受けた 7 種類の分析

機器（GCMS，HPLC，味認識，近赤，物性試験装置，示差走

査，ビアコア）を中心に，佐賀県産農林水産物の機能性評価試

験を実施し，様々な機能性食品の開発を行っています． 
 

〇唐津コスメプロジェクト 

唐津市及びその近郊に化粧品産業の集積地を構築するため

設置されたジャパンコスメティックセンター（JCC）の運営，

新商品開発，将来ビジョン構築などに協力しています． 
 

〇医工連携プロジェクト 

医学部の教員・職員の持つニーズ（あるいはシーズ）を地域

企業に紹介し，地域企業と共に医療・介護・福祉関連商品の開

発を行っています．本プロジェクトの１つとして交通事故調

査委員会があり，学内の様々な部局教員の連動を図りながら，

佐賀県の交通事故件数・事故死件数 4 年連続ワーストワン(年

間，人口千人当たり)を返上する取組を進めています． 

 

◆ボランティア活動と教育への展開 

 趣味のジョキングを生かして，市民ジョキングクラブ

（ランニング・ドリーマー佐賀：会員 70 余名）の運営，

盲人ランナーの伴奏（20 年間継続），ジョキング大会の企

画運営を行っており，年末には，本学本庄キャンパスジョ

キング大会（30 ㎞，20 ㎞，10 ㎞）を開催しています．

この大会は本学構内で実施することで地域の皆さんに「開

かれた佐賀大学」を感じていただくと共に，教養教育イン

ターフェース科目として，学生の企画を大幅に取り入れ，

ボランティア精神涵養とボランティア・リーダー養成を目

指しています． 

掲載情報 2016 年 9 月現在 
 

地域企業へ 

一言アピール 

佐賀大学には 7,000 人の学生と 700 名の教員（職員合わせて 2,000 人）

のマンパワーがあります．地域企業様の課題に対し，きっと何かでお役に立

てると思います．コーディネーターを務める私にお声掛け下さい． 
 

産学・地域連携機構より 
佐藤教授は長年本学の産学連携を担い，多くのプロジェクトの運営に携わってきました．成功

する産学連携の絶対条件のひとつとして「有益且つ円滑な人間関係の構築」が挙げられます．

本学との連携を希望される方は，多様なネットワークを持つ佐藤教授をお尋ねください． 

 

佐藤
S A T O

 三郎
SABURO

 教授 

 

「産学連携による地域創生及び活性化に関する研究」 

「地域課題解決を目指した実践的教育プログラムの開発」 

「イベントを活用したボランティア養成プログラムの開発」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

教育学部 
 

 

 

 

 

[キーワード] 学業成績，メンタルヘルス，身体活動，座位行動，体力 

 

「高い体力」と「良好な学業成績」の関係を科学する！ 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

（なぜ体力と学業成績の関係を研究するのか？） 

定期的な身体活動の実施など，高い体力を維持するこ

とは，健康状態の保持・増進に寄与すると一般的に知ら

れています．近年，この効能について，ヒトの認知機能に

好影響を及ぼし，最終的には学業成績にまで波及する可

能性があることが分かってきました．例えば，高い体力

を保持する児童生徒ほど学業成績が良好で，携帯電話や

ゲームなどのスクリーンタイム（座位時間の一種）が長

過ぎる児童生徒の学業成績は悪化するとの報告がありま

す．これらの研究成果の多くは海外発であり，国内では

未開拓な領域でした．そこで当研究室は，本分野につい

て我が国の児童生徒を対象とした研究を開始しました． 

 

◆体力と学業成績は「生きる力」の一部である 

我が国の小中学校では，文部科学省の学習指導要領に

定められる「生きる力」の育成に取り組んでいます．この

学習指導要領において『生きる力』とは，「豊かな人間性」，

「健康・体力」，「確かな学力」の三要素から構成されると

定義されています．これからの変化の激しい社会を生き

るために，この三要素をバランスよく育むことが重要で

あると考えられています． 

 

◆札幌
さっぽろ

学力
がくりょく

スタディ 

これらを背景として２０１２年度より，札幌近郊の公

立中学校に在籍する中学 1 年生の体力と学業成績の関連

性を横断的かつ縦断的に検証する研究「札幌学力スタデ

ィ」を開始しました．このプロジェクトは森田憲輝准教

授（北海道教育大学）と中島寿宏准教授（北海道科学大

学）を中心に活動しています， 

本研究は，生きる力の三要素の中でも「健康・体力」と

「確かな学力」の要素に焦点を当て進めています． 

 

◆これまでの研究成果 

以下に，研究成果の一部をご紹介します． 

①包括的な体力や運動系の部活動（学外スポーツクラブを

含む）が様々な要因を経由して学業成績に好影響を及ぼ

している可能性がある． 

②座位による学習は学業成績を高めるが，携帯型ゲームな

どのスクリーンタイムは学業成績の悪化と関連する可

能性がある． 

③肥満などの生理的要因や達成動機などの心理的要因が

学業成績に影響する可能性がある． 

④上記の結果は，保護者の学歴や世帯年収など社会経済的

要因の影響を取り除いても関係性が認められた． 

 

◆今後の展開 

 これまでの研究結果から，佐賀県の小中学生では以下２

点の検討が不足していると考えられます．今後は教育委員

会，各学校および本学が共同して研究を進め，本県の小中

学生の『生きる力（体力，学力）』を高めるための具体的な

方策を明らかにする必要があります． 

①「体力が高い」若しくは「学業成績が高い」かの二者択

一ではなく，学業成績を良好に保つことを保証する要因

として「どの体力をどのように高めると学業成績の向上

につながるのか」を具体的に導出する研究を検討する． 

②授業時間割の配置による学業成績への影響（最適化）を

検討する（例：保健体育授業のすぐ後にそのクラスの苦

手科目を時間割配置することによって，苦手科目の解消

に繋がるのかなど）．  

 

 

 

 

 

掲載情報 2016 年９月現在 

 

学校関係者へ 

一言アピール 

教育委員会や各学校が持っている種々のデータを上手く連結し分析を進め

ることで，学業成績を効率的かつ効果的に高めるための秘訣が見つけられ

る可能性があります． 
 

産学・地域連携機構より 
「良好な学業成績」を目指すための手法として「体力を向上」するという概念は，

新しい研究領域です．共同研究を希望する方や，ご興味がある関係者の方は，是

非，お声掛けください． 

 

山津
YAMATSU

 幸司
K O J I

 准教授 

 

「児童生徒の学業成績に関連する要因の検討」 

「児童生徒のメンタルヘルスに関連する要因の検討」 

イメージ図 

体力と学業成績の関係 
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佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

教育学部  
 

 

 

 

 

[キーワード] 
小学校英語，ワーキングメモリトレーニング，読み聞かせ， 

語彙発達，第二言語習得 
 

子どもたちの学習意欲と英語習得の促進に向け，外国語教育を科学する 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

大規模な英語教育改革が進む今日，小中接続，並びに，

小学校に併設予定の「領域」と「教科」学習の接続を見据

え，多面的・多角的な外国語教育研究・授業実践が求めら

れます．当研究室では，絵本の読み聞かせ活動を中心と

する初期リテラシー活動と，集中力や意欲の向上に効果

的なワーキングメモリトレーニングの実践に焦点を当

て，それらが語彙知識やスピーキング力など，外国語能

力に与える効果について検証しています． 

 

◆絵本の読み聞かせ活動 

読み聞かせは，読書に音声の補助が加わった初期リテ

ラシーの獲得を支援する活動であり，文字指導の経験が

浅い児童でも大きな不安や抵抗感を感じることなく取り

組める活動です．小学校外国語活動（必須領域）では，児

童は特定の（連語）表現（例：‘Wash your face．’，

‘What would you like?’）を未分析のかたまり（チ

ャンク）として記憶することで生産的な言語能力を獲得

していきます．読み聞かせ活動は音声と文字のバランス

に富む質の高いインプットを提供する活動であり，領域

と教科学習の円滑な橋渡しに寄与する初期リテラシー活

動と位置付けられます．今日，さまざまな英語絵本の読

み聞かせの実践・実証研究が実施されており，単語の意

味理解や外国語学習意欲，更に，連語表現（語彙チャン

ク）の意味理解の向上においてその有効性が示されてい

ます．一方で，日本語(L1:First Language)での背景的知

識（スキーマ）の活性化を図る絵本の活用例が大半を占

める傾向があります． 

そこで当研究室では，L1 スキーマへの依存度が高い絵

本と低い絵本の両方を活用し，語彙知識や英語運用能力

の向上における英語絵本活用の効果についてより総合的

な検証・論考を行っています． 

 

◆ワーキングメモリトレーニング 

 ワーキングメモリ（作業記憶，以下 WM）は，一時的な

情報の保持と処理の並立処理を担い，発話・読解・暗算な

ど，様々な高次認知機能を支える動的な記憶システムを指

します．したがって，対面コミュニケーション活動など，

情報のリアルタイム処理を要する言語活動は WM 容量の

個人差の影響を受けやすいと考えられます．項目学習が中

心となる外国語活動では特に，語彙チャンクの並立処理の

効率性がコミュニケーション活動において重要な役割を

果たします．このことから，WM 容量が増加すると，学習

者の語理解・産出の効率も増し，コミュニケーションが円

滑化するという可能性が期待されます．実際に，WM 機能

の強化を図る WM トレーニング（以下 WMT）（イメージ

図・写真）を実施した欧米の研究では，WMT を受けた児

童の WM 評価値（近似領域）のみならず，学力や IQ 評価

値（応用領域）においても有意な伸びが示され，その効果

は約 6 ヶ月間維持されたという例があります． 

当研究室で成人学習者を対象として実施した WMT の

研究では，①いくつかの情報要素をかたまりとして処理す

るチャンキングや，②自らの学習を計画・評価するなどの，

認知方略（①）・メタ認知方略指導（②）を実践した場合，

外国語能力の発達においてより顕著な WMT 効果が期待

できることが示唆されました． 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ワーキングメモリトレーニング （左）イメージ図・（右）写真 

掲載情報 2016 年 9 月現在 

 

学校関係者 

教育委員会の皆様へ 

一言アピール 

英語絵本の読み聞かせ活動と WMT を実施し，児童の英語語彙チャンクの知識の発

達に与える効果を検証していきます．その成果を基に，領域と教科学習の円滑な接

続に資する単元設計や教材開発についての研究・実践活動を進めていきます． 
 

産学・地域連携機構より 
林准教授は，小・中・高の現職教員を対象としてワークショップ形式による英語指導力向上

研修を行っています．教室英語・発音・音読指導，教材の研究・開発，単元構想など，実践

的な指導技術の向上を目指したい方はご相談ください． 

 

林
HAYASHI

 裕子
Y U K O

  准教授 

 

「小学校英語教育における初期リテラシー活動」 

「外国語学習におけるワーキングメモリトレーニングの効果」 
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（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

農学部 生物環境科学科 資源循環生産学講座 

 

 

 

 

 

[キーワード] IoT,ビッグデータ，IT 農業，スマートやさい 

 

“たのしく，かっこよく，稼げる農業”を佐賀から IT を使って実現する 
 

 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

2015 年 8 月，佐賀大学，佐賀県，㈱オプティムは

「農業 IT 分野」における三者連携協定を締結しました．

目的は，「農業分野の第四次産業革命」と呼ばれるような

技術革新（特に IT 技術の活用）を創出することです．具

体的には，本学農学部（学術）が保有する学術的な知

見，佐賀県（行政）が保有する実用的な知見と現場ノウ

ハウ，㈱オプティム（産業）が保有する IoT テクノロジ

ーを融合させ，“ たのしく，かっこよく，稼げる農業 ”

を，我が県から発信することを目指しています． 
（参考 URL：IT 農業三者連携協定，㈱オプティム） 

https://www.optim.co.jp/it-industry/agriculture/case-study/tpa/ 
 
◆解決したい課題 

現在，第一次産業は様々な課題を抱えています．特

に，「高齢化」・「担い手不足」・「技術伝承の難しさ」の問

題は，農業に限らず，多種多様な事業や業種においても

大きな課題です．必要とされる知識や技術は年々多様化

し，かつ急速に変化する反面，労働人口は減少を続けて

います．当研究室では，様々な IoT 技術の動員による解

決を目指し，以下の２段階プロセスによる研究を進めて

います． 

①私達の活動記録，個人に集積されている知識や技術

を，誰もが追体験出来るように標準化しながら整理蓄

積する． 

②整理蓄積した情報を活かした人材育成や地域創生の仕

組み作りを構築する． 

 

これら技術の確立は，産業界に蓄積されている知見や

社会的な文化の継承を円滑に促し，結果，社会活動の効

率化を図れることが期待され，その意義は大きいものと

考えています． 

 

 

 

 

◆IT 農業の実現を目指します． 

我々が考える IT 農業の柱は，農業ビックデータの蓄積か

ら始まります．既に農学部圃場や県内の各試験センターや

協力農家を対象としたデータ化が開始されています．これ

に対応して，㈱オプティムより，害虫検知や農薬散布機能

を装備した農業専用マルチコプタ「アグリドローン」が発

表されました．また，同社は世界初となるドローン対応ビ

ックデータ解析プラットフォームを開発し，一部運用を開

始しています．これは Web 上で汎用的に稼働するプラッ

トフォームとして様々な IoT 端末とつながることができ，

先ずは農業，医療，建築分野のアプリケーション開発との

連携が進められています．農業分野では，空撮画像をベー

スに，農地利用状況，作物の生育診断，病害虫発生の発見

と場所の同定，作業履歴の自動記録など，これらの知見の

活用を可能とする予定です．またウェアラブルでは．農業

技術のリモート支援や作業ログの自動化と専門技術や知見

のリモートシェアリングを可能とするシステムの構築を目

指しています． 

 

◆IoT 栽培管理を駆使した農産物 

このような管理技術を導入して

栽培した農産物のことを「スマート

やさい」（商標登録済）と命名しまし

た．佐賀県特産の高品質農産物とし

て市場開拓を進める計画です．現在

は，佐賀県特産のタマネギやイチ

ゴ，本学育種学研究室が開発した黒

大豆などを対象とした試験栽培を進めています． 

今後，少しずつ品目を増やしながら，「農家～流通販売～

消費者」の関係づくりの手助けをするプラットフォームと

して構築していくことを目指しています． 

 

 

 

 

 

掲載情報 2016 年９月現在 
 

農業関係者および 

IoT 活用を検討する皆様へ 

一言アピール 

農業 IT に興味をお持ちの方，また，農業以外でも様々な分野で IoT の導入

は必須となっています．アイディアをお持ちの際はご相談ください． 

 

産学・地域連携機構より 
田中教授は，農業分野を手始めに第一次産業界全体が抱える課題の解決を目指しています．今

後，農業分野以外との連携は必然であり，アイディア次第で活用方法だけでなく，ビジネスモ

デルの新たな展開にも期待できます．IoT 活用をお考えの方は是非，お問合せください． 

 

田中
TANAKA

 宗
MUNE

浩
HIRO

 教授 

 

「IoT を駆使した適正な農業生産管理技術の構築」 
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（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 先端融合工学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] 衝撃波，膨張波，キャビテーション，薬剤導入法，超音速噴流 

 

「 圧 力 波 」・「 微 細 気 泡 」 を 用 い た 新 技 術 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

 当研究室は，流体力学をバックグラウンドに医療分野や

産業に貢献できる新しい技術の研究を行っています．例え

ば，圧力波や微細気泡を利用する研究では，医工学用とし

て，「結石破砕」，「血管新生」，「薬物導入」など，産業界

用として，「微細な切削」，「ピーニング」，「洗浄」などへ

の応用・展開を目指しています． 

 

 

◆圧力波を用いた治療法  

 圧力波とは「圧力を加える，または，減らすことが出来

る」波のことで，前者を衝撃波，後者を膨張波と呼びます．

この圧力波を利用した技術として「体外衝撃波結石破砕装

置」（体内の結石破壊治療）がよく知られています．この

装置は 100MPa 以上の過剰圧を，わずか数 100μ秒間

のみ発生させるため，痛みを感じることなく治療できま

す．しかも，外科的手術を必要としません．本研究では，

膨張波（圧力を減らすことが出来る波）を利用する治療法

の検討を進めています

（図１）．膨張波は体内で

引張の力を誘起する性質

があります．つまり生体

へ適切に作用することが

可能となれば，様々な治

療法への応用が期待出来

ます． 

 

 

本研究を通じて「薬物に頼り過ぎない」・「手術を必要と

しない」という選択肢を確立することは，社会的に大きな

意義があると考えます． 

 

 

◆粉体注射の基礎研究  

 衝撃波管とは，衝撃波を利用して音の速さよりも高速な

気流を一瞬だけ発生させる装置で，主に航空宇宙分野で利

用されています．本研究では，一般的には数 10 メートル

級となる装置のサイズを，手のひらに収まるよう設計しま

した．このダウンサイジング化した装置から 500 ミクロ

ン以下の微細な高速気流を利用して数μmから数10μm

程度の粉体薬剤を体内へ

経皮的に導入する方法を

研究しています（図２）．

この方法の最大の利点は

針を使用しないことです．

注射が苦手な人には画期

的であり，廃棄処理（使用

済針）問題の解決策になる

ことも期待されます． 

 

 

◆キャビテーション気泡の積極的利用  

 キャビテーションとは，減圧状態において液中に気泡が

生じる現象で，沸騰と同様に考えられています．一般的に

流体機器にとって「厄介者」として扱われ，機器の性能低

下や騒音を引き起こすことが知られています．これはキャ

ビテーション気泡が崩壊する際に金属壁に損傷を与える

ほどの圧力を放出するためです．本研究では，キャビテー

ション気泡が有する高い圧力を利用することを目的とし

ています．この気泡を，「任意の場所に」，「任意の数だけ」

設置することで，ごく限られた空間に孔をあけたり，エネ

ルギーを与えたりすることが可能となります．また，この

気泡は形状が微小であるため遺伝子分野などへの応用が

期待されます．現在，このキャビテーションの発生方法と

制御方法（時間的および空間的）の研究を進めています． 

 掲載情報 2016 年９月現在 

  

志願者・本学学生諸君へ 

一言アピール 
新しいことにチャレンジしたい学生さんを待っています． 

 

産学・地域連携機構より 
「圧力波」や「微細気泡」を用いた技術は，今後，応用展開が期待される分野です． 

佐賀大学発の研究を一緒に探求する皆さんをお待ちしてます． 

 

橋本
HASHIMOTO

 時
TOKI

忠
TADA

 准教授 

 

「圧力波を利用した治療法」 

「粉体注射の基礎研究」 

「キャビテーション気泡の積極的利用」 

図 1 膨張波発生装置 

図 2 粉体注射器の概要 
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（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 機械システム工学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] 機械工作，歯車，製造，加工，工具 

 

産 業 界 が 求 め る 歯 車 の 創 造 に チ ャ レ ン ジ 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

歯車を設計・製作するためには，幾何学，材料力

学，熱力学などの幅広い知識と経験を必要としま

す．加えて，歯車の研究は常に「安価」・「高負荷少

容量」・「低振動低騒音」といった厳しい要求を突き

付けられています．本研究室では，実際の歯車製作

やかみあい解析などを通して，産業界から求められ

る歯車を設計・製作することを目指しています． 
 

◆内歯車のスカイビング加工に関する研究 

歯車のスカイビング加工とは，ねじ歯車のかみ合

いを利用した歯切り法です．この加工法は１００年

以上の長い歴史を持ちますが，実用化は困難でし

た．しかし近年，工具のコーティング技術の向上や

工作機械の高剛性化および高精度化を背景に実用

的な技術としてようやく定着してきました． 

本研究室では，スカイビング加工について，高精

度の歯車を製作するために以下２点を主眼におい

て研究しています． 

①工具であるカッタの切れ刃輪郭設計 

②切削抵抗を低減するためのカッタの設計 

 

◆高減速比フェースギヤに関する研究 

通常，フェースギヤは釣り用のリールや玩具用と

して用いられますが，動力伝達用としては使用され

ていません．これはギヤの内端側で生じる干渉と外

端側で生じる歯先尖りにより，歯幅を広くすること

が不可能であるためです．しかし，下図のように大

きくねじった歯車をピニオンに用いることによって

歯幅を広くできるので動力伝達用としての使用が可

能です． 

本研究室では，フェースギヤの簡易な設計システ

ムを考案し，誰でも簡単にフェースギヤを設計でき

るようにしました．また，加工が困難と思われてい

たギヤについてもホブ盤と呼ばれる汎用の歯切り盤

を用いて容易に製作できることを証明しました． 

 

掲載情報 2016 年９月現在 

  

企業の皆様へ 

一言アピール 

歯車を通したモノづくりの研究をしておりますが，歯車以外のモノづくり

についてもご相談ください． 

 

産学・地域連携機構より 
歯車の設計や製作は，常に高い要求を実現するため多様な知識と技術を必要とします．これ

はモノづくりの基礎であり基盤と言えます．歯車に関する研究はもちろん，その他，モノづ

くりに関して相談などございましたら気軽にお声掛けください． 

 

大島
OHSHIMA

 史
FUMI

洋
HIRO

 准教授 

 

「内歯車のスカイビング加工に関する研究」 

「高減速比フェースギヤに関する研究」 

試作した高減速比

フェースギヤ 

フェースギヤの歯切り

の様子 

内歯車のスカイビング加工の様子 
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芸術地域デザイン学部 芸術表現コース 

 

 

 

 

[キーワード] 漆，工芸，木，乾漆，物づくり 

 

漆 （ う る し ） － 艶 の あ る カ タ チ － 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

「艶やかな塗り面を生かしたシャープな印象を持つ造

形」を主として作品を制作しています．まだ見ぬ漆の表

情を思い描き，様々な創意工夫を試みています．その中

でも形を作る素材・技法の選定は重要で，木や乾漆はも

ちろん，硬質発泡ウレタンなどの人工物，ヤシの葉柄な

ども使用しています． 

作品「波の間」の素材は，学内に生育するヤシの木が落

とした葉を活用したものです（写真右上）．この作品のよ

うに，塗りを表現しようとする時，「どのような面を，ど

う作るか．」を考えますが，実は「面」へ想いは「線」を

捉えることこそが重要となります．ヤシの葉柄という自

然の線を用いることによって，自らに無い形を造形に取

り込もうとしています． 

 

◆物づくりを学び，そして表現の追求へ 

 幼少の頃から物づくりが好きだった私は，伝統産業を

支える職人への憧れから京都の芸術大学へ進みました．

ところが同じ物づくりでも，独自の表現を追求すること

に興味が深まりました．そのような環境の中で漆工芸と

出会い，漆を使った表現の道へと進むことになりました． 

 

◆工芸の魅力．漆工芸の魅力  

 工芸分野は素材との関わりを大切にします．見方によ

っては制約にも感じられますが，そこが面白さであり，

新たな表現を思考していく源です． 

 漆工芸の制作には，１日１工程の作業でおおよそ２ヶ

月もの月日を要します．漆の魅力は「幾層もの作業を積

み重ね磨き上げることで，視覚的に全く別の物に変化す

る瞬間に出会えること」であると思います． 

  

◆求める人材 

「物づくり」が好きな学生を待っています． 

 

◆作品の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 波 の 間 」  
（素材 : 漆・ワシントンヤシの葉柄など） 

 

 

 

 

 

 

 

「 時 の 航 行 」  
（素材：漆・硬質発泡ウレタンなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 落 陽 」 
（素材 : タモ・蘇芳染め拭き漆） 

掲載情報 2016 年 10 月現在 

  

物づくりが好きな中高生へ 

一言アピール 

まずは漆や木の基礎知識（技術）を習得することを大切にしています．その

中で素材との「出会い」と「発見」があります．発見した「何か」を自らの

作品へと紡いでいける新しい才能を待っています． 
 

産学・地域連携機構より 
井川准教授は，平成２４年１２月に開催された第５２回「日本クラフト展」において，2,186

点の公募作品の頂点となる，経済産業大臣賞・日本クラフト大賞を受賞しました．「落陽」と名

づけられたその作品は，拭き漆が施されたしなやかな曲線美が特徴の大皿です（写真右下）． 

 

井川
I G A W A

 健
TAKESHI

 准教授 

 

「漆工芸」 

「木工芸」 

「装飾によらない漆塗りのみ(髹漆)による造形表現」 

42



  

佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 
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工学系研究科 電気電子工学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] ダイヤモンド，半導体，トランジスタ，太陽光発電所，電力エネルギー 

 

ダイヤモンド半導体の研究開発 －究極のエネルギー効率を目指して－ 
 

研究紹介 
 

◆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，シリコ

ン（ケイ素）を原料に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，無駄なエネル

ギーが消費されています．当研究室では，まだ世界で誰

も実現できていないものの，エネルギーが格段に高効率

化できるダイヤモンド半導体の電子素子を作る研究をし

ています．  

 

 ◆研究のきっかけ 

最近，シリコンに代わる半導体として炭化ケイ素

（SiC）や窒化ガリウム（GaN）に注目が集まっていま

す．しかし，当研究室では，SiCやGaNより高効率化を

達成する素材に着目しました．それがダイヤモンドです

（下グラフ参照）．そこで，電気エネルギーの高効率化

を可能とす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．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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，加工するこ

とで美しく光り輝きます．しかし，その原石は原子配置

の崩れや不純物の含有などの問題があり，半導体に利用

できる状態ではありません．これを解決するため，純度

の高いダイヤモンドを作る必要があります．  
 

 

 

 

 

 

 

 
写真１：ダイヤモンドCVD装置 

 写真１は，人工的にダイヤモンドを作るCVDと呼ばれ

る装置です．高温を保った装置内でメタンガスを分解し

てできた炭素を人工ダイヤの基板に吹き付け，基板表面

にダイヤモンドの結晶を作ります．その結晶に電極など

を取り付けたものがダイヤモンド半導体です（写真

２）．当研究室では，実用化のために，高品質と低コス

トを満たす製造方法の研究を実施しています． 

 

 

 

 

 

 

 
写真２：ダイヤモンド半導体 

掲載情報 2016 年 10 月現在 

  

企業の皆様へ 

一言アピール 

ダイヤモンド半導体の他にも，太陽光発電所のシステム開発など，電力エ

ネルギーに関わるエレクトロニクス研究を行っています．テーマにご興味

がある方は気軽にご相談ください． 
 

産学・地域連携機構より 
現在，実用レベルの特性をもったダイヤモンドトランジスタの製造は，世界中でも嘉数研究室

くらいだそうです．このダイヤモンドトランジスタについて動作原理の解明や高性能化を図る

研究を続けています．興味がある方は気軽にお声掛けください． 

 

嘉数
K A S U

 誠
MAKOTO

 教授 

 

「ダイヤモンド半導体を用いた高効率パワー素子」 
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農学部 生命機能科学科 生命化学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 蛍光，分析試薬，バイオ材料，酵素，無機ナノシート 

 

生 体 分 子 を 測 る ！  生 体 分 子 で 創 る ！ 
 

 
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

生命は，極めて多数の生体分子が織りなす，精緻な化

学反応により維持されています．従って，生命活動の主

役である生体分子を分析する（計測する）ことは，生命

の本質的理解のみならず，様々な疾病の診断や治療にも

非常に有用です．そこで，生体分子を分析するための新

しい手法の開発について研究を行っています．また，酵

素をはじめとする生体分子は，複雑な化学反応を高度に

制御するなど，それ自体が極めて高性能な機能性素子と

とらえることもできます．そこで，生体分子を人工分子

とハイブリッド化することで，既存に無い有用性を持つ

新たな複合材料を開発することも目指しています． 

 

◆生体分析のための蛍光性試薬の開発 

蛍光現象を用いた分析法は，高感度であり，且つ放射

線を用いる方法などと比較して安全性にも優れていま

す．特に，近年になり，蛍光顕微鏡を利用した生体分子

の蛍光イメージング研究が，極めて活発に行われるよう

になっています．ターゲットとした生体分子を選択的に

蛍光分析するためには，対象とした生体分子と特異的に

反応するための蛍光性試薬が必要となってきます．そこ

で，私達は，老化や癌化，種々の疾病と密接に関与する

と考えられている，活性酸素種を検出するための蛍光性

試薬の開発を行ってきました．この中で，活性酸素種の

一種である過酸化脂質を検出するための蛍光性試薬に関

しては，試薬メーカーである株式会社同仁化学研究所と

共同で製品化を進め，現在市販化されています（図 1）．

この他にも，タンパク質を分析するための蛍光性試薬の

開発等についても研究を行っています． 

 

◆生体分子を用いたハイブリッド材料の開発 

 生体分子は，複雑な生命現象を支えるため，人工分子 

 

を凌駕する極めて精緻な機能を発現できるものが多くあ

ります．一方で，人工分子には，物質化学的な手法を基盤

として，人工分子しか持ちえない機能や物性を付与するこ

とができます．そこで，これらを複合化（ハイブリッド化）

することにより，生体分子あるいは人工分子のみでは不可

能な，新規な複合材料を創出することを目指しています．

例えば，酵素は優れた天然の触媒ですが，人工触媒と比較

して，その市場価格は高くなっています．そこで，磁性を

付与した無機ナノシートというユニークな無機材料を合

成し，これに酵素を挟みこむことで，磁石による酵素の繰

り返し利用ができる方法を開発しました（図 2）．また，

磁気ビーズという磁性材料を利用することで，酵素回収率

の向上も検討しています．一方，希土類元素を含む無機ナ

ノシートと酵素の複合体を創製し，この複合体を用いた生

体分析法の開発にも取り組んでいます． 

 

 

 

 

 

 

 
図 1 過酸化脂質計測用蛍光試薬の構造と蛍光変化 

 

 

 

 

 

 

 
図 2 酵素/無機ナノシート複合体の概念図と磁気分離応用 

掲載情報 2016 年 10 月現在 
 

産業界の皆様へ 

一言アピール 

バイオ分析のための試薬開発，生体分子の材料応用に関して，お役立ちで

きそうなことがありましたら，お気軽にご相談ください． 

 

産学・地域連携機構より 
宗教授が研究した「過酸化脂質検出用の蛍光性試薬」は，既に市販化に成功しています． 

また，酵素を繰り返して利用できるユニークな磁気分離方法の開発にも取り組んでいますの

で，興味がある方はご相談ください． 

 

宗
SOH

 伸
NOBU

明
A K I

 教授 

 

「生体分析用蛍光性試薬の開発」 

「生体分子を構成素子としたハイブリッド材料の開発」 

N PN

O

OO

O

蛍光増大！ 

無機ナノシート 

酵素 分離後 分離前 
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農学部 生命機能科学科 生命化学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 
麹菌，有機酸生産，糖質加水分解酵素，ゲノム解析， 

分子育種，微生物同定 
 

麹 菌 研 究 は お 任 せ く だ さ い 
 

 
 

研究紹介 

 

◆研究概要  

 当研究室では糸状菌を対象として，糖質分解酵素によ

る不溶性多糖の分解機構，糖タンパク質の糖鎖合成機

構，細胞壁修復に関する環境ストレス応答についての研

究を行ってきました．また，細菌による難分解性有機塩

素化合物（PCB, PCE,TCE）の分解機構や高分解菌の

育種などを実施してきました．最近は，九州に馴染み深

い焼酎麹菌を対象として，ゲノム解析，オミックス解

析，そして遺伝子組換え系を開発し，焼酎麹菌の持つ特

徴的な性質を明らかにする研究を行っています． 

 

◆日本を代表する微生物「麹菌」 

 麹カビは，酒類，醤油，味噌を製造するために必須な

微生物であり，我が国の国菌と認定されております．麹

カビは多細胞からなり，一つの細胞内に複数の核を持つ

複雑な生物で，生育過程で著しい形態分化を起こし，胞

子を形成します．麹菌の中でも焼酎麹菌（白麹菌，黒麹

菌）は，カビ毒を生産しないため安全であり，クエン酸

を大量に生産する，多数の加水分解酵素を持つといった

特徴を有しています．当研究室では，これらの焼酎麹菌

の特徴が生起する要因を明らかにし，焼酎製造以外の産

業利用を目指した研究を進めています． 

 

◆麹菌の同定とカビ毒非生産性検出 

 白麹菌のゲノム解析によって，カビ毒（オクラトキシ

ン，フモニシン）を合成する遺伝子群が欠損していること

を明らかにしました．壊れたカビ毒の合成遺伝子周辺の

DNA 配列情報が解ったため，麹菌のスクリーニングの際

に，PCR 法によるカビ毒生産性の有無を簡便・且つ迅速

に検出することを可能としました．また，麹菌の同定は I

TS 配列などを用いた PCR 法により，迅速に行うことが 

できます． 

 

◆麹菌は糖質加水分解酵素の宝の山 

 ゲノム解析により，白麹菌には糖質加水分解酵素につい

て 250 の遺伝子を持つことが，明らかになりました． 

糖質加水分解酵素(GH)は，酒作りの際に麹菌が大量に作る

アミラーゼ以外にも 250 種の GH 遺伝子が存在します．

およそ 120 の GH 遺伝子がどのような糖に作用して，ど

のような糖を遊離するのかが未だ明らかではありません．

そこで酵母菌を用いて，これら 100 種の GH を強制的に

組換え酵素として生産させ，それらの機能を明らかにする

研究を進めています．既に，-1,3-グルカンに作用しグル

コース以外のオリゴ糖を生成する新規の GH を発見しま

した．麹菌は GH の宝の山であると期待しています． 

 

◆白麹菌の製麹時における温度管理の意味 

清酒用の黄麹菌はクエン酸をほとんど作りませんが，焼

酎麹菌はクエン酸を大量に生産します．このメカニズムの

解明中，製麴時の温度管理が，できあがった麹の特性に関

係していることが遺伝子レベルで明らかになりました．こ

の成果を用いて，温度管理を必要としない，糖化酵素やク

エン酸を生成する製麴法の開発を目指しています． 

 

 

 

 
（左）白麹菌の顕微鏡観察 

 

（右）コロニー観察 

掲載情報 2016 年 10 月現在 
 

醸造食品企業関係者へ 

一言アピール 

発酵食品製造で用いられる麹菌の取り扱い技術や利用法についてのノウハ

ウを持つ数少ない研究者です．麹菌に限らず，他の微生物についても，ご相

談ください． 
 

産学・地域連携機構より 
麹菌は「新規株の発見」や「新たな酵素の生産」など，まさに『宝の山』として夢の大きい研

究分野です．アイデア次第では「地域ブランド化」として展開が期待できます．微生物を活用

したビジネスをお考えの方は，是非ご相談ください． 

 

後藤
G O T O

 正利
MASATOSHI

 教授 

 

「白麹菌のクエン酸高生産要因の解明と利用」 

「白麹菌の多様な糖質加水分解酵素の機能同定と利用」 

「黄麹菌の機能未知遺伝子の機能同定」 
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佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

教育学部 
 

 

 

 

 

[キーワード] 中高齢者，健康，運動，健康教室，NPO 法人 

 

行政・N P O・大学が協働して中高齢者の健康増進を！ 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

当研究室は 2004 年から佐賀大学内において「中高齢

者のための健康教室」を実施しています（写真１）．この

教室は週 1 回 2 時間，1 クール 3 ヶ月間，年に 2 クー

ル開催し，現在では中高齢者の方々150 名ほど参加され

ています．メニューはストレッチ，筋力トレーニング，リ

ズムダンス（写真 2）等から構成され，教室の最後に健

康や生活に関わるミニ講義をおこないます．またクール

の最初と最後に骨密度，体組成，筋力，柔軟性，アンケー

ト等の測定をおこない，3 ヶ月間のトレーニングが心身

に及ぼす効果を計測しています（写真 3）．同時に加速度

センサやジャイロセンサを身体各部位に装着し，リズム

ダンス等をおこなうときの動きの善し悪しを，センサに

よって評価するシステムの構築について研究していま

す． 

これらの研究結果を参加者の皆さんにフィードバック

し，運動の必要性について理解を深めていただき，エビ

デンスを意識した健康管理ができるよう努めています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真１：第 24 回健康教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

また NPO 法人，佐賀県内の市町と協働して，県内各地

で健康教室を創設しています．現在は嬉野市，鹿島市，鳥

栖市，みやき町，江北町，佐賀市等において半年，もしく

は年間を通した教室を実施しています．多くの地域の方々

が楽しみながら自らの健康増進に取り組む意義ある活動

となっています． 

 

◆今後の展開 

佐賀県は高い高齢化率を示す地域です．活力ある地域社

会を創造していくために，高齢になっても元気で社会に積

極的な参画することのできる人材が求められています．そ

れに必要な要件として，身体的な健康，そして精神的，社

会的にも健康であることが求められます． 

健康の維持増進には継続的な運動が不可欠です．当研究

室では，これまでの健康教室事業で培った運動プログラム

や事業運営のノウハウを多くの方々に提供するために，

NPO 法人と連携し，様々な地域で健康教室を開催してい

きたいと考えています．今後は，参加者の中から健康運動

分野の指導者を育成し，参加者だけで教室の運営を可能と

するシステムの構築を目指した研究・活動をおこなってい

きます． 

掲載情報 2016 年 10 月現在 

 

健康に携わる行政の方へ 

一言アピール 

私たちが実施する健康教室は心身の健康増進に効果があることがこれまで

の研究で明らかとなっています．皆様の地域で健康事業を開催しませんか． 

 

産学・地域連携機構より 
「運動すること」も「教室を開催すること」も重要なキーワードは持続性です．井上教授は，

運動のメニューは勿論，指導者・運営者の育成を視野に入れた研究・活動を実施しています．

健康事業について興味がある方は，気軽にお問合せください． 

 

井上
I N O U E

 伸一
SHINICHI

 教授 

 

「継続的な運動が中高齢者の健康に及ぼす効果」 

写真２ 

リズムダンスの様子 

写真３ 

体力測定の様子 
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（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

教育学部 
 

 

 

 

 

[キーワード] 指揮法，ソルフェージュ，合奏指導法，音楽の社会性 

 

指 揮 に は 音 楽 に 必 要 な こ と が た く さ ん つ ま っ て い る 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

 指揮を専門分野として音楽について研究をしていま

す．指揮法のなかで最も大切なのは，腕などの身体的な

動作を通じて音楽の内容を表す指揮の技術です．この習

得には忍耐強い練習を必要とします．さらに「ソルフェ

ージュ」，「管弦楽法」，「音楽理論」，「音楽史」などについ

て学び，様々な視点から音楽を捉える作業によって指揮

法を形成していきます．また指揮者は，リーダーとして

全体の表現をまとめる指導力と音楽の社会性についての

視野も持つべきでしょう．このように，指揮の研究は，音

楽に関わる多様な事柄と向き合うことが必要となりま

す．そのため，当研究室では実に多彩な卒業・修士論文が

執筆されています． 

 

◆音楽の教育 

 指揮を指導するうえで気を付けていることは，私自身

の感じ方をなるべく見せないことです．教えられるのは

「感じ方」ではなく，指揮の技術や楽譜を読めるように

なるといった「表現するための技術」です．感じ方には個

性があり，それを未熟であると否定することはできませ

ん．しかし表現は，他者とのコミュニケーションや，先人

達が培ってきた表現方法の文脈のなかで成立させなけれ

ばなりません．それを打ち壊せるのは選ばれた天才だけ

です．「自由に表現してみよう」と投げかけるだけでは，

表現するために必要な技術も感性も身に付きません． 

 

◆感性 

 感性とは，必要なことを選び取る判断力と柔軟性が合

わさったものだと考えています．感性を求められるのは

何かを表現するときです．自分が表現したいことの核心

に到達するために，どれだけ余計なものをそぎ落として

いくことができるかが課題となります．そのときに感性

が必要となり，技術による支えが助けになるのです． 

 

 

 

◆地域で音楽をする人たちと 

 少し難しい話となりましたので，ここからは日常のこと

をお伝えします．私の専門は指揮ですので，オーケストラ

との共演などを中心に，佐賀の音楽家の皆さんの活発な音

楽活動に加えていただいており，私と仲間で始めた弦楽ア

ンサンブルの研究会も活動しています．音楽への興味が尽

きない方々との時間は楽しいものです． 

 

◆大学で 

下の写真は，少し前になりますが，附属中学校の生徒に

指揮の指導をしている風景です．最初，生徒たちは戸惑っ

ていましたが，自分の指揮から音楽が流れだすことに興奮

し，興味を持ったようでした．このように初めての体験か

ら受ける印象はとても大切です．将来，この生徒たちが，

何を学ぶのかを決断するとき，音楽の道を選択することが

あれば大変うれしいと思いました． 

本学部から，教職と音楽の勉強を見事に両立させた学生

が沢山卒業していきました．そして在学生は，熱意と確か

な指導力を兼ね備えた教師になるため，日々研究に努めて

います．その手助けが私の役目です． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 指揮を学ぶ附属中学生徒 

掲載情報 2016 年 11 月現在 

 

志願者へ 

一言アピール 

教員を目指しながら音楽を学ぶ環境として，本学教育学部の音楽分野は九

州のなかで群を抜いて充実したカリキュラムを持っています． 

 

産学・地域連携機構より 
今井教授は，音楽家として・音楽教師として「表現するための技術」の指導に力を入れていま

す．音楽を人生の大きな柱として選択しようと考えている中高生の皆さん，本学は真剣に取り

組む熱意のある学生を待っています． 

 

今井
I M A I

 治人
HARUTO

  教授 

 

「指揮」 
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（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

経済学部 経営学科 経営学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 
情報通信技術（ICT），ソーシャルネットワークサービス（SNS），グルー

プウェア，情報共有，ナレッジマネジメント（知識管理），組織文化 
 

情 報 通 信 技 術 の 利 活 用 で 社 会 を H a p p y に ！ 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

 情報通信技術の利活用によって生じる「人・組織」の変

化に関する研究を行っています．PC・インターネット・

携帯端末の利活用に起因する影響は，「働き方」だけに留

まらず，「生活・学び方・教え方」に様々な変化をもたら

しています．当研究室では，企業における情報通信技術

の利活用による「人や組織の在り方」・「風土や文化の違

いによる影響」について調査分析を実施しています． 

 

◆情報社会で生きていくために 

 最近では「IoT」・「ビッグデータ」・「人工知能（AI）」・

「ソーシャルネットワークサービス（SNS）」など，情報

通信技術に関係する言葉を目にしない日はありません．

実際に老若男女を問わず，日常（仕事や学校も含む）の多

くの時間，何かしらの通信技術と関わって生活していま

す．私たちは様々な場面や分野で情報の重要性が求めら

れる「情報社会」で生活しています． 

 超高齢社会を迎えた我が国は，人口の減少も進み社会

活動の更なる効率化が必要となります．その対策のひと

つとして人間と機械との分業，具体的にはロボットや AI

の活用が考えらます．もちろん，すべての活動を機械化

することを目的とするものではありません．人間は人間

らしい働きを，機械に任せることができることは機械化

し，人間の支援を行う社会を目指すことが重要です．例

えば，運転支援の自動車を考えてみてください．その技

術の先には，自動運転の自動車が出現するでしょう．目

的を移動手段であると限定した場合，完全な自動運転は

究極のツールとなり得ます．機械を使いこなしながら，

「人間らしい」，「人間しかできない」創造性が必要な活

動が求められる社会への変化が予測されます． 

 

 

 

 

◆情報通信技術の有効活用～リスクと向き合いながら～ 

 急速な情報通信技術の発展に伴い，以下のような課題が

生まれました．情報通信技術を使いこなす人とそうでない

人の間に『差』が生じます．リスクと向き合いながら，い

かに情報通信技術を有効に活用していくかが大切です． 

・ネットワーク世界へ個人情報を開示するリスク 

・情報通信技術システムと人，組織からなる社会システム

とのアンバランスから生じる利用者の意識や制度・風土

との摩擦 

  

◆ゼミ活動での社会貢献 

 『情報通信技術を利活用し，効率的に学生生活を謳歌し

何事にも真剣に全力で当たり，何かを Happy にすること

に努めます．』これが本研究室の理念です．ゼミ生は学生生

活の中で実際にその利活用の方策を探り自分自身も含め

社会を Happy にすることに努めています．具体的な情報

通信技術を利活用し，「学び・遊び・生活」しながら情報社

会での情報通信技術の影響を考え研究を行っています． 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆今後の展開 

 地方創生のもと県内企業の活性化が必要と考えていま

す．学生の就職とも関係する中，中小零細企業での情報通

信技術の利活用と情報リテラシーの必要性が重要視され

てくることから，学生の教育と企業への支援を行っていき

たいと計画しています． 

掲載情報 2016 年 11 月現在 
 

企業の皆様へ 

一言アピール 

企業内での情報リテラシーの状況と，新卒従業員の情報リテラシーの教育

を分析し，学生のインターンシップを用いた情報リテラシーの教育プログ

ラムを考えています． 
 

産学・地域連携機構より 
羽石准教授は，佐賀県高度情報化推進協議会と連携し「シニア層の情報通信技術の利活用方策」

など学生による実証実験による調査研究や NTT タウンページのコラボ企画などを実施してい

ます．興味がある方は気軽にお問合せください． 

 

羽石
HANEISHI

 寛
HIRO

志
S H I

 准教授 

 

「情報通信技術の利活用と人・組織に関する研究」 

写真 

 

NTT タウンページの 

コラボ企画 
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（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

農学部 応用生物科学科 生物資源開発学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 
ポリフェノール，テアデノール，茶，ネギ，薬用植物，組織培養， 

機能性成分 
 

植 物 か ら の 未 知 成 分 の 単 離 と 構 造 解 析 
 

 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

 当研究室では，植物に含まれる有用二次代謝成分の探

索および精製を実施し，それらの化学構造解析をテーマ

に研究しています． 

 

〇薬用植物からの新規成分 

 キキョウ科植物であるサクラダソウの組織培養体（茎

葉や毛状根）を活用して，新規ポリアセチレン類

（lobetyolin 類）を単離しました．現在，キキョウ科植

物のケモタキソノミー（化学分類）の指標成分（試薬）

として，販売されています． 

 

 

 

 

 
写真：毛状根培養の様子      図：lobetyolin 類 

 

〇微生物発酵茶からのテアデノール類の発見 

 単一の微生物（Aspergillus sp.）のみで発酵処理を

行なう新しいタイプの後発酵茶（微生物制御発酵茶と称

される）から，茶カテキン類の新しい代謝成分（テアデ

ノール類）を単離しました．テアデノール類には，糖尿

病の予防や脂肪低

減作用のあるアデ

ィポネクチンの分

泌促進・ガン転移

抑制活性が認めら

れ，新規の抗メタ

ボリックシンドローム成分として注目されています．併

せて，美白効果（チロシナーゼ活性抑制）も発見され，

新しい化粧品素材としての利用も期待されています． 

 

〇ネギ類の未知成分解析 

 ネギ属植物の機能性成分の探索では，本学農学部が誇る

野蒜コレクションを材料に研究しています．このコレクシ

ョンから新規フェルラ酸やカフェー酸のグルコースエス

テル類やケンフェロール配糖体類を発見しました．また，

鱗茎部からはペプチド類を単離し，現在解析中です． 

 

 

 

 

 

 
写真：茎葉培養体      図：新規フェルラ酸配糖体 

 

◆関連する本学プロジェクト研究所 

 ・茶の文化と科学研究所 

 ・すくすく野蒜研究所 

 

◆今後の展開 

 本学が有する世界レベルの遺伝資

源コレクションを積極的に活用し，

健康科学に貢献する未知有用成分の

発見を目指します． 

 

◆特許 

・「ポリフェノール誘導体及びそれの産生方法」 

 特開 2011-84560 

・「ポリフェノール誘導体を含む機能性微生物発酵茶抽出

エキス及びそれを製造する方法」 

 特開 2011-83280 

掲載情報 2016 年 11 月現在 
 

食品・健康科学分野 

関係者へ 

一言アピール 

食品や医薬の可能性がある植物成分の単離と構造解析を行っています． 

 

産学・地域連携機構より 
本学が保有する遺伝資源ライブラリーの活用はもちろん，これから皆様が発見する有用成分を

用いた食品や医薬が創出されるかも知れません．植物成分の構造解析について，興味がある方

は，ご相談ください． 

 

石丸
ISHIMARU

 幹二
K A N J I

 教授 

 

「ネギ類の未知成分解析」 

「微生物発酵茶のカテキン代謝」 

「薬用植物の組織培養と新規成分生産」 

 図：化学構造式       写真：結晶 
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佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

教育学部 
 

 

 

 

 

[キーワード] 学校教育，国語科，国語教育目標論，自伝的記憶，読書，学校図書館 

 

国語・読書・学校図書館から豊かな「ことばの学び」をつくり出す 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

国語を学習するということは，「学校の卒業で終わり」

ではなく，「生涯続いていく」ものです．

そして，この行為（学び）を「好き」，「楽

しい」，「大切」と思える心が生涯学習を

後押しします．そのために，国語教育は

何ができるのでしょうか？ 当研究室

では，「なぜ国語を学ぶのか？」，「国語を

学ぶとはどういうことか？」を問う，国

語教育目標論の研究を行っています． 
 

◆国語学習の記憶の研究 

当研究室は，上記の問いに対して「国語学習の記憶」か

らのアプローチを試みています．大学生や大人を対象に

アンケートを実施し，その結果をもとに学校で学んだこ

との何が残っていくのかを探ろうとしています． 
 

【アンケート例】国語授業の思い出を教えてください？ 
 

【回答例】物語を一文ずつ交代で読む．「だいじょうぶ，だいじ

ょうぶ」という名の物語だったと思う．登場人物の心情を考え

た．…「だいじょうぶだよ」という一言の言葉も，使う場面や人

物の心情によって違う意味が含まれるということを知った… 
 

こうして得られた回答は，国語教育実践の歴史的資料

としてどれも貴重です．たとえば，①その時期の国語科

授業の様相，②記憶に残りやすい教科書教材の特徴，③

今後の国語科授業に向けた課題，などが分かります．回

答を積み重ねれば，時代の教育思想も見えてきます． 

今後も調査を継続するとともに，「国語学習の記憶」の

データベースを作成するなど調査結果を教育現場に還元

する方策を研究していきます． 

 

◆読書教育の研究 

読書することを「友」とする人間の育成をめざして，読

書行為から得られる世界の豊かさを教えていく過程が読 

 

 

書教育です．本嫌い・本離れが多いと言われる現代，読書

する意義を子どもたちに教えていくために，私たちが大切

にすべきことは何でしょうか？ このような問いのもと

に，読書教育のあり方を研究しています． 
 

◆学校図書館利活用教育の研究 

学校図書館は，読書の場，調べものの場，自学自習の場，

そしてコミュニケーションの場として，学校教育のなかで

重要な役割を担っています．しかし，利活用状況は学校に

よって開きがあり，この機能が充分に発揮されていないと

いう実態も見られます． 

子どもたちが通いたくなる学校図書館にするためには

どうすればよいのでしょうか？ 読書教育や探究学習を

より豊かに進めるための，効果的な図書館の使用方法と

は？ これらも重要な研究テーマのひとつです． 
 

◆研究内容をもとに取り組んでいること 

・「ＢＯＯＫマルシェ佐賀※」で開催される「ビブリオバ

トル」（お気に入りの本を紹介し合うゲーム）に出場． 

※毎年秋に佐賀市内で開催される本のイベント  

（主催：「まちづくり機構ユマニテさが」）． 

・学校図書館司書教諭講習会にて講義．科目は「学習指導

と学校図書館」など（本大学で毎年夏に開催）． 

・学校図書館利活用教育の研修会（県内小学校で開催）． 

 

 

 

 

 

 

 
「読書会」に取り組む学生たち     小学校での研修会の様子 

掲載情報 2016 年 1１月現在 

 

学校教育関係者へ 

一言アピール 

国語教育・読書教育・学校図書館利活用教育に関すること，ご相談ください． 

豊かな「ことばの学び」の創出に向けて，知恵を出し合いましょう． 

 

産学・地域連携機構より 

竜田准教授は，毎月一回本学美術館併設カフェ・ソネスで「読書会」を開催しています． 

一冊の本をめぐって複数の人と語り合う試みです．誰でも参加できますので気軽にお越しく

ださい．また，教師を目指す高校生を対象とした佐賀大学高大連携プロジェクト「教師への

とびら」の担当をしています．詳しくはお問い合わせください． 
 

竜田
T A T T A

 徹
TORU

  准教授 

 

「国語学習の記憶を手がかりとした国語教育目標論の研究」 

「読書教育の研究」 

「学校図書館利活用教育の研究」 

著書表紙 
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（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

農学部 応用生物科学科 生物資源開発学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 育種，遺伝子，DNA マーカー，ダイズ，開花期，収量性 

 

新 し い ダ イ ズ 品 種 で 日 本 の 農 業 を 元 気 に ! ! ! 
 

 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

ダイズは「稲，麦，粟，稗，豆」の五穀豊穣のひとつ

として数えられるように，日本人に古くから馴染みの深

い作物です．世界におけるダイズの生産量も，トウモロ

コシ，イネ，ムギについで 4 番目であり，油糧作物とし

て広く利用されています．国内の生産は東北地方 30%，

九州四国地方 20％，北海道 16％と、日本各地で栽培さ

れています．このように緯度が大きく異なる地域での生

産を可能にしている理由の一つに，各地域において最も

優れた性質を示す品種を利用していることが挙げられま

す．現在，農業生物資源ジーンバンクに保存されている

在来品種，育成品種は約 3700 種に達しています．これ

らの品種は古くからの日本のダイズ栽培を支えてきた貴

重な遺伝資源です．当研究室は，遺伝的に多様な品種群

からダイズの農業形質の改良に有効な遺伝子の探索と遺

伝子の機能解析を通じて，よりよい品種の育成に役立つ

知見を得ることを目標に研究を進めています． 

 

◆研究成果 

様々な地域に適応したダイズ品種は，各地域の環境条

件に合わせて開花，結実する性質を備えています．特に

日の長さに対する応答性は品種によって大きく異なり，

九州の日長条件に反応して開花を行う品種を，北海道で

栽培すると開花や成熟が遅れ，正常な種子をつけること

は難しくなります．逆に北海道の品種を日長の短い九州

で栽培すると，播種後，早い段階で開花するために，非

常に低い収量しか得られません．これまでの研究から，

ダイズの日長に対する応答性を制御する多くの遺伝子を

明らかにしてきました．開花期を制御する遺伝子の正体

を明らかにすることで，遺伝子の組み合わせによって，

栽培できる適地が変化することが分かってきました．こ

の結果から，苗の段階において DNA を調べることで， 

 

 

ターゲットとなる地域条件に合致する個体（適切な開花

関連遺伝子の組み合わせを持った個体）を，選抜できる

ようになったのです．これらの成果を踏まえて，「平成２

３－２４年度 科研費，若手研究（Ｂ）準同質遺伝子系

統を用いたダイズ開花期関連遺伝子の発現ネットワーク

の構築」や「平成２５年度－２７年度 科研費，若手研

究（Ｂ）ダイズの開花期を支配する E1 遺伝子の機能解

析」の採択を受けながら，日長応答性を制御する遺伝子

の分子的なメカニズムの解明にも取り組んでいます． 

 

◆今後の展開１ 

現時点ではダイズの育種に，その遺伝資源が持つ遺伝

的な多様性が十分に利用されているとは言えません．生

産性を向上させるために役立つ遺伝子，機能性成分の改

良等に利用できる遺伝子を，ダイズ遺伝資源を利用して

新たに発見していく必要があると考えています． 

 

◆今後の展開２ 

TPP（環太平洋パートナーシップ協定）等による自由

貿易の活発化に向けた世界的な流れの中で，地方の農業

を維持，活性化するためには地域オリジナルの「強みを

持った品種」の育成が不可欠であると考えています．当

研究室では，作物種を問わず，最新の育種技術を利用し

た品種育成の支援や助言等も取り組んでいきます． 

 

 

 

 

 

 

掲載情報 2016 年 11 月現在 
 

育種関係者へ 

一言アピール 

品種育成に携わる企業や研究機関の方で，最新の育種技術を利用した効率

的な品種育成等，育種全般に関連するご相談をお待ちしております． 

 

産学・地域連携機構より 
「地域に最適なダイズ」とは，その地域でしか産業として機能しない品種とも言え，地域ブラ

ンドとして大きなメリットが期待できます．佐賀地域から，高い生産性と多様な機能性を両立

する「ダイズ品種」を開発し，一緒に発信していただける方をお待ちしています． 

 

渡邊
WATANABE

 啓史
SATOSHI

 講師 

 

「ダイズの農業形質に関わる遺伝子の単離と機能解析，育種利用」 

写真 ダイズの持つ遺伝的多様性 

（様々な日本のダイズ品種） 
 

左上：五色豆 

左下：丹波黒 

右上：ツルマメ（ダイズの野生種） 

右下：フクユタカ 
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（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 電気電子工学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] ワイヤレス，情報通信，高周波(RF)回路，アンテナ，電力伝送 

 

ワ イ ヤ レ ス （ w i r e l e s s ） の 時 代 
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

 大学で通信工学を専攻し，企業での研究職を経て，

2011 年に佐賀大学に着任しました．現在は通信工学研

究室において，電波を利用した「情報通信技術」と「電

力伝送技術」の研究に取り組んでいます． 

 

◆情報通信技術 

 電波を利用する情報通信は，回路やアンテナの設計が

通信性能に大きく影響します．本研究室では回路の組み

方，部品や材料を工夫することで，省エネ化，小型化，

低価格化，通信速度の高速化など性能および利便性の向

上を目指しています．本技術の核となるテーマは，「高

周波回路」と「アンテナ」です．高周波回路では，周波

数が高くなるほど回路の部品や基板パターンの影響を受

け設計者が意図しない動作を引き起こす場合があるた

め，使用する周波数に適した部品選びと設計が必要で

す．また，高周波のエネルギーを電波として送受信する

装置であるアンテナも周波数や用途に応じた大きさや形

状などの設計が必要です． 

より機能的で利便性の高い装置開発のため，日々試行

錯誤しています． 

 

◆ワイヤレス電力伝送技術 

通常，電力の供給はコンセントやバッテリーを必要と

しますが本技術の確立により，空間を通して電力を供給

することができるようになります．そして，電力を必要

とする全ての機器をワイヤレスで使用することができる

ようになります．本技術によって，将来は車への電力供

給システム（中距離の電力伝送）も期待できます． 

本研究では，選択型システム（図）を採用することで，

不必要な伝送を抑圧し，伝送効率の向上を図ることを目

指しています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 磁気共鳴型選択的無線電力伝送イメージ 

 

◆電波暗室を用いた試験の実施 

本研究室には，外部からの電磁波の影響を受けず，かつ

外部にも影響を与えないよう電気的に隔離した電波暗室

を設置しています（写真），この部屋は，電磁波が内部で反

射しない構造となっており，高度な無線機器の実験が実施

できます． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 電波暗室の内部 

掲載情報 2016 年 11 月現在 

  

産業界へ 

一言アピール 

情報通信や電力伝送に限らず，高周波加熱などの電波を利用する技術やそ

のための装置など，電波・高周波関係なんでもご相談をお受けします． 

 

産学・地域連携機構より 
ワイヤレスで電力の伝送が可能となれば，宇宙空間からクリーンなエネルギーを無限に供給

することができるようになるかもしれません．さまざまな用途が期待されるワイヤレス技術

に関心がある方は，まず豊田教授へ相談されては如何でしょうか． 

 

豊田
TOYODA

 一彦
ICHIHIKO

 教授 

 

「電波応用技術の研究」 
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佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

農学部 生物環境科学科 生物環境保全学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 
農業農村工学，火力発電所廃棄物，フライアッシュ，クリンカアッシュ，

ジオポリマー，水質浄化 
 

粉 体 廃 棄 物 を 有 効 利 用 し て 資 源 （ 材 料 ） に 活 か す ！ 
 

 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

 ジオポリマーは，近年，ポルトランドセメントの代替

材料としての利用が注目され始めている新しい建設材料

です．特にジオポリマーは，火力発電所から排出される

産業廃棄物であるフライアッシュ（微細石炭灰）をフィ

ラーとして有効利用する点において，「エココンクリー

ト」と称して期待されています．このジオポリマーは，

製造方法において石灰石に依存せず，またその工程では

熱を必要としないため，セメントや石灰と比較して CO2

の排出量が少ないというメリットがあります． 

これまでの研究によって，九州内の石炭火力発電所か

ら排出されるフライアッシュのうち，Ｋ発電所から排出

されるものが材料として強度的に優れていることを明ら

かにしました．このフライアッシュを主要材料として，

佐賀県内の農業用クリーク改修現場の擁壁試験施工を実

施しました．本事例を佐賀県農村振興技術連盟研修会や

農業農村工学会大会講演会等にて紹介した所，多数の実

用化に対する期待が寄せられました．しかし，フライア

ッシュはあくまで産業廃棄物であり，その排出状況は火

力発電所によっては必ずしも定期的ではありません．ま

た，微粒子構造や化学組成の違いによっては強度が得ら

れない場合もあります．当研究室では，これらの課題の

解決を目指し，日々研究を進めています． 

また，フライアッシュと同時に排出されるクリンカア

ッシュ（粗粒石炭灰）についても，その多孔質材料とし

ての特性を活かした水質浄化法に関する研究を開始しま

した．その結果，クリンカアッシュの原粉は泥水の濾過

材料として優れた機能を持ち，また炭化物と比較してほ

ぼ同等の水質浄化能力を有することが推定されました．

こちらも実用化に向けた研究を継続しています． 

 

◆今後の展開１ 

JIS フライアッシュをベースとしたジオポリマーの品質

規定が確立していないことが，実用化への障害となってい

ます．現在，同一の火力発電所において排出ロットが異な

る場合について，JIS フライアッシュの化学組成や物理・

化学的性質の違いがジオポリマー硬化体としての圧縮強

度に及ぼす影響に関する試験を行っています． 

 

◆今後の展開２ 

クリンカアッシュは炭化物と同様の多孔質材料であり，

密度は炭化物より大きく破砕性も少ないため取り扱いが

容易な水質浄化資材であるといえます．今後は，アンモニ

ア態窒素，亜硝酸態窒素，硝酸態窒素およびりん酸態りん，

それぞれの初期濃度（水質レベル）の違いによる水質浄化

能力の変化について検討していきたいと考えています． 

 

◆研究論文など 
・「PFBC および JISフライアッシュを使用したジオポリマー硬化

体の強度特性の比較」農業農村工学会論文集 294 

・「クリンカアッシュと炭化物の基礎的性状および水質浄化機能の

比較」農業農村工学会論文集 299 

 

ジオポリマー擁壁（奥側）    クリンカアッシュの通水効果 

 
掲載情報 2016 年１１月現在 

 

粉体廃棄物の利用を考えて

いる関係者へ 

一言アピール 

建設産業は大規模リサイクル産業でもあります．石炭灰等の粉体廃棄物の

有効利用法に関する研究を行っています． 

 

産学・地域連携機構より 
環境負荷の少ない建設材料や水質浄化資材として，フライアッシュやクリンカアッ

シュのような粉体廃棄物の有効利用を検討されている方は，気軽にご相談ください． 

 

近藤
K O N D O

 文
FUMI

義
YOSHI

 教授 

 

「フライアッシュ（微細石炭灰）の建設材料としての有効利用」 

「クリンカアッシュ（粗粒石炭灰）の水質浄化資材としての有効利用」 
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（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

教育学部 
 

 

 

 

 

[キーワード] 地衣類，大気汚染調査，環境評価，教材植物，地衣成分 

 

世界各地で収集した 16,000 点の地衣類を，教育や産業に活かす 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 
当研究室は地衣類の分類学を専門として，これをベースに

環境保護の問題や地元の植物に関して広く研究しています．

また，世界各地で収集した 16,000 点を超える地衣類標本

より「面白い地衣成分を持つ地衣類」を薬科大学などへ提供

しています． 
 

◆地衣類を対象にした研究 
 地衣類とは，菌類と藻類の共生体で菌と藻の細胞から構成

されるものです．地衣類には，ウメノキゴケなど（写真 1，

2），名前に「コケ」がついているものがありますが，緑色植

物に分類される「コケ」とは異なります．当研究室では，南

極（昭和 63 年第 30 次南極地域観測隊生物医学担当夏隊

員）から熱帯雨林にいたる世界中の地衣類を採集し，「地衣

類の分類」を行い，これをベースとした環境保護に関する研

究を行ってきました．具体的には，地衣類は大気汚染や環境

の変化に影響されやすい種類が多く，最も優れた生物指標と

されていることを利用して大阪府，唐津市などで環境調査を

実施しています． 

 また，地球環境に関する研究や環境悪化を原因と考えられ

る絶滅危惧植物の調査も取り組んでいます．1997 年・

1998 年のエルニーニョ現象により，インドネシアのスマ

トラ島やカリマンタン島で大規模な森林火災が起きました．

地球温暖化防止を目的とした調査に，2001 年から，日本と

インドネシアの合同調査団に 7 年間加わり，東カリマンタ

ン島において計 8 回，自然回復の現地調査に従事，そこで地

衣類を使った環境調査法を考案し，本論文は国際誌に掲載さ

れました． 

 

 

 

 

 

 
 

写真 1 ウメノキゴケ（唐津市虹ノ松原）   写真 2 コアカミゴケ（奥日光） 

 

 

◆佐賀の植生の教材化 
 当研究室では，「佐賀の子どもたちが，身の回りの自然環境

を観察する習慣をつけ，自分たちのふるさとに自信を持つた

めに，身近な植物を取り上げることが重要である」という考

えのもと，郷土佐賀に生育する植物を研究し，それらの教材

化を試みています． 

吉野ヶ里繁栄の時代より面々と続く在来種のカンサイタン

ポポ，シロバナタンポポ，オニバス，シチメンソウ，ナンゴク

アオウキクサなど，対象植物の枠を広げて研究しています． 

 

◆他学部及び他機関との共同研究 
 地衣類の持つ独特の有機化合物を，農学部とテロメラーゼ

阻害，抗がん剤，抗菌剤，抗ウイルス剤への活用を共同研究し

ましたが，結果的には上手く行きませんでした．しかし，今後

もそのような分野への共同研究には興味があります．2013

年には神戸薬科大学と共同研究を実施しました． 

（特許等，固有技術） 

「粒状塩及びその製塩方法」特許第 5754038 号 

（実施可能な企業業種） 

 教育関連企業，環境アセスメント関連企業 

 園芸関連企業，製薬会社 等 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

写真 3 クロボシゴケ（Pyxine subucinerea）佐賀大学附属中学校 

（左）ストロボ光（右）375nm の紫外線で黄色い蛍光を発するクロボシゴケ 

 
掲載情報 2016 年 1１月現在 

 

社会へ 

一言アピール 

地衣類は世界に 18,000 種以上あるといわれています．2013 年には共同研究者

と一緒に地衣類の一種モジゴケの仲間から新規化合物を発見しました．リトマスゴ

ケ（地衣類）で作られるリトマス試験紙だけでなく，地衣成分の可能性は無限です． 
 

産学・地域連携機構より 

宮脇教授は，2012 年本学附属中学校校庭のソメイヨシノにブラックライトを照射し「クロボ

シゴケ」を発見しました（写真３）．県内での採取は 1889 年に多良岳で採取して以来となり，

長らく見逃されていました．蛍光を発する植物は珍しく，教材に取り上げることで，子どもた

ちが理科に興味を持つきっかけになることを期待しています． 
 

宮脇
MIYAWAKI

 博巳
H I R O M I

 教授 

 

「インドネシアなど世界のチャシブゴケの分類学的研究」 

「生物指標地衣類を使った大気汚染調査」  

「佐賀県産教材植物の研究」 
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（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

農学部 生物環境科学科 資源循環生産学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 農業機械，ゴム履帯，画像処理，裸麦，硝子率，共乾施設 

 

農 業 の 生 産 現 場 や 加 工 調 製 に 役 立 つ 技 術 の 開 発 
 

 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

本研究室では，農業工学，特に圃場機械および収穫後

の機械・設備に関わる研究に取り組んでいます．近年，

「重労働・長時間労働の克服」や，「経験と勘の農業か

らの脱却」を目指し，ICT などさまざまな技術を用い

て，理論的で効率的な農業への革新がすすんでいます．

当研究室では農業の生産現場，農産物の加工調製などに

役立つ機械・システムの研究に取り組んでいます． 

 

◆農用ゴム履帯の設計指針 

近年，トラクタにおいて車輪の代わりにゴム履帯を利

用した車輌が多く用いられています．また，小型の建設

機械も同様に多くの機械がゴム履帯を利用しています．

ゴム履帯装置の車体を支える転輪の配置は，車輌の走行

振動に影響を与える大きな要因のひとつとされていま

す．従来の設計では，実際に試験車輌を作成後，その適

否について検討を行っていたため，多大な時間と経費を

必要としていました．この課題について，九州大学の井

上英二教授とともに取り組み，転輪配置の違いによる車

体振動の発生要因を解析し，設計理論の構築を行いまし

た．その結果，本設計手法により，転輪配置の設計段階

に係る実車を用いた試験を極力少なくすることが出来ま

した． 

 

◆画像処理を利用した裸麦の硝子率分析 

国内産の麦は，その品質が価格に反映されます．大麦

の品質評価の 1 つとして，断面を検査員の肉眼で判定す

る硝子率というものがあります．この検査項目は麦のた

んぱく質含有量と密接な関係があるという報告が多数あ

り，製粉では硝子率が低い（＝でんぷん質が多い）もの

が好まれ，麦茶などの用途ではたんぱく質含有量が高い

（＝硝子率が高い）ものが求められます． 

 

 

本研究室では，この分析において切

断されたサンプルの硝子率の判定

に，一般に市販されているイメージ

スキャナを利用した手法について検

討・提案を行いました．現在市販され

ている一部メーカーの検査機器にそ

の技術が用いられています．我々は

さらに，検査時間の短縮，手順の簡略化や目的別の分別

を視野に入れた裸麦の非破壊検査方法の確立についても

検討しています． 

 

◆共同乾燥施設における取り組み 

佐賀県は穀物における共同乾燥施設の利用割合が非常

に高い地域です．一部の施設では穀物の品質向上のため

に常温定湿乾燥システムによる乾燥作業を実施していま

す．佐賀県の麦収穫は梅雨時の 5 月～６月であり，高湿

度の外気がそのパフォーマンスに影響を与えることが問

題となっていました．そこでヤンマー株式会社では新た

な装置の開発を手掛け，当研究室はヤンマー，JA 佐賀お

よび全農の依頼を受け，４者共同での実証試験を行いま

した．その結果，従来と比して性能が向上していること

を証明しました． 

 

◆今後の展開 

本研究室の研究分野では種々の農業機械や施設につい

て，新たな技術の開発・検証や，地域に密着した種々の

問題の解決に取り組むことが求められています．また，

これからの農業に不可欠となる ICT技術の導入もすでに

盛んに行われています．我々もそれらの一端を担うため，

種々の問題に取り組んでいきます． 

掲載情報 2016 年 11 月現在 
 

農業関係者へ 

一言アピール 

農業に関係する機械や技術について，また農業に関わる情報技術等につい

てもご相談ください． 

 

産学・地域連携機構より 
稲葉准教授は，「ゴム履帯」，「裸麦の評価方法」，「共同乾燥装置」など，多様なアプローチをも

って，効率的な農業を実現する研究開発を実施しており，近年は農業における ICT の活用につ

いても研究を進めています．「これからの農業」をお考えの方は，気軽にご相談ください． 

 

稲葉
I N A B A

 繁樹
SH IGEK I

 准教授 

 

「農業用ゴム履帯における走行解析」 

「画像処理を利用した大麦の分析」 

 
大麦断面 
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TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

農学部 応用生物科学科 生物資源開発学講座 

 

 

 

 

[キーワード] ダイズ，脂肪酸，フラボノイド，代謝工学，突然変異，遺伝子，ゲノム 

 

ゲノム情報と突然変異を活用した遺伝子機能の解明と作物の改良 
 

 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

 主にダイズを対象として，種子に含まれる有用成分の

代謝経路の改変についての研究に取り組んでいます．当

研究室は，「ゲノム情報等を利用し標的の遺伝子に突然

変異を生じた個体を選抜する」ことにより，全く新しい

性質を持つ植物を得る技術を持っています．この方法で

育成された植物は，遺伝子組換え作物ではないことか

ら，産業的な利用に直結する極めて有用な素材です． 

 

◆ダイズ油脂成分の改良 

 ダイズ種子には乾燥重量の約 20%程度の油脂が含ま

れています．このダイズ油脂の生産量は，世界で利用さ

れている植物油脂のうち，第 2 位となる約 25%を占め

ています．しかしながら，通常のダイズ油脂は酸化安定

性が低い多価不飽和脂肪酸の含量が高く，長期保存や加

熱の過程で油脂が劣化しやすいという点が問題となって

いました．そこで，当研究室はダイズ種子中で多価不飽

和脂肪酸であるリノール酸およびリノレン酸の合成に関

与する酵素をコードする遺伝子を探索し，オレイン酸か

らリノール酸の合成に関わる 2 個の FAD2 遺伝子とリ

ノール酸からリノレン酸の合成に関わる 3 個の FAD3
遺伝子を同定しました．さらに，これら全ての遺伝子に

それぞれ変異を生じた突然変異体の単離を行い，これら

の突然変異体を交配することで，通常のダイズには

70%程度含まれていた多価不飽和脂肪酸含量を 10%以

下にまで減少させ，その代わりに通常 20%程度のオレ

イン酸含量をオリーブオイル並みの 80%以上にまで増

加させることに成功しました．現在はこの突然変異体を

利用し，九州で栽培可能な高オレイン酸ダイズ品種の育

成を行うとともに，佐賀県内の企業と協力しカナダでの

栽培が可能な高オレイン酸ダイズ品種の育成にも取り組

んでいます． 

 

◆今後の展開 

 当研究室では，オレイン酸だけでなくダイズ種子に含

まれる主要な脂肪酸の含量を制御する遺伝子の突然変異

体を単離していますので，いつでも品種改良に利用が可

能です．また，貯蔵タンパク質やイソフラボン含量，開

花時期，草姿などの形質が変化したダイズ突然変異体の

コレクションも開発・保存しています． 

 

◆実用・応用可能な企業業種 

 ・種苗会社 

 ・食品，製薬，健康食品，化成品などの農産物を原料

として利用する企業 

 

◆特許，固有技術など 

・「ダイズ油脂中のオレイン酸含量を増加させる突然変

異体及びその原因遺伝子」特許第 5665004 号 

・「オレリッチ 50」品種登録第 16459 号 

 

 
図 ゲノム情報を利用した突然変異体の単離法 

掲載情報 2016 年 1１月現在 
 

農業・食品・製薬関係者へ 

一言アピール 

農作物の種々の形質の改良や栄養・機能性成分の強化を目指した代謝工学

的な研究を行っており，世界有数の規模のダイズ突然変異体コレクション

を保存しておりますので，興味のある方は遠慮なくご相談ください． 
 

産学・地域連携機構より 

現在，４万系統以上のダイズの突然変異体の種子と DNA を保存しており，必要に応じて形質

と塩基配列の双方から標的遺伝子の変異体を検索することが可能です．遺伝子組換え技術を用

いることなく，改良することが可能となるため，得られた突然変異体は食用を含む様々な用途

へ利用できます．また，この技術をダイズ以外の作物に利用したい場合もご相談ください． 

 

穴井
A N A I

 豊
TOYO

昭
A K I

 教授 

 

「ダイズ種子中の有用成分の改良に関する研究」 

「効率的な突然変異体作成技術の開発に関する研究」 

「作物の有用遺伝子探索とその活用に関する研究」 
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農学部 生物環境科学科 資源循環生産学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 
根粒菌，菌根菌，微生物，共生，光生物学， LED， 

植物ホルモン 
 

光の色による生物（微生物，植物）の制御は未開拓の分野！ 
 

 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

根粒菌や菌根菌は植物と共生して，栄養分の生産や吸

収の補助など，共生している植物の成長に多大な貢献を

しています．当研究室では，この共生に関連する要因

（植物ホルモンや照射する光の色）について研究してい

ます． 

 

◆光の色による共生菌の制御機構の発見 

マメ科植物は土壌細菌である根粒菌と共生関係を結

び，空気中の窒素を固定し栄養分として利用していま

す．また，80％以上の陸上植物（作物）は菌根菌と共

生関係を結び，菌根菌に根の役割を果たしてもらってい

ます．一般に，これらの共生関係を結ぶ植物は，光合成

で作り出した糖分を微生物へ与えるため，植物を照らす

光の強さが重要だと考えられてきました．確かに，この

考え方は間違いではありません．しかし当研究室は，

「光の強さ」だけではなく，「光の色」が根粒菌や菌根

菌の共生状態に大きく影響することを世界で初めて発見

しました． 

この発見から「光の色」は，根粒菌や菌根菌以外のエ

ンドファイト（共生菌）の共生にも影響を与えている可

能性が高いと推測されます．さらに，多くの細菌（バク

テリア）や真菌（カビの仲間など）は「光の色」を感じ

ることができるセンサーを持っていることがわかってき

ていますので，「光の色」の効果はそれらにも当てはま

ると予想されます．つまり「光の色」の違いによって作

物の生産量や微生物における物質生産量が大きく増減す

る可能性があるのです． 

 

◆今後の展開（希望） 

植物や微生物へ様々な色の光を照射することで，生産さ

れる物質がどのように変化するのかを網羅的に解析した

いと考えています．この研究によって，機能性物質などタ

ーゲットとする物質の生産量を劇的に増加させることを

目指しています．多くのワイナリー（ワイン製造に関わる

事業）は夕陽が当たる土地で営んでいるという話を聞いた

ことがあるのではないでしょうか？これも夕陽（光の色）

がブドウの品質に影響を与えているためだと考えられま

す． 

 

◆中高生の皆さんへ 

光の色によって植物や微生物が制御される時のメカニ

ズムを遺伝子の働きを通して解明してみませんか？ 

今なら世界の第一人者になれますよ！！きっと． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「光の色」が共生関係に及ぼす影響 

 
掲載情報 2016 年 11 月現在 

 

食糧生産に関わる方へ 

一言アピール 

微生物・植物の成長や物質生産は，光の質（色）によって大きな影響を受け

ます．「光の色」気にしたことがありますか？ 

 

産学・地域連携機構より 
光の色をコントロールすることによって，作物の生産量を増加できるという技術は，食糧危機

の解決法のひとつとして考えられ植物工場への利用が期待されます．興味がある方は，ご相談

ください． 

 

鈴木
S U Z U K I

 章
A K I

弘
HIRO

 教授 

 

「光生物学の食糧生産への応用」 

「植物と微生物による共生の農業利用」 

赤	黄	
青	

物質C	物質B	物質A	
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佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

農学部 生物環境科学科 地域社会開発学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 農業経営，技術経営，農業人材育成，ベトナム，東南アジア，農業開発 

 

農業経営者のマネジメントスキルアップにコミットする 
 

 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

 主にベトナムをフィールドとして，東南アジアの国々

の経済発展と農業開発に関する研究を行っています．ド

イモイ以降ベトナムの農業生産力は急速に発展し，同国

の工業化推進の基礎をつくってきました．ベトナムは

TPP への参加にも前向きであり，ますます，わが国から

の投資が増加するなど，アジアの国々のなかで重要な経

済パートナーのひとつになっています．そのような状況

のなか，ベトナムの農業生産力の担い手には，従前の農

家だけでなく，様々な新しいタイプの主体の形成がみら

れます．当研究室は，この今後のベトナム農業を担う主

体について調査研究を進めています．また，これまでの

研究活動で培ってきた経験と人脈を生かして，文部科学

省の SGH 事業に採択された佐賀農業高等学校の生徒さん

らのベトナム現地研修を支援するとともに，平成 28 年

度には JICA 草の根事業による技術協力を同国のアンザン

省で開始する計画です． 

 

◆農業経営管理能力の必要性 

 わが国の農業や食料生産に目を移すと，国産農産物価

格の低迷，担い手の高齢化や若い農業従事者の減少によ

り，困難な状況が続いています．このような状況下，地

元佐賀では活き活きとした持続的な農業の確立に向けて

６次産業化の推進など様々な取組みが進んでいます．そ

の成功には新しい農業技術の開発・応用だけでなく，高

い水準の経営管理能力（マネジメントスキル）が求めら

れます．本学大学院農学研究科では，「農業技術経営管理

士育成講座」（通称「農業版 MOT」）を開講し，高度な経

営管理能力を身につけ，自らの農業経営の成長を実現

し，地域農業のリーダーとなる人材の育成に取り組んで

います．私も微力ながら農業経営学の専門家として本講

座の運営に携わっています．これまでに，本講座の修了 

 

 

生の中から，「話題の新商品開発」，「経営の法人化」，「農・

福連携による障害者支援センター開設」や，韓国の農業系

大学から在外現地指導教授に任命された人など多様な人

材が生まれ，各方面で活躍されています．今後もそうした

意欲ある地域の農業者を応援する活動に力を入れていき

たいと思います． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

写真 農業版MOT（佐賀大マルシェ）の様子 
 

（現役受講生と修了者が中心となって開催し多くの人出で賑わいました） 

掲載情報 2016 年 11 月現在 
 

農業者，教育機関， 

行政・団体関係者へ 

一言アピール 

大学では農業経営学に関する講義や演習を担当しています．また，農業者（社会人）向け特別

の課程「農業版MOT」も開始から７年目を迎えました．佐賀農業のますますの発展を願って，

これからの農業経営を担う幅広い人材の育成に努めていきます． 

 

産学・地域連携機構より 

「これからの農業」には，技術の向上はもちろん，経営的な能力と思考，所謂マネジメント能

力が求められます．これには，経営理念の確立や地域との関わり方の模索，そして人脈形成な

ど，多様な知識と経験が必要となります．本学の「農業版 MOT」を活用して，農業経営を学

び人脈を形成し，佐賀県農業の発展に取り組んでいただける方をお待ちしています． 
 

辻
TSUJI

 一成
KAZUNARI

 准教授 

 

「東南アジア（ベトナム）の経済発展と農業開発に関する研究」 

「農業の経営人材育成に関する研究」 

58



  

佐賀大学研究室訪問記 

2016 
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（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

教育学部 
 

 

 

 

 

[キーワード] 
生物教育，地域性，ムツゴロウ，コオロギ，タイマー，動物生理学， 

神経，微小循環 
 

地 域 に 根 ざ し た 生 物 教 育 を ！ 
 

研究紹介 
 

◆教育活動概要 

 現在，教育学部で教員志望の学生達に生物（動物学）分

野の教育をおこなっています．専門は動物生理学ですが，

生物学の基礎から応用までの講義と同時に様々な動物実

験やフィールド観察についての科目も担当しています．

佐賀県は有明海や玄海，河川やクリークといった多様な

水環境をもつ特徴ある県です．ムツゴロウやワラスボ，

カゼトゲタナゴやヤマノカミなど全国でも珍しい魚類が

たくさん生息しています．もちろんカチガラスなどの鳥

類や，シチメンソウなどの植物まで希少な生物達の宝庫

です．最近では，特に多様な水環境に生息する水生生物

の形態の比較，生態や行動の観察を通じて動物に興味を

持ってもらうよう教育活動を展開しています．縁あって

本学に入学してきた学生には，佐賀を目一杯学習・体験

して卒業していって欲しいと思っています． 

 小・中・高・特別支援など校種を問わず，学校現場にお

ける出前授業や教育センターでの現職教員指導など地域

支援も多種おこなっています．河川や海での水生生物の

採集・調理活動や，魚類や昆虫の観察・解剖実験など身近

な動物への興味から生物学全般の興味へと広がってくれ

ればよいと考えています．生物学の魅力の一つは，多様

性です．その地域の環境に応じて形態や行動を適応させ，

生息できるようになっているはずです．生物の特徴から

逆に地域の特徴を浮き彫りにすることができます．近年

では，佐賀ならではの地域性を活かした活動や教材づく

りに力を入れています． 

 

 

 

 

 

 
 

    出前授業の様子      有明海での野外調査 

 

◆研究略歴 

 動物の行動とその根源である神経活動との繋がりにつ

いて研究しています．その中でも特に感覚器の構造と役割

について興味があります．現在の主研究テーマは，大学院

時代から追求している「タイマー型生体時計機構の解明」

です．これは，ある時点から決まった時間が来たことを知

らせる時計機構のことで，報告例が少なく，このタイプの

生体時計の本質はまだよく分かっていません．これまで

に，コオロギの雄にその機構があることが報告されていま

したがその全容は分かっていませんでした．ご存知のよう

に，雄のコオロギは雌を呼ぶ「呼び鳴き」をします．しか

し，いつも鳴けるわけではなく，交尾を終えると一定期間

鳴けない時間があります．この時間はフタホシコオロギで

はほぼ 60 分ですが，40 分代〜70 分代のものまで個体

差があります．しかし，同一個体で毎回時間が変わるわけ

ではなく，個体毎に極めて一定です．このことから，その

時間を決める砂時計のような機構が体内にあることが知

られていました．これまでに，この機構が最終腹部神経節

内に局在すること，体液を介さない情報伝達系であるこ

と，セロトニン関係物質により時間の長さが修飾されるこ

となどを明らかにしてきましたが，まだまだ謎だらけで

す． 

一方，哺乳類を用いた研究では電気生理学的手法を活か

し，ラットを用いて神経活動と脳血管動態に関する研究を

おこなってきました．これら無脊椎動物と脊椎動物での広

い研究経験を教育活動に活かすよう工夫しています． 

 

◆最後に 

 生物の本質を勉強することは，ヒトという動物（自分自

身）を知ることでもあります．ぜひ本学で科学的な研究活

動を経験し，生物学を追求する楽しさと奥深さを味わい，

教壇に立ってもらいたいと思います． 

掲載情報 2016 年 11 月現在 

 

現職教員へ 

一言アピール 

生物分野でのアクティブラーニングは「実物を観察させることから」である

と考えています．ぜひ身近な生物の多様性から，生き物の面白さを気づかせ

てあげて下さい．学校現場でのお手伝いもできますので，ご相談下さい． 
 

産学・地域連携機構より 
生物学の魅力のひとつは，その多様性にあると嬉准教授は語ります．地域環境と生物は，互い

に影響し合うことから，生物の研究によって地域環境の変遷や，その原因を導くことができる

そうです．生物学の教員を目指す中高生の皆さん，本学で一緒に学んでみませんか． 

 

嬉
URESHI

 正 勝
MASAKATSU

  准教授 

 

「地域性を活かした教材開発」 

「雄コオロギにおけるタイマー型生体時計の解明」 

「ラット脳微小循環の電気生理学的研究」 
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（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

農学部 生命機能科学科 食料科学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 
スフィンゴ脂質，細胞膜，GPR120，味覚受容体，インクレチン， 

メタボリックシンドローム 
 

細胞膜の機能解明を通して様々な生命現象の謎を解く 
 

 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

 私は，これまで細胞膜脂質の一つスフィンゴ脂質の代

謝・制御に関わる酵素群の機能解析を行ってきました．

細胞膜は細胞の内側と外側を隔てる重要な役割を持って

います．しかし，分子レベルでその構造と機能が議論で

きるようになったのは，1972 年に Singer とNicolson

が流動モザイクモデルを提唱してからです．アインシュ

タインが 1905 年に特殊相対性理論を発表したことか

ら考えると，細胞膜の研究の歴史の浅さが良くわかりま

す．興味深いことに，脂質二重層の形成に関わる脂質分

子は，数千に及ぶ多様性があり，何故このように多様な

分子が必要なのかという大きな疑問があります． 

 

◆細胞膜機能制御機構の発見 

ごく近年になり，細胞膜上の脂質は均一に分散してい

るのではなく，その物性の違いから，まだらな分布をし

ていることが解ってきました．これを水に浮かぶ筏に例

えて“脂質ラフト”や“脂質マイクロドメイン”と呼びま

す．この脂質ラフトには，細胞が外界からの情報を細胞

内へ伝えるための受容体や，細胞の接着に関わる分子等，

細胞機能に重要なタンパク質が集積し，プラットフォー

ムを形成していると考えられています．脂質ラフトの形

成に重要な役割を持っているのがスフィンゴ脂質の一

つ，スフィンゴミエリンで，私は，その合成酵素の解析を

通して細胞膜の機能を研究してきました．  

 

 

その結果，細胞膜上でスフィンゴミエリンの代謝と合成が

起こっており，これによって脂質ラフト上に存在するタン

パク質の機能が制御されているという“スフィンゴミエリ

ンの合成・代謝制御による細胞膜機能制御機構”を見出し

ました．つまり，細胞膜は，単に細胞内と細胞外を隔てる

コンパートメントではなく，より積極的に細胞機能に関与

していることが明らかになってきました．さらに，この細

胞膜スフィンゴミエリンの代謝制御は，個体レベルでは，

脂肪肝や２型糖尿病といったメタボリックシンドローム

の発症と深い関わりがあることを明らかにしました． 

 

◆メタボリックシンドロームの改善 

 現在，「スフィンゴ脂質の合成・代謝制御による細胞膜機

能制御機構の解明」と，この脂質ラフト上に存在する「食

品分子受容体の活性制御機構に関する研究」を進めていま

す．受容体は長鎖脂肪酸受容体 GPR120 と甘味受容体 T

1R2/T1R3 複合体です．近年，小腸上皮内分泌細胞は，

食品消化物に含まれる脂肪酸や糖を受容体で感知し，イン

クレチンと呼ばれる消化管ホルモンを分泌することが明

らかになってきました．インクレチンは，食欲の抑制やイ

ンスリンの分泌促進といった生体恒常性の維持に働くと

考えられ，インクレチンの血中での分解を阻害する薬が，

２型糖尿病の改善薬として上市されています．つまり栄養

成分とこれら受容体の相互作用を詳細に解明することで

メタボリックシンドロームの改善に働く食品成分を明ら

かにできると考えています．一方，小腸内分泌細胞に発現

する食品成分受容体の一部は，味蕾に発現している味覚受

容体と同一であり，つまり舌で美味しく感じる物が，小腸

内分泌細胞でもセンシングされている可能性が高いと考

えられます．  

掲載情報 2016 年 11 月現在 
 

食品機能の解明を目指す 

学生へ一言アピール 

基礎研究を通して新しいことが解れば，食品機能の解明に大きなブレーク

スルーをもたらします．目先の応用に惑わされずに，生命の本質に迫るよう

な研究に情熱を燃やしましょう． 
 

産学・地域連携機構より 
光武准教授は，味覚の受容体も含め活性制御機構に関する研究も進めています．最終的には，

細胞膜の機能制御を介した，まったく新しい食品機能概念の創出を目指しています． 

興味がある方は気軽にお問合せください． 

 

光武
MITSUTAKE

 進
SUSUMU

 准教授 

 

「スフィンゴ脂質の合成・代謝制御による細胞膜機能制御機構の

解明」 

「食品分子受容体の活性制御機構に関する研究」 

細胞膜の構造と脂質ラフト

受容体

スフィンゴミエリン

脂質ラフト
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（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 機械システム工学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] 
伝熱工学，二相流，冷凍空調工学，ヒートポンプ，低 GWP 冷媒，熱物性，

再生可能エネルギー 
 

地 球 温 暖 化 防 止 技 術 の 研 究 開 発 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 
 エネルギーや冷凍空調分野の省エネ技術や地球温暖化防

止技術の進歩に貢献するため，低 GWP 冷媒の活用，熱エ

ネルギー伝達技術の高性能化，再生可能エネルギーの有効

利用などのさまざまな研究に取り組んでいます． 

 

◆低 GWP 冷媒の熱物性測定 
冷凍・空調技術は食料の確保や快適な生活空間，また医

療などの最先端技術での利用など，人類の生活に欠かせな

いものです．しかし，現在冷凍空調機で使用されている冷

媒は地球温暖化の影響を表す GWP の値が高い冷媒が使用

されており，世界的な協定による規制により近い将来使用

できなくなります．本研究では，低 GWP 新冷媒の実用化

に必要な輸送性質の測定とデータベース化を国際的に連携

しながら行っており，地球温暖化防止に貢献しています．  

 

 
写真１ 熱伝導率測定装置と粘度測定装置 

 

◆微細で複雑流路を有する熱交換器の沸騰・凝縮熱伝達 
現在低 GWP 冷媒の開発が進められていますが，性能低下

や可燃性などの課題があります．それを解決するためには，

性能低下を補う伝熱促進技術の開発と機器に充填される冷

媒量の削減が必要です．本研究では，流路の微細化による冷

媒充填量の削減，複雑流路の採用による伝熱性能の改善を目

的に研究を進めています．具体的には，細径溝付銅管の伝熱

促進，微細流路を有する扁平多孔管やプレート式熱交換器の

高性能化で，伝熱特性の把握や新しい伝熱促進技術の開発を

行っています． 

 

 

   
写真２ 扁平多孔管とプレート式熱交換器の実験装置 

 

◆地中熱利用ヒートポンプ 
地中熱は再生可能エネルギーの一つであり，地表から

100m 程度までの深さの地中を利用して空調機の省エネを

行う技術です．本研究では，地中に設置する熱交換器や地上

に設置するヒートポンプシステムの低コスト化と高性能化を

目的に研究を進めています． 

 

 
図１ 水平横置スリンキー型地中熱交換器周りの温度分布 

 

◆除霜運転時における蒸発器内の冷媒流動 
蒸発器に霜が付くと性能が低下するため，除霜運転を行い

ます．その基本特性を理解して性能を改善するために，除霜

運転時の蒸発器内の冷媒挙動に関する研究を行っています． 

 

◆ループヒートパイプ（LHP）の伝熱特性 
電子機器などの冷却に使用される LHP の蒸発器のウィッ

ク構造や流路形状などの改良による，冷却性能の高性能化を

研究しています． 

掲載情報 2016 年 12 月現在 

  

産業界や地域の皆様へ 

一言アピール 

熱が関係する問題は，エネルギー分野や冷凍空調分野だけでなく，生産プロ

セスや装置の安定運転・安全確保，医療分野など，さまざまな分野で発生し

ていると思います．皆様のご相談をお待ちしています． 
 

産学・地域連携機構より 

宮良研究室では，「プレート式熱交換器の沸騰・凝縮熱伝達特性」，「低 GWP 次世代冷媒の輸

送性質測定」，「地中熱ヒートポンプシステムに関する研究」など，省エネルギー化技術や地球

温暖化防止技術に関する研究開発を進めています．詳細は，宮良・仮屋研究室 HP をご覧くだ

さい．（http://www.me.saga-u.ac.jp/heat/miyara_lab/studies.html） 
 

宮良
M I Y A R A

 明男
A K I O

 教授 

 

「低 GWP 次世代冷媒の輸送性質測定」 

「微細で複雑な流路を有する熱交換器の沸騰・凝縮熱伝達特性」 

「地中熱利用ヒートポンプ」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 知能情報システム学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] 深層学習，IoT，生体情報，ヘルスケア，農工連携 

 

ス マ ー ト 社 会 を 支 え る 情 報 技 術 
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

 ヒトに代表される生物は，現在の工学技術ではまだ実

現が困難なほど巧みで高度な情報処理・制御能力を備え

ています．また我々が生活する空間は，驚くほどに複雑

で莫大な現象や情報に溢れています．本研究室では，こ

のような実世界（フィジカル空間）と，コンピュータが

創造した仮想世界（サイバー空間）とをシームレスに結

びつける情報工学システム（サイバーフィジカルシステ

ム）について研究を行っています． 

 特に，センサやネットワークの技術を利用した生体情

報の計測・解析・可視化や，ニューラルネットを利用し

た適応型の情報処理技術を研究の中心に据え，安心・安

全でスマートな社会の実現に向け，具体的には，以下の

ような研究課題に取り組んでいます． 

 

◆福祉分野 - 人工知能で動く筋電義手 - 

 上肢を切断した人が使用する筋電義手の開発を行って

います．筋電義手は，筋肉が発生する微弱な筋電位信号

から，使用者が意図した動きを推定して動作します．本

研究の最大の特徴は，この義手に「視覚センサ」と「人

工知能」を導入することです．開発した義手は，対象物

がどのような物かを認識し，最適な動作を実現します． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１ 最適な動作を実現する節電義手 

 

◆農業分野 - 美味しい肉を判定 - 

 現在，世界中で農業と ICT の連携が進められており，こ

の分野において本研究室は，スマート酪農・畜産の研究を

進めています．我々日本人は，しもふり（脂肪交雑）の肉

を好んで食べますが，この肉質は，通常屠殺後にしか分か

りません．我々は，超音波エコーを利用して脂肪交雑を推

定する技術の開発などに取り組んでいます． 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図２ 超音波エコーを用いて脂肪交雑を推定 

 

◆ヘルスケア分野 - あなたの健康を「見える化」- 

 人間は各々，顔が違うように，筋肉・脂肪・骨のプロ

ポーションも年齢や運動習慣などで異なります．本研究

室では九州大学と共同で，これらを測定するオリジナル

の装置を開発し，そのバランスを「見える化」する研究

に取り組んでいます． 

 

 

 

 

 

 

 
 

図３ 健康の「見える化」 

掲載情報 2016 年 1２月現在 

  

地域・企業の皆様へ 

一言アピール 

情報工学分野だけに捉われない幅広い領域で，基礎研究から応用研究まで，

奥行きのある教育・研究活動を実施したいと考えております．地域社会のお

役に立てるよう努力する所存です． 
 

産学・地域連携機構より 
福田教授が取り組む「情報技術」の応用は，まさに無限の可能性を有する概念と言えます．イ

ノベーションは単なる技術革新ではありません．この概念の先にある，新たな「しくみ」の創

造を一緒に目指してみませんか． 

 

福田
FUKUDA

 修
OSAMU

 教授 

 

「サイバーフィジカルシステム」 

「生体情報の計測・解析・可視化」 

「ニューラルネットなどを応用した適応型の情報処理」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 電気電子工学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] 
農産物，プラズマ殺菌，品質保持，放電プラズマ焼結，セラミックス， 

有田焼，磁器の高機能化 
 

プラズマ殺菌技術の活用 - 農 産 物 の 品 質 保 持 ・ 長 寿 化 の 実 現 - 
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

 本研究室では，「種子や粉末状の食品材料」，「かんき

つ類」などの農産物に対して有効なプラズマ殺菌消毒技

術と処理装置を開発しました． 

 「プラズマ」とは，個体・液体・気体に次ぐ「第４の

状態」と言われ，気体中の原子や分子が，イオンと電子

に分かれた状態を指します．これらの粒子が，室温に比

べて非常に大きなエネルギーを持つため，物理的，化学

的な作用が大きく，アーク溶接の様な溶接工程，半導体

素子の製造，蛍光灯の様な光源など，様々な用途で利用

されています． 

これらのプラズマ応用技術の一つとして，様々な物体

の表面にいる菌・カビ類を殺すプラズマ滅菌技術があり

ます．大きなエネルギーを持つ粒子を利用して，菌・カ

ビ類を殺し，医療器具などの滅菌に応用する技術です． 

 従来のプラズマ技術は，低い電圧でプラズマを発生す

る低気圧環境での利用が主流で，プラズマの形状にも制

限がありました．このため，利用対象が限られてしま

い，複雑な立体形状や様々なサイズを持つ農産物に利用

することは困難でした． 

 そこで本研究室では，大気圧環境下において，任意の

立体形状でプラズマを生成できる技術を開発し，様々な

農産物に対応できるプラズマ殺菌システムの研究に取り

組んでいます．本技術は，既存の殺菌方法に比べ，以下

の点で優位な特長を持っています． 

①蒸気殺菌などに比べて低温での処理が可能 

 ②薬品の残存が無く，風味や栄養素の劣化が少ない 

 ③細菌の薬剤耐性の発生が無い 

 ④乾燥環境下での殺菌処理が可能 

例えば，種子に付着している細菌をプラズマ殺菌するこ

とで，発芽時の病気の発生を抑え，生産性を向上させる

ことが可能です．また，収穫後のかんきつ類などの農産

物に，プラズマを照射して，カビの胞子を不活化し，貯 

 

 

蔵，輸送中のカビの発生を抑えることができます．粒子

状，顆粒状の食品材料表面に付着する細菌，カビ類に対

しても，効果が期待できます． 

 

◆特許等，固有技術 
プラズマ殺菌装置，特願 2015-109132，PCT/JP2016/65824 

プラズマ生成装置，特願 2013-543061，PCT/JP2012/079297 

 

◆実施可能な企業業種 

・農産物の選果，輸送・貯蔵などを取り扱う企業 

・プラスチック材料などの表面洗浄・表面改質を必要と

している企業 

 

 

 

 

イメージ  

掲載情報 2016 年 12 月現在 

  

企業の皆様へ 

一言アピール 

プラズマ殺菌技術を利用することで，熱ダメージや薬剤残留を軽減した殺

菌が実現でき，品質保持や製品の長寿命化に貢献できると期待しています．

特に濡らしてはいけない製品に関して，メリットが大きいと考えています． 
 

産学・地域連携機構より 
三沢助教が研究を進める大気圧プラズマは，殺菌技術以外も，プラスチック材料表面の改質に

よる親水性，疎水性のコントロールや，プラズマ洗浄による製品表面の洗浄など，様々な効果

があり，工業的な応用の幅が広い技術です．ご興味がある方は，気軽にお問合せください． 

 

三沢
MISAWA

 達也
TATSUYA

 助教 

 

「農産物に対する大気圧プラズマ殺菌技術の開発」 

「放電プラズマ焼結（パルス通電焼結）の焼結メカニズムの解明」 

「電磁気的効果を取り入れた有田焼磁器の高機能化」 

イメージ：プラズマ処理の効果 

イメージ：腐敗による品質低下 

プラズマ殺菌処理の様子 

「市場病害ハンドブック」より 

腐敗 

新鮮 
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佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 都市工学専攻 

  

 

 

 

[キーワード] 構造物，コンクリート，鋼，品質管理，維持管理，点検，診断 

 

イ ン フ ラ ・ ラ イ フ サ イ ク ル コ ス ト 削 減 へ の 新 提 案 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 
本研究室では，インフラ構造物の新素材および施工に係る製造

装置・品質管理用装置や構造物の維持管理装置・方法について研

究開発を行っています．開発した装置，方法の特許出願件数は

34 件を数え，うち外国出願も 4 件あります．数種類の装置は市

販されており，またオリジナルの計測方法は全国の現場で活用さ

れています．ここではその一部についてご紹介します． 

 

◆新素材 
〇超高強度コンクリート 

普通ポルトランドセメント，シリカフォーム，鉄粉などを使用

し，圧縮強度 362N/mm2の超高強度コンクリートの製造に成

功しました．未公認ですが日本最高強度クラスのコンクリートと

考えられています． 

〇超軽量モルタル 

発泡ポリスチレンビーズなどを使用した水に浮くモルタルは，

以前より提案されていましたが，強度が低いという問題がありま

した．当研究室で開発した超軽量モルタルは，微小中空材料を多

量に混合したモルタルで，密度 0.90g/cm３と水に浮き，さらに

圧縮強度 25.6N/mm2と実用的な強度が得られました． 

〇軽量高強度コンクリート 

微小中空材料を混和したモルタルは，水に浮く超軽量タイプだ

けではなく，軽量でかつ高強度タイプのモルタルも可能となりま

す．特殊な製法により中空ガラスを体積で 47%混和することに

より，密度 1.33g/cm3で，圧縮強度 94.6N/mm2という軽量

高強度モルタルを開発しました．この比強度（圧縮強度÷密度）

の 71.1MPa/g/cm3は，モルタルの比強度の世界最高記録と思

われます． 

 

◆維持管理装置・方法 
〇棒形スキャナ（右下写真） 

コンクリート構造物に穿孔した小径孔（約 25mm）に挿入し

回転させるだけで孔壁面の展開画像が取得できる装置です．高精

細なデジタル画像より，構造物内部のひび割れ，中性化深さなど

の劣化状況を観察，計

測でき，各種診断に利

用できます． 

 

 

右写真は，孔内にフェノール

フタレイン溶液を噴霧すること

により，中性化深さ，ひび割れ

幅・深さ，アルカリ骨材反応に

よるゲルの発生を，一枚のデジ

タルカラー展開画像より観察・

計測した事例です． 

 

〇ケーブル外観検査ロボット 

斜張橋ケーブル保護管の外観を検査する装置として，ケーブル

をガイドに自動で昇降するカメラを搭載したロボットと，ロボッ

ト本体を無線により遠隔操作するコント

ロールボックスを開発しました．本装置は

東名足柄橋の 80 本のケーブルの外観検

査に用いられました（右写真）． 

ロボット本体は一辺が 566mm の立方

体の形状で，質量は 32kg と小型軽量の

装置としました．これは橋面上の狭隘な場

所でも 2 人で運搬・設置ができるもので，

車線規制等の交通規制無しで検査が可能

です．撮影した画像を用いて，画像解析に

よりケーブル保護管表面の損傷の形状，寸

法を計測することができます． 

 

〇ラインセンサタイプ全視野ひずみ計測装置およびスリット応

力解放法 

照明やレンズ収差の調整が不要なラインセンサを用いて構造

物の表面のひずみ分布を撮影した表面画像から画像処理により

計測する全視野ひずみ計測装置です．ひずみ計測精度は，スト

レインゲージとほぼ同等であり，撮影した画像内ならば任意の

点の全方向のひずみが解析できます．また，ＰＣ構造物にスリ

ットを切削し，応力解放した際のひずみを同装置により計測

し，計測値を元に応力解放を再現したＦＥＭ解析を行う事で

作用応力を算出するという「スリット応力解放法」を開発しま

した。現場での使用実績は100箇所以上を超えています． 

掲載情報 2016 年 12 月現在 

  

 

産学・地域連携機構より 

伊藤教授が開発したスリット応力解放法は，

国・自治体が進める橋梁を中心とした道路ネ

ットワークの安全性の確保に貢献でき，予防

保全に基づくインフラのライフサイクルコス

トの縮減に寄与することから社会的意義が高

いとの評価を受け，国土交通大臣より第 18

回国土技術開発賞 創意開発技術賞が授与さ

れました． 

 

伊藤
I T O

 幸広
YUKIHIRO

 教授 

 

「インフラ構造物の新素材および施工に係る製造装置・品質管理用装置の開発」 

「インフラ構造物の維持管理装置・方法の開発」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

農学部 附属アグリ創生教育研究センター 

 

 

 

 

[キーワード] 育種，遺伝子，病害抵抗性，生殖隔離，種間交雑，メロン，糸状菌 

 

生殖メカニズムを解明して新たな種間雑種品種を開発する！！ 
 

 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

新しい品種の開発には，病害抵抗性や機能性など育種

目標となる形質を持つ親系統（遺伝資源）が必要です．

これまで多くの作物において国内外の遺伝資源が利用さ

れ，病害抵抗性や栽培特性など様々な形質を有する品種

が開発されてきました．目標とする形質を持つ遺伝資源

が同種植物に無い場合は，異種植物にその形質を探すこ

とになります．この種が異なる植物同士の交雑において

は，多くの場合花粉管の伸長や胚発達が途中で停止する

生殖隔離が見られ，雑種個体を得ることが困難です． 

当研究室では，この生殖隔離のメカニズムや克服方法

を解明することで，新たな種間雑種品種を作出すること

を目指しています． 

 

◆メロンの深刻な病害「メロンつる割病」 

ウリ科主要作物のひとつであるメロンの代表的な病害

に「つる割病」が挙げられます．本病は株全体が枯死す

るなどの深刻な被害となり，農薬でも完全な防除が困難

であるため抵抗性育種による対策が求められています．

メロンつる割病菌は４種類（０，１，２，1,2）のレー

ス（種類）が存在し，このうちレース０，１，２はメロ

ン在来種の中に抵抗性遺伝子が見つかっており，通常の

育種により抵抗性品種が開発されています．しかしなが

ら，レース 1,2 については世界各国で抵抗性を持つ系統

の探索が行われましたが，未だ完全な抵抗性を持つメロ

ン系統は見つかっていません． 

 

 

 

 

 

様々なメロン遺伝資源  伸長停止した花粉管 

 

◆新たなメロンつる割病レース 1,2 抵抗性遺伝資源 

 当研究室ではメロン在来種の中に見られなかったレー

ス 1,2 抵抗性について，異種の植物も含め調査を行った結

果，メロン近縁種の中に抵抗性を見出しました．しかしな

がら，この植物はメロンとは異なる種であるため交雑を行

っても生殖隔離により雑種を得ることができません．そこ

で，この生殖隔離を克服する方法について研究を進め，メ

ロン在来種と近縁種との生殖隔離を緩和する遺伝子 piaの

存在を見出しました． pia 遺伝子を有する近縁野生種とメ

ロン在来種を交雑した場合，花粉管の伸長が停止すること

なく受精が可能になります．この遺伝子を利用すること

で，受精時における生殖隔離の克服が可能になり，残る課

題は受精後の生殖隔離（胚発達の停止）です．この解決は

胚培養などの従来のバイオ技術に，胚加温などによる細胞

分裂の促進などを加えることで一定の効果が見られます． 

 

◆生殖隔離関連遺伝子の解析 

 生殖隔離そのもののメカニズムを解明するため，生殖隔

離の緩和遺伝子や原因となる遺伝子について次世代シー

ケンサーによるゲノム解析を行い遺伝子の単離に向けた

研究を進めています．生殖隔離原因遺伝子はメロンを材料

とした研究が困難なため，モデル植物としてアサガオを用

いています． 

 

◆今後の展開 

 メロンと近縁種との種間雑種の作出による病害抵抗性

品種の開発や，関連遺伝子の解明による生殖隔離メカニズ

ムの解明，また，これらを応用し様々な植物種における生

殖隔離克服による種間雑種の作出を目指していきます． 

掲載情報 2016 年 12 月現在 
 

育種関係者へ 

一言アピール 

遠縁交雑育種のほか，メロンやイチゴなどをはじめとする野菜類の品種開

発に関して協力できることがございましたら，お気軽にご相談ください．生

産現場での実用品種開発や普及指導経験も有しています． 
 

産学・地域連携機構より 

地域創生の大きなキーワードとして「産学官」連携が挙げられます．松本講師は，茨城県庁で

10 年間普及指導員，公設試研究員，農業大学校教員として勤務し，イチゴの新品種開発や農

家への普及指導，担い手の育成など様々な業務を担当してきました．これまで取り組んできた

様々な産学官連携の経験を生かし，地域農業に貢献することを目指しています． 
 

松 本
MATSUMOTO

 雄一
Y U I C H I

 講師 

 

「植物の遠縁交雑における交雑不親和性原因遺伝子の解析」 

「未利用遺伝資源との種間雑種品種の開発」 

「ウリ類病害抵抗性 DNA マーカーの開発と育種利用」 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

農学部 応用生物科学科 生物資源制御学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 
行動生態学，保育行動，カメムシ類，行動変異，生物統計学， 

農地環境，保全生態学 
 

動物行動の解析 - なぜカメムシが子を育てるのか？ - 
 

 
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

当研究室では，伝統的日本農業が育んできた身近な生き

物が，生活史の各場面で繰り広げる様々な行動について

「生き物自身のどんな役に立っているのか？」と「どの

ように進化してきたか？」という疑問を解決すべく，研

究と教育を行っています．それら生き物たちは，身近な

存在とはいえ，未だ多くの謎を持つため，その解明には

高い学問的価値があります．当研究室は，押し寄せる輸

入農産物による圧力の中で，唯一許される日本農業の付

加価値は，「身近な生き物たちを生息させる環境を提供し

ている」ことであると考えています．この認識を「常に」・

「強く」持ち，学内外に対してアピールしています． 

 

◆子育てをするカメムシとヨシノボリ 

世界には５万種類以上のカメムシがいますが，その中で

も日本には給餌などの熱心な子育てを行う５種のツチカ

メムシがいます．その５種類とは，①ベニツチカメムシ，

②シロヘリツチカメムシ，③ミツボシツチカメムシ，④

フタボシツチカメムシ，⑤マダラツチカメムシ，であり，

当研究室は全種を飼育し，研究しています．これらの雌

親は卵や幼虫を保護したり，幼虫に餌として栄養卵を与

えたり，果実や種子を巣に運んで幼虫に食べさせます． 

一方，魚類にも子育てをする種がいます．トウヨシノボ

リは，比較的流れの緩やかな渓流や湖に生息するハゼ科

の魚で，その雄が子育てを行います．雄の成魚は水底の

石の下に巣を作り，雌に産卵させた後，卵塊を孵化まで

保育します．研究室では，佐賀平野に生息する淡水魚の

中で，トウヨシノボリなどの子育てをする種を飼育し，

魚の子育て行動を分析しています． 

 

◆個性を持つ魚達  

動物集団の中の個体が持つ生得的な行動変異にも注目

し，実験的な研究を進めています．最近，野生動物でも，

人間と同じように臆病さや大胆さなどの性格の違いがあ

ることが分かってきました．淡水魚のモツゴやグッピーを

利用し，このような性格の違いと脳内ホルモンの関係，体

色の派手さとの関係を調べています．これらの基礎情報

は，野生動物の保全方法や，有用動物の飼育・養殖方法の

効率性に寄与するものと期待しています． 

 

◆行動データの統計的解析法 

メダカやカダヤシ，モンシロチョウなど様々な動物の行

動データを使って，状況に合わせた適切な解析を行うこと

のできる統計解析法の開発も進めています． 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真：ベニツチカメムシ  写真：ベニツチカメムシの子育て 

 

 

 

 

 

 
 

 

写真：トウヨシノボリ雄 
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環境行政関係者へ 

一言アピール 

これまで環境アセス事業ヘの評価，環境政策ヘのアドバイス，市民への環境

教育などに協力しています． 

 

産学・地域連携機構より 
皆さんの周りでも，身近であるが故に，失ってしまった大切な「モノやコト」がありませんか？

一見，ただ生息しているだけに見える小さな生き物たちにも，地域の環境に影響を与え，自ら

も変化してきた歴史があります．本研究に興味がある方は，お問合せください． 

 

野間口
N O M A K U C H I

 眞
SHIN

太郎
T A R O

 教授 

 

「子の世話の進化などを研究する行動生態学」 

「農業によって育まれてきた身近な生き物達の保全生態学」 

「行動データの統計的解析法の開発」 
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佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

農学部 応用生物科学科 生物資源開発学講座 

 

 

 

 

[キーワード] ラン科，菌根菌，菌従属栄養植物，自生地播種，絶滅危惧種の保全 

 

多 様 化 し た ラ ン の 不 思 議 に 迫 る ！ 
 

 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

 本研究室では，主としてラン科

植物にスポットをあて，植物をと

りまく様々な不思議や絶滅危惧植

物の保全をテーマに研究を行って

います．ラン科植物は 25,000

種を含むといわれ，地球上でいま

最も多様化を遂げている植物群の

１つで, 植物の不思議な進化や生

態を解明するのにぴったりの研究

材料です． 

 

◆共生菌の不思議 

 すべてのラン科植物は，カビや

キノコの仲間と共生しなければ生

活環を完結することができませ

ん．共生菌（菌根菌）はランを理

解する上で欠かせない存在です

が，その多くは未だ菌の種類すら

わかっていません． 

本研究室では，DNA を分析する

手法を用いて，日本に自生する野生ランと共生菌の関係

を調査しています． 

 

◆光合成をやめた不思議な植物の進化 

 植物は光合成によって二酸化炭素と水から糖を合成

し，栄養としています．しかし，植物の中には葉がなく

なり，光合成をやめて菌根菌に糖の供給を頼るようにな

った種類があります．このような植物は菌従属栄養植物

とよばれています． 

 

 

本研究室では，光合成をやめてしま

った不思議なランの菌根菌を調べ，

その進化の謎を解明しています． 

 

◆種子の不思議 

 ランの種子はとても小さく，多く

は長さ 1mm 程度しかありません．

このように小さな種子が野外でい

つ，どこで，どのように発芽している

のか？ほとんどの種類で解明されて

いません．本研究室では，特別な方法

で野外に種子をまき，発芽生態を解

明しています． 

 

◆ランが危ない 

 日本には 300種類以上のランが生育し

ていますが，そのうち 200 種類あまりが

絶滅の危機に瀕しています．花が美しく高

い商品価値があるために採集されてしま

うこと，また，開発に伴う生育地の環境破

壊などがその原因です． 

本研究室では全国各地で様々な野生ラ

ンの保全活動を行っています． 

 

 

 

掲載情報 2016 年 12 月現在 
 

中高生の皆さんへ 

一言アピール 

自然や植物が好きな人，フィールドワークが好きな人，とにかく面白い研究

がやりたい人，一緒に研究をしてみませんか？ 

 

産学・地域連携機構より 
美しく花を咲かせるラン科の植物が，私たちの肉眼では見ることもできない微生物と共存しな

くては，生育できないことをご存じでしょうか？ラン科の植物と共生菌の科学的解明はこれか

らです．植物に興味があり，積極的な活動を好む皆さんをお待ちしています． 

 

辻田
TSUJITA

 有紀
Y U K I

 准教授 

 

「世界最大の菌従属栄養植物タカツルランの菌根菌相解明」 

「ランの自生地播種法の開発と発芽時の共生菌相解明」 

「シカに食い尽くされる前に照葉樹林のランを守れ」 

 
 里山を彩るキンラン 

マヤラン（進化の過程で

光合成をやめ，葉がなく

なってしまった） 

 
ランの種子 

屋久島では増えすぎたシカ

の食害によってランが激減

しているため，防除柵を設

置してランを守る活動をし

ています． 
 

 
根の細胞内にある菌根菌

の菌糸 
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佐賀大学研究室訪問記 

2016 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

農学部 生物環境科学科 資源循環生産学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 和食，発酵食品，麴，酵母，セラミド，腸内細菌 

 

和 食 ・ 麴 の 力 を 健 康 に ！ 
 

 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

日本人の平均寿命が世界トップレベルであることに表

されるように，日本の食事，和食にはさまざまな健康効

果があると期待されています．しかしながら，和食のど

の要素が健康に良いのかについてはまだ充分な知見がな

く，これから多くの研究が必要です． 

 和食の特徴は，味噌，醤油，日本酒，甘酒，お酢，黒

酢，酒粕，焼酎粕など，発酵食品を多く含むことです．

これらの発酵食品には麴（こうじ，糀）が必ず含まれて

います．麴とは米に非病原性のカビ（Aspergillus）を

生やしたものです．麴の役割はこれまで米や大豆に含ま

れるでんぷんの糖化作用と考えられてきましたが，近年

高い健康機能性があることが続々と発見されています．

麴は日本独自の素晴らしい素材です．当研究室では，麴

の健康機能性を解明することは，和食の健康機能性を明

らかにすることであると考えています． 

 

◆麴グリコシルセラミドの腸内細菌改善効果 

 麴に独自構造のグリコシルセラミドがあることを発見

しました．グリコシルセラミドには，肌に塗ることで保

湿改善効果があることが知られています．さらに食べて

も肌の保湿改善効果や，「大腸がん」，「頭・首の扁平上

皮癌」，「大腸炎」に対する抑制効果があることが報告さ

れています．そこで我々は麴グリコシルセラミドにおけ

る独自の健康効果について研究を始めました．その結

果，麴グリコシルセラミドには腸内細菌の改善効果があ

り，特に近年善玉菌として注目を集めている Blautia 
coccoides を有意に増やすことを統計的に明らかにし

ました． 

この研究結果から，和食の健康効果は，麴グリコシル

セラミドの腸内細菌改善によりもたらされていると考え

られます． 

 

◆メタボ改善効果 

さらに，麴グリコシルセラミドの腸内分解物であるスフ

ィンゴイド塩基が腸管で吸収されること，およびこのスフ

ィンゴイド塩基がメタボリックシンドローム改善効果の

ある肝臓の転写因子 PPARγを活性化する効果があるこ

とを見出しました．当研究室では，日本人が欧米人に比べ

相対的に生活習慣病が少ない理由のひとつとして，和食の

効果があると考え，さらに研究を進めています． 

 

◆日本人の誇り「麴」 

 麴は日本人が約 800 年以上，世代を超えて受け継いで

きた独自の素材であり，その健康効果の解明は和食の健康

効果を明らかにすることでもあります．麴の普及によっ

て，生活習慣病を減らし，世界での和食の売り上げを増加

させることにつながると期待されます．さらに，麴と言う

食用カビを永年受け継いできた事実は，我々の祖先が 10

00 年を超えて永続的な文明を護持してきたことの裏付け

でもあり，日本人の誇りを再認識することでもあると考え

ています． 

 

 

掲載情報 2016 年 12 月現在 
 

機能性食品関係者へ 

一言アピール 

現在，乳酸菌の健康食品市場は 5000 億円を超えると言われています．今

後，研究が進むことで日本オリジナルの発酵素材である麴の健康食品市場

が成長すると考えています． 
 

産学・地域連携機構より 
我々日本人の生活で何気なく食する和食には，多くの発酵食品が使われています．その発酵に

寄与する麴には，これまで見過ごされていた多様な健康機能性が存在し，その科学的解明によ

って麴を用いた市場の活性化に期待が高まります． 

 

北垣
KITAGAKI

 浩志
HIROSHI

 教授 

 

「麴や酵母などを使う発酵食品の機能性を明らかにし，高める研

究」 
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佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

学校教育学研究科（教職大学院） 
 

 

 

 

 

[キーワード] 
特別支援教育，発達障害，通常学級，授業改善，通級指導教室，専門性， 

特別支援教育担当教員養成・研修 
 

特別支援教育は「子どものニーズに応えるスペシャルな教育」です！ 
 

研究紹介 
 

◆研究概要 
特別支援教育とは，通常学級の子どもも含めた「全ての

子ども」を対象として，「一人一人の教育的ニーズを把握

し，学習面や生活面での問題を解決するための指導と支援

を行う」教育のことです． 

本研究室では，この特別支援教育の充実と発展を目指し，

下記を主な課題として研究しています． 

（１）子どもの理解と指導・支援 

・発達障害の子どもを中心とした不適応行動への対処 

・幼－小，小－中－高などのスムーズな接続支援の在り方 

（２）特別支援教育から考える，通常学級の授業改善 

・学びのユニバーサルデザインによるアプローチ 

（3）特別支援教育の専門性に関する研修 

・通常学校の特別支援教育担当教員（特別支援学級担任， 

通級指導教室担当，特別支援教育コーディネーター等） 

の養成及び研修の在り方 

・教職員以外の子ども支援者への研修の在り方 

 

◆発達障害への対応から学ぶ，子どもの理解と支援 
 私たちは様々な能力を使って生活しています．発達障害の

子どもは，これらの能力の得意・不得意の差が大きく，バラ

ンスのとれた行動が難しくなる場面が目立ち易いのです．そ

のため，周囲からの理解を得られず，自分に自信をなくして

困っている様子が見られます． 

「集団にうまく適応できずに困っている子ども」に出会っ

たら，まずその子どもの行動を，冷静で客観的に「理解する」

ことが大切です．そして，子どもも支援者も「今よりちょっ

とだけがんばればうまくいく

方法」を考えて支援してみま

しょう． 

「困る状況を無くす」ので

はなく，「困ったときの対処法

を身につける」ことは，全ての

子どもの自立を考えることに

つながります． 

 

◆教育の質の保証につなげる，教員の専門性の向上 
 特別支援学級に在籍する児童生徒は，平成5年から25年

の 20 年間において，通常の小学校で 2.6 倍，中学校で 2.3

倍に，通級指導教室で通級による指導を受けている児童生徒

は，小学校で5.9 倍，中学校で23.5 倍にと急増しています．

特別支援教育の「子ども一人一人のニーズに応じた専門的な

教育」への大きな期待が，ひしひしと伝わってきます．学級設

置などの環境整備の次に問われるのは，これらを担っていく

教員の専門性をいかに高め，子どもへのより良い質の教育を

保証するか，ということです．「自分に必要な専門性とはなに

か？どのように学んでいけば良いのか？」といった，教師自

身の問いかけに応じ，主体的な学び(ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ)を支える

ための具体的な方策について，研究しています． 

 

◆広がる研修の場～家庭・・学校・・地域の中でできること～ 
 これまで，小学校の学級担任や通級指導教室担当として，

たくさんの子どもや先生，保護者の方たちと直接向き合って

きました．また，学校外で開催されている・「親の会」や・「子ど

もの会」においても，ボランティアの学生さんたちと一緒に

活動を行ってきました．現在，これらの実践を基に，教育現場

の課題について，先生方をはじめ，子どもに関わる様々な立

場の方たちと共に，特別支援教育の視点から研修を行ってい

ます．最近では，地域やＰＴＡの教育講演会，学習サポーター

の方や，幼児の保護者さんなどが対象の研修会も増えました．

また，医療関係者の皆さんと一緒に，自主的な学習会を開催

しています． 

 

 

 

 

 

 

 
 

研修の最後に受講の皆さんで読み上げる合い言葉 
掲載情報 2016 年 12 月現在 

  

教育関係者・ 

子ども支援に尽力する方へ 

一言アピール 

子どもの不適応行動には，背景や意味があります．「その行動に託された，

子どもの『思い・ことば』にまず目を向けてみる」という研修を通して，子

どもを理解し，支援者の主体的な対応につなげたいと考えています． 
 

産学・地域連携機構より 
特別支援教育の対象は「全ての子ども」です．全ての人が当事者であることを意味し，社会と

して円滑な関係性の構築が求められます．日野教授は長年の経験と深い知見をもって，子ども

の支援に関わる様々な立場の方へ指導・アドバイスを実施しています． 

 

日野
H I N O

 久美子
K U M I K O

 教授 

 

「発達障害の特性からの子どもの理解と指導・支援の在り方」 

「特別支援教育をベースにした通常学級の授業改善」 

「特別支援教育担当教員の養成・研修の在り方」 
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（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 電気電子工学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] 
マイクロ波・ミリ波，発振器，Push-Push 原理，共振波動場， 

周波数資源，ワイヤレス通信，レーダ 
 

低 コ ス ト 「 マ イ ク ロ 波 ・ ミ リ 波 」 発 振 器 の 開 発 
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

 ワイヤレス通信・レーダ技術の発展に大きく関係する

高周波基盤技術に関する研究を行っています．現在のワ

イヤレス通信は 2GH 程度までの周波数信号を用いたも

のが一般的で，その周波数より高いマイクロ波・ミリ波

帯の周波数は衛星通信やレーダ等に用いられています．

近年では，ワイヤレス通信機器の普及により，使用可能

な周波数帯が不足してきており，マイクロ波・ミリ波の

周波数帯の利用は，衛星通信やレーダ等のみならず，ワ

イヤレス通信技術の更なる発展のためにも重要です．し

かし，使用する信号の周波数帯が上がると，その帯域で

使用される機器の開発が必要となります．高い周波数帯

で使用される機器では，特にデバイスの素子性能の限界

による性能劣化が問題となります．そのため，高性能の

機器の製造が必要となりコストが上がります． 

 

◆発振器の研究 

 当研究室は，マイクロ波ミリ波帯の高周波機器におけ

る「発振器」に着目しました．発振器で発生した電気信号

を用いて通信を行い，レーダ等で電波を放射するため，

発振器の特性が機器全体の特性に影響します．そこで，

低コストで高品質（位相雑音※1）特性が良好）な発振器

の研究を行っています． 
※１位相雑音：発振器の発振信号の安定度を示すもので，

出力信号の時間変動の度合いを表す． 

 低コスト化を図るため，Push-Push 発振原理を用い

ています．この原理は基本的に二つの副発振器を同振幅

逆位相で発振させ，共有する共振器の共振波動場を用い

ることで，主に 2 次高調波を出力として取り出せま

す．四つの副発振器を同振幅，90 度毎にずらした位相

で発振させると，４次高調波を出力として取り出せま

す．二つの副発振器を用いた構成においても，４次高調

波を出力として取り出すことは可能です．この原理を用 

 

 

いることで，低周波用の安価なデバイスの使用が可能とな

り，低コストで高い周波数の信号を得ることができます．

（例：X 帯（10GHz）用のデバイスで，K 帯(20GHz)の

出力） 

 

◆多素子化とアレー化による高品質化 

高品質化は，多素子化とアレー化により行います．各発振

器の周波数が同期範囲内である場合．共振器を介して複数

の発振器を接続すると，相互同期により位相雑音が低下し

ます． Push-Push 発振器は多素子発振器でもあるため，

低位相雑音化にも有効です．また，Push-Push 発振器を

アレー化した発振器アレー（レーダに必要なビームスキャ

ンを行う）も有効です．この場合，各々の Push-Push 発

振器の間で同期がおこり，同様に位相雑音が低下します． 

 

◆今後の展開 

 課題として，Push-Push 発振器は高調波を出力としま

すが，高調波は次数が上がるほど出力レベルが低下しま

す．そのため，4 次や 8 次の高調波を出力とする場合，出

力電力を向上させる工夫が必要です．また，Push-Push

発振器アレーでは，同期の方法次第では位相雑音特性の改

善につながらない

こともわかってき

ました．これらの課

題を克服すること

で，社会ニーズに合

った，低コストのマ

イクロ波・ミリ波発

振器を実現するこ

とを目指します． 

掲載情報 2017 年 1 月現在 

  

産業界および学生 

の皆さんへ 

一言アピール 

発振器（特に高周波用）の研究は非常に地味な分野で研究者の数も多くありません．また，非

線形理論がベースになるため他の技術と異なる独特の発想も必要です．しかしこれからの時代

に必要不可欠な分野です．ご興味がありましたら，気軽にご連絡ください． 

 

産学・地域連携機構より 
ワイヤレス機器は，その利用の種類・頻度共に増加を続け，使用可能な周波数帯の限界は，緊

迫した社会問題となることが予想されます．本研究は，その解決策のひとつになるかも知れま

せん．興味がある方は，ご相談ください． 

 

田中
TANAKA

 高行
TAKAYUKI

 准教授 

 

「次世代ワイヤレス通信のための高周波基盤技術の研究」 

（マイクロ波・ミリ波発振器の研究） 
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農学部 生物環境科学科 地域社会開発学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 生業，農山村，資源管理，獣害，半野生，社会組織，民俗 

 

農 山 村 の 暮 ら し の 現 場 か ら 自 然 環 境 問 題 を 考 え る ！
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

日本では近年，農山村の二次的自然（農地や里山な

ど）の価値が社会的に評価されつつあります．その中で

も山に対する社会的関心は高く，里山を活動の場とした

地域資源活動への参加や，多様な山の資源を生かした暮

らしに惹きつけられて山村に I（アイ）ターンする人も

増えています．しかし，最も山に近い地域で生活してい

る人びとについては，生活様式の変化や過疎高齢化によ

る山との関わりの希薄化や管理能力の衰退が指摘され，

それにかわる新たな森林の管理システムを構築すること

が社会的課題として意識されるようになっています． 

 一方，東南アジアなどの途上国では，さまざまな事情

から，農山村の自然環境や生業の急激な変化が，新たな

社会的（健康や災害や食糧調達上の）弱者を生み出して

います． 

本研究室の研究課題は，これら，農山村の環境変化に

起因する問題について，地域の社会的・文化的な行動の

特徴や，歴史的な要因を理解することによって考えよう

とすることです． 

 

◆フィールドワークという方法 

 このように，生きて活動し，生活している人たちを対

象とした研究では，簡単な意識調査だけではわからな

い，様々な情報を総合して考える必要があります． 

現地の人たちがどのように行動し，「地域」，「性別」，

「立場」によって，それにどのような違いがあり，その

違いがどのように克服されようとしているのか，などに

ついて，現地に入り「直接観察」と「聞き取り」を主な

手法とするフィールドワーク（現地調査）を行っていま

す．現在は，日本の山村のほか，ラオスやベトナムなど

でフィールドワークを続けています． 

 

◆山村の生業と森林問題 

平地の農村とくらべて，十分な農地がない山村の生活

を特徴づけるのは，何よりも，自然（＝山）との関わり

において直接性・多様性があることです．たとえば九州

のある山村では，林業や水田農業のほかに，椎茸や筍や

薪や蜂蜜，川海苔など多様な山の産物を生産していま

す．そのほかにも，夏のヤマメ釣り，秋のハチの子捕

り，冬の猪猟，そして，山菜やイワタケを採るなど，人

びとは，好み・能力・条件に応じてさまざまな集団で，

さまざまな範囲の空間と関わっています．このような活

動の多様性が，山の所有形態や管理組織のありかたにも

大きな影響を与えています． 

 

◆犬の管理からみた獣害問題 

 おもしろいのは，山村では，動植物が本来もっている

自然の能力を利用して他の動植物をコントロールすると

いうことが今でも多く行われていることです．数年前か

らは，このような視点から「イノシシなどの獣害への対

処策」を考えるための研究に着手しました．これらの研

究成果が，全国的に画一化された林業や動物に関する政

策を見直す転機の一助となることを期待しています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真１．ラオスでの調査風景  写真２．九州の山村の土地利用

掲載情報 2017 年 1 月現在

 

行政関係者へ 

一言アピール 

制度や経済だけではなく，国や地域による暮らし方の多様性，都市と農村における

社会組織や人の行動様式の違い，災害や観光，家族や仕事など，さまざまな側面か

ら，農山村の二次的自然（農的自然）管理を考えたいと思っています． 

 

産学・地域連携機構より 
藤村准教授は，自然環境の利用や保全について，実際にそれを担う人びとの生活に焦点をあて

研究しています．農山村の衰退について考える場合も，科学的・経済的な解決だけではなく，

社会的・文化的な特徴を理解するといった心の問題からのアプローチを大切にしています． 

 

藤村
FUJIMURA

 美穂
M I H O

 准教授 

 

「山の利用史から現代山村問題を考える」 

「土地利用システムから途上国のフードセキュリティを考える」 

「セミ・ドメスティケーションと獣害対処」 
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全学教育機構 社会科学部門 

 

 

 

 

[キーワード] 農村景観，環境保全，フィールドワーク，社会貢献，地域連携 

 

地 域 に 必 要 と さ れ る 人 材 育 成 を 目 指 し て
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

 本研究室は，大学院農学研究科において日本やミャン

マーを中心とする農村景観・環境の保全と活用および持

続可能な農村開発についてフィールドワーク手法を用い

た教育研究を行っています（写真１）． 

また，全学教育機構においてインターフェース領域「環

境コース」や「地域・佐賀学」コースのプログラム開発と

その実践を行っています． 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆「蕨野の棚田」の保全活動と教育 

 唐津市最南部，八幡岳の北斜面に広がる「蕨野の棚田」

は，「日本の棚田百選」・「重要文化的景観」にも選ばれ，

四季を通じて美しい菜の花や冬の雪景色を楽しむことが

できます．2003 年本学農学部と蕨野区との間で「棚田

の保全・利活用」に関する地域連携協定が締結され，また

文部科学省の「地域貢献推進支援事業」に採択されたこ

とが，「蕨野の棚田」の保全活動の大きな転機となりまし

た．本活動は，「学生への教育的意義」と「本学の社会貢

献的な意義」を合わせもった取組みとして位置付けてい

ます．有機栽培の実験・実習だけでなく，地域住民との協

力や繋がりの中で実践していく保全活動は，学生にとっ

てコミュニケーション力やプレゼン能力の向上など社会

性を育み，社会に適応力を持つ人材育成の場として高い

教育的意義を有します．単なるボランティア活動ではな

く，単位を修得する授業とした例は，全国的にも新しい

取組みとして注目されています（写真２）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆求められる大学の社会貢献とは 

国立大学は法人化後，社会貢献をより強く求められるよ

うになりました．棚田米「蕨野」は，高品質のブランド米

としてすでに市場の評価は大変高く，地域資源活用の重要

性が改めて認識されるきっかけともなっています．さら

に，教育現場として学生が地域へ参加し，地域住民との協

力の中で開催された「菜の花レストラン」，「稲刈り体験交

流会」，「ふるさとの灯りを囲む会」等々，多くのイベント

は，地域振興・地域活性化の一助となり，景観を活用した

観光資源の掘り起こしとともに，本学の社会貢献事業の好

例となっています． 

 社会に求められる人材とは「適応できる学生」です．社

会から，地域から，求められる人材として在学期間中に育

成していくことが本学の使命と考えています．  

掲載情報 201７年 1 月現在
 

地域の皆様へ 

一言アピール 

教育と地域連携は，地域のニーズを把握し，柔軟に対応していくことが重要で

あり，それこそが大学の真の意味での社会貢献に繋がるものと考えています．

 

産学・地域連携機構より 
五十嵐教授は，「大学と地域の連携」の具体的な形として，人材育成（社会に適応できる学生の

創出）を目指したフィールドワークを展開しています．学生と地域が希望と危機感を自覚し，

持続的な地域資源の有効利用を目的とした近い将来を見据えた取組みです． 

 

五十嵐
I G A R A S H I

 勉
TSUTOMU

 教授 

 

「農村景観の保全と活用」 

「持続可能な農村開発に関する人文地理学的研究」 

「ミャンマー連邦における NGO 活動と連携した環境保全・農村開発」 

ミャンマー連邦にあるインレー湖

では，伝統的に浮畑による「水耕栽

培」が行われており，農業技術とそ

の持続可能性及び湖の生態系や住

民の生業構造の変容の視点から現

地調査を実施しています． 

写真１ ミャンマー連邦インレー湖での浮畑調査 

写真２ 『蕨野の棚田』実習田での田植え体験学習 

蕨野の棚田でおこな

われる佐賀大学農学

部の田植実習には，

多くの学生が参加し

毎年の恒例の風景と

なっています． 
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佐賀大学 研究室訪問記 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

農学部 生物環境科学科 生物環境保全学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 農業水利，水循環，水環境，水収支，水田灌漑，多面的機能，農村振興 

 

ハ ー ド ソ フ ト ベ ス ト ミ ッ ク ス に よ る 農 村 環 境 の 保 全
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

前職，農業土木コンサルタント技術者として，主に農業農村整

備や農地防災に関する事業計画・構想設計を経験してきました．

実務に携わる中で，農業・農村の持つ多面的機能を定量的に評価

する技術の必要性を感じ，その課題を自らの研究テーマとして

取り組んでいます．農業・農村における生産性と公益的機能は車

の両輪であると捉え，双方を両立させる事業を行うことが我が

国の農業の発展と国土保全に不可欠であると考えています． 

 
（1）農地防災機能の効果的な発揮に関する研究 

昨今，全国各地で大規模災害が頻発しており，農地や農村にお

いても防災や減災に対する意識と必要性が高まっています．農

地や農村を対象とした防災事業は，自然災害による被害を未然

に防止することで，農業生産性の安定と農村環境の保全を図る

だけでなく，下流域の都市の安全確保にも貢献するものであり，

その公益的機能は極めて価値が高いといえます．農地および農

村が有する洪水防止機能や土壌侵食防止機能を最大限活用し，

これらを利活用した農業農村融和型の防災事業の確立を目指し

ています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図１ 農村部の洪水緩和機能を効果的に発揮する構想 

 
（2）水利施設の劣化予測と維持管理体制に関する研究 

農業水利施設の適切な維持管理，長寿命化を推進するた

めには，突発的な事故等の施設破損を未然に防止するリス

ク管理体制，劣化傾向管理を確立する必要があります．農

業水利施設の診断点検技術や劣化傾向管理は，電力会社，

運輸会社，化学プラント等の分野に比べて未成熟であるこ

とは否めません．その理由として，土地改良施設の特徴か

ら①施設が広域に点在している，②維持管理者が企業体で

はない，③費用が不足している，④維持管理者の高齢化が

進んでいる・専門家ではない，⑤多少の劣化では支障がな

い，等が挙げられます．これらの課題に配慮したうえで，

農業水利施設の長寿命化，劣化予測を実現するため，測定

に要する費用と時間を抑えた簡易な診断方法や維持管理

体制に関する研究に取り組んでいます．施設の劣化状況お

よび維持管理状態を適切に把握することで現状や劣化予

測を分析し，これらの情報を活用した産官学の枠組みを超

えた維持管理体制を構築することを目指しています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図２ 産官学連携による水利施設の維持管理体制構想 

掲載情報 2017 年 1 月現在

 

農業関係者へ 

一言アピール 

農村に今ある資源や施設の可能性を最大限に引き出す手法を，分野や組織

を超えた連携で解決していきたいと考えています． 

 

産学・地域連携機構より 

農村インフラの弱体化は確実に進んでおり災害時には大きなリスクとなりますが，多大な費用

や労力を要する対策は現実的ではありません．多様なプレイヤーの参加によって，今ある資源

の活用を図りながら広域的に地域を網羅するシステムの構築に期待が高まります．ご興味をお

持ちいただけましたら，お問合せください． 
 

阿南
A N A N

 光 政
MITSUMASA

 准教授 

 

「広域的な利水システムの機能評価と用水計画の適正化」 

「農業・農村が地域環境にもたらす多面的機能の評価」 

「農地防災機能を維持するための水利施設の管理・運用」 
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佐賀大学 研究室訪問記 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

教育学部 

 

 

 

 

[キーワード] 
衣服と健康，快適性（着心地）と安全性，衣服設計，衣服管理， 

アレルギーとの関連，環境影響，消費者問題  
 

衣 服 と 健 康 に 関 す る 様 々 な 課 題 解 決 に 向 け て ！
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

佐賀大学に赴任して３０年，被服衛生学を専門分野として

人の健康に関する研究を進めています．これまでは対象を絞

って調査や実験を行い，着用者にとって快適で安全な衣服設

計を行ってきました． 

 

◆主な研究成果 

 特に，ライフワークとも言うべき「おむつの研究」は着用

者である赤ちゃんにとっての着心地を最優先したアプロー

チから研究を進めました．学会発表だけではなく，子育て情

報誌への研究成果の提供や自治体などが主催する子育て講

座の講師を務めることで，多くの子育て中の人たちの応援が

できるよう心がけてきました． 

 また，働く女性が安全でカッコよく妊娠期を過ごせるマタ

ニティウエアの設計も印象的な仕事となりました．教育学部

（旧文化教育学部）の卒業生の多くは教師として学校現場で

頑張っています．働きながら妊娠期を過ごす卒業生の支援に

なれば，という思いで始めた研究でした． 

 アクリル不織布スポンジの性能評価を受託研究として行

い，旭化成ホームプロダクツ㈱から「洗剤不要の台所用スポ

ンジ（ズビズバ®）」が商品化されました（右下写真）．スポ

ンジ表面の不織布（表面に溝のあるループ状のアクリル繊維

からなる）が水と一緒に汚れを掻き落とす仕組みで，洗剤を

使わずに水だけで汚れを落とす優れ

もののヒット商品です．この研究のき

っかけは，当時佐賀医科大学皮膚科の

先生が，手荒れのひどい患者さんのた

めに推奨する，洗剤を使用せず汚れを

落とせる「ハンドメイドのアクリルた

わし」の洗浄性を確認したいという

ことから始まりました．何千枚もの

汚染皿を洗いましたが，大変楽しい

研究でした．さらに，冷房環境と冷え性との関連について，

企業の保健師さんと共同で，女性を対象とした皮膚血流量の

測定などを実施しました．  

 

 

現在は，この冷え性の研究から明らかになった課題，「更年期

をいかにのりきるか更年期女性のための衣服設計」というテ

ーマで研究を進めています．高齢者のための衣服研究は数多

くありますが，更年期を対象とした研究は見当たりません．

更年期をのりきるための「着心地のいい衣服」を提案したい

と思います． 

 

◆衣服の着心地について 

 では，「着心地のいい服」とはどのようなものでしょうか．

窮屈でない，動きやすい，季節に合っている，といったことが

思い浮かぶかと思います．このように一般的に考えられる着

心地を「物理的快適性」と呼びます．実は，衣服の着心地（快

適性）には下表のように，物理的要因だけでなく，社会的・心

理的要因が大きく関わっています． 
 

表 衣服の快適性 

物理的 

（快適性） 

気候適合性・形態適合性・動作性・ 

衛生性など 

感覚的 

（快適性） 

視覚的・触覚的（見た目の印象・風合い・

肌触りなど） 

社会的・心理的

（快適性） 

自己表現・服装規範・慣習・時代の要請・

審美性・流行・ブランドなど 

 

この三つのバランスを考えた衣服でなければ，本当の意味で

「快適な衣服」とは言えません．健康や安全性をテーマにし

た研究であっても，衣服の「格好よさ」は忘れないで進めなけ

ればならないと考えています． 

 

◆学校教育や社会教育の中で 

 これらの研究成果を学校教育の「家庭科」の中で活かして

いくことが教育学部の教員としての使命でもあります．学生

の授業，教員免許更新講習，附属学校園や地域の教育現場で

の指導・助言を通して，また地域の生涯教育の講習を通して

発信していきたいと考えています． 

掲載情報 2017 年 1 月現在

 

女性を応援する 

企業の皆様へ 

一言アピール 

衣服と健康に関する様々な課題解決に向けて研究を進めています．三つの

快適性のバランスが崩れた時に衣料障害などの消費者問題が生じていま

す．より良い衣生活のために，協力して研究を進めたいと思います． 
 

産学・地域連携機構より 
「着心地のいい服」を満たす必要要件に「格好のよさ」があることは，まさに目から鱗がおち

る定義です．着用する人が物理的・感覚的快適性に加え，「個性」や「社会性」に対する満足感

を得られる衣服の登場を期待しています．興味がある方は気軽にお問合せください． 

 

甲斐
K A I

 今
K Y

日子
O K O

 教授 

 

「衣服と健康 - 衣服の快適性と安全性に関する研究 -」 

「 ズビズバ®  」 

水だけで OK！アクリルスポンジ
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佐賀大学 研究室訪問記 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

農学部 応用生物科学科 生物資源開発学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 熱帯，イネ，育種学，遺伝資源，収量性，害虫抵抗性，出穂性 

 

熱 帯 ・ 亜 熱 帯 地 域 の 作 物 生 産 性 の 向 上 を 目 指 し て ！
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

発展途上国における農業の発展と生活水準の向上に貢

献することを目標に，品種改良及び栽培技術の改善につ

いて教育・研究活動を行っています．特に，2006 年か

ら 2012 年まで国際稲研究所の特別研究員として従事

した経験をもとに，熱帯・亜熱帯地域における作物生産

性の向上を目指しています．具体的には，イネの収量性，

耐虫性，出穂性に関する遺伝的改良について研究を進め

ています．  

 

◆イネの収量性の遺伝的改良 

穀物類の中で「米」は，世界の半数の人々が主食とし

ている重要な作物です．アジア・アフリカ地域の人口増

加に伴い，2035 年までにイネの収量を 26％増加する

必要があり，その確保には収量構成要素（穂数，粒重，

１穂籾数，登熟歩合）の改良が不可欠です．例えば，稈

に蓄積された養分は穂首の維管束を通って籾へ転流する

ため，穂首の維管束数と種子の登熟の間には関連性があ

ると考えられています．これらの事象を解明するため

に，イネの穂首の維管束数に関わる遺伝解析と材料作出

を進め，登熟歩合などの改良を目指しています． 
 

 

 

 

 

 

 

 
図．イネの穂首の維管束の写真 

 

◆イネのトビイロウンカ抵抗性に関する遺伝的改良 

2008 年以降，中国，タイ，ベトナム，インドネシアを

中心に，イネの重要害虫であるトビイロウンカの吸汁被害

が深刻化しています．これまでに 40 個以上のトビイロウ

ンカ抵抗性遺伝子が報告されていますが，アジア全域に生

息するウンカに対しての効果を検証する網羅的な研究は

行われていません．そこで当研究室では，抵抗性遺伝子の

効率的な運用戦略を確立する為に，トビイロウンカ抵抗性

遺伝子をもつ準同質遺伝子系統を作出しています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図．イネのトビイロウンカ抵抗性遺伝子の染色体上の位置 

 

◆イネの出穂性に関する遺伝的改良 

熱帯・亜熱帯地域では，イネを年に３回以上栽培する地

域もあり，生育期間が短い品種が必要とされています．低

緯度地域において生育期間の短い品種を育成するには，日

長に影響されない基本栄養生長相に関わる遺伝子座を特

定し育種へ利用する必要があります．世界各国の早生品種

の出穂性に関して，短日・長日条件で評価を行い，基本栄

養生長相の短縮に関わる遺伝子の探索を行っています． 

掲載情報 201７年１月現在

 

学生・大学関係者へ 

一言アピール 

熱帯・亜熱帯地域で生じている農業生産上の問題に関して，解決策を模索し

ながら研究を進めています． 

 

産学・地域連携機構より 
食料としての「米」の確保は，アジア地域における緊切の課題です．アジア各地の多様な栽培

条件において，収量の増加を達成するためには，藤田准教授が進める遺伝的改良からのアプロ

ーチは不可欠です．本研究に興味がある方は，是非お問合せください． 

 

藤田
F U J I T A

 大輔
DAISUKE

 准教授 

 

「イネの収量性に関する遺伝的改良」 

「イネのトビイロウンカ抵抗性に関する遺伝的改良」 

「イネの出穂性に関する遺伝的改良」 
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佐賀大学 研究室訪問記 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

農学部 応用生物科学科 生物資源制御学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 
イネいもち病菌，エノコログサ，メヒシバ，タマネギべと病菌， 

耐久生存，環境適応 
 

一次伝染源の遮断による植物病原菌の完全防除に向けた研究
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

植物病原菌は，宿主となる植物が栽培されてい

ない期間，自然界のどこかで耐久生存しており，

宿主が栽培されるとともに伝染（第一次伝染）を

開始します．したがって，耐久生存場からの第一

次伝染を遮断することで，病気の発生を完全に防

ぐことが可能となります．当研究室では，この考

え方を基に，完全防除に向けた研究を「イネいも

ち病」と「タマネギべと病」を対象に取り組んで

います． 

 

◆野生植物いもち病菌の越冬源の解明 

「イネいもち病菌」の生態は不明なことが多

く，防除を難しくする一因になっています．その

生態のひとつが野外での越冬です．「イネいもち

病菌」は，他の微生物との競合に弱く，野外での

越冬は不可能とされています．このことから伝染

元は，屋内で保管された栽培用種子に混入した

「イネいもち病菌」が越冬したものと考えれてい

ます．しかしこれまでの研究において，その実態

は全く解明されていません． 

改めて考えてみると，イネの栽培化が始まる前

（屋内保管が始まっていない時代）まで，「イネ

いもち病菌」も野外で越冬していたはずです．

野生植物の「いもち病菌」は，そのような古代

の「イネいもち病菌」と同じ生活を送る『生き

た化石』なのです． 

 

 

当研究室では，野生植物の「いもち病菌」をモデル

系とし，その越冬源を特定することで，「イネいも

ち病菌」の野外での越冬様式の解明に取り組んで

います． 

 

◆タマネギべと病菌の発生生態の解明 

近年，「タマネギべと病」は全国的に大発生する

ようになりました．特に，2016 年の春には前例

が無いほどの壊滅的な被害を佐賀県等のタマネギ

主産地にもたらしました．当研究室では，原因菌

である「タマネギべと病菌」の生態，特に卵胞子

（写真）を起点とした伝染環の解明により，本病

の制圧に向けた防除技術の開発を試みています．
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真．タマネギ組織中の卵胞子 

掲載情報 2017 年 1 月現在

 

農業関係者へ 

一言アピール 

植物病原菌の生態解明は基礎的な研究ですが，農薬使用や抵抗性育種に変

わる次世代の防除法を生み出す可能性を秘めております． 

 

産学・地域連携機構より 
草場准教授は植物病原菌を対象として，自然界における生態や伝染メカニズムの解明を，分子

遺伝学的手法を用いて研究しています．これらの成果を応用し，植物病原菌の完全防除を目指

しています．本研究に興味がある方はお問合せください． 

 

草場
KUSABA

 基
MOTO

章
A K I

 准教授 

 

「野生植物の菌をモデルとしたいもち病菌の越冬源の解明」 

「卵胞子を起点としたタマネギべと病菌の発生生態の解明」 
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佐賀大学 研究室訪問記 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

教育学部 

 

 

 

 

[キーワード] 熱水，水質分析，微生物，先カンブリア紀，古環境 

 

地 球 の 歴 史 に つ い て 勉 強 し て み ま せ ん か ？
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

 地球が誕生して約 46 億年が経過しています．初めの

約 40 億年間で海洋が形成され，原始生命が誕生し，多

細胞生物にまで進化しました．この時代を先カンブリア

紀と呼びます．当時の地球環境については主に地質記録

を基に研究されていますが，よくわかっていないのが現

状です．先カンブリア紀の海洋環境を記録している 2 つ

の縞状組織を持つ堆積物（縞状鉄鉱層とストロマトライ

ト）は，長い年月の間に変質しており，初生的な情報を抽

出するのが困難であるためです． 

しかし，成分的にも組織的にも非常に似ている堆積物

は現在の温泉においても形成されています．そこで当研

究室は，現世の熱水環境を先カンブリア紀のアナログと

して捉え，水質や堆積物及び微生物に焦点を当て研究し，

当時の地球環境の復元を目指しています． 

 

 

 

 

 

 

 

 
（写真左）先カンブリア紀の縞状鉄鉱層 

（写真右）先カンブリア紀のストロマトライト 

 

◆研究内容 

 まず温泉の現地調査（水質測定や堆積物の観察）を行

い，水・堆積物・微生物をサンプリングし，研究室で分析

（水の溶存成分測定，堆積物の組織観察や鉱物同定，微

生物の遺伝子解析等）します．それらの結果を総合的に

解析し，温泉水や堆積物の生成過程を明らかにしていき

ます． 

 

 

これまでの研究結果により，熱水環境の堆積物の沈殿や

組織には化学合成細菌群集や光合成細菌の代謝が大きく

影響していることが判明しています． 

 まだまだケーススタディーは必要ですが，現世における

熱水環境の水-堆積物-微生物の関連性を明らかにするこ

とで，先カンブリア紀の海洋環境や微生物群集の手がかり

にしていきたいと考えています． 

 

 

 

 

 

 

 

 
（写真左）鹿児島県指宿市たまて箱温泉源泉 

（写真右）鹿児島県霧島市塩浸温泉の調査風景 

 

◆今後の展望 

 古来より熱水環境は，保養や療養に用いられ，近年では

地熱発電の研究開発も進み，幅広く利用されています．ま

た，熱水には多量のミネラル成分や微量元素が溶解してい

ることから，金属資源としても高いポテンシャルを持って

いると思います．今後はこの点に注目し，熱水の新たな活

用法を探っていきたいと考えています． 

 

◆その他の研究 

 当研究室では熱水環境以外にも，地域に根差した研究も

行っています．例えば，佐賀県の河川の水質と地質の関連

性や，佐賀県の化石について（佐賀県立宇宙科学館の学芸

員の方と共同）研究を進めています． 

掲載情報 2017 年１月現在

 

理科教員を目指す方へ 

一言アピール 

地球の歴史や地球環境に興がある方，または自然科学に興味を持っている

方は，是非一緒に「地球」について研究をしましょう！ 

 

産学・地域連携機構より 
髙島准教授の研究は，堆積物の分析に微生物による影響を加味したこと，さらに水質や各地域

における堆積物の特質など，総合的視点から解析することです．本研究室で，太古の海洋環境

の復元を一緒に目指してみませんか？ 

 

髙
TAKA

島
SHIMA

 千鶴
CHIZURU

 准教授 

 

「太古の海洋環境の解明を目指した熱水環境における地球生命科

学的研究」 
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佐賀大学 研究室訪問記 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

農学部 応用生物科学科 生物資源開発学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 
動物生殖学，体外受精，受精卵移植，ガラス化保存，暑熱ストレス， 

生殖補助医療 
 

ウ シ か ら ヒ ト ま で 生 命 の 誕 生 を 手 助 け す る
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

 乳や肉といった畜産物は私たち人間が健康に成長・生

活していく上で非常に重要な栄養素です．これらを安定

的に生産するためには優良な動物を効率的に増やす必要

があり，これまでに人工授精や受精卵移植といった様々

の繁殖技術が開発されています．当研究室では，主に卵

成熟，受精および初期胚発生過程で起こる事象に関する

基礎研究に日々取り組むとともに，そこで得られた知識

を活かした繁殖技術の高度化を目指しています．また，

近年では，不妊カップルの増加による高度生殖補助医療

が盛んに行われています．本分野においても用いられる

技術への応用も想定した研究を行っています． 

 

◆技術指導およびアドバイス可能な業種 

・家畜生産に関わっている動物病院 

・高度生殖補助医療を行っているクリニック 

 

◆卵子・受精卵品質マーカーの探索 

卵子や受精卵の品質

評価マーカーに関する

研究を進めています．

これまでの研究の結

果，低品質の卵子で

は，リソソーム内にあ

る酵素群の活性が高い

ことがわかりました．

今後はこれらを指標と

した培養系の改良や制

御によって高品質な体

外受精卵を生産するこ

とが可能になるのでは

ないかと考えています． 

 

◆現在取り組んでいる研究 

1．繁殖技術の高度化 

家畜からヒトまで広く応用されている繁殖技術を高度

化することを目的に幅広く研究を行っています．例え

ば，体外受精に関する研究がそのひとつです．通常，体

内で起こる精子の選抜過程に近い状況を体外で作り出す

マイクロデバイスの開発を行っています．この研究技術

を用いて選抜した精子を体外受精に使用することで，よ

り正常な受精が起きることがわかっています． 

 

2．夏季の暑熱ストレス防除に関する研究 

近年の気候変動に起因す

る高温環境が家畜の繁殖性

を大きく低下させることが

大きな問題となっていま

す．そこで，暑熱ストレス

が生殖細胞に及ぼす影響を

調べることで，夏季の繁殖

性を改善したいと考えています．これまでに，受精卵の

耐暑性を改善する物質の探索等の研究を行っています． 

 

3．初期胚発生過程におけるオートファジーの役割 

大隅良典博士がノーベル賞を受賞

したことで皆様もご存知かと思いま

すが，オートファジーは生体の恒常性

維持に大きく関与しています．このオ

ートファジーが受精卵の発生にも必

須であることはわかっていますが，不

明な点が未だ多く残されています．そ

れらを解明することで体外培養技術

の向上につなげたいと考えています． 

掲載情報 2017 年 1 月現在

 

畜産・生殖医療に 

興味のある学生へ 

一言アピール 

人工授精師，受精卵移植師または胚培養士として働くうえで必要な知識と

技術を身に付けることができます． 

 

産学・地域連携機構より 
我が国の子牛生産は，ほぼ 100％人工授精技術を用いられています．しかし，近年の猛暑日・

高夜温日数の増加により，家畜の繁殖を大きく低下させ畜産農家の経営を圧迫しています． 

山中准教授は，繁殖技術の高度化による解決を目指し研究を進めています． 

 

山 中
YAMANAKA

 賢一
KENICH I

 准教授 

 

「繁殖技術の高度化」 

「夏季における繁殖能力低下に対する防除法の開発」 
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佐賀大学 研究室訪問記 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

農学部 応用生物科学科 生物資源開発学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 
遺伝子発現，免疫，白血球，乳酸菌製剤，烏骨鶏，次世代シーケンサー，

フローサイトメトリー 
 

病 気 に 強 い 家 畜 家 禽 の 生 産 を 目 指 し て ！
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

口蹄疫や鳥インフルエンザなどアジア地域では家畜家

禽に対する伝染病が猛威を奮っており，わが国において

も鳥インフルエンザの被害は毎年のように発生していま

す．当研究室では，病気に強い家畜家禽の生産を目指し

て，家畜家禽における免疫関連遺伝子の研究を行ってい

ます． 

 

◆NOD2 遺伝子 

今までにブタの白血球内で発現している NOD2 遺伝

子について，各品種の DNA シーケンスを比較して塩基

配列の多型を発見し，ルシフェラーゼアッセイを用いて

それらの多型が NOD2 下流の遺伝子の発現に大きな影

響を与えることを報告しました．また，ブタの胸腺や脾

臓でのみ発現している LXRαや RORγの転写産物を発

見し，さらにブタ白血球内で発現する遺伝子に対するサ

ルモネラ菌の構成成分である LPS の効果についても研

究しています． 

 

 

 

 

◆乳酸菌製剤 

最近の消費者要望として，商品に対する高い「安全・安

心」が挙げられます，この要望のひとつとして，畜産物飼

料への抗生物質の添加を嫌う傾向が強くなってきました．

そこで，抗生物質に頼らない乳酸菌製剤や腐食酸溶液など

が普及しつつあります．しかし，これらの乳酸菌製剤にど

のような細菌が含まれているのか？添加飼料を与えられ

た家畜家禽の腸内細菌叢がどのようになっているのか？

家畜家禽の小腸などでの遺伝子発現がどのようになって

いるのか？について，そのほとんどの場合，明らかにされ

ていません． 

当研究室では，佐賀県内の乳酸菌製剤生産業者の協力を

得て，ニワトリを用いた飼育試験を実施しました．ここで

得られたサンプルから DNA や RNA を抽出し，次世代シ

ーケンサーを用いて飼料中や小腸内容物中の微生物の群

集解析を行うとともに，小腸での免疫関係遺伝子などの遺

伝子発現について研究を進めています． 

これらの研究から多くのニワトリの新規遺伝子を発見

し，機能が未知であった遺伝子が乳酸菌製剤によって大き

く反応していることを見出しました． 

 

◆今後の展開 

さらに，大分県と協力して烏骨鶏の特異的な形質に関与

する遺伝子の研究や，烏骨鶏の発育や産卵率を向上させる

遺伝子の探索も行っています．これまでに，烏骨鶏の発育

や産卵率に関与する多数の DNA マーカーを発見しまし

た．また，メラニン色素合成に関わるチロシナーゼ関連遺

伝子１，２が哺乳類では発現していない臓器で発現してい

ることなどを見出しています． 

掲載情報 201７年 2 月現在

 

畜産関係者へ 

一言アピール 

佐賀県畜産試験場の家禽部門が廃止されて，県内の家禽関係の研究機関は

当研究室のみとなっておりますので，上記研究課題以外の内容についても，

ご相談を承っております． 
 

産学・地域連携機構より 

畜産業を営む皆様は微生物資材を使用した際，「効果が異なる」「効果がわからなかった」とい

った経験があるのではないでしょうか．多くの微生物資材は，科学的な論証が少ないのが現状

です．有用な微生物資材とは，使用する目的と方法を明確に示し効能を再現できるものです．

本分野において共同研究などご希望の方は，ご相談ください． 
 

和田
W A D A

 康彦
YASUHIKIO

 教授 

 

「家畜家禽における免疫関連遺伝子についての研究」 

「乳酸菌製剤添加飼料を給与したニワトリにおける遺伝子発現」 

「烏骨鶏についての分子生物学的研究」 
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佐賀大学 研究室訪問記 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

工学系研究科 機械システム工学専攻 

 

 

 

 

[キーワード] 制御工学，マルチコプター，ドローン 

 

１つのカメラ画像情報を用いたマルチコプターの３次元位置制御
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

 近年，様々な分野でマルチコプター（通称「ドロー

ン」）の活用が模索されています．ここ数年では，実際

に土砂崩れや地震，火山などの被災地の観測にも使用さ

れています．また，橋梁などのインフラ点検において

も，マルチコプターを活用する試みが多数実施されてお

り，活用範囲の拡大が期待されています．しかしなが

ら，現状のマルチコプターの活用には熟練したオペレー

タによる手動操縦，もしくは GPS に頼った飛行が必要

であり，これら操作側の課題がマルチコプターの普及の

妨げになっていると言えます．現在，オペレータの育

成・教育も進められていますが，操縦には一定時間以上

の訓練とセンスが問われることもあり，ニーズに対応で

きる適切なオペレータを確保できるとは限りません．ま

た，通常使用される GPS は自動車に搭載されているカ

ーナビに比べ， 2〜3m の誤差が生じることもあり，地

磁気の影響や高圧電線の近くなど使用できないエリアも

多数存在します．これらの課題を解決するためマルチコ

プター業界において，GPS に頼らない自律飛行法の確

立が急務となっています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ マルチコプター（㈱エンルート製） 

 

◆これまでの成果と今後の展開 

当研究室では，１つのカメラで撮影されたマルチコプタ

ーの３次元位置制御を試み，実機実験によりその有効性を

検証しました（図２）．この研究は，産業用マルチコプター

製作会社の最大手である㈱エンルートとの共同研究によ

るものです．本研究は，平成 27 年 11 月 13 日の日刊工

業新聞に掲載され，また，日本で初めての本格的な民生用・

商業用のドローン市場に特化したイベント「Japan 

Drone 2016」での展示の様子がウェブ媒体で報道され

るなど，大きな注目を集めています．本研究を応用するこ

とで，災害現場の長期監視や空中灯篭，移動ロボット車と

の協調によるスマート農業への活用など，様々な応用が期

待されます． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 マルチコプターの自律飛行制御の様子 

掲載情報 2017 年 2 月現在

 

建設，農業関係者へ 

一言アピール 

できるだけ簡単な装備かつ，少ない初期調整でマルチコプターや移動ロボ

ットを自由自在に制御することを目標に研究を進めております． 

 

産学・地域連携機構より 
通常，マルチコプター（ドローン）は GPS によって位置制御されていますが，その利用方法

の拡大に伴い，既に GPS 電波外エリアでの使用も要望されています．佐藤教授の研究により，

どこでも，低コストで，マルチコプターの活用が可能となることが期待されます． 

 

佐藤
S A T O

 和也
KAZUYA

 教授 

 

「さまざまな移動物体の位置・姿勢制御」 

「メカトロニクスシステムのロバスト適応制御」 
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佐賀大学 研究室訪問記 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本条町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

経済学部 経営学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 
日本型企業システム，経営理念，企業家活動，企業統治（コーポレート・

ガバナンス），国際経営，企業の社会的責任（ＣＳＲ），経営と政治 
 

経 営 の 歴 史 と 理 論 を た ず ね て ， 日 々 新 た に ！
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

 本研究室は，企業家に注目し，人物及び思想の形成，経

営理念の確立，企業家活動，企業統治，国際経営への展

開，地域及び社会への貢献，そして経営と政治との関係

等について，研究を進めています． 

 

◆「日本的経営の祖」武藤山
さん

治
じ

の研究 

鐘紡の経営者で「日本的経営の祖」といわれる武藤山

治（18671934）の研究をライフワークとしており，

終身雇用制度及び年功序列制度といった日本型人的資源

管理システムや日本型生産システムの形成過程などにつ

いて分析しています．武藤は，留学やワシントンＤＣで

開催された第 1 回国際労働会議（1919 年）への代表と

しての出席のために渡米経験があるほか，中国への事業

展開（在華紡）やブラジル移住事業なども推進したため，

彼の研究を通じて，今日につながる国際経営についても

理解できます．また武藤は，政治革新のために政党を結

成し，衆議院議員としても活躍しました．行財政改革や

社会政策の実施なども提言していることから，彼の政治

活動の分析を通じて，政治のあり方についても，有益な

示唆が得られます． 

武藤は，佐賀にも縁があった人物です．1916 年，現

在は「どんどんどんの森」となっている地に佐賀紡績と

いう企業が設立されますが，第１次

世界大戦後の慢性不況期に経営が

行き詰まり，武藤に相談がなされま

す．その結果，今日のダイワボウの

一前身会社であった錦華紡績によ

る再建に導かれ，1986 年まで操

業がなされた経緯もあります． 

（最近の研究成果として，『武藤山

治』（日本経済評論社，2013 年）

【右写真】を発刊しました．） 

 

◆佐賀出身の歴史的企業家等の研究 

 企業者史研究については，武藤山治のほか，市村清（リ

コー，三愛石油ほか）や森永太一郎（森永製菓）といった

佐賀出身の歴史的企業家や，地元企業

の企業家も対象として行っています．

そこで，これらの研究発表，さらに，

社史の作成依頼への対応等について

も，進めていきたいと考えています．

最近の研究成果として，『市村清と佐

賀』（岩田書院，2014 年）【右写真】，

「森永太一郎と伊万里及びアメリカ」

（『佐賀学３』海鳥社，2017 年）な

どがあります． 

 

◆佐賀県内の近代化遺産や地域資源の調査研究 

 経営史研究や地域研究の関連から，佐賀県内の近代化遺

産や地域資源（観光面や特産物等）の調査研究にたずさわ

ったほか，『鳥栖市誌 第４巻 近代・現代編』（2009 年），

『基山町史 下巻』（2009 年）なども執筆しました．現

在も引き続き，佐賀県内自治体の市史の編纂にたずさわる

一方，歴史関係や行財政関係の審議会の委員等もつとめて

います． 

 

◆農業分野への展開 

 武藤山治のブラジル移住事業先は，アマゾン川流域のパ

ラー州・トメアスという場所で，現在，この地では，環境

保全と農業収入の両立を図るアグロ・フォレストリー（森

林農業）という取り組みがなされています．そこで，農業

分野に対しても考察の範囲を広げ，経営研究や経営教育研

修に取り組んでいます． 

掲載情報 2017 年 2 月現在

 

企業・協同組合・ 

自治体関係者等の皆様へ 

一言アピール 

「経営の神様」と称せられているパナソニックの創業者，松下幸之助は，「国も，地方自治体

も，企業も，そして個人も，皆，経営をしている」と考えておりました．そのような経営の歴

史的変遷や方向性について取り纏める事業，経営方法についての検討や考察などをしてみたい

とお考えの方は，ご相談ください． 

 

産学・地域連携機構より 
経営の歴史や展望を取り纏める場合，その目的を明確にしたうえで，適切な編纂プロセスが必

要です．山本長次教授は，経営史研究者を「長期的視点に立った監査役」と例えます．会社や

団体等のアイデンティティーを見つめ直したいとお考えの方は，お問い合わせください． 

 

山 本
YAMAMOTO

 長
CYO

次
J I

 教授 

 

「企業者史研究」 

「経営史研究」 

「経営理論研究」 
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佐賀大学 研究室訪問記 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

農学部 応用生物科学科 生物資源制御学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 線虫，糸状菌，微生物，防除，抑止土壌，ニンニク，サツマイモ 

 

植 物 寄 生 性 線 虫 の 新 た な 防 除 シ ス テ ム の 開 発 を 目 指 し て
 

研究紹介 
 

◆研究概要  

 線虫は地球上の様々な場所に生息し，種数も 2000

万種以上が存在すると推定されています．その多くが土

壌中の微生物を摂食するものですが，一部に動植物への

寄生性を獲得したものが存在し植物に対して寄生性を持

つ線虫は農作物に大きな被害を及ぼします．当研究室で

は，その防除に関する研究と併せて，非寄生性も含め，

多様な線虫がもつ新たな機能や可能性を探っています． 

 

◆ニンニクのイモグサレセンチュウの感染機構の解明 

 イモグサレセンチュウはニンニクに腐敗を引き起こす

重要な線虫で，ニンニクへの感染機構についても不明な

点が多く耐久性も高いことから防除の難しい線虫です．

これまでの研究から，イモグサレセンチュウの感染には

糸状菌が重要な役割を果たしていることが明らかになっ

てきており，その感染機構の詳細について研究を進める

とともに防除に向けた研究を行っています． 

 
イモグサレセンチュウによって腐敗したニンニク鱗片の内部 

 

◆ネコブセンチュウの防除に向けた基礎研究 

 ネコブセンチュウは温帯から熱帯にかけて世界中に広

く分布し，宿主範囲も広いため多くの農作物に被害を与

えています．ネコブセンチュウの防除は，これまで環境

負荷が大きい土壌燻蒸剤や殺線虫剤が用いられてきまし

たが，地球環境に優しい手法の開発が求められていま

す．当研究室では，様々な角度からネコブセンチュウの

植物への寄生制御に向けた研究を行っています． 

 

 

その研究の一つは，植物根の先端付近にネコブセンチュ

ウが誘引される機構を明らかにすることで，誘引を阻害

し防除に導くというものです．また，ネコブセンチュウ

の住みにくい環境を作ることによって被害を抑えるため

の基礎的な研究も行っています． 

 

 

 

 

 

 

 
サツマイモネコブセンチュウ２期幼虫（感染ステージ） 

 

◆線虫の有効利用 

 土壌中には糸状菌を摂食する非寄生性の線虫が存在し

ます．これらの線虫を用いて病原糸状菌の防除へ利用で

きないかを研究しています． 
 

◆今後の展開 

 現在では，病害虫防除についても地球環境負荷の低減

が求められます．地域や環境に応じた線虫抑止土壌や線

虫抑止作付体型を新たに構築し，その両立を図りたいと

考えています． 

 また，地球上には多様な線虫が多数存在していますが，

研究が行われているものはほんの一部です．新種や未知

のはたらきや機能をもつ線虫が多く存在することが考え

られます．これらの研究の進んでいない線虫の生理・生

態を明らかにしていくことで，線虫の特性を利用した新

たな線虫機能の開発を行っていきたいと思います． 

掲載情報 201７年 3 月現在

 

農業関係者へ 

一言アピール 
線虫抑止型土壌・抑止型作付け体型に興味のある方もご相談ください． 

 

産学・地域連携機構より 
害虫対策としての「忌避」は，所謂「殺虫」と比べて，「環境や人体に過度な負荷を与えない」

方法として改めて注目され始めています．国内でも少ない「線虫研究」について興味がある方

は，是非，お問い合わせください． 

 

吉賀
YOSHIGA

 豊司
TOYOSHI

 准教授 

 

「糸状菌と植物寄生性線虫による複合病の解明とその防除」 

「ネコブセンチュウの防除に向けた基礎研究」 

「線虫の持つ新規機能の開発」 

顕微鏡で観た線虫の前部
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佐賀大学 研究室訪問記 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

農学部 応用生物科学科 生物資源制御学講座 

 

 

 

 

[キーワード] 植物ウイルス，進化，予測，ソフトウェア，ワクチン，診断 

 

ウイルスの未来進化予測ソフトウェア開発で，ビジネスを！
 

研究紹介 
 

◆研究概要 

農作物に感染するウイルスの日本における被害総額の

試算は 1000 億円以上とも言われ，甚大な被害を与え

ています．当研究室では植物病理学を基盤として，分子

進化学，生態学，疫学そして遺伝学を融合させ，ウイル

スの病原性の進化，さらに予測について研究していま

す． 

人間が病気に罹るのと同じように，農作物（植物）も

病気に罹ります．人にインフルエンザウイルスやエイズ

ウイルスが感染するように，植物にも様々なウイルスが

感染します．病気としてよく目にするのは，チューリッ

プ（図 1）に発生する「斑入り症状」や葉の緑色と黄色

がまだら模様になる「モザイク症状｣が知られており，

ジャガイモの塊茎などに「えそ症状」を引き起こしま

す．なお，植物ウイルスは人には感染しません． 

植物の病気は，植物と病原体の相互関係で起こります

が，その原因は病原体のゲノム変異や組換えによるもの

です．当研究室ではウイルスを対象にして研究してお

り，「安心･安全な食料生産」，「ウイルス病の防除技術の

確立」を最終目標に，ウイルスゲノムの網羅的な解析を

進めています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図１ ウイルスが感染したチューリップの斑入り症状 

 

◆研究応用 

野菜，ジャガイモ，ネギ属のウイルスについても様々な

角度から研究をしています．それらウイルスゲノムを網羅

的に解析し，バイオインフォマティクスを利用した研究を

進めています． 

 

◆今後の展開１ 

現在，下記フローのイメージをもって，ウイルスの未来

予測ソフトウェアの開発に取り組んでいます．過去のウイ

ルス進化測定と同様に，未来進化を予測できるソフトウェ

アの開発を行います． 

当研究室では既にウイルスゲノムの膨大なデータを持

っています．本研究は植物のウイルスだけでなく動物ウイ

ルスやそのほかの病原体の未来進化予測へとも繋がり，大

きなビジネスチャンスとなります． 

 

◆今後の展開２ 

「植物ウイルスの診断技術」や「植物ウイルスワクチン

（弱毒ウイルス）」の開発に取り組んでいます．本分野は，

実用化時の販路が大きいと予測され，産業としても期待が

高い分野と考えます． 

 

◆今後の展開３ 

ノビル（野蒜）のウイルス診断だけでなく，作物化や機

能性などについても共同研究として取り組んでいます．本

分野は，新しい農作物の開発を目的に，農業としても期待

が高い分野と考えます． 

 

◆実用・応用可能な企業業種 

・ソフトウェア開発関連企業 

・医薬品関連企業・農業関連企業 

掲載情報 2017 年３月現在

 

農業・医薬品 

に携わる皆様へ 

一言アピール 

植物ウイルス未来進化のソフトウェアを開発することにより，人間の病気，

即ち人間のウイルス分野へも繋がり，農業関連分野だけでなく，医薬品業界

でのビジネスにも繋がります．是非，ご相談ください． 
 

産学・地域連携機構より 
大島研究室はゲノム配列を保有している研究室として世界一と言われています．植物だけでな

く，人間に対するウイルスの未来進化予測技術の確立は「究極の予防」となることでしょう．

本研究に興味がある企業の皆様からの問い合わせをお待ちしています． 

 

大島
OHSHIMA

 一 里
KAZUSATO

 教授 

 

「植物ウイルスの未来進化コンピューターソフトウェアの開発」 

「先端技術を利用した農作物ウイルスの診断法の開発」 

「植物ウイルスワクチンの開発」 
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佐賀大学 研究室訪問記 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

地域創生推進センター（大学 COC 事業） 
 

 

 

 

 

[キーワード] ＣＯＣ，地域志向，地域資源，地域連携 

 

地 域 再 生 ・ 活 性 化 の 拠 点 と な る 大 学 を 目 指 し て 
 

活動紹介 
 

◆活動概要 

佐賀大学は西九州大学と共同申請し，平成 25 年度に

採択された「文部科学省 地（知）の拠点整備事業」（通

称：大学ＣＯＣ事業）において，「コミュニティ・キャン

パス佐賀アクティベーション・プロジェクト」を推進し

ています．この事業は，佐賀県全域をキャンパスと位置

付けて，全学的に“地域志向型”の教育・研究・社会貢献

の取り組みを行い，地域再生・活性化の拠点となる大学

を目指すものです．本学では全学教育機構を含む各学部

で主となる 7 つのプロジェクトを推進し，さらに地域志

向教育研究経費事業として，毎年約 15 件の取り組みを

行っています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆コーディネーターの役割 

この事業の全体調整役“コーディネーター”として，平

成 25 年 12 月からさまざまな教育・研究・社会貢献の

活動に携わり，地域と大学を結ぶお手伝いをしています．

これまで，フィールドワークを軸として，絶滅危惧種を

保全するための里山環境のあり方や，ラオスにおける市

場を介したコミュニティについて研究を行ってきまし

た．その後，新聞社・環境ＮＰＯに勤務し，県内で活躍す

る数百人の方々と出会いました．これらの経験を通して，

佐賀県内には魅力的なひとや場所，ものなど，たくさん

の“地域資源”があることを知りました．これらの地域資

源を有機的につなぎ，発展させるためには，大学の“知”

を活用することが求められていると感じます． 

 

◆大学ＣＯＣ事業の取り組み 

現在，前述した７つのプロジェクトにおいて，佐賀県お

よび佐賀市，唐津市，小城市，鹿島市，嬉野市，神埼市，

吉野ヶ里町の６市１町と連携し，30 件以上の取り組みを

行っています．具体的には，佐賀市では中心市街地活性化

のための中間支援組織と連携したゲストハウス建設やバ

ルーンミュージアムの利活用提案，平成 27 年ラムサール

条約登録湿地に選定された「東よか干潟」での小中学生を

対象とした環境教育の実施，鹿島市では重要伝統的建造物

群保存地区に選定されている「肥前浜宿」での環アジア国

際セミナーの開催，佐賀市・鹿島市・嬉野市における健康

教室の開催，小城市でのフットパスを活用したまちづく

り，唐津市の離島での地域医療実習，農学部附属アグリ創

生教育研究センターでのアグリ医療の開発などです．学生

は大学で学んだ知識を地元の小中学生に伝えたり，地域住

民の方にまちづくりの企画・提案を行ったりと，積極的に

その成果を地域に還元するとともに，これらの活動を通じ

て地域に学んでいます．また，関連した地域での研究活動

も盛んに行われています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲載情報 2017 年 3 月現在 
 

地域のみなさんへ 

一言アピール 

地域活性化のためには，私自身が地域を知ることからだと考えています．地

域にお伺いした際は，ぜひその魅力を教えてください． 

 

産学・地域連携機構より 
地域志向型の教育・研究・社会貢献の取り組みは，自治体や地域の方々の協力を得ながら徐々

に広がりつつあります．三島コーディネーターは，様々にある地域資源をアイデアとネットワ

ークを駆使しながら，その融合を図り地域を志向する人材の育成に取り組んでいます． 

 

三島 E

M I S H I M A

A AE舞 E

M A I

 コーディネーター 

 

「地域志向型教育・研究・社会貢献，自治体・ＮＰＯ・大学等との

連携」 

唐津市蕨野 

棚田における 

環境保全活動 

佐賀市中心市街地 

活性化のための 

まちなかエクスカーション 

唐津市離島向島での合宿 

島民とのワークショップを開催 
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佐賀大学 研究室訪問記 

佐賀大学 産学・地域連携機構 （佐賀県佐賀市本庄町１番地） 

（お問い合せ先） 国立大学法人 佐賀大学 学術研究協力部 社会連携課 

TEL：0952-28-8416 E-mail：rdcenter@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

キャリアセンター，全学教育機構（社会科学部門） 

 

 

 

 

[キーワード] 
人的資源管理，キャリア形成，ストーリー，地域リーダーシップ， 

北欧，生涯学習 
 

キ ャ リ ア の 成 功 要 因 を 「 ス ト ー リ ー 」 か ら 探 る
 

研究紹介 
 

◆業務・研究概要 

 キャリアセンターの専任教員として，全学的なキャリ

ア教育・就職支援の企画立案を行っています．企画立案

を行う際には，就職に関する IR データを分析し，全学的

な傾向と課題を俯瞰しつつ，各学部の就職担当教員から

も学生の現状や課題，ニーズ等をヒアリングしています．

 研究としては，「ストーリー」に着目したキャリア形成

プロセスの質的研究，そして日本と北欧におけるキャリ

ア教育の国際比較を行っています． 

 

◆キャリアの成功要因を「ストーリー」から探る 

 かつて，賢い職業選択のための３要素は，「自己理解」，

「職業理解」，「マッチング」であると言われていました．

しかし現代のように不安定で，変化の激しい社会におい

ては，新卒就職活動という一時点での個人と職業のマッ

チングだけを念頭に置いた考え方では不十分であり，個

人は学校卒業後も，自分のキャリアを自分でマネージし，

変化や転機を自分でうまく乗り越えていく，自律的キャ

リア形成を求められます． 

 学生にとって就職活動は，社会の現状やニーズを知る

初めての活動です．しかしそんな就職活動を，自らの力

で，もしくは公的支援を上手に活用しながら，しなやか

にくぐり抜け，大きく成長していく学生がいます．私は，

そんな学生がインタビューを通じて語る「ストーリー」

から，彼らの成長のプロセス，そしてキャリアの成功要

因を探り，生涯学習社会へと移行する日本における新し

いキャリア支援プログラムの構築に挑戦しています． 

 担当している「キャリアデザイン」の授業では，卒業後

も学生が，自らのキャリアにおける「ストーリー」を構築

していく力を身に付けるため，キャリアストーリー・イ

ンタビューや未来のキャリア自叙伝を用いた個人ワーク

やペアワーク，グループディスカッションを重視してい

ます． 

 

 

 

掲載情報 2017 年３月現在

 

地域企業・自治体の皆様へ 

一言アピール 

佐賀大学は地域を担うリーダー人材の育成に取り組んでいます．大卒の新卒採用や

インターンシップをご検討の際はぜひお声がけください．また採用戦略や，若手・

女性社員の育成，定着についてお困りの際もぜひご相談ください． 
 

産学・地域連携機構より 

「不確実性の時代」と言われ続ける現代において，人生の成功についても多様化が進んでいま

すが，一つの指針として生涯を見据えた価値の構築が挙げられるのではないでしょうか．森田

准教授の研究は，キャリア形成を考察することはもちろん，将来的には「自ら幸福ある人生を

見出せる優秀な人材」を確保するツールとしての活用が期待できます． 
 

森田
M O R I T A

 佐知子
S A C H I K O

 准教授 

 

「ストーリーに着目したキャリア形成プロセスの質的研究」 

「地域リーダー人材の育成とその評価」 

「キャリアと生涯学習における国際比較～北欧諸国を中心に～」 

◆地域を担うリーダー人材の育成 

佐賀大学は地域の将来を担うリーダー人材の育成に力

を入れています． 

「佐賀版キャリアデザイン」の授業では，地域で活躍

する社会人の方を招き，地域で働くことの意義と魅力を

広く学生に伝えています．また「地域・社会と教育～地

域リーダーシップ論」の授業は少人数・実践型教育にこ

だわり，地域社会のリーダーとして，地域に貢献できる

人材の育成を目指しています．どちらの授業も，地域企

業・自治体の皆様から全面的な協力を得て運営していま

す．地域企業・自治体と学生との出会いの場として，地

域体験・体感型インターンシップ合同説明会も実施して

います． 

 
 

インターンシップ合同説明会   佐賀県山口知事を招聘した授業 

 

◆キャリアと生涯学習における国際比較 

 学生の成長や地域に根付いた教育研究と並行して，キ

ャリアと生涯学習における国際比較も進めています． 

自律的キャリア形成においては「生涯学習」の重要性

が指摘されています．そこで生涯学習の先進国として知

られる北欧（主にフィンランドとデンマーク）における

キャリア支援の研究を進めています．教育や社会福祉な

どの政策は大きく異なりますが，ライフステージごとの

多様なキャリア支援や体験・経験を重視するキャリア形

成などは，日本においても参考になると考えています． 
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