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イシイ

呉

オ
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ダイイチロウ

セウン
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ページ

准教授

1

講師

2

講師

3

鈴木 富之

スズキ

高橋 俊守

タカハシ

トシモリ

教授

4

中川 敦

ナカガワ

アツシ

准教授

5

中島 宗晧（望）

ナカジマ

ソウコウ

教授

6

若園 雄志郎

ワカゾノ

ユウシロウ

准教授

7

糸井川 高穂

イトイガワ

助教

8

杉山 央

スギヤマ

中野 達也

ナカノ

藤原 紀沙

フジワラ

飯村 耕介

イイムラ

池田 裕一

イケダ

Nguyen Minh Hai

グエン

中島 章典

トミユキ

タカホ
ヒサシ

タツヤ

教授

9

准教授

10

キサ

助教

11

コウスケ

助教

12

ヒロカズ

教授

13

ミン

ハイ

助教

14

ナカジマ

アキノリ

教授

15

藤原 浩已

フジワラ

ヒロミ

教授

16

丸岡 正知

マルオカ

マサノリ

准教授

17

山岡 暁

ヤマオカ

サトシ

教授

18

出羽 尚

イズハ

タカシ

准教授

19

鎌田 美千子

カマダ

ミチコ

准教授

20

柄木田 康之

カラキタ

ヤスユキ

教授

21

阪本 公美子

サカモト

クミコ

准教授

22

佐々木 一隆

ササキ

カズタカ

教授

23

清水 奈名子

シミズ

ナナコ

准教授

24

スエヨシ アナ

スエヨシ

戚傑

チー

ジェ

藤井 広重

フジイ

松村 史紀

マツムラ

Malee

Kaewmanotham

アナ

ヒロシゲ
フミノリ

准教授

25

准教授

26

助教

27

准教授

28

マリー

ケオマノータム

教授

29

吉田 一彦

ヨシダ

カズヒコ

教授

30

浅川 邦彦

アサカワ

クニヒコ

准教授

31

石塚 諭

イシヅカ

サトシ

講師

32

梶原 良成

カジワラ

ヨシナリ

教授

33

加藤 謙一

カトウ

ケンイチ

教授

34

株田 昌彦

カブタ

マサヒコ

准教授

35

川上 貴

カワカミ

久保 元芳

クボ

黒川 亨子

クロカワ

小宮 秀明

コミヤ

ヒデアキ

酒井 一博

サカイ

下田 淳

シモダ

陣内 雄次

ジンノウチ

髙山 慶子

タカヤマ

瀧本 家康

タキモト

谷

タニ

光生

タカシ

講師
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准教授

37

准教授

38

教授

39

カズヒロ

教授

40

ジュン

教授
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教授

42

ケイコ

准教授

43

イエヤス

助教

44

准教授

45

助教

46

教授

47

助教

48

准教授

49

モトヨシ
キョウコ

ユウジ

ミツオ

田村 岳充

タムラ

日野 圭子

ヒノ

宮代 こずゑ

ミヤシロ

森田 香緒里

モリタ

守安 敏久

モリヤス

山田 洋一

ヤマダ

山野 有紀

ヤマノ

タカミツ
ケイコ
コズエ
カオリ
トシヒサ

教授
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石戸 勉

イシド

ツトム

助教

53

加藤 直人

カトウ

ナオト

助教

54

佐藤 隆之介

サトウ

リュウノスケ

准教授

55

嶋脇 聡

シマワキ

教授

56

鄒

シュウ

准教授

57

艶華

サトシ
エンカ

白寄 篤

シラヨリ

アツシ

准教授

58

杉山 均

スギヤマ

ヒトシ

特任教授

59

高山 善匡

タカヤマ

ヨシマサ

教授

60

中林 正隆

ナカバヤシ

助教

61

星野 智史

ホシノ

准教授

62

山仲 芳和

ヤマナカ

助教

63

吉田 勝俊

ヨシダ

カツトシ

教授

64

石田 邦夫

イシダ

クニオ

教授

65

柏倉 隆之

カシワクラ

川田 重夫

カワタ

齋藤 和史

サイトウ

佐久間 洋志

サクマ

清水 隆志

シミズ

鈴木 雅康

マサタカ

サトシ
ヨシカズ

タカユキ

准教授

66

教授

67

助教

68

ヒロシ

准教授

69

タカシ

准教授

70

スズキ

マサヤス

助教

71

春名 順之介

ハルナ

ジュンノスケ

助教

72

東口 武史

ヒガシグチ

教授

73

平田 光男

ヒラタ

ミツオ

教授

74

八巻 和宏

ヤマキ

カズヒロ

助教

75

寄川 弘玄

ヨリカワ

ヒロハル

准教授

76

ケンイチ

シゲオ
ヨシフミ

タケシ

飯村 兼一

イイムラ

教授

77

伊藤 智志

イトウ

サトシ

助教

78

岩井 秀和

イワイ

ヒデカズ

助教

79

上原 伸夫

ウエハラ

江川 千佳司

エガワ

大庭 亨
加藤 紀弘
刈込 道徳

カリコミ

佐藤 剛史

サトウ

タカフミ

佐藤 正秀

サトウ

マサヒデ

准教授

86

鈴木 昇

スズキ

ノボル

教授

87

為末 真吾

タメスエ

助教

88

手塚 慶太郎

テヅカ

ケイタロウ

准教授

89

荷方 稔之

ニカタ

トシユキ

助教

90

古澤 毅

フルサワ

タケシ

准教授

91

諸星 知広

モロホシ

トモヒロ

准教授

92

吉原 佐知雄

ヨシハラ

サチオ

准教授

93

トモハル

ノブオ

教授

80

チカシ

教授

81

オオバ

トオル

教授

82

カトウ

ノリヒロ

教授

83

准教授

84

准教授

85

ミチノリ

シンゴ

石川 智治

イシカワ

伊藤 聡志

イトウ

大川 猛

オオカワ

小池 正史

コイケ

マサフミ

佐藤 美恵

サトウ

篠田 一馬

シノダ

東海林 健二

ショウジ

外山 史

トヤマ

大津 金光

オオツ

長谷川 光司

ハセガワ

ヒロシ

教授

103

長谷川 まどか

ハセガワ

マドカ

教授

104
105

准教授

94

教授

95

助教

96

准教授

97

ミエ

教授

98

カズマ

助教

99

教授

100

フビト

准教授

101

カネミツ

准教授

102

サトシ
タケシ

ケンジ

羽多野 裕之

ハタノ

ヒロユキ

准教授

藤井 雅弘

フジイ

マサヒロ

准教授

106

森

モリ

准教授

107

博志

ヒロシ

矢嶋 徹

ヤジマ

テツ

教授

108

横田 隆史

ヨコタ

タカシ

教授

109

大塚 崇光

オオツカ

タカミツ

助教

110

山本 裕紹
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ヒロツグ

准教授
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ユガミ

教授
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相田 吉昭

アイタ

教授

113

青山 真人

アオヤマ

マサト

准教授

114

岩永 将司

イワナガ

マサシ

准教授

115

柏木 孝幸

カシワギ

タカユキ

准教授

116

黒倉 健

クロクラ

タケシ

講師

117

神山 拓也

コウヤマ

タクヤ

助教

118

園田 昌司

ソノダ

ショウジ

教授

119

西川 尚志

ニシガワ

准教授

120

房

バン

相佑

ヨシアキ

ヒサシ

教授

121

平井 英明

ヒライ

ヒデアキ

教授

122

福井 えみ子

フクイ

エミコ

教授

123

福井 糧

フクイ

リョウ

准教授

124

松本 浩道

マツモト

准教授

125

山根 健治

ヤマネ

和田 義春

ワダ

東 徳洋

アズマ

蕪山 由己人

カブヤマ

金野 尚武

コンノ

ナオタケ

二瓶 賢一

ニヘイ

ケンイチ

羽生 直人

ハブ

前田 勇

マエダ

水重 貴文

ミズシゲ

山田 潔

ヤマダ

飯山 一平

イイヤマ

サンウー

ヒロミチ
ケンジ

教授

126

ヨシハル

教授

127

教授

128

教授

129

准教授

130

准教授

131

教授

132

准教授

133

ノリヒロ
ユキヒト

ナオト
イサム
タカフミ

キヨシ
イッペイ

准教授

134

講師

135

准教授

136

池口 厚男

イケグチ

アツオ

教授

137

大澤 和敏

オオサワ

カズトシ

准教授

138

齋藤 高弘

サイトウ

タカヒロ

教授

139

田村 匡嗣

タムラ

菱沼 竜男

ヒシヌマ

松井 正実

マツイ

守山 拓弥

モリヤマ

杉田 直樹

スギタ

助教

140

准教授

141

教授

142

准教授

143

ナオキ

准教授

144

有賀 一広

アルガ

カズヒロ

准教授

145

林

宇一

マサツグ
タツオ

マサミ
タクミ

ハヤシ

ウイチ

助教

146

松英 恵吾

マツエ

ケイゴ

准教授

147

山本 美穂

ヤマモト

ミホ

教授

148

横田 信三

ヨコタ

シンソウ

教授

149

飯塚 和也

イイズカ

カズヤ

教授

150

大島 潤一

オオシマ

ジュンイチ

講師

151

高橋 行継

タカハシ

ユキツグ

准教授

152

小笠原 勝

オガサワラ

教授

153

小寺 祐二

コデラ

ユウジ

准教授

154

杉田 昭栄

スギタ

ショウエイ

特命教授

155

閻

ヤン

講師

156

助教

157

ユタカ

准教授

158

ショウナン

准教授

159

美芳

マサル

メイファン

岡本 昌憲

オカモト

児玉 豊

コダマ

謝 肖男
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マサノリ

智大

スズキ

トモヒロ

准教授

160

野村 崇人

ノムラ

タカヒト

准教授

161

松田 勝

マツダ

マサル

教授

162

宮川 一志

ミヤカワ

ヒトシ

准教授

163
164

早﨑 芳夫

ハヤサキ

ヨシオ

教授

飯塚 明子

イイヅカ

アキコ

助教

165

湯本 浩之

ユモト

ヒロユキ

教授

166

特任助教

167

土崎 雄祐

ツチサキ

簔田 理香

ミノダ

ユカ

特任准教授

168

地域デザインセンター 鈴木 達也

スズキ

タツヤ

特任助教

169

地域創生推進機構

ユウスケ

地域デザイン科学部 准教授 石井大一朗
コミュニティデザイン学科 まちづくり研究室
URL：http://rd.utsunomiya-u.ac.jp/comd/staff/ishii.html
分野：コミュニティ政策、非営利組織論、
研究テーマ
・ 地域住民の意識分析とまちづくり支援方策
・ 空き家等の活用による生活ニーズに対応したサービス資源開発と評価
・ まちづくりコーディネーターやコミュニティ施設の機能強化
・ 企業・行政と地域の協働のまちづくり
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・ 住民主体のまちづくり・空き家空き地活用
・ コーディネーター ・コミュニティ施設
・ NPO ・中間支援組織 ・企業まちづくり

所属学会等

・コミュニティ政策学会 日本建築学会 NPO 学会

特記事項

・地域創生推進機構 地域デザインセンター 副センター長（兼務）

連絡先

TEL: 028-689-7172

FAX: なし

E-mail: ish[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
ここ 3 年間は、住民の意識調査や地域自治の仕組み、自治会・ボランティア活動に関する論文を報告
しています。⑴「地域住民自治の展開と中間支援組織−新たな地域づくり人材の養成に向けた中間支援
組織の役割−」⑵「自治会を基盤とした生活支援事業体の創成と経営−持続可能なコミュニティデザイン
に向けた主体形成に関する研究−」⑶「変わるコミュニティ、変わる学校支援ボランティア」などです。
直近では、中山間地の住民まちづくり支援方策を検討するための調査研究として、ある小学校区の 13
歳以上の住民を対象として行った「住民の活動欲求の類型化」に関するものがあります。一様ではない
地域住民の見えない姿を捉え、住民主体のまちづくりを支える制度設計、さらには空き家等の資源活用
を促進していくための基礎資料となる調査研究を栃木県、神奈川県、沖縄県、東日本大震災の被災地な
どをフィールドとして行っています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
まちづくり研究室の特徴は、
“地域に出かけ、地域を知り、地域
と共に考える”をモットーとしています。学生による住民交流の
企画・運営を通したヒアリング調査、地域との関係づくりを大切
にしています。
自治体との共同研究（１〜3 年）も積極的に進めています。
2016〜17 年度：宇都宮市「空き家等活用によるコミュニティ形
成・空間活用事業」
2016〜18 年度：さくら市「小さな拠点づくり推進事業」
学生と住民の交流企画とヒアリング調査

今後の展望
地域デザイン科学部の学生が、地域の中で、住民や企業、行政と連携したプロジェクトを企画・実施
できるよう研究室として応援して行きます。そうした実践を通した学びの場づくりに力を入れて行きま
す。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

栃木県内外で、総合計画等の計画策定や、協働のまちづくり、学校と地域の連携、NPO 支援に関わ
る委員を数多く務めています。また、自治会長、公民館長等を対象とした研修、自治体職員向けの地域
自治や協働、またファシリテーションに関する研修の講師などをしています。
2018 年 6 月更新

地域デザイン科学部

講師

呉

世雄

コミュニティデザイン学科
分野：社会福祉学
研究テーマ
・社会起業による福祉ニーズ対応型のサービス開発と事業化
・社会福祉法人の地域貢献活動に関する研究
・地域包括ケアシステムの経営効率性と統合化に関する実証的研究

呉 世雄 講師

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

社会的企業・起業
社会福祉法人・施設
地域包括ケアシステム
日本社会福祉学会、日本地域福祉学会、日本介護福祉学会

特記事項

福祉経営と地域福祉に関する実証研究を行っています。

連絡先

TEL:028-649-5205

FAX:

E-mail: osw[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
【社会起業による福祉ニーズ対応型のサービス開発と事業化】
本研究は、社会起業の手法を用いて制度の狭間にある福祉ニーズを解決するための新たなサービスを
開発し事業化していく、
「福祉ニーズ対応型社会起業」の実践プロセスおよび活性化・阻害要因、また、
実践主体である社会起業家のマネジメント特性を明らかにすることを目的としています。さらには、研
究成果を活かし、福祉ニーズ対応型の社会起業家を養成するための教育プログラムや教材を開発するこ
とを最終的なゴールとしています。
【社会福祉法人の地域貢献活動】
2016 年 3 月に社会福祉法が改正され，社会福祉法人は「地域における公益的な取組」や「地域公益
事業」といった、いわゆる地域貢献活動が義務付けられました。本研究では社会福祉法人が経営する社
会福祉施設を対象にアンケート調査を行い、地域貢献活動の実施状況と、それに影響を及ぼす要因を明
らかにすることを目的としています。
【地域包括ケアシステムの経営効率性と統合化に関する実証的研究】
本研究は、全国の介護保険者を地域特性に応じて６つのクラスターに分類し、データ包絡分析（DEA）
法によって、介護保険事業の経営効率性を分析するとともに、全国の介護保険者において、「住まい」、
「生活支援」
、
「医療」
、
「介護」
、
「予防」等の各領域、また在宅におけるターミナルケアを促進するため
に必要なマネジメントシステムの統合化の形成状況について、経年的な変化からその促進要因、阻害要
因を明らかにすることを目的とします。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
社会福祉学は、実践学問であり、社会福祉現場や地域社会との緊密な連携が欠かせません。教育や研
究においても、実証的かつ実践的な方法を使って進めています。また、アクションリサーチや事例研究
などから得られた知見は、教育材料として活用しています。
今後の展望
現場と地域社会とのかかわりを持ちながら、教育・研究を展開していきたいと思います。
「実践から学び、研究や教育活動を通して地域社会に恩返しする」ことをモットーとしています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
社会福祉法人評議員、NPO 法人運営委員、高齢者保健福祉計画・地域福祉計画・地域福祉活動計画
策定委員、コミュニティソーシャルワーク研修・アドバイザーなどの地域貢献活動を行っています。

2017 年 5 月更新

地域デザイン科学部

講師

鈴木富之

コミュニティデザイン学科
URL：http://researchmap.jp/suzutomi/
分野： 観光地理学，人文地理学，観光学
研究テーマ
・観光地域の分布パターンとその変容に関する研究
・地域資源を活かした観光振興に関する研究
・人文地理学の視点に基づいたフィールドワーク教育の実践研究
鈴木富之 講師
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

観光地域の立地
観光振興の動向
フィールドワーク教育
日本地理学会，東京地学協会，人文地理学会，日本観光研究学会など

特記事項
連絡先

TEL: 028-689-6233

FAX: 028-689-6235

E-mail: t.suzuki [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

（代表：学部総務係） （代表：学部総務係）
研究概要
【観光地域の分布とその変容に関する研究】
観光地域は，自然的条件，歴史文化的条件，社会経
済的条件などさまざまな地域的条件のもとに，形成さ
れます。とくに，人口集積地域である大都市圏の外縁
部では，温泉観光地やスキー場，海水浴場，山岳・高
原観光地など多種類の観光地域が立地しています。そ
こで，首都圏における観光地域の分布パターンとその
変容について，フィールドワークや資料などに用いて
研究しています。
【新しい観光振興の動向に関する研究】
バブル崩壊以降の 1990 年代以降，日本人の観光形態
が変化しつつあります。それまで特定地域に観光客が
集中するマス・ツーリズムから，体験・交流や自己実
現に重きが置かれたオルタナティブ・ツーリズムへと
移行しています。例えば、グリーンツーリズムやスポ
ーツツーリズム，産業観光などが台頭しています。そ
こで，こうしたオルタナティブ・ツーリズムの動向に
ついても研究しています。
沖縄本島におけるホテルの分布
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
フィールドワークに基づく詳細な調査を行っています。1990 年代以降，地域資源を活かした観光振
興が注目を集めており，それを実現するためにはこうした詳細な調査が有用であると考えられます。
今後の展望
現在，小山市や JTB 関東との連携で観光資源や観光振興に対する住民意識の調査研究を行っています。
今後も自治体と連携しながら，地域調査を継続したいと考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
企業・自治体と連携し，観光振興のあり方やそれに対する住民意識について調査研究を行っています。
また，高校等での出前講座や市民を対象とした公開講座で観光振興の動向に関する講義，ワークショッ
プなどを実施しています。
2017 年 5 月更新

地域デザイン科学部

教授

高橋俊守

コミュニティデザイン学科・地域生態学研究室
URL：https://ttaka.jimdo.com/
分野： 地域生態学、ランドスケープ学
研究テーマ
・ランドスケープ（地域）の成り立ち
・コンピュータを用いたマッピングと空間情報の利活用
・知識の生産と共有によるコミュニティ形成、地域課題の解決

高橋俊守 教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

里山の生物多様性、生態系サービス、地域資源の活用
GIS・リモートセンシングの活用
地域おこしや鳥獣被害対策など、地域づくりの人材養成
日本造園学会、環境情報科学会、土木学会

特記事項

里山や中山間地域の課題、地域資源の活用について相談に応じます。

連絡先

TEL: 028-649-5486

E-mail: ttaka [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
【都市・農村におけるランドスケープの成り立ち】
地域のランドスケープには、地域の自然の作用に加え、野生生物や人
間による働きかけの歴史が刻まれています。当研究室では、地域の生物
多様性や生態系サービスの変遷に着目した研究や、地域資源を持続可能
に活用するために必要な方策に関する調査研究を行っています。
【マッピングと空間情報の利活用】
近年のコンピュータやネットワーク技術の発達によって、GIS やリモ
ートセンシングを利用した地図を、身近に利用することができるように
なりました。当研究室では、自然や歴史・文化等の地域資源や、鳥獣害
などの地域課題をマッピングし、空間情報として統合的に利活用するた
めの調査研究を行っています。

GIS 入力の地図スキャン作業

【知識の生産と共有によるコミュニティ形成】
地域課題への対応やまちづくりでは、学際的なアプローチや、関係者との合意形成、目的の共有化が
求められます。当研究室では、鳥獣被害対策と中山間地域の地域づくり人材育成プログラムの開発、ま
ちあるきや地元学によるコミュニティ形成等を通じて、地域デザインを実践しています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
地域デザイン科学部の受け持ち講義は、「地域資源論」「地域生態学」「GIS 演習」です。また、一般
を対象とした公開講座では、各地で深刻な地域課題となっている鳥獣被害の対策を担う人材を養成する
ための「鳥獣管理士養成講座」を毎年開催しています。さらに、栃木県と連携し、田園回帰や定住促進
をテーマとした、中山間地域の人材養成プログラムを実施しています。
今後の展望
歴史学、民俗学、観光学、資源学、生態学を専門とする学内外の異分野の研究者と連携し、宇都宮市
域で数百年にわたって維持されてきた自然や文化資源を対象とした調査研究が、平成 29 年度宇都宮大
学次世代研究拠点創成ユニット（UU-COE-Next）に採択されました。こうした研究で得られた知識を共
有し、まちづくりに活かすため、
「まちあるきラボ」も立ち上げる予定です。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
平成 21 年から 5 年間、栃木県と連携し、里山の再生や鳥獣被害の対策を担う人材養成プログラムを
実施しました。この事業を継続するため、一般社団法人鳥獣管理技術協会を設立し、鳥獣被害の対策を
担う人材養成事業を、全国を対象に行っています。
2017 年 5 月更新

地域デザイン科学部

准教授

中川 敦

コミュニティデザイン学科
URL：https://sites.google.com/site/anaka2600/
分野：福祉社会学・会話分析
研究テーマ
・遠距離介護におけるケアカンファレンスの会話分析
・遠距離介護におけるケアマネジャー訪問場面の会話分析
・遠距離介護における遠隔コミュニケーションの会話分析的研究

中川敦 准教授

キーワード
（専門分野）

・遠距離介護におけるコミュニケーション

所属学会等

・日本社会学会、福祉社会学会、エスノメソドロジー・会話分析研究会

特記事項

・遠距離介護のビデオ撮影の取材にご協力いただける方を募集しています
（謝礼有）
。詳しくは上記 URL の私のホームページをご覧下さい。
TEL: 028-689-7179
E-mail: a.nakagawa[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

連絡先
研究概要
私は約 20 年にわたって、高齢の親と離れて暮らす子供によるケアや介護、いわゆる遠距離介護につ
いて研究をしてきました。私の推計では、日本では現在、約 1 万 5 千人から 3 万人の子供たちが遠距離
介護にたずさわっていると考えられます。こうした遠距離介護の現場に対する貢献を行うために、私は、
1960 年代後半にアメリカ西海岸で始まった会話分析というアプローチを用いて、遠距離介護のコミュ
ニケーションの分析を行い、そこで実際に用いられている、<人々の方法>の研究（ethnomethodology:
エスノメソドロジー）を行っております。現在の研究テーマは、その対象としているデータの特徴から、
主に 3 つあります。第 1 に、離れて暮らす子供、ケアマネジャー、地域包括支援センターの職員などが
参加して行われる、高齢の親ためのケアカンファレンスのビデオ撮影データの分析 です。離れて暮らす
子供と、福祉の専門職者の間で、高齢の親のための支援の方針についての考えは必ずしも最初から一致
しているわけではありません。また互いに、高齢の親についての知識についても差異があります。こう
した相違や差異がコミュニケーションの中でどのように調整されていくのかを、会話分析を通じて明ら
かにしようとしています。第 2 に、ケアマネジャーが高齢の親の家を訪問し、そのタイミングで離れ暮
らす子供が帰省した場面のビデオ撮影データの分析 です。ケアマネジャーは月に 1 回の訪問場面で、高
齢の親についてのアセスメントを行い、翌月のケアプランを立てるのですが、少なくない形で、離れて
暮らす子供が、高齢の親の代弁を行うことがあります。他方で、高齢の親に対して、直接意向が尋ねら
れる場合もあります。実際の遠距離介護のコミュニケーションの中で行われているこうした代弁や意向
の伺いは、
「なぜ、そのような形で、そのときに(why that now)」行われるのでしょうか。また近年、高
齢者介護の文脈で、高齢者本人の思いの尊重がその理念として語られることが多いのですが、こうした
代弁や意向の伺いは、その理念とどのような関係にあるのでしょうか。会話分析を通じて、その現実の
解明を目指しています。第 3 に、遠距離介護の遠隔コミュニケーションの分析 です。離れて暮らす子供
たちは帰省を通じて福祉の専門職者と対面コミュニケーションを交わしますが、その一方で、電話、メ
ール、SNS 等を利用した遠隔コミュニケーションも重要な役割を果たしております。そこで私は、カシ
オが、離れて暮らす子供と、福祉の専門職者を結ぶために開発した Daisy Circle という SNS を利用して
行われる遠距離介護の遠隔コミュニケーションを、会話分析的的なアプローチによって分析しました。
その結果、福祉の専門職者と離れて暮らす子供たちは、頻繁に高齢の親についての報告を取り交わすの
ですが、そこでは、知識の権限をめぐる道徳的なジレンマが垣間見られたのです。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
会話分析は、研究者の理論を現実に適用するのではなく、徹底して人々自身が用いている方法の解明
を目指します。それゆえ、その知見は遠距離介護の中で直面しうる場面において、当事者、専門家、そ
して高齢者がたちが実際に採用可能な方法を明らかにするという、貢献が可能なのです。
今後の展望
アメリカの急性期病院において高齢の親と離れて暮らす子供が参加する、退院支援ケアカンファレン
スの研究を行うことを検討しております。
社会貢献等
研究協力をいただいた事業所等などを対象に研究成果報告を行っています。
2018 年 8 月更新

地域デザイン科学部

教授

中島宗晧

コミュニティデザイン学科 文化マネジメント研究室

写真：でき
るだけ笑顔

分野：文化マネジメント、藝道教育、藝術学
研究テーマ
・文化，藝術に関わるマネジメント
中島宗晧 教授
・日本の躾（しつけ）をテーマとする藝道教育のあり方
キーワード
（専門分野・対応や相談 文化事業，企業マネジメント（商品企画,広告デザインなど）
が可能な事項）
所属学会等
日本アートマネジメント学会
特記事項
連絡先

今後の“まちづくり”に日本の伝統文化を機能させたいと思います。
TEL:--

FAX:--

Shodoken[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
企業マネジメントの一例を紹介します。
書道教育に初心者が扱いやすく、
【使える】毛筆はありません。
そもそも道に具（そな）えるモノの開発がなされてこなかったため
か、書道界は今、指導者の個性が規準となっています。せめて小学
校など現場の声を形にと、奈良にある製墨メーカー様との共同研究
で、毛筆や墨、下敷き（新案）など多くの製品化を手がけています。
このような盲点といえる部分を補うのがわたしの仕事です。
商品の企画、そして製品化の次は広告です。キャッチコピー
からキャラクターデザインまで、できる範囲のことはすべて
オリジナルで提案しますが、それがアイデアにとどまるか、
採用されるか否かは企業や個人事業主様との対話によって
決定します。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
その他、皮革製品の輸入代理店（起業）でアートプロデューサーを
したこともあります。また、お仏壇メーカー様と顧問契約するなど、
その【チカラの範囲】は限られても、何かしらアイデアを提供する
ことで貢献できたと思っています。そして、これまで実際に製品化
されたモノを挙げれば、お菓子やブランドロゴ、店舗デザインなど
もあります。つまり、どのようなモノやコトでも日本の文化的な要
素をできるだけ多く取り入れてきました。キーワードは、「共感」
。
そして皆様との「対話」
。これに尽きるのではないでしょうか。
今後の展望
わたしは【手仕事】です。
写真は継色紙と言って、少し小さな色紙を１４枚重ねて収納できるイス型の
額です。季節の花を差し替えてもらうための絵ができれば完成ですが、この
ような家具も従来の発想を超えた思索（アイデア）の試作です。
わたしは、今後もこのような創造に向けて挑戦し続けて参ります。そして、
何より今後は、このようなモノづくりを本学の地域デザイン科学部の学生と
協働で進めて行きたいと考えております。ただ、それにはお題目を頂戴しな
くてはなりません。どうぞ、そのような学修の場を私どもにご提供ください。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
上記以外に、京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクトなど、関西の活動が主でしたが、今後
は、地域デザイン科学部の学生をコディネートして参ります。
“若者目線”とやらにご期待ください。
2017 年 4 月更新

地域デザイン科学部

准教授

若園雄志郎

コミュニティデザイン学科
写真
分野： 社会教育学 多文化教育学
研究テーマ
・学校と地域／大学と高等学校の連携に関する研究
・高等教育におけるアクティブ・ラーニングに関する研究
・民族に関する教育課題に関する研究
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

若園雄志郎 准教授

社会教育
博物館教育
多文化・多民族
日本社会教育学会、日本学習社会学会、日本国際教育学会

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5381

FAX: 028-649-5381

E-mail: pontono[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
近年の教育現場においては「アクティブ・ラーニング」が大きなキーワードとなっています。これは従
来型の講義形式ではなく、受講者一人一人が主体的に参加しすることで学修をすすめていこうとするも
のです。ただし、その手法や考え方は社会教育の現場において長年にわたり取り組まれてきたことと親
和性が高く、例えば小集団（グループ）での学習や自主的・主体的な課題発見と解決への取り組みなど
を挙げることができるでしょう。
このような社会教育における実践の蓄積を活かし、大学をはじめとする学校教育現場における「アクテ
ィブ・ラーニング」の手法はいかなるものか、あるいはそこにおける教育的効果はどのようなものか、
さらには学校と地域とが連携していくことにはどのような効果があるのか、といったことについて研究
をすすめています。
この他、日本における多文化化・多民族化についても関心を持っており、特に国内の先住民族であるア
イヌに関する教育課題についても研究を行っています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
地域密着型の大学が地域に果たす役割は大きく、コミュニティとしての地域、あるいは高等学校や小中
学校との連携に関しての期待が高まっているといえます。
現在は「課題解決型キャリア教育」として高等学校と大学の連携についての調査を行っています
今後の展望
「課題解決型キャリア教育」といったテーマに限らず、さらに幅広く高等学校と大学が連携していくこ
とによる学生・生徒、さらには地域への効果についても調査を行っていく予定です。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
県および県内市町と連携して、学生とともに教育プログラムに参加し、そこでの課題発見を協働して行
っています。大学が地域に対してどのように貢献していけるのかについて今後も継続して調査研究を行
っていきます。
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地域デザイン科学部

助教

糸井川高穂

建築都市デザイン学科
URL：https://itoigawa1.wixsite.com/uu-kankyo
分野： 室内環境、屋外環境、安全、認知心理、省エネルギー
研究テーマ
 住宅やオフィス、工場や学校の生産性を向上するための環境改善
 ついつい省エネルギー行動や安全行動をしてしまう情報デザイン
 環境教育、安全教育
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項

糸井川高穂 助教

 住宅や工場など建物の温熱環境の評価・改善方法の考案
 省エネルギー行動や熱中症予防行動を誘発する情報デザイン
 子どもの安全向上
日本建築学会、空気調和・衛生工学会、人間―生活環境系学会、人間工学
会、Safe Kids Japan、AFS 日本協会
＜装置＞人工気候室、各種環境（温熱、気流、騒音など）測定機器
＜交流＞建築・電機系の民間企業との共同研究を積極的に行っています。
また、研修会や出前講義など積極的に学外と交流しています。

連絡先

TEL: 028-689-7039

FAX:なし

E-mail:itoigawa [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
温熱環境：子ども部屋であれば勉強がはかど
ること、工場であれば生産性が上がりミスが減
ることが、それぞれの空間の大きな目的です。
そのような 空間の目的を、温熱環境を改善す
ることで一層大きく達成する ことを目指していま
す。
情報デザイン：省エネルギーも熱中症対策も、
広報誌やポスターなど様々な媒体で情報提供
されています。その一方で、「省エネしましょう」
と書かれたポスターを見ても省エネする気にな
かなかなれないように、実際に行動を誘発でき
るような情報デザインは多くありません。しか
し、提供する情報を適切にデザインすることで
アイマークレコーダを使用し
被験者実験で生産性が高まる
人々の行動を誘発することができます 。その方
た視線追跡でデザイン検証
空調条件を提案
法を開発し、効果を実証しています。
子ども安全：日本の子どもの死因の第一位は
「予防できる事故」です。事故の原因を推定し、
再発防止策を検討しています。また、安全向上
に向けた教育も進めてゆきます。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
教育：環境教育のアクティブラーニングを実施
しています。安全教育も展開していきます。
模型を使った環境教育で省
研究：アンケート調査や実測調査による評価に
エネル行動の重要性を学習
サーモカメラで温熱環境
加え、改善方法の提案や効果検証まで、幅広
の弱点を探索
く対応しています。
今後の展望
所属学会等のコミュニティを通じた様々な職種の方々との交流を介し、環境や安全の教育方法を日々改善
しています。民間企業との共同研究による技術開発や生産性向上に加え、行政や NPO などが取り組む社会
問題の解決に寄与できるよう研究・教育を進めています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
社会活動：子どもに関する事故の原因調査と再発防止を検討し提言しています。
特許：執筆・出願に加え、特に空調に関する技術トレンド調査を行っています。
産学連携・技術移転：工場（那須塩原市）の温熱環境改善に取り組んでいます。
2017 年 5 月更新

地域デザイン科学部
建築都市デザイン学科

教授

杉山央

建築材料研究室

URL：http://uuaudmat.sitemix.jp/index.html
分野：社会基盤
研究テーマ
・高強度プレキャストコンクリート
・コンクリートのトレーサビリティ確保技術
・セメントの水和反応モデルを用いたコンクリートの材料特性予測
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項

杉山央 教授

セメント，コンクリート
日本建築学会、日本コンクリート工学会、日本鉄筋継手協会
強度試験機、恒温恒湿槽

連絡先

研究概要
プレキャストコンクリートとは、あらかじめ工
場で製造したコンクリート製品であり、壁、床、
柱、梁などがあります。建設現場では、これらを
組み立てるだけでよいので、工事の省力化、工期
の短縮などのメリットがあります。近年では、高
層 RC 造建築物の柱や梁に用いるため、高強度化
したプレキャストコンクリートへのニーズが増え
ています。しかし、高強度プレキャストコンクリ
ートでは、セメント水和熱の蓄積によって著しい
温度上昇が生じるため、特異な強度発現を示しま
す。そこで、私たちの研究室では、高品質な高強
度プレキャストコンクリートを合理的に製造する
ための研究に取り組んでいます。

E-mail: sugisugi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

強度・温度・水分量

強度・温度・水分量
硬化
加熱

加熱

硬化
熱伝導
水分拡散

加熱

発熱・水分消費

発熱・水分消費

セメント水和反応

セメント水和反応

加熱
コンクリート要素A

コンクリート要素B

加熱

高強度プレキャストコンクリート

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
プレキャストコンクリート工場では生産効率を高めるため、コンクリートを外部から加熱することに
より硬化を促進させます。その一方で、コンクリートが硬化する際にはセメントの水和熱（反応熱）が
発生し、特に高強度コンクリートの内部では著しく温度が上昇します。すなわち、高強度プレキャスト
コンクリートでは外部からの加熱と内部での発熱が複雑に作用します。さらには、これらが高強度プレ
キャストコンクリートの水分挙動や強度に大きな影響を及ぼします。そこで、高強度プレキャストコン
クリート中の発熱、熱伝導、水分拡散の現象を数値解析によって予測するとともに、これらが強度に及
ぼす影響を推定するシステムの開発に取り組んでいます。
今後の展望
上記のほかにも、以下の研究を進めています。
1）コンクリートに関する各種の製造履歴情報を記録した IC タグをコンクリート中に埋め込んで保存す
るコンクリートのトレーサビリティ確保技術
2）セメントの水和反応過程をシミュレートすることによって、コンクリート中の発熱、熱伝導、水分
拡散の現象を数値解析によって予測するとともに、これらがコンクリート強度に及ぼす影響を精緻に
推定するシステムの開発
3）火力発電所で石炭を燃焼した際に排出される灰（フライアッシュ）のコンクリート分野における有
効利用
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
上記研究のほかにも、建築工事の標準仕様書策定（JASS 5、JASS10、鉄筋継手など）にも深く関わ
っていますので、これらに関連した技術指導も可能です。
2017 年 4 月更新

地域デザイン科学部

准教授

中野達也

建築都市デザイン学科
URL：http://uustrarchi.html.xdomain.jp/
分野：建築構造，鋼構造，耐震工学
研究テーマ
・鋼構造建築物における接合部の力学性能評価
・鋼構造建築物に関する接合部設計法の合理化
・鋼構造建築物のための新しい接合構法の開発

中野達也 准教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

構造実験の立案・計画・実施・性能評価
数値解析（有限要素解析，骨組解析）の立案・計画・実施・性能評価
新たな設計法や施工法の構築

所属学会等

日本建築学会，日本鋼構造協会，溶接学会

特記事項

実験設備：2 軸静的載荷自動制御システム，2000kN 万能試験機

連絡先

TEL: 028-689-6180

E-mail: nakanot [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
鋼構造による建築物は、木造や鉄筋コンクリート造によるものに比べて
超高層や大空間が可能です。柱や梁などの部材を溶接やボルトで接合して
組み立てるため、多くの種類の接合部が存在します。地震によってこれら
の接合部が壊れることは建物全体が倒壊する要因となってしまいます。
そこで、接合部が実際にどのように壊れるのか、構造実験や数値解析に
よってそのメカニズムを解明した上で、合理的な接合部設計法の構築や、
より優れた性能を有する新しい接合部の開発などを行っています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
実現象を把握するためには、精緻な構造実験が必要不可欠です。当研究
室は、実大スケールの試験体の構造実験を行うための各種載荷・計測装置
を有しており、実験経験も豊富です。
また、実験では採取することが困難なデータを得るためには、コンピュ
ーターによる数値解析が有効です。当研究室は、有限要素解析 FEA や骨
組解析を実施することが可能です。有限要素解析では、実験で計測するこ
とが困難な物体の内部などの様子を知ることができ、骨組解析では、実験
すること自体が困難な建物全体の挙動を知ることができます。
今後の展望
1995 年の阪神淡路大震災や 2011 年の東日本大震災は、まさに言葉を失
う出来事でした。同規模の大地震として、東京湾北部地震や南海トラフ地
震などが近い将来に起こると言われています。
大地震による被害を想定した実験と数値解析を行うことで、種々の接合
部の合理的な設計法に結びつける研究や新しい接合構法の開発を続けて
いき、より安全・安心な建築物に役立てることをめざしています。

数値解析結果の一例

構造実験の様子

社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
当研究室は、共同研究に積極的に取り組んでいます。産学連携としては、梁端部の嵌合接合構法、鉄
骨梁の開口補強構法、エネルギー吸収性能に優れた露出柱脚構法、鋼管杭の機械式継手工法などの開発
を行い、実用化に成功しています。官学連携としては、国土交通省の建築基準整備事業の公募で事業主
体として採択され、建築研究所や他大学と共同で調査・研究活動を行った実績もあります。
建築というとデザイン的な側面ばかりが目立ちますが、人の命や財産を守るという極めて重大な使命
があります。それを担っているのが建築構造の分野で、研究だけでなく実際の設計でも数学や物理（力
学）を駆使します。高校生向けの出前授業や社会人向けの出張講演にも積極的に参加し、受験勉強や生
涯学習のモチベーションアップに貢献したいと思っています。
上記の取り組みや、特徴と強み等を活かせる場面があれば、お気軽にご連絡ください！
2017 年 5 月更新

地域デザイン科学部
建築都市デザイン学科

助教

藤原紀沙

建築環境研究室

写真

URL：
分野：建築環境工学、環境建築
研究テーマ
・立地特性に対応した建築デザインと環境性能に関する研究
・エリア内外のエネルギー・資源の活用方策に関する研究
・
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・建築環境工学、環境建築、建築設計

所属学会等

・日本建築学会、空気調和衛生工学会

特記事項
連絡先

・
・
TEL: 028-689-6188

FAX: 028-689-6188

藤原紀沙 助教

E-mail: fkisa [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
建築・都市は人が自然環境に適応するためのシェルターのよ
うなもので、過酷な環境下でも暮らしやすく環境を整えること
が出来ます。近年、それによる環境負荷の大きさが問題となっ
ており、快適な室内・都市環境形成とともに環境負荷の低減が
求められています。建築の根源的な役割は、技術の発達した現
代においても同様であり、建築が外部空間と身体の間に存在し、
建築手法的かつ設備手法的に室内環境を調整しつつ形成してい
ると捉えることが出来ます。つまり、その土地の気候や地理な
どの立地特性や環境資源をふまえ、建築の形状や仕様、設備を
計画することが、個々の目指す建築都市環境実現のために非常
に重要であるといえます。そこで、地域の建築物及び地域全体
の環境性能の実態把握並びに地域の気候や地理、特産材などを
活かしたシステムの提案に取り組んでいます。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
地域に根付く古くからの知恵を活かした快適な住環境とするための工夫と現代の技術を融合するこ
とにより、日本らしいサスティナブルデザインの究明と発信も目指しています。具体的な手法としては、
様々な側面に配慮して設計された、新旧の建築空間を室内外環境の側面から分析を行っています。さら
に、それらの関係を、エネルギーや体感を加味した尺度から捉えることで、現代ならではの地域の特性
を活かした建築のあり方を探求しています。室内外の環境と空間形式との関係を明らかにするにあたり、
温熱環境の実測に加え、建築物の熱負荷や風の動きなどをシミュレーションソフトによる解析を行って
います。
今後の展望
文献調査、実地調査により地域の建築物や街並みの共通した気候に対する工夫や知恵を見出すととも
に、これらの建築物内外の温熱環境の状態を捉えること、建設時・運用時・廃棄の一連のサイクルを通
じた環境負荷を調査分析すること、さらにこれらの結果を総合的に分析し地域の建築物や地域全体とし
ての環境性能の実態を捉えることを検討しています。そして、地域の資源やインフラ、既存建築物など
を活用した、さらにエネルギー性能が高く、災害時への対応を考慮した建築物、都市空間の提案や、地
域全体としてのエネルギーシステムの提案を行って行く予定です。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
これまで地域の立地特性に対応したデザインと室内環境との関係やエネルギーや資源の活用につい
て検討を行ってきましたが、地域内外で広く共有し設計施工の際により有効に役立てられるような形で
公開していきたいと考えています。
2018 年 4 月更新

地域デザイン科学部
社会基盤デザイン学科

助教

飯村耕介

流域デザイン研究室

URL：https://sites.google.com/site/wemuujp/
分野：海岸工学
研究テーマ
・津波遡上に関する水理実験，数値解析

飯村耕介 助教

・海岸林を活用した津波減災
・津波による防潮堤背後における洗堀
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

津波減災，海岸林，Eco-DDR

所属学会等

土木学会

特記事項

・2 次元 PIV システム，電磁流速計，超音波変位計

連絡先

TEL: 028-689-6214

FAX: 028-689-6214

E-mail: k_iimura[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
２０１１年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震津波以
降，巨大な（レベル２の）津波に対しては複数の対策によって津
波を段階的に減じていく多重防護による減災対策が必要となりま
した．その対策のひとつとして，生態系を活用した防災・減災を
表す EcoDRR（Ecosystem-based disaster risk reduction）が国際
的に注目を集めています．日本においては古くから海岸林が整備
されており，その効果が再認識されています．また海外，特に発
展途上国においては経済的な理由から長大な防潮堤の建設が難し
く，比較的安価に整備が進められる海岸林（グリーンインフラ）
による対策が注目されています．
海岸林が持つ津波の浸水深や流速の軽減効果や漂流物の阻止，
砂丘の育成効果については古くから指摘されている一方で，複数
の構造物を組み合わせた多重防護下において，海岸林がどのよう
な役割を果たすのかについてはまだ十分に解明されていません．
本研究では，海岸林の津波減災効果とその限界について明らかに
するために海岸林周辺の浸水深や流況，海岸林への作用力，防潮
堤などの構造物周辺の洗堀現象について水理模型実験や数値解析
により明らかにしていきます．

アダンによる海岸林の様子
（スリランカ）

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
津波減災効果を明らかにするためには海岸林周辺や背後地にお
ける詳細な流況が必要となります．現地調査による海岸地形や海
岸林の規模の把握，水理模型実験や現地スケールによる数値解析により海岸林の評価を行います．特に
数値解析については模型実験を用いて妥当性を検証しつつ，浸水過程における地形の変化や，海岸林の
破壊・流失を考慮し，高精度化を目指します．
今後の展望
UAV による地形測量や海岸林調査，2 次元 PIV システムによる詳細な流況把握など新たに導入された
機器を用いながら，非定常の詳細なデータを得つつ，解析法の精度向上を進めていきます．
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）
2018 年 8 月更新

地域デザイン科学部
社会基盤デザイン学科

教授

池田裕一

流域デザイン研究室

URL：https://sites.google.com/site/wemuujp/home
分野：河川工学
研究テーマ
・河道内の複雑な地形上の流れの予測と制御
・水域とその周辺の植物生態の解明と制御
・流域規模の水害対策と環境保全

池田裕一 教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

河川災害，河川環境，流体力学，河道内植生，気候変動への適応
グリーンインフラ，地域環境調査への情報技術・ドローンの活用

所属学会等

土木学会，応用生態工学会

特記事項
連絡先

，画像解析流速測定システム，可変勾配水路，
＜装置＞ 電磁流速計（2 成分）
＜ソフトウェア＞ 河道内流れ解析，河床変動解析，洪水氾濫解析
TEL: 028-689-6215 FAX: 028-689-6215 E-mail:ikeda [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
わたしたちに恵みと潤いを与えてくれる水は、一方でさまざ
まな災害を引き起こすこともあります。流域デザイン研究室で
は、河川や湖とそれをとりまく流域の成り立ちをとらえ、水害
対策や水環境保全を通して良好な地域を形成するための研究
を進めています。
具体的には、水の流れ、地形の変化、水質の変化、生態系な
どといった自然の仕組みや、災害対策や環境保全などの地域社
会との関わり，インターネットや GIS（地理情報システム）な
どの情報技術の活用など、さまざまな視点からのアプローチで
取り組んでいます。最近では，地球温暖化による気候変動の影
響をどのように捉え、適応していくかも重要な課題です。

河川に繁茂した植生が流れや地形変化に
与える影響を室内実験で検討

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
・教育に関しては、これまでに宇都宮大学ベストレクチャー賞
を２度受賞しております（河川工学関連と数学関連の授業）。
・研究に関しては、河川の流れと地形および植生の相互作用に
ついて、現地調査、室内実験、数値解析をバランスよく活用
しながらアプローチします。また、河川周辺地域の洪水氾濫
についても数値シミュレーションで検討します。
今後の展望
・ドローンを地域環境調査に導入して、水害対策・環境管理に
活用していきます。
・気候変動による豪雨災害に適応できるように、グリーンイン
フラを含む様々な施策を組み込んだ氾濫シミュレ－ション
を可能にし、経済的効率も考慮した水害対策の立案に取り組
んでいきます。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転
の対応等）
・国土交通省や栃木県および県内市町の各種委員会の委員およ
び委員長を務めております（ホームページ参照）
。
・河川とその周辺流域の環境調査および水害対策・環境保全に
関する各種シミュレーションを各地で実施・発展させていき
たいと考えています。

河川の砂州上の植生繁茂パターンを現地調査

平成 27 年関東・東北豪雨での小山市の
氾濫シミュレーション（内水を考慮）

2018 年 8 月更新

地域デザイン科学部
社会基盤デザイン学科

助教 Nguyen Minh Hai
土木構造研究室

URL：http://civil.utsunomiya-u.ac.jp/struct/
分野： 構造工学
研究テーマ
・鋼コンクリート複合構造の力学性状に関する実験、数値解析
・鋼コンクリート複合構造の維持管理や施工性
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

Nguyen Minh Hai 助教

鋼コンクリート複合構造、ずれ止め
土木学会、建築学会
装置：荷重載荷装置、計測装置

TEL: 028-689-6210

FAX:

E-mail: nguyenminhhai[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
鋼コンクリート複合構造は鋼材とコンクリートが単独で力を受け
持つのではなく、両者を接合させ一体の構造として力を受け持たせ
ることによって、構造の合理化、施工の効率化、経済性などを追求
しているものです。この構造形式の優れる性能を発揮させるために
は、鋼とコンクリートを接合させるずれ止め要素を設けることは鍵
となります。したがって、この構造形式を合理的に設計するために、
鋼とコンクリートの接合部での力学挙動およびそこに設けるずれ止
めの力学特性を十分に把握することは極めて重要だと考えられます。
上記の背景を踏まえて、本研究室は鋼コンクリート複合構造の力
学性状の解明、それに基づいてこの構造形式の合理的な設計手法の
構築を目指して、構造レベル、部材レベルの模型試験を多く行って
きており基礎研究の観点から実用化の観点まで検討を行っています。
写真１は鋼コンクリート複合構造のずれ止めの要素試験の一例で
写真１
す。

ずれ止めの要素試験
一例

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
本研究室では、鋼コンクリート複合構造やその他の構造部材など構造実験を実施していますが、実験
結果の検証および補充のために、数値解析も併用して、検討しています。そのため本研究室では、その
ような数値解析手法の整備にも力を入れています。
今後の展望
鋼コンクリート複合構造は既に多く実用化されていましたが、鋼材溶接，コンクリートの高強度化や
部材のプレキャスト化などの技術進化につれて、この構造形式がさらに期待されています。また、ずれ
止めの力学特性の解明や新たなずれ止め要素の開発などによって、鋼コンクリート複合構造の設計、適
用法なども多様になり、より合理な構造形式が生み出していくと考えられます。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
技術移転希望項目 ・鋼コンクリート複合構造の実験、数値解析

2017 年 4 月更新

地域デザイン科学部

教授

中島章典

社会基盤デザイン 土木構造研究室
URL：http://civil.utsunomiya-u.ac.jp/struct/
分野： 構造工学、地震工学
研究テーマ
・鋼コンクリート複合構造の力学性状に関する実験、数値解析
・鋼コンクリート複合構造の維持管理や施工性
・橋梁構造の地震時挙動の数値解析による再現（振動台実験、数値解析）
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

中島章典 教授

鋼コンクリート複合構造の実験、各種構造物の構造解析・振動解析
振動台を用いた振動実験
土木学会、日本鋼構造協会、溶接学会
装置：荷重載荷装置、計測装置、振動台、振動計測装置

TEL: 028-689-6208

FAX: 028-689-6208

E-mail: akinorin[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
構造物の耐震性を確認するためには、実際に構造物に振動を加
えて確認するのが最も有効な方法です。また、その振動挙動を数
値解析により再現できれば、振動実験を行わずに、構造物の耐震
性を確認することができるようになります。したがって、地震時
の振動挙動を数値解析によって再現できるかどうかを確認するた
めには振動台実験などが欠かせません。本研究室では、写真１に
示すような振動台を所有しており、現在は、写真の振動台上に設
置されている橋模型の振動実験を行い、振動挙動を調べるととも
写真１ 振動台実験
に、数値解析によりその挙動を再現することを試みています。
また、鋼とコンクリートからなる複合構造は鋼とコンクリート
のそれぞれの材料の利点を活かした構造です。複合構造は土木、
建築の分野で盛んに用いられています。このような複合構造の詳
細な挙動を調べるための実験やその数値解析も行っています。写
真２は鋼コンクリート合成桁の基礎的挙動を調べるための載荷実
験の状況です。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
本研究室では、振動台を用いた構造物模型の振動実験、鋼コン
クリート複合構造やその他の構造部材などの構造実験を実施して
写真２ 合成桁の載荷実験
います。しかし、これらの実験はあくまでも模型実験であり、実
構造の挙動を解明するためには、これらの模型実験を通して妥当
性を検証した数値解析手法を整備する必要があります。そこで本研究室では、そのような数値解析手法
の整備にも力を入れています。
今後の展望
安全な構造物を設計するためには、作用する荷重に対する構造物の挙動を事前に予測する必要があり
ます。しかし、そのためには、まだまだ基礎データの蓄積とそれを取り入れた数値解析手法の精緻化が
必要です。そこで、実構造物の模型実験、要素実験を実施するとともに、これらの挙動を予測する数値
解析手法の整備を目指しています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
技術移転希望項目 ・鋼コンクリート複合構造の実験、振動台を用いた振動実験
2017 年 4 月更新

地域デザイン科学部

教授

藤原浩已

社会基盤デザイン学科
URL：http://www.cc.utsunomiya-u.ac.jp/~fhiromi/mainpage.htm
分野： 建設材料学
研究テーマ
・コンクリート構造物の補修技術の開発
・コンクリート構造物の耐久性向上技術の開発
・建設材料のリサイクル技術の研究

藤原 浩已 教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

モルタル・コンクリート材料技術
補修補強工法の開発
新規建設材料の開発
土木学会、日本コンクリート工学会

特記事項

世界初となる高性能な建設材料を、いくつも世に送り出しています

連絡先

TEL: 028-689-6209

FAX: 028-689-6209

E-mail:fhiromi [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
・チクソトロピー性状を有する各種補修材料（商品名：なおしタル、キロフケールなど）を開発し、商
品化しています。これらの材料は建設業界において高く評価され、日本コンクリート工学協会技術賞を
受賞しております。
・各種のリサイクル材料、現在は石炭ガス化溶融スラグの有効利用に関する研究を行っております。
・コンクリートの耐久性向上のための技術開発、近年は尿素水溶液塗布による乾燥収縮低減工法や、ク
リンカー骨材を用いてコンクリートの自己治癒性の付与方法などについて研究を行っております。

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
・これまでに宇都宮大学ベストレクチャー賞を 3 度受賞しております。
・研究室では年に一度、海外研修を実施し、海外で活躍する日本人建設技術者と交流する機会を設けて
おります。これまでに、米国、韓国、台湾、タイ、シンガポールなどに研修で訪れております。
・大学院へ進学した学生には、海外における国際会議で自分の研究を発表する機会を設けております。
平成 28 年度はスペイン、ギリシャ、ハンガリーで学生たちが研究発表を行いました。
今後の展望
・今後さらに世界初となるような技術の開発を行い、世に問うていこうと思います。

社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
・50 件以上の特許を出願しており、その内のかなりの数が権利化されております。そのほとんどは企業
等との共同出願の形を取っており、共同研究先の権利に十分配慮しております。

2017 年 5 月更新

地域デザイン科学部
社会基盤デザイン学科

准教授

丸岡正知

建設材料研究室

URL：http://www.cc.utsunomiya-u.ac.jp/~fhiromi/mainpage.htm
分野： 建設材料学，コンクリート工学
研究テーマ
・各種産業副産物を有効利用した高付加価値・高性能コンクリート製造技術
・チクソトロピー性を有する無機系補修・補強材料
・自己治癒性を有するコンクリートの開発

丸岡正知 准教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

高強度コンクリート，高流動コンクリート，補修・補強
リサイクル，施工性向上

特記事項

セメント・コンクリート材料の物性評価・耐久性評価も行います

連絡先

土木学会，日本コンクリート工学会

TEL: 028-689-6211

FAX: 028-689-6211

E-mail: mmaruoka[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
【各種産業副産物を有効利用した高付加価値・高性能コンクリー
ト製造技術】
ヒトの社会活動に伴う多量の廃棄物・副産物の排出は避けられ
ません。セメント・コンクリート産業では以前から他産業の廃棄
物・副産物を有効活用し，
「産業の静脈」としての役割を担ってい
ますが，これまで以上に需要が高まっています。中でもセメント
を使用しなくても従来以上の高強度・高耐久性を有する硬化体の
製造技術を構築しました。
【チクソトロピー性を有する無機系補修・補強材料】
セメントを含む無機系材料は，硬化する前は比較的容易に変形
する流体材料として扱われます。この材料構成を工夫することに
より，マヨネーズやソフトクリームの様な容易に変形するが，外
力がなくなるとそのままの形を保つような性状を示すようになり
ます．これをチクソトロピーと称します。このような性質を実現
することは無機系材料では困難ですが，工夫により実現し，これ
まで難工事指定や困難な狭隘部や悪条件でも施工を可能とする材
料製造を可能としました．
（右写真・図を参照）

下り 吹付
約40m 位置

上り
約90m

国道から
山頂まで
約110m
国道

施工状況

施工前

施工後

写真 開発した法面保護材の施工例
材料を工夫することで90mの山登りを含め
700mの材料移送が可能．従来施工不可能
な危険部を保護可能とし安全に寄与します

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
企業との共同研究を中心に，実施工に適用可能な材料開発およ
びセメント系材料に関する基礎研究を中心に研究活動を行います．
企業での実務経験も活用し、実践的かつ実益のある研究をおこ
なっています．
可能な限り様々な要望に対応しております．
今後の展望
実務で生じた問題について，様々な視点から検討をすすめ，
より有益な成果を還元できるようにしたいと考えています．

図 長距離圧送吹付け施工の例
小径･長距離トンネルに全機材が入らない
最小限の機材をトンネル内に搬入
施工作業の省力化に貢献

社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
セメント・コンクリート材料を中心に，地域の要望・課題解決にも対応します．
小学校等への出前授業を通じ，建設分野の環境問題対策や社会貢献についても説明いたします．
特許：上記チクソトロピー性状を示すセメント系材料（関連４件）、メントクリンカーの骨材利用に
関する研究（関連２件）
、高粘度ひび割れ補修材の高圧注入工法（１件）など
2017 年 5 月更新

地域デザイン科学部

教授

山岡

暁

マネジメント研究室
URL：http://rd.utsunomiya-u.ac.jp/civil/staff/yamaoka.html
分野：プロジェクトマネジメント、海外の社会基盤整備のマネジメント
研究テーマ
・海外の社会資本整備のマネジメント
山岡 暁 教授

・社会資本整備に民間活力を用いるための手法
・国内外における再生可能エネルギーの開発普及
キーワード

プロジェクトマネジメント

（専門分野・対応や相談

民間活力によるインフラ整備

が可能な事項）

海外市場での受注

所属学会等

土木学会、環境アセスメント学会

特記事項

建設コンサルタントとして海外インフラ事業の経験あり

連絡先

TEL: 028-689-6213

FAX: 028-689-6213

E-mail: yamaokast[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
1．海外の社会資本整備のマネジメント
海外における電力や運輸、上下水道などの社会資本を効果的・効率的に整備するためのマネジメント手法を
評価分析している。国際的な事業評価に加えて、日本独自の事業評価制度の構築を目指している。
2．社会資本整備に民間活力を用いるための手法
電力やその他社会資本の整備に、民間資金や手法を活用・導入するために、日本企業の弱みと強みを分析評
価し、日本企業が今後国際市場で受注するための効果的な契約や手法を研究している。
3．国内外における再生可能エネルギーの開発普及
小水力や風力、太陽光、地熱などの再生可能エネルギーを開発・普及するために、発生エネルギーの安定性
や開発コスト抑制、社会自然環境影響などの課題を解決するための研究をしている。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
地域デザイン科学部の他、大学院 工学研究科の学生に海外プロジェクトやプロジェクトマネジメント
の講義をしている。近年は、海外プロジェクトの事業評価制度の構築やインフラ整備への民間活力の適
用について、土木学会やインドネシアのバンドン工科大学で研究成果を発表している。東南アジアの大
学やインフラ整備の関係者とネットワークがあるので、それらの国々と共同で教育や研究を推進できる。
今後の展望
これまでの教育・研究成果を踏まえて、さらに日本企業が、東南アジアなどの海外のインフラ整備に進
出できるように、受注や契約の新たな制度設計を構築していきたい。また、学生が就職後、海外で活躍
できるように彼らの研究を指導し、教育していきたい。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
栃木県の建設業と共同して、日本独自の技術によるインドネシアの上水送配水管の洗浄事業化を推進し
ている。栃木県の土木学会では、平成 27 年度より学術研究部会の部会長をしており、平成 28 年 8 月に
は、建設業関係者が、海外市場での受注を目指すために、演題「建設業の国際化」の講演をした。
2017 年 5 月更新

国際学部

准教授

出羽

尚

国際学科
分野： 西洋美術史
研究テーマ
・イギリス風景画の研究
・18－19 世紀の挿絵版画の研究
・エンブレムの研究
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

出羽尚 准教授

イギリス美術、挿絵版画、エンブレム
美術史学会、美学会、イギリスロマン派学会

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5221

FAX: n/a

E-mail: izuha[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
イギリス美術史、特にターナーを中心とした 18-19 世紀の風景画研究。美術史の基礎である様式分析
を核にしつつ、作品制作に近接する美学、文学、産業、社会といった問題との関連も視座に研究を進め
ている。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
文化・美術を研究する際の基本的な方法論を身に着けることを目標とし、そのために必要な資料収集
整理、文献調査、フィールド・ワーク等の実践を重視した教育を行っている。
今後の展望
将来的には、学生の研究活動を、地域社会の貢献に役立てる可能性についても考えたい。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
学部付属の多文化公共圏センターの事業を通じた地域貢献活動のほか、高校での出前講座を実施して
いる。

2018 年 5 月更新

国際学部

准教授

鎌田美千子

国際学科・鎌田研究室
分野： 応用言語学，日本語教育学，言語習得論
研究テーマ
・言語教育におけるパラフレーズに関する研究
・日本語を第二言語とする子どもたちへの日本語習得支援の方法論的検討
・日本語教員養成に関する教育実践研究
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

日本語教授法
留学生への日本語教育
学齢期の子どもへの日本語教育
日本語教育学会，異文化間教育学会，専門日本語教育学会 他

特記事項

特になし

連絡先

E-mail: kamada[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
【言語教育におけるパラフレーズに関する研究】
第二言語としての日本語の教育方法を「パラフレーズ」に着目して研究しています。パラフレーズと
は，言い換えのことを指します。普段はあまり意識していないかもしれませんが，例えば，講義で聞い
た内容をレポートに書く場合には，話しことばから書きことばへのパラフレーズが生じます。逆に，文
献に書かれている内容について口頭で述べる場合には，書きことばから話しことばへのパラフレーズが
生じます。世界の言語から日本語を眺めてみると，日本語は，話しことばと書きことばの差異が大きい
言語の一つとされ，その使い分けは，外国語・第二言語として日本語を学ぶ際に課題の一つとなります。
私たちは，他にも伝達目的や場面，読み手・聞き手，ジャンルによる違い等，状況に応じて言語表現を
使い分けており，同じ意味内容を示す場合であっても言語表現は実に多様です。このような側面に着目
して，第二言語としての日本語の教育方法を具体的に検討しています。
【日本語を第二言語とする子どもたちへの日本語習得支援の方法論的検討】
上述したパラフレーズの観点は，日本語を第二言語とする子どもたちの日本語習得支援においても重
要です。日本語を第二言語とする子どもたちは，まず話しことばを中心に覚えるため，教科書の文章を
読むのが難しい時期があります。文章理解に関する諸研究では，単語がわかるようになるだけでは内容
理解に結びつかないことが示されており，そうした知見をもとに，いかに話しことばから書きことばへ
の移行を支えていくかを研究室の学生たちと共に考え、取り組んでいます。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
言語教育法、学習理論の知見に基づき，大学での教育と研究を展開しています。留学生を対象に開発
した日本語学習用テキスト『アカデミック・ライティングのためのパラフレーズ演習』（スリーエーネ
ットワーク）は，国際交流基金のウェブサイトでも紹介され，国内外の大学や日本語教育機関で広く活
用されています。本書については，母語教育の必要性の観点から『学校英語教育は何のため？』（ひつ
じ書房）においても取り上げられました。
現在は，日本語教授法の開発を発展的に進め，理論と実践の両面から概説した専門書の刊行を目指し
ています。授業開発においては 2017 年に第９回日本語教育方法研究会優秀賞を受賞しました。
今後の展望
日本語教育を学ぶ学生たちの進路を見ると，日本語学校のほか，小中高等学校，教育・報道・製造関
連の企業，大学院進学等，幅広く多様です。小中高等学校の教員になった場合には，児童生徒への教育
を言語と教科の両面から考えられるようにならなければなりません。企業に就職した場合には，外国人
従業員への研修を担うことが少なくなく，多文化共生の面からも活躍が期待されています。今後も学生
一人ひとりの学びを支える教育と研究を展開していきたいと考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
国立大学日本語教育研究協議会 理事，大学日本語教員養成課程研究協議会 理事 他
2017 年 5 月更新

国際学部

教授

文化人類学専攻

柄木田康之

柄木田研究室

URL：
分野：文化人類学
研究テーマ
・ミクロネシア地域社会のグローバル化
・途上国葬送の医療化・貨幣経済化
・贈与交換の貨幣化

柄木田康之 教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・文化人類学、通過儀礼の貨幣経済化

所属学会等

・日本文化人類学会、日本オセアニア学会、日本民俗学会

特記事項
連絡先

・
・
TEL: 028-649-5205

FAX: 028-649-5206

E-mail: karakita[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
グローバルな貨幣経済下の周辺住民の自立戦略を、文化人類学の定点長期研究によって明らかにして
いる。ミクロネシア連邦ヤップ州離島出身者の民族意識の覚醒を、貨幣経済と政府サービスの州都への
集中に対する対抗運動として捉えられる。ただしヤップ本島と離島の伝統的パートナー関係は二元的な
対立となってしまったわけではない。肥大化した公共部門の貨幣経済のもと、現金を必要として離島カ
テゴリーが生成・強化されると同時に、互酬交換に基づく伝統パートナーとの関係が貨幣経済化の脈絡
で選択・流用されているからである。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
文化人類学の立場から第三世界の社会文化変容に関連する諸問題を検討します。授業では植民地主義、
ジェンダー、エスニシティ、地域共同体と世界システムの接合等の今日的テーマを選択し、各自文献・
フィールド調査を行い、問題意識を発展させることを目標としています。レポート執筆までの過程で、
テーマの選択、大学・公共図書館の利用、文献リストの作成、研究ノートの作成、配布資料・発表スラ
イドの作成、口頭発表、議論、レポートの執筆を経験します。また文献研究を超えてフィールドワーク
にもとづく研究を歓迎します。
今後の展望
現代日本社会の通過儀礼や贈答における衣類・布製品の利用拡大の意義に関心をあります。具体的な
フィールドワークに結び付けたいと思っています。
また日本における外国人移民の祭礼・儀礼の輸入とイベント化にも関心があります。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
学会役員、放送大学対面授業、教員免許更新講習講師等

2018 年 8 月更新

国際学部

准教授

阪本公美子

国際学科
URL：http://d.hatena.ne.jp/Sakamoto__Kumiko/20110401/1301657759
分野：アフリカ研究、発展論
研究テーマ
・タンザニアにおける社会開発と文化、内発的発展
・タンザニアにおける母子保健とジェンダー（女性世帯主世帯、男女分業）
・タンザニアにおける薬用・食用植物に関する在来知の地域還元
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・タンザニア、社会開発と文化、女性と子ども
・在来資源・在来知の地域還元、音楽

所属学会等

・日本アフリカ学会 国際開発学会

特記事項
連絡先

阪本公美子
准教授

・地域の資源や知識を搾取するのではなく、地域に還元できる形での連携
を歓迎します。
TEL: 028-649-5180 FAX: 028-649-5171 E-mail: ksaka[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
 タンザニアにおける社会開発と文化、内発的発展
ユニセフと国連開発計画のタンザニア事務所に勤務した経験の中で、国際機関が各国の政策を影響
しすすめる「社会開発」は、必ずしもコミュニティレベルで共有できているものではないことを実
感しました。社会開発と地域文化はどのようにかかわっているのか、内発的発展の実現方法など、
「開発」が「遅れている」と認識されている地域に焦点を当て、博士論文でテーマとし、今も関心
を持ち続けています。
 タンザニアにおける母子保健とジェンダー（母系的社会、女性世帯主世帯、男女分業）
女性と子どもの健康、母系的社会、女性の中でもシングルで家計を切り盛りしている女性世帯主世
帯、そして男女分業について、研究してきました。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
 国際機関での実務経験、タンザニア農村での調査経験、社会の構造的理解が、教育・研究活動の特
徴と強みです。
 基盤教育では、
「アフリカ学入門」
、専門科目では「アフリカ論」や「途上国経済発展論」を担当し
ています。とくに「アフリカ学入門」では、アフリカの女性の労働体験（籾摺りや水くみ）、タン
ザニアの村民になりきって演技するロール・プレー、アフリカ関連イベントの参加、アフリカから
の留学生やアフリカを体験した先輩との交流など、アクティブ・ラーニングを重視しています。
 研究は、タンザニアの中でも比較的発展が「遅れている」と認識されている地域の「豊かさ」（相
互扶助、祭りや芸能、地域資源・在来知）に焦点を当て、新たな価値観に
基づく社会のあり方や、内発的発展を模索しています。
今後の展望
 タンザニアにおける薬用・食用植物に関する在来知の地域還元
タンザニアの人々は、地元の植物資源に関する薬用・食用知識が豊富です。
それらが継承され、人々の健康や栄養に還元できるよう、研究をすすめています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況





産学連携・技術移転の対応等）

地域の資源や知識を搾取するのではなく、地域に還元できる形での連携を歓迎します。
例えば、タンザニア中部ドドマ州で活動してきた NGO は、地域での利用を主眼にバオバブ油、ロ
ゼーラ、モリンガなどを開発・普及してきましたが、バオバブ油に関する研究など求められている
とともに、日本でもフェアー・トレード的につながることができる可能性もあります。
音楽芸能（太鼓と踊りと歌）グループのプロモーションへの協力など、大歓迎です。
タンザニアの農村を舞台に、国際協力、植林、太鼓をテーマとした絵本も構想中です。
2018 年 7 月更新

国際学部

教授

佐々木一隆

国際学科・国際文化研究専攻／国際学研究専攻
分野： 英語学・言語学
研究テーマ
・言語の普遍的特性から見た英文法研究
・日英語比較を中心とした言語比較
・言語研究の成果を言語学習や翻訳に応用する研究
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

佐々木一隆 教授

英語研究
言語研究一般
英語・言語研究の普及と英語教育への応用
日本英語学会、日本英文學会、英語語法文法学会、
The Linguistic Society of America
英語研究・言語研究の紹介および英語教育への応用研究ができます。

TEL: 028-649-5208

FAX: 028-649-5208

E-mail: sasaki[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
言語には多様性とともに普遍性が存在するという考え方に基づいて、英語の名詞句について、構造と
機能、形式と意味の対応、コミュニュケーション、歴史や母語獲得などの観点から、総合的かつ動的に
捉えようとする研究をしています。また、英語と日本語などを比較したり、言語研究の成果を言語学習
に応用したりすることも視野に入れています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
言語普遍性の考えに基づいて、英語に力点を置きながら、言語の構造と機能について講義しています。
英語と日本語などの比較も扱っています。演習では、英語または日本語で書かれた学術書や論文を読み、
その概要を捉え、精読もしながら考察を行っています。また、卒業論文・修士論文・博士論文の指導を
重視し、学術論文の英文執筆をめざした英語の授業なども担当している点に特徴があります。
今後の展望
現在は学生を中心に講義や演習を行っていますが、今後は地域への貢献をもう少し拡充したいと思い
ます。対象は学校、自治体、民間企業などが考えられます。また、言語研究の成果を言語学習や翻訳に
応用する研究にご協力いただける学校、自治体、企業がありましたらお声がけいただければ幸いです。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
これまで取り組んできた主な社会活動：宇都宮市社会教育委員（2013 年〜現在）
、放送大学栃木学習
センター非常勤講師・面接授業・専門科目「人間と文化（ことばと文化について考える）」
（2017 年 11
月予定）・共通科目「外国語（日本語から見る英語の読解と作文）」（2012 年）、栃木県高等学校教育研
究会国際理解教育部会等講演：
「国際理解における言語活動の諸相」
（2014 年）
。高等学校などでの出前
授業、高大連携事業での高校生へのコメント、高校訪問による進路指導部との意見交換も行っています。
大学教員でないとできない活動を継続しながら、大学をもっと身近に感じてもらい、大学も地域の一
部として活動できるよう今後も取り組んでいきます。
2017 年 5 月更新

国際学部

准教授

清水奈名子

国際学科
URL：http://researchmap.jp/nanakoshimizu
分野： 国際関係論・国際機構論・平和研究
研究テーマ
・国連安全保障体制における武力紛争下の一般市民の保護について
・東電福島原発事故による栃木県の被災問題について
・原子力エネルギー利用をめぐる国際政治について

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

清水 奈名子 准教授
国連安全保障体制・人間の安全保障・原発震災の被害と人権問題

国際法学会・国際政治学会・日本平和学会
市民団体の勉強会等で講師を担当することが可能です

TEL: 028-649-5170

FAX: 028-649-5170

E-mail: nshimizu[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
主に国際連合の安全保障体制について研究しています。国際関係を考察する際に、国際連合のような
制度に注目して、武力紛争の際に最も犠牲となる割合の高い一般市民をどのように保護していくかにつ
いて考察してきました。
2011 年の原発震災後は、人間の安全保障と原発事故被害の関係についても研究を続けています。いず
れの研究課題についても共通する「問い」は、戦争や原発事故のような国家的危機に際して、なぜ政府
は一般市民の保護を優先せず、被害を切り捨ててしまうのか、という問題です。「国家は国民を守らな
い」という問題が過去から現在にかけて続いていることを学ぶことによって、現代社会の何が問題であ
り、どう改善していくのか、一人ひとりの市民に何ができるのかについて、初めて考えることができる
と思っています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
「戦争と平和」に関する問題について考える授業の一環として、宇都宮市内の戦争遺跡を訪問するス
タディーツアーを、市民団体の協力のもとに実施しています。また東電福島原発事故が提起した問題を、
宇都宮大学にある 5 つの学部から教員が集まり、文系理系を越えて考える「3.11 と学問の不確かさ」と
いう授業も、2012 年以降毎年続けています。これらの授業の際に、研究成果である原発事故の被災状
況等を報告するシンポジウムや勉強会を開催し、一般公開もしてきました。さらに戦争の被害であれ、
原発事故の被害であれ、当事者の証言を読む作業を授業に取り入れています。公の歴史の中では記録さ
れにくい被害者の声を聴きとるために必要であると考えているからです。
今後の展望
原発震災から時間が経過するにつれて、事故と被害の風化が進んでいます。しかし残念ながら、原発
事故の終息は見通すことができず、現在も被害が続いていることを、教育と研究の両分野で今後も発信
していきたいと思います。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
「安全保障関連法案（安保法制）
」
「集団的自衛権」
「核抑止論」
「テロ防止」など、安全保障に関する
キーワードが、日本のニュースを騒がせる時代になっています。これらの言葉の意味は何であるのか、
どのような主体がいかなる目的でこれらの言葉を使っているのか、実際に実施されてきた政策や国際的
制度とどのような関係があるのかなどについて、地域の市民団体やサークル活動関係者、公民館等での
勉強会や講演会の講師を務めてきました。
さらに、東電福島原発事故後に栃木県に避難していらした方々、そして栃木県北地域において放射能
汚染問題に苦しんでいる被災者の方々の聞き取り調査を行い、証言集にまとめて大学の教材としている
ほか、メディアへの情報発信を続けています。
2017 年 5 月更新

国際学部

准教授

スエヨシ

アナ

国際学科
URL：
分野：ラテンアメリカ論
研究テーマ
・ラテンアメリカ及びカリブ海沿岸における長期経済成長と財政政策
スエヨシ アナ准教授
・アジア太平洋諸国における高等教育政策と雇用
・ペルー・日本における日系ペルー人コミュニティ
キーワード
（専門分野・対応や相談 ・ラテンアメリカ経済、高等教育と雇用、日系人社会
が可能な事項）
所属学会等

・LASA、ALADAA、EAJS、日本イスパニヤ学会

特記事項

・特になし

連絡先

TEL: 028-649-5175

FAX: n/a

E-mail: sueyoshi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
ラテンアメリカ及びカリブ海沿岸における長期経済成長と財政政策
ラテンアメリカ諸国の長期的経済成長の源泉としての財政政策の意義を内性的経済成長理論の枠組み
でダイナミックパネルデータ分析を用いて検証するものである。
アジア太平洋諸国における高等教育政策と雇用
日本・マレーシア・メキシコにおける高等教育政策及び雇用に関する検討で、特に雇用に対する高等教
育政策の影響を明確にすることである。そのため、関連する 3 つの領域(行政、企業、教育機関)に調査
を実施することになった。
日本・ペルーにおける日系ペルー人コミュニティ
日本からペルーへ帰国した子供たちは、日本での生活と母国ペルーでの生活を経済的な面や道徳的な面
を比較しながら、生活している。ペルーへ帰国した子供たちの母国での様子を、両国での生活に対する
かれらの評価や意見などを比較しながら検討している。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
様々な意味で多様性（学際的・地理的）を参考にしながら、外国の大学の教員と連携し研究を行ってい
る。
今後の展望
ペルーのランバイエケ州における 1899 年から第二次大戦前まで日系人史について資料収集し、かれら
の大農園の労働者・自営業者としての活躍を検討し、経済的な面でのペルー社会への影響を明らかにす
る。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
日本では、
「ラテンアメリカは遠いところ」という印象が持たれる傾向があります。私は、一般の方に
もラテンアメリカ世界を幅広く紹介し、日本とラテンアメリカ及びカリブ海沿岸諸国との距離を縮めて
いきたいと考えています。具体的には、長い歴史を持つ日本人移民とかれらの子孫は、日本・ペルー両
国をつないでいますので、日本における日系人社会のことをペルーへ伝え、逆に、ペルーにおける日系
人社会のことを日本へ伝える活動などを推進していきたいと思います。

2018 年 4 月更新

国際学部

准教授

戚

傑

国際学科
URL：www.utsunomiya-u.ac.jp/scholarlist/installation/dep4/chi_je.php
分野：教育社会学 外国語教育
研究テーマ
・多文化主義・多文化教育に関する研究
・学校教育・教師教育に関する研究
・言語教育に関する研究

チー

戚
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

ジエ
AE

AE

傑 准教授
AE

グローバリゼーション
多文化教育・言語教育
クリティカル・シンキング
American Education Association（アメリカ教育学会）
日本教育社会学会

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5237

FAX: 028-649-5237

E-mail: jqi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
ポスト構造主義・ポスト植民主義の観点から学校教育・言語教育に関する研究・分析を行っています。
具体的には、社会と教育がどのようにして人間を形成し、社会の中で、特に教育を通して形成された人
間の価値基準が再び社会や教育に作用するプロセスについて論理と実証の両面から検証を試みていま
す。その一環として近年、グローバリゼーションと多文化教育の在り方に関する研究も行っています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
【教育活動】
教育活動において常に、学生の論理的思考力と創造性を引き出すことを重視して、思考・研究能力を
養う訓練に力点を置いた教育実践を行っております。固定観念を持たずに、積極的に問題提起すること
を学生に促し、提起した問題については徹底した論理的思考と実践的探求をあきらめることなく続けら
れるように繰り返し訓練することに心掛けています。また、異なる文化をもつ人々とコミュニケーショ
ンをとる際に必要な能力と態度を養うことも重要な教育目標と考えて授業、研究指導等を行っています。
さらに、調査方法など研究の方法論に関する指導や論文作成の技法に関する指導も行います。
【研究活動】
多文化教育、言語教育、学校教育やグローバリゼーションを中心に国内外の学者との共同研究を行っ
ています。現在取り組んでいる研究課題の一つは、ポスト・コロニアルイズム理論に基づいた、人の移
動とグローバリゼーションに関する研究です。ポスト・コロニアルイズムの研究では、文化の独自性と
各文化圏の歴史的特殊性に注目して、経済が急速にグローバル化している今日の人の移動と旧植民地か
らヨーロッパ諸国への移住との相違点の解明に努めて研究を進めております。また、多文化社会に関す
る研究の一環として、多くの移民が流入している先進国という「メトロポリス」における自己と他者を
カテゴリー化する仕組みとその変遷に関する考察を続けております。
今後の展望
グローバル化・ボーダレス化が進む今日において、異なる民族や文化背景を持つ人々が共に暮らす社
会のあり方と、その実現を確固たるものにするための教育のあり方を探求することがますます必要とな
って来ていると思います。多文化主義、多文化共生、国際比較教育や外国人児童生徒教育などのテーマ
について引き続き関心を持って取り組んでいきたいと思います。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
日本の社会、教育について、積極的に海外に発信すると同時に、海外の研究手法・教育実践を日本に
紹介することにも心掛けていきたいと思います。また、講演、市民公開講座や高校での出前講座も実施
しています。大学の社会的責任を十分自覚して社会や地域に貢献できるよう今後も活動していきます。
2017 年 5 月更新

国際学部

助教

藤井広重

国際学科 藤井研究室
URL：https://researchmap.jp/fujiih/
分野：国際関係法、国際人権論、平和構築論
研究テーマ
・国際的な刑事裁判所（国際刑事裁判所、ハイブリッド刑事法廷）
・アフリカにおける平和構築と法の支配
・戦術レベルにおける国連平和維持活動（PKO）の課題と展望
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

TEL: 028-

藤井広重 助教

・国際人権/刑事法 ・アフリカ、紛争、平和構築
・国際人権法学会 ・人間の安全保障学会 ・日本国際政治学会 ・日本平
和学会 ・アフリカ学会 ・日本国際連合学会
・国際機関、市民団体、政府機関等での実務経験を生かし、理論と実務の架
橋となるようなアプローチを試みています。
FAX: 028E-mail: fujiih [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
アフリカと法をテーマとした研究に取り組んでいます。とりわけ、アフ
リカにおける紛争後の平和構築において、国際刑事裁判所などの国際的な
裁判所の活動や期待されている“役割”が、現地社会や国連平和維持活動
（PKO）などの他の国際的なアクターに対し、如何なる影響を与えている
のかについて理論と現地調査の結果も踏まえた事例研究を中心に行ってい
ます。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
国際的なルールが形成され発展してきた背景を捉えることで、現在の社
会が抱える課題に対し、私たちはどう向き合うべきか議論、考察します。
そのうえで、自らの実務経験も振り返りながら、現実的な課題を解決する
ために「何が」
「如何に」求められているのか、具体的な事例を参照しなが
ら実践的なアプローチも重視しています。講義では、インタラクティブな
講義を通し、学生の発信力の育成にも力を入れています。
内閣府勤務時には、国際刑事司法の専
また、学生サークル宇都宮国際平和と司法研究会（UIPJ）の顧問も
門家としてマリ平和維持学校へ
務めています。 URL：https://profile.ameba.jp/ameba/uipj
今後の展望
生まれは滋賀県の長浜です。子ども頃は「国際」とは無縁でした。だからこそ、まだまだ国際社会を身
近に感じづらい学生の気持ちも少しわかるような気がしています。限られた経験かもしれませんが、私
がこれまでに国際社会で働いて感じたことを学生に伝え、自らのキャリアを考えるきっかけにしていた
だきたいと考えています。そして、宇都宮から国際平和について一緒に考えることができる仲間を増や
し、より良い社会を目指した議論を積み重ねることで社会に還元、貢献していきたいです。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
紛争はどうして起こるのか、私たちは非日常的なこれらの現象をどう捉えたら良いのか、現場での経
験と学術的に重要なことを組み合わせた講演をこれまでに行ってきました。

講演等の実績
・早稲田大学本庄高等学院 「アフリカの多様性から考えるグローバルな社会と私たち」（2017 年）
・東京都三鷹市立小学校「日本とアフリカ―国際平和を考えてみよう―」
（2017 年）
・内閣府国際平和協力本部事務局南スーダン司令部要員派遣前研修講師（2016 年）
・スーパーグローバルハイスクール (SGH)玉川学園グローバルキャリア講座講演会講師「平和への意思
をつなぐ―国連平和維持活動（PKO）
」
（2015 年）
2018 年 4 月更新

国際学部

准教授

松村史紀

国際学科
分野： 国際政治学、東アジア国際政治史
研究テーマ
・総力戦と冷戦の比較研究
・戦後東アジアにおける地域秩序の形成過程
・米中ソ関係
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

松村史紀 准教授

東アジア国際政治
現代国際政治
現代中国政治外交
日本国際政治学会、アジア政経学会、グローバル・ガバナンス学会、北東
アジア学会、現代中国研究会

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5190

FAX: なし

E-mail: f-matsu [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
国際政治の歴史は愚行と悲劇に満ちあふれている。好戦的で権力闘争に長け、悪意をもった勢力が悲
劇を引き起こすのであれば、国際政治学者でなくとも道理は説ける。ところが、正義や平和をかかげた
人間が期待を裏切り、愚行と悲劇に終わることはめずらしくない。権力者の悪徳を責め、市民の善意を
拡げるだけでは紛争の種はなくならない。あらゆる不公正を許さず正義を貫けば、それを快く思わない
勢力と闘うことになるし、権力を築くことができれば、こんどは社会をすみずみまで厳しく管理する全
体主義を招来しかねない。かけがえのない善意が大きな悲劇を生むということほど悲劇的なことはない。
国際政治の歴史を学ぶことは、悲劇を引き起こした犯人をさがし、論難することではなく、悲劇のな
かにおかれた個人を深く理解することにほかならない。いまを生きる人間は現代の価値観に基づき、事
態の結末を知っているという圧倒的に優位な立場から過去の愚行を嗤い、厳しく裁くことに慣れている。
それを「歴史の教訓」だと自負すれば、悲劇にさいなまれた人間と対話する機会は生まれないだろうし、
みずから現代の特権を享受しているという自覚さえめばえない。過去の歴史をくり返してはならないと
いう痛切な標語には、どこか独善的な自負がつきまとう。
人間が切迫した状況のなか、限られた情報しか与えられず、限られた資源をもとに、既存の組織のな
かで選択を迫られるという、それでいえば常識的な事実をひとつひとつ丹念につむぐようにして歴史の
像を結ぶ、これが国際政治史を学ぶことであり、過去の人間と対話する、わずかな手がかりとなる。恐
怖のもとにおかれた人間の本性が容易には変わらない（トゥキュディデス）のだとすれば、過去の人間
と対話することは、いまと未来を生きるひとびとを深く理解するための一歩にはなるだろう。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
戦後東アジアを舞台に米中ソ日などの大国がどのような環境のもとで、どのような対外政策を選択し
てきたのかを学んでいる。残され、公開されている史料にできるだけ広く目を通すため、米中露日いず
れの言語で書かれたものも読むようにしている。この四言語を相手に立ちまわっている研究者は日本に
数名いるが、じつは世界のなかでもけっして多くはないと思われる。意外にも日本語の壁は厚い。
教育活動では講義、語学、演習をそれぞれ担当しているが、安易な「歴史の教訓」ではなく、国際政
治史のなかに現れる人間を深く理解することをめざしている。そのため映画などを手がかりに思考を広
げてもらうこともよくある。たとえば、黒澤明監督の映画『七人の侍』では弱者に同情をよせる善意の
指導者が一部の村人を犠牲にしてまで村落を守り抜かねばならないという厳しい決断を迫られる。この
決断は、国際政治の悲劇を考える難しさを教えてくれる。また宮崎駿監督の映画『紅の豚』では主人公
である人間がなぜか豚のすがたをして暮らしている。窮極の堕落したすがたを選ぶことが自由への道だ
という、どこまでも倒錯した状況を目の当たりにすれば、総力戦という 20 世紀の怪物を理解する一助
になるだろう。これも学生の興味と柔軟な思考を引き出したいという苦肉の策である。
今後の展望
歴史のなかから人間像を学ぼうとする意欲がなかなか学生にめばえない。無能な教師の不徳の致すと
ころというほかない。教育の質向上の第一歩はやはり教員自身の勉学にあるということを痛感している。
2017 年 5 月更新

国際学部

教授

マリー

ケオマノータム

国際学科

分野： 社会学（地域社会学）
研究テーマ
・タイの開発と地域社会
・タイの地域住民組織
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

マリー

ケオマノータム
教授

社会学（地域社会学）
タイの社会と文化
地域住民組織
日本社会学会、日本労働社会学会

特記事項
連絡先

TEL: 028-649−5173

FAX: 028-649−5173

E-mail:malee@cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
私の母国であるタイの首都バンコクおよび地方都市での地域調査を行っています。タイは日系企業の
進出などにより工業化が進み、バンコクと農村の地域格差が拡大しています。そして農村では貧困、バ
ンコクでは人口集中による都市問題が発生しています。農村出身者の多くはバンコクでスラムを形成し、
劣悪な居住環境での生活を強いられています。そうした恵まれない条件におかれた人々が自分たちの生
活を守り、改善していくために結成するのが地域住民組織です。私は、この実態調査をとおして、住民
の権利と自治を保障する望ましい社会開発のあり方を考えています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
私の卒論ゼミでは、海外調査を行う学生がほとんどです。文献研究、
調査計画の立案、現地調査の実施、卒論の作成という一連の作業をとお
して、社会調査の実践的な能力を養成することを目的のひとつとしてき
ました。1980 年代後半以降、急激な工業化・都市化を経験し、大きく
変容しつつあるタイの都市を対象とし、社会学の立場から、貧困、教育、
ジェンダーなどの社会問題や地域社会の実態に関する調査を行う研究
がおもなものです。海外調査にはさまざまな困難が待ち受けていますが、
これを乗り越えていけるよう、全力でサポートしています。
タイ語関連科目では、タイ語による聞き取りやコミュニケーション能
力を身につけることを目標として、短期集中訓練を行い、小人数グループでの訓練をとおして、日常生
活の簡単な会話能力を養成しています。具体的には、タイ料理をともにつくることをとおして、タイの
文化やタイ人の生活習慣、思考について話し合っています。その際、メニューの決定、材料の買い出し、
料理、会食までをできる限りタイ語の会話で行うこととしています。
今後の展望
これまでどおり地道に研究に取り組むとともに、学生の関心と主体性を尊重した教育活動に努めたい
と思います。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

高校での出前講座をはじめ、依頼があれば、タイ語・タイ社会についての講座・講演などに対応して
います。

2017 年 5 月更新

国際学部

教授

吉田一彦

国際学科
URL：https://www.facebook.com/multilingual.communication/
分野：一般言語学、教育学、言語学の哲学
研究テーマ
・多言語コミュニケーション
・外国語学習の方法（教え方ではなく学び方）と言語運用能力の獲得
・機能語（文法的な働きをする単語）と人の認識・行動との関係
・言語を対象とする科学的研究法
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

吉田一彦 教授

・多言語コミュニケーション

・海外日本語教育学会、日本語教育学会、日本認知科学会、外国語教育学
会
・
・
TEL: 028-649-5239 FAX: なし
E-mail: ysd[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
多言語コミュニケーション学として、１）世界各地の多言語社会に関するケーススタディ、２）相互
理解を達成するための限られた外国語能力の有効活用法について、３）コードスイッチングにより達成
されるより良い相互理解について、４）成功した外国語学習者の学習法と学習ストラテジーと多言語使
用との関係について研究を進めている。
一般言語学分野では、機能語の機能研究 と文法学的方法の限界に関心を持ち、時間表現（テンス・
アスペクト）と人による時間の認識との関係性について研究している。また、日本語やタイ語、ピダハ
ン語など、多くを言葉にして言い表さない言語に高い関心を持っている。
外国語教育のための基礎研究として、対照言語研究や類型論（特に、音声・文法･意味･テクストに関
して）と取り組んでいる。
また、研究は方法を絶えず再考しつつ進めるべきものと考えているので、科学哲学の各論としての言
語学の哲学と海外日本語教育学の哲学とは常に取り組んでいる。
さらに、言語哲学、特に１）文化と言語との関係性の問題、２）人と言語との関係性の問題、３）言
語に見られる〈規則〉と〈規則性〉の問題に強い関心を持っている。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
自分自身、生まれてからの 25 年間日本語単一言語話者として過ごした後に外国語を意識的に学習し
外国語によるコミュニケーション技術をゼロから構築していったこと、その過程で数多くのマルチリン
ガルたちと共同作業できたことや言語に関する専門的な分析能力を獲得したことなど、自身の経験を相
対化・客観化してみたいということが、研究の最大の動機である。
自分自身が元留学生であり、留学生対象の授業と長い間関わってきていることから、留学生教育の面
で力を発揮できると考えている。
今後の展望
１）多言語運用能力は多言語社会に生まれ落ちれば自然と身につくものではなく、
「学問に王道なし」
がもっとも適切にあてはまるような意識的努力によって獲得すべきものであること、２）多言語使用者
であればあるほど人々の差異に寛容で多様性を受け入れられること、この２つを経験的に知っている。
なぜそうなるのかを、学術的に解明していきたいと考えている。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
国際協力機構（JICA）の国際ボランティア（日本語教育）関連の業務を受託している。そのことに加
えて、日本語教師・英語教師および外国語学習の経験から、学習者の視点を重視した外国語教育のサポ
ートができる。

2018 年 8 月更新

教育学部

准教授

浅川邦彦

学校教育・特別支援教育系

学校教育分野
写真

分野：教員養成 教職課程
研究テーマ
・教師の仕事への理解を深め教職志向を高める教育実習
・教員としての資質・能力を身に付ける教育実践科目
浅川邦彦 准教授
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

教職に関する科目
授業計画・教材研究
大学と公立小中学校との連携

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5272

FAX: 028-649-5334

E-mail: u-asakawak[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
【教師の仕事への理解を深め教職志向を高める教育実習】
少子化に伴う教員需要の減少や教員の多忙化が課題となり，
教育学部の学生であっても教職を目指すことに不安を感じてい
る者も少なくありません。学生一人一人が自信をもって学び続
けることができるように，
「なりたい教師像」をイメージし自ら
課題を解決することや，学校現場での体験を通して教師の仕事
のやりがいを見付けること，子どもと関わる楽しさや子どもと
共に成長する素晴らしさを実感することを大切にした授業実践，
授業観察等の在り方について研究しています。
【教員としての資質・能力を身に付ける教育実践科目】
教育実践科目は，教職入門，教育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，事前・事後指導，教職実践演習から成り立って
います。これらの科目では，教職を目指す学生が「学校教育についての理解」「子どもについての理
解」
「教科・教育課程に関する基礎知識・技能および教育実践力」
「他者との協力およびコミュニケー
ション力」
「課題探求」などの資質・能力を身に付けることをねらいとしています。学生がそれらの
資質・能力を着実に身に付けることができるように，どのような学修内容を設定し支援するか，学修
に対する学生の目的意識をどのように高めるか，身に付いた資質・能力を自覚し新たな目標につなげ
るためにはどのような取組みが必要かということについて研究しています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
教員養成に関わる国の有識者会議では，大学の教科専門科目と教科教育科目，教職科目を融合させ
ることや，教職課程全体のカリキュラム・マネジメントを進めることが示されています。また，地域
が求める教員像に沿った教員養成を求めています。小学校教員としての経験やつながりを生かし，現
職の先生方と連携しながら，各科目のねらいや学修内容の見直し・改善を図っていきたいと思います。
是非，学校現場からの率直なご意見をお寄せください。
今後の展望
学生が学級担任や養護教諭，PTA 関係者など，学校に関わる人から様々な話を聞く機会を増やして
いきたいと考えています。教員養成を発展させ，教育に対する目的意識の再確認や授業計画の立て方，
教材研究の在り方など，現職の先生方の研修にも関わっていきたいと考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
学生が子どもたちと関わったり教師の仕事に触れたりすることを，学生の学びとしてだけでなく，
子どもたちや学校をもっと元気にする取組みとして活用していただきたいと思っています。
2017 年 5 月更新

教育学部
体育

講師

石塚 諭

石塚研究室

分野： 体育科教育
研究テーマ
・体育教師の意思決定プロセスの特徴に関する研究
・体育授業の授業づくりと教材研究
・体育授業における ICT の活用に関する研究
石塚 諭 講師
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

教師の意思決定
体育の授業研究 教材研究
体育授業における ICT 活用
日本体育学会 日本体育科教育学会 日本スポーツ教育学会
臨床教科教育学会

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5382

FAX: 028-649-5382

E-mail: ishizuka [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
【教師の意思決定プロセスに関する研究】
現在の研究テーマの一つとして「教師が体育授業の中で教授行動を即時的に意思決定していくプロセ
スやその成長過程を明らかにしていくこと」を掲げています。体育には教科書がないため、教師の意思
決定によって授業の内容や流れが大きく左右されます。そのため、教師の意思決定は、よりよい体育授
業を作り出すために大きな役目を担っていると言えます。そのほか、関連するテーマとして、「体育授
業を担う教師に必要な力量とは何か？」
「教師はどのように成長していくのか？」ということを考えて
います。
【体育の授業研究 教材研究】
これからの時代に求められる体育授業を考えるにあたり、「感じ」と「気づき」をキーワードにした
実践的な研究を行っています。近年では、対話的で深い学びを支えていく授業方法の提案や教材研究を
行い、現場の先生や教員志望の学生に分かりやすく伝えることを行っています。特にボール運動系の領
域では、学習者の「ゲーム理解」を第一に考え、シンプルな課題設定を行うこと学習を深め、よりよい
ゲームへの参加を実感できるような授業づくりを目指しています。
【体育授業における ICT 活用】
学校現場では、ICT 機器を活用することが盛んに行われていますが、特に体育授業では、動きを分析
する道具として用いられる傾向があります。しかし、ICT を活用する本来の目的は、人間的なコミュニ
ケーションにこそあると考えられ、発達段階によっては、動きを分析的に捉えることが適さないことが
あります。私が所属する研究グループにおいて、これまでに行ってきた実践的な研究では、ICT 活用場
面を「課題提示場面」
「問題解決場面」
「評価場面」に分けて捉え、発達段階に応じた活用の仕方を考え
てきました。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
体育の授業研究、教材研究においては、小学校教員として実践してきた経験を生かしながら、実践的
な研究を行うことを心がけています。また、ICT を利活用した体育授業の研究では、小学校から大学ま
で各学校の先生方とグループを作り研究活動を進めています。企業の方にも議論に参加していただき、
よりよい活用方法を模索しています。
今後の展望
地域の学校と連携して実践的な研究を行い、よりよい授業づくりに貢献したいと考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
生涯にわたって運動に親しむという視点から地域の体力づくり運動等に関わりたいと考えています。
2017 年 5 月更新

教育学部 教授

氏名：梶原良成

学芸系美術分野 デザイン研究室
URL：http://www.yoshinarikajihara.com/
分野：デザイン学（建築、環境、空間メディア）
研究テーマ
・地域資源を基にしたデザインによる課題解決
・地域におけるコミュニティ空間のデザイン手法
・地域プロジェクトをテーマとしたデザイン教育

梶原良成 教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・建築設計、地域設計、空間デザイン、プロダクトデザイン、グラフィッ
クデザイン、デザイン教育

所属学会等

・日本建築学会、日本デザイン学会、大学美術教育学会

特記事項
連絡先

・日本建築家協会登録建築家
・一級建築士
TEL: 028-649-5362 FAX:
E-mail: kajihara [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp
—

研究概要
少子高齢化・人口減少が進む地方において、持続可
能な地域づくりのためには、その地域の資源を探り、
最大限に生かして、その場所ならではの課題解決の
ポテンシャルを具体的なカタチで引き出すことが求
められます。その場合に必要とされるものづくり・
場づくりや情報発信に関わる柔軟な運動体としての
デザインについて、研究しています。
また、地域における上記のような実践的なデザイン
活動＝地域デザインプロジェクトをテーマとした課
題発見課題解決型のデザイン教育について、研究し
ています。
写真は、医療法人と協働して設計した外来・医局・
管理部門と 60 床の病棟を備えた精神科病院新棟。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
これまでに地域地区の計画、大学キャンパス計画から、公共施設、医療福祉施設、教育施設、商業施設、
居住施設の建築設計に携わってきています。近年は、医療法人と協働した精神科病院新棟やデイケア施
設の建築設計や、県北の道の駅の基本構想案の策定に関わるなどの実績があります。
また教育においては、自治体や地域の店舗・宿泊施設・事業所などと連携して、情報発信や商品・パッ
ケージ、店舗空間などのデザイン、また地域の商店街の将来構想案のデザインをゼミや授業と連携して
行い、研究と教育の往還を図っています。
今後の展望
今後は、自治体や事業所などと連携したまちづくりや施設などのデザイン実践の研究をさらに充実させ
ていき、また自治体や地域の店舗・事業所などとのデザインプロジェクトをゼミや授業と連携して行い、
研究と教育の往還を発展させて行きたいと考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
袋田病院新棟・デイケア施設建築設計（医療法人直志会と協働）、道の駅「那須高原友愛の森」総合計
画案策定（那須町と協働）
、那珂川町産学官連携ブランディングデザイン事業（那珂川町と連携）
、宇都
宮市景観アドバイザーとして「大谷地区立地誘導エリア景観づくりの手引き」策定に協働、認定 NPO
法人もうひとつの美術館の企画展のアートディレクションやデザイン協力など
2018 年 8 月更新

教育学部

教授

加藤謙一

保健体育・加藤研究室
分野：発達バイオメカニクス、運動学習
研究テーマ
・体育授業における ICT を用いた学習に関する研究
・教員の運動観察力の向上に関する研究
・発育期における運動発達に関する研究
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

加藤謙一 教授

発達バイオメカニクス、子どもの運動指導（とくに走・跳・投運動）
日本体育学会、日本発育発達学会、日本バイオメカニクス学会
運動発達に関する理論にもとづいた指導や運動の評価

TEL: 028-649-5384

FAX: 028-649-5384

E-mail: katok[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
子どもの体力は低下傾向にあり、体力・運動能力調査から、昭和 60 年頃を境に子どもの走る力、投
げる力などは、全年代において長期的に低下の一途をたどっていることが明らかにされています。こう
した問題に対応するには、パフォーマンスのような量的な数値データではなく、動き方の特徴のような
質的なデータが重要となります。下図は、男子小学生の投動作をコンピュータによって動作を解析した
ものです。こうしたデータをもとに、子どもの各種運動（動作）の特徴を明らかにしていきます。そし
て、望ましい投動作モデルの動きに対して動きのポイント（注意点）や体力的な運動プログラムを具体
的に提案します。ま
た、体育を専門とし
ない小学校教員の先
生に対して、動作の
良否を評価するため
の運動観察の観点を
理解するための研究
も行っています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
就学前の幼児から中学・高校生までの運動能力（動作発達）について研究しています。その中で、走・
跳・投などの運動能力を記録だけでなく、その動き方を評価する観点を明らかにしようとしています。
そして、これまでの研究成果をもとに各年齢に応じた体力や運動能力を高めるための具体的な対策や方
法についてアドバイスしたいと考えています。
最近では、体育授業において ICT を活用して効果的な学習成果を得るための研究も行っています。
今後の展望
今後は、効果的な ICT の活用方法を提案できるよう研究を進めていきたいと考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

栃木県教育委員会のとちぎ子どもの未来創造大学の体験講座「子どものかけっこ教室」を開催してい
ます。その取り組みは、将来教員を目指している学生も参画し、スポーツ指導を通して子ども理解を深
める活動に役立っています。

2017 年 5 月更新

教育学部

准教授

株田昌彦

美術分野
写真
分野： 絵画技法論 技術教育
研究テーマ
・油彩画制作における描写法の研究
・教員養成大学・学部美術分野における絵画の実技指導法の研究
・芸術教科における横断的カリキュラムの開発研究

株田昌彦 准教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

絵画（主に油彩画）
図工・美術を題材としたワークショップ

特記事項

図工・美術を題材としたワークショップの開催や助言ができます。

連絡先

大学美術教育学会、日本美術教育連合、基礎造形学会

TEL: 028-649-5365

FAX: 028-649-5365

E-mail: mkabuta[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
【油彩画制作における描写法の研究】
対象の描写を主軸とした油彩画制作を行っています。特に油絵具の透明性
と不透明性を生かした描写について、アクリル絵の具による下地の効果や
乾性油とワニスの使用法の側面から実践研究を行っています。また近年では、
夜景描写法の研究を行っています。
【絵画の実技指導法の研究】
美術教員を養成する大学・学部におけるプログラムポートフォリオを
活用とした絵画の実技指導法の研究を行っています。デッサン、水彩画、
油彩画などの課題での要点を各自記録し、問題や解決法を明確にさせてい
ます。それによって、学校現場での児童・生徒へのコミュニケーション
能力の向上を図っています。
【芸術教科における横断的カリキュラムの開発研究】
学校教育における美術科と音楽科の教科横断的なカリキュラムを研究しています。授業の方向として
楽器製作（美術）→演奏（音楽）→鑑賞（美術・音楽）といった授業を前提に、現在は授業の中で製作
できる手作り楽器の検討を行っています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
絵画を専門分野としているため、ワークショップ等で描画素材を使用
する際の指導・助言を行うことができます。右の写真は 2016 年 4 月に
真岡鉄道で行われた車両に絵を描くワークショップ（真岡 JC 主催）の
様子です。環境設定の助言や子供たちへの描画の説明を行ました。
今後の展望
継続的に行っている描写法の研究を更に進めていきます。特に夜景の
描写法については、技法書では余り取り上げられていませんので、纏めていきたいと考えています。ま
た並行して美術教員の資質向上に向けた実技指導についてポートフォリオの活用法や素材開発の方向
から研究を進めます。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
地域のギャラリーで作品展示を行っています。また、地域の美術展での審査員や展覧会での作品解説
を行い、美術の普及活動を行っています。合わせて 2017 年度は子供向けのワークショップを美術館で
のワークショップを行います。
2017 年 5 月更新

教育学部
数学

講師

川上

貴

川上研究室

URL：http://researchmap.jp/kenshin/

写真

分野：数学教育学
研究テーマ
・算数・数学教育における数学的モデリングの学習指導の方策に関する研究
・算数・数学教育における統計的推論を促す学習指導の方策に関する研究
川上 貴 講師
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

授業開発
数学的モデリング（現実の世界と算数・数学とのつながり）
統計教育
日本数学教育学会、日本科学教育学会、数学教育学会 等

特記事項

現場の先生方と協働して授業開発・実践を行っています。

連絡先

TEL: 028-649-5298

FAX: 028-649-5298

E-mail: t-kawakami[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
【算数・数学教育における数学的モデリングの学習指導の方策に関する研究】
現実の世界と数学の世界との行き来に焦点をあてた数学的モデリング（以下、モデリング）の過程や
方法を重視した学習指導の実現可能性について実証的に研究しています。小学生や中学生がモデリング
を自力で遂行することを支援するための教材づくりや授業づくりの方策について理論的に、実践的に開
発しています。また、日々教えている算数・数学の学習内容の中から、現実の世界と数学の世界の行き
来に関わる活動を見出し、モデリングを重視した単元・授業を開発・実践することを通じて、日常の算
数・数学の授業の中で、モデリングに焦点をあてた活動を実践できようにするための方策についても実
証的に研究しています。その際、ICT（グラフ電卓等）も積極的に取り入れています。
【算数・数学教育における統計的推論を促す学習指導の方策に関する研究】
統計カリキュラムの新たな系統性として統計的推論（複数の統計的概
念を関連づけて統計的情報や手続きについて説明し、判断する行為）に
着目し、その基盤となる「分布の見方」に関して、小学生や中学生がど
のように発揮させるかについて授業実践や実態調査を通じて研究して
います。さらに、小・中学生の統計的推論を促進するための教材や授業
の方策についても現場の先生方と協働しながら研究しています。統計の
授業の中で、ICT（タブレットや電子黒板）も取り入れながら、子ども
たちが持っている素朴な統計の素養を引き出し、伸ばすことも行ってい
ます。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
算数・数学教育において、現実の世界とのつながりや統計教育は、今後一層重要視され、具体的な授
業改善が求められてくるでしょう。算数・数学の授業の中で、現実の世界とのつながりを重視した授業
や統計の授業をどのように実践していけばよいのかを、現場の先生と協働して授業を開発・実践しなが
ら探究しています。そこで導かれる知見が、学校現場の授業改善の一助になればと考えています。
今後の展望
小・中学校における数学的モデリングや統計に興味・関心ある先生方と一緒に、新たな教材や授業の
開発とその実践を行い、これらの分野の実践者コミュニティーを広げていきたいと考えています。また、
小・中学校の先生方を対象とした、数学的モデリングや統計に関する研修も実施していきたいと考えて
います。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
小学校等の校内研究会や公開研究会での指導助言や算数教育等に関する講演を行っています。
2017 年 4 月更新

教育学部

准教授

久保元芳

保健体育 久保研究室
写真
分野： 学校保健，保健体育科教育，健康教育
研究テーマ
・青少年の危険行動の防止に関する研究
・保健学習におけるアクティブ・ラーニングの授業実践研究
・学校保健，健康教育に関わる現代的な課題への対応についての研究

久保元芳 准教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

喫煙・飲酒・薬物乱用
保健学習
アクティブ・ラーニング

所属学会等

日本学校保健学会，日本体育学会，日本公衆衛生学会，日本健康教育学会

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5380

FAX: 028-649-5380

E-mail:kubo [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
【青少年の危険行動の防止に関する研究】
青少年の健康や命に関わる危険行動（喫煙，飲酒，薬物乱用，性的行動，暴力，自傷行動等）の防止
に関わって，次の 2 点に着目した研究を実施しています。①危険行動が「青少年期に始められやすい」
「大人になるに従って定着，悪化する」
「相互に関連する」
「同時に複数出現する」等の特性を持つとい
う仮説を検証すること。②様々な危険行動の出現に共通して関連する要因を解明すること。具体的な手
法としては，質問紙調査によって小学生～高校生のデータを収集し，統計解析を行っています。
【保健学習におけるアクティブ・ラーニングの授業実践研究】
アクティブ・ラーニングの視点からの各教科等での授業改善が求められている中で，小学校の体育科，
中学校・高等学校の保健体育科の保健学習において児童生徒の理解の質や思考力の向上を目指した授業
実践研究を行っています。これまで，ICT 機器クリッカーを用いたピア・インストラクション，協調学
習としての知識構成型ジグソー法，反転授業などを取り入れた授業実践を行っており，授業内容に関す
る知識や意識についての授業実施前後での変容，授業中の児童生徒の学習活動（発話内容，記述内容等）
などから評価を行っています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
大学では，小学校教員および中学校・高等学校の保健体育科教員の養成にあたって，教科の専門的科
目として「学校保健」や「衛生学及び公衆衛生学」を，教科の指導法に関する科目として「中等保健体
育科教育法（保健）
」を，それぞれ担当しています。また，研究のテーマとしても，教科の専門性に関
わって「青少年の危険行動の防止」を，教科の指導法に関わって「保健授業におけるアクティブ・ラー
ニングの授業実践」を，それぞれ設定しています。よって，教科の専門性と指導法との有機的な連携を
意識した教育・研究活動を進めることができると思います。
今後の展望
危険行動に関しては近年，その出現動向は減少傾向にあることが報告されているものの，新たにノン
アルコール飲料や電子たばこなどの代替品も普及しています。青少年にとってそれらの使用が行動科学
上どのような影響を及ぼし得るのか，検討していきたいと考えています。
また，保健学習の担当教員の養成段階におけるアクティブ・ラーニングの指導力向上に向けた教育・
研究活動について，他教科や国外の動向等も踏まえながら推進していきたいと考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
現在，附属小・中学校や県内の公立小・中学校との連携によって，学生の教育や研究活動を進めてい
ます。小学校・中学校・高等学校などにおける児童生徒の健康に関する課題や教育的課題の解決に向け
て，教員養成の立場から貢献できるよう，取り組んでいきます。
2017 年 5 月更新

教育学部

准教授

黒川亨子

法学研究室
分野： 刑事法学
研究テーマ
・差別的起訴の研究
・法教育および主権者教育に関する研究
黒川亨子 准教授
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

刑事事件、犯罪捜査・起訴・刑事裁判、人権
法教育、主権者教育
日本刑法学会、法と心理学会、刑事訴訟法判例研究会

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5285

FAX:

E-mail:kurokawa [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
【差別的起訴の研究】
わが国において、差別的起訴が問題となる事例は後を絶たない。
一方、それらのほとんどが排斥されている。その一因として、
差別的起訴の要件が不明確なために、差別の立証方法が確立されて
いないこと考えられる。そこで、差別の要件および立証方法が
確立している合衆国の議論を参考にし、わが国での差別的起訴の
立証がより説得的なものとなるよう、他との取扱いの差異を立証する
ための比較対象となる「同様の立場の者（similarly situated
individuals）
」の概念を明らかにする。
【法教育および主権者教育に関する研究】
裁判員制度の導入および選挙権年齢の引き下げに伴い、法教育や主権者教育が重視されている。しか
しながら、たとえ社会科の教員であっても、これらを担当することが困難であるとの現状がある。法教
育や主権者教育においては、わが国が抱える問題点は何か、新制度導入によってよりよい社会になるの
かという観点から、新制度導入の是非を自ら考え、主権者として判断する能力を生徒に修得させること
が必要である。このような法教育や主権者教育を実践するためには、教員自身が主権者としての資質を
身につけていることが必須であることから、まずはこのような能力を教員自身に修得させるための教員
養成および教員研修の取組みを行っている。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
法教育や主権者教育の一環として、裁判員の任務を体験させる模擬評議を実施している。高等学校に
おいて、裁判員制度に関する授業を行う場合に、模擬評議を取り入れる際の具体的な方法や注意点など
について指導することが可能である。
今後の展望
現在は、大学生（教員志望者を含む）や現職教員に対する法教育や主権者教育を行っている。今後は、
地方公共団体の選挙管理委員会との連携、高等学校における法教育や主権者教育等にも取り組んでいき
たい。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
①差別的起訴を争う刑事弁護人に知見を提供する、②教員免許状更新講習等において現職教員への研
修を行う、③刑事事件や憲法問題に関して報道機関への取材協力を行う、などの活動をしている。

2018 年 5 月更新

教育学部

教授

小宮秀明

学校教育教員養成課程・教科実技系・保健体育分野
URL：http://komiyalab.web.fc2.com/index.html
分野：運動生理学、健康科学、体力科学
研究テーマ
・運動実践による生活習慣病予防に関する効果の検討
・多周波インピーダンスによる生体内部の構造的、機能的要素の解析
・児童・生徒の体格と体力の疫学的調査
キーワード
所属学会等

小宮秀明 教授

内臓脂肪、筋内脂肪、児童・生徒の肥満予防、児童・生徒の体力向上、
多周波インピーダンス、筋硬度、
日本生理学会、日本体力医学会、日本運動生理学会、日本肥満学会
日本学校保健学会、日本体育学会、日本教育医学会

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5379

FAX: 028-649-5379

E-mail:komiya[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
本研究室では以下の５つのテーマを持って研究に取り組んでいます。
１． 運動時に発生する筋肉局所の腫脹現象とその後のマッサージやクーリングダウンの生理的効果を
多周波インピーダンスや超音波補正音装置を用いて筋細胞内外の水分状態を明らかにし、腫脹の発
生と消長に関するメカニズムの研究を行っています。
２． 多周波インピーダンスを用い、その電気的特性を利用し筋内部の損傷部位の同定やアイシング中
の筋内部の温度測定の開発を行っています。
３． 生活習慣病の発症基盤の１つとして内臓脂肪の過剰蓄積が知られていますが、このことと同様に
異所性脂肪である筋細胞内脂肪の影響について X 線 CT 装置の HU 値を用いて研究を行っています。
４． 内臓脂肪の過剰蓄積は生活習慣病の原因の１つでありますが、喫煙が肥満、特に内臓脂肪の蓄積
に及ぼす影響について調査研究を行っています。
５． 市教育委員会と共同して児童・生徒の体格や体力に関する疫学的な調査研究を行っています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
１． 現在ではインピーダンスと言えば体脂肪測定がよく知られています。この装置は測定が簡便で、
安価なことから、目覚ましい勢いで普及することができました。しかし、その測定原理は皆さんが十分
に理解しているわけではないと思います。本研究室では２０年以上にわたり多周波インピーダンスの基
礎的実験研究を行い、多くの科学的論文を発表してきました。電極配置や導出する周波数を適切に選択
することにより生体内部のインピーダンス、リアクタンス、レジスタンスを得ることができ、細胞内外
の生理的情報を明らかにすることができ、それらを適切に解釈することにより、生体内の生理的な現象
を明らかにする知識と実績を有しています。
２． 内臓脂肪に関しては市内の病院の協力の下、X 線 CT 装置を用いて分析し、運動・栄養・休養に
関するアンケート調査との連結により、その原因を明らかにしています。
３． 児童生徒の疫学調査では毎年、県内の数万に及ぶデータを収集し個別的な連結を行い、追跡調査
を行っています。獨協医科大学公衆衛生学講座で協力研究員として３０年以上にわたり疫学調査の研鑽
を積み大規模なデータの解析を行っています。
今後の展望
既に、他大学の教育学部、医学部、企業との連携を行っており、これまでの実績を生かし運動生理学
的な学問的基礎を健康科学やスポーツ医科学の分野に応用・活用したいと考えています。
様々な大学、教育・研究機関、企業との連携を進めていきたいと考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
これまで蓄積した児童生徒の健康や体力に関する情報を教育委員会に発信していくことを考えてい
ます。

2017 年 5 月更新

教育学部

教授

酒井一博

数学分野
分野：力学系理論
研究テーマ
・擬軌道尾行性による系の微分幾何学的特徴付けについての研究
・測度拡大性による系の微分幾何学的特徴付けについての研究
酒井一博 教授
・力学系の具体例を題材とした高等学校数学科教材の開発
微分幾何学的力学系理論，擬軌道尾行性，測度拡大性，安定性，分岐
キーワード
（専門分野・対応や相談 （微分方程式などの力学系の安定性理論や分岐理論の基礎について解説・
が可能な事項）
基礎研究支援）
所属学会等
アメリカ数学会
特記事項
連絡先

なし
TEL: 028-649-5297

FAX: 028-649-5297

E-mail: kazsakai[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
自然現象や社会現象を支配する法則は，数式（例えば，微分方程式）を用いて記述することができま
す。自然現象や社会現象の未来について，その数式を用いて数学的に研究する理論を力学系理論といい，
私は，その数式が表す現象の未来が予測可能であるための必要十分条件について研究しています。より
具体的には，擬軌道尾行性や測度拡大性による系の微分幾何学的特徴付けについての研究です。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
数学の研究成果が論文として専門雑誌に掲載されると，掲載と同時に他の多くの数学者により，その
研究成果が改良され新たな展開が生まれます。最近はインターネットの普及により，その速さにはすさ
まじいものがあり，数学は日々進化し続けています。数学は紙と鉛筆があれば研究できるような印象が
ありますが，それは事実ではありません。私は，最先端の理論に遅れず研究を推進するため国内外で開
催される研究集会へ積極的に参加し，自身の研究について発表を行い，世界的な専門家からの評価を受
けることで更なる研究の推進に取り組んでいます。
学生の卒業研究などでは，関数族や微分方程式系の安定性と分岐について，幾何学的・解析的・統計
的視点から指導しています。
今後の展望
擬軌道尾行性や拡大性の概念はカオスの概念（定義）の構成要素とも深い関係があります。私の研究
では，その概念についての研究を測度論的な視点，すなわち「観測可能の視点」から微分幾何学的に展
開しようとするもので，そこで得られた研究成果はカオス理論研究の応用面においても大きな寄与が期
待できます。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
右の図はバーンスレーのシダ
（フラクタル）
と呼ばれていて，
４個の関数（数式）を何回もくり返し用いてコンピュータで作
成したものです。コンピュータ技術の発達により，このように
自然界に実際にあるものを，具体的に数式を用いて描くことが
可能です。この図形は，力学系のアトラクタと呼ばれるものの
１つであり，数学を学習することの重要性や意義を視覚的に理
解できます。フラクタル理論は，高等学校で学ぶ数学の知識で
十分理解可能なことから，今まで栃木県内の高等学校や中学校
でフラクタルについての講話をしてきました。
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教育学部

教授

氏名

社会分野 外国史研究室
URL：
分野：歴史学・宗教学
研究テーマ
・ドイツ宗教史
・ドイツにおける宗教文化史
・ドイツにおける墓地文化史

下田淳 教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・ドイツ史の民衆文化・宗教文化（祭り・巡礼・信仰・生と死・墓地）

所属学会等

・日本西洋史学会、日本宗教学会

特記事項
連絡先

・日本文藝家協会員
・
TEL: 028-649-5278 FAX: 028-649-5278

E-mail: shimoda@cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
現在の研究テーマは、ドイツにおける墓地文化史である。中近世の墓地は教会の周囲にあった。教会
には聖人の遺物が保管されていたので、その効力にあやかって天国を目指したからである。聖人崇拝を
廃止したプロテスタントも旧カトリック墓地を使用したので、教会と墓地は一体であった。１８世紀後
半からの衛生学的理由で、墓地は郊外に移されていく。聖俗が混交した旧墓地から、公園のような近代
墓地への変遷過程を研究している。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
授業では、世界の歴史・文明と宗教などを包括的に講義している。
単著
『ドイツ近世の聖性と権力‐民衆・巡礼・宗教運動』青木書店、2001 年
Volksreligiosität und Obrigkeit im neuzeitlichen Deutschland- Wallfahrten oder
Deutschkatholozismus. Ozorasha. co. Tokyo. 2004
『歴史学「外」論‐いかに考え、どう書くか』青木書店、2005 年
『ドイツの民衆文化‐祭り・巡礼・居酒屋』昭和堂、2009 年
『居酒屋の世界史』講談社現代新書、2011 年
『ヨーロッパ文明の正体‐何が資本主義を駆動させたか』筑摩選書、2013 年
『「棲み分け」の世界史‐欧米はなぜ覇権を握ったのか』NHK ブックス、2014 年
『世界文明史-人類の誕生から産業革命まで』昭和堂、2017 年
共著
『近代ヨーロッパを読み解く』ミネルヴァ書房、2008 年
『ドイツ文化史入門』昭和堂、2011 年
『現在知 Vol. 2 日本とは何か』NHK ブックス別巻、2014
今後の展望
墓地からみたドイツ史研究。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
一般・大学生用の教養書・教科書を多数執筆・出版している。

2018 年 8 月更新

教育学部

教授

陣内雄次

家庭分野 住環境・まちづくり研究室
分野：家庭（住居学、まちづくり）
研究テーマ
・子どものまちづくり参画に関する研究
・社会的起業（ソーシャルビジネス）とまちづくりの関係に関する研究
・住教育に関する研究
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

陣内雄次 教授

協働まちづくり（市民参加）
住まいやまちづくりの学び
ワークショップ及びファシリテーションの方法 など
日本家政学会、日本家庭科教育学会、日本建築学会、日本都市計画学会
コミュニティ政策学会、関東都市学会

特記事項
連絡先

TEL:028—649-5366

FAX:028—649-5366

E-mail: jinnouhi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
【子どものまちづくり参画に関する研究】
近年、高校生によるまちづくりの取り組みが活発になりつつあります。栃木県内では、栃木市、鹿沼
市、日光市などで顕著です。高校生のまちづくり参画が高校生自身、地域の大人にとって、どのような
意義を持つのか、持続可能な仕組みにしていくにはどうしたらよいのか、などを参与観察、フィールド
調査などにより実証的研究を行っています。
【社会的起業と中心市街地活性化に関する研究】
社会的起業と中心市街地活性化の関係に関して、鹿沼市などをフィールドに実証的研究に取り組んで
います。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
住教育は住まい単体ばかりでなく、周辺環境との関係性でも捉える必要があります。現在、大学近く
で運営しているコミュニティカフェでの活動（子ども食堂、子どもの居場所駄菓子屋）、まちづくり学
習など、「住まい×まち環境」という切り口から多様な活動、研究に取り組んでいます。

今後の展望
地域社会資源（まち環境など）に基づく教材開発や研究を進めていきたいと考えています。

社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
認定 NPO 法人宇都宮まちづくり市民工房・理事長、コミュニティカフェ「ソノツギ」運営委員会・代
表、NPO 法人うつのみや環境行動フォーラム・理事、とちの環県民会議・会長 など
－
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教育学部

准教授

髙山慶子

社会分野 歴史学研究室
URL：
分野：日本近世史
研究テーマ
・宇都宮藩戸田家の財政
・江戸大伝馬町名主馬込家の歴史
・江戸深川猟師町の世界

髙山慶子 准教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・日本史、江戸、宇都宮藩

所属学会等

・近世史研究会、史学会、地方史研究協議会、都市史学会、栃木県歴史文
化研究会、日本歴史学会、三田史学会、歴史学研究会

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5277

FAX: 028-649-5277

E-mail: k_takayama[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
専門は江戸時代の歴史で、現在の東京の前身である都市江戸の歴史について研究しています。これま
でに、江戸城へ魚介類を上納する漁師が住み着いて成立した深川猟師町（現在の東京都江東区清澄・佐
賀・永代辺り）という地域の歴史や、江戸の町々を治める名主（なぬし）について調べてきました。
最近は、大伝馬町（現在の東京都中央区日本橋本町・日本橋大伝馬町の一部）の名主であった馬込家
の古文書を読み進めていますが、この馬込家は名主としての職務のほかに、大名の宇都宮藩戸田家の財
務を担い、支配町内の豪商からお金を調達して、それを戸田家に融通していたことが明らかになりまし
た。現在は、宇都宮藩戸田家の古文書を調査し、幕末維新期の財政を中心に大名戸田家の分析にも着手
しました。宇都宮と江戸、栃木と東京、大名と町人、近世と近代の間を往き来しながら、研究を進めて
います。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
歴史は、古文書や遺跡・遺物などの史料があってはじめて明らかになるものです。そのため、研究で
は古文書を探して読むという作業を行っています。古文書は、くずし字で書かれた和紙に墨書きの現物
史料のこともあれば、史料集として出版された本のときもあります。最近では、インターネット上に公
開されたデジタル画像の史料を利用することも増えてきました。探しては読み、読んでは探す、この作
業を地道に淡々と、そしてたまに思いがけない記述に驚いたりしながら、繰り返しています。
史料に書かれていることは事実なのか、史料の内容をどのように解釈するのか、史料を通して得られ
た知見からどのようなことがわかるのかなど、調べたり考えたりすることは尽きませんが、粘り強く分
析を進め、まだ誰も知らない歴史を明らかにしたいと思っています。
教育活動では、講義でも演習でも、学んで覚える歴史ではなく、歴史について自ら考え理解を深める
授業を目指しています。教えられたことを学び、与えられた課題に取り組むだけではなく、それぞれが
歴史について自分なりの関心をもち、本を読んだり博物館に行ったり現地に足を運んだりと、自分から
歴史に接し、主体的・能動的に歴史について考えることができるようになってほしいと思っています。
今後の展望
研究、教育、社会貢献活動を、それぞれ着実に進めて参りたいと思います。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

宇都宮市教育委員会・宇都宮大学教育学部連携協議会文化分科会長、宇都宮市文化財保護審議委員会
委員、栃木県文化財保護審議会委員、栃木県立図書館協議会委員、
（東京都港区）港区史執筆者、
2018 年 8 月更新

教育学部

助教

瀧本

家康

自然科学系 理科分野(地学)
URL：http://www.edu.utsunomiya-u.ac.jp/ict/img/staff/pdf/03ri/JO302_takimoto.pdf
分野：気候学，地学教育，物理教育
研究テーマ
・局地気候，都市気候，特に気温と風の解析
・地域の自然を活用した地学教材開発
・物理分野における教材開発と教育実践研究
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

写真

瀧本家康 助教

・気候学，自然地理学，地学教育，物理教育，防災・減災教育

・日本地理学会，日本気象学会，日本地学教育学会，日本物理教育学会，
東北地理学会，日本ヒートアイランド学会
・
・
TEL: 028-649-5316 FAX: なし
E-mail: ieyasu[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
【気候学，特に局地気候，都市気候】
宇都宮市の気温分布調査を行っています．特に，市街地と郊外の気温
差が発生するヒートアイランド現象に着目し，気温と風の関係を分析す
ることで宇都宮市の都市気候の実態を明らかにしたいと考えています．
【地学教育】
宇都宮市や栃木県の地域の自然を題材とした教材開発に取り組んでい
ます．鬼怒川による河川地形や火山とその堆積物，また宇都宮や栃木
の気象・気候など児童・生徒にとって身近な素材をどのように教材と
して活用できるかを検討していきます．
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
2017 年度（平成 29 年度）まで，中高一貫校の理科教諭(地学・物理)
をしていました．そのため，地学や物理分野における教材開発や授業
実践を得意としています．
また，独自に気象観測装置を設置し，比較的小規模な領域（都市など）
の気候を調査することを行ってきました．特に気温と風の解析から，
地域の気候の特徴を明らかにしています．
今後の展望
宇都宮市の都市気候の特徴を明らかにし，都市政策関係者や工学系の方とも連携しながら，今後の宇
都宮市の発展を考えていきたいと思っています．また，宇都宮市の気候の特徴でもある雷雨や冬のおろ
し風などにも着目し，独自の気象観測で得られたデータを，理科教育の教材として学校現場でも活用し
てもらえるようなしくみを作りたいと考えています．
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
気候学や自然地理学，地学教育等に関連した分野で話題の提供や実際の気象観測などを行うことがで
きます．また，これまでの中等教育現場での勤務経験を活かした市立小中学校との連携と共同教育実践
研究などにも尽力したいと考えています．

2018 年 8 月更新

教育学部

准教授

谷

光生

英語・谷研究室

分野： 理論言語学
研究テーマ
・形式と意味のインターフェース
・語法
・英語教育

谷光生 准教授

言語学，英文法，音声学，英語教育

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

日本言語学会，日本英語学会，日本認知言語学会

特記事項

なし

連絡先

TEL: 028-649-5265

FAX: なし

E-mail: mtani[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
英文法や日本語文法に関して，一般言語理論とのかかわりを念頭に置きながら、基礎的な研究を行っ
ています。インターフェースという点からは，特に統語範疇に興味を持っています。また語法のような，
教育現場ですぐに応用できそうな分野でも実証的な研究を重ねています。
研究の成果は，例えば教科書作成の際に取り入れられる範囲で導入しています。

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
教員を目指す大学生に向けて，英語音声学や英文法などを教えています。教員として必要であるはず
なのに，旧来の英語教育から抜け落ちていた領域を重点的に採り上げます。
英語と日本語の実証的かつ理論的な研究を行っています。

今後の展望
研究成果をできるだけ現場の英語教育に役立てたいです。

社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
最新の研究成果を生かして，教材開発（高校生用の文科省検定済英語教科書）を行っています。高校
への出前授業も実施しています。

2017 年 5 月更新

教育学部
英語

助教

田村

岳充

田村研究室

分野：英語教育学
研究テーマ
・英語科授業分析
・英語科授業改善
・教員・生徒間のインタラクション分析

田村 岳充 助教

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・上記テーマについて現場の先生方，教員志望の学生等からの相談を歓迎
（研究室への来訪，現場への訪問が可能）

所属学会等

・全国英語教育学会（関東甲信越）
，英語授業研究学会

特記事項
連絡先

・宇都宮市英語教育自主研究会代表（毎週木曜日 19:00～＠宇大附属中）
（小中高教員・学生による自主ゼミ）
TEL: 028-649-5269 FAX: 028-649-5269 E-mail: tamuratakamitsu[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
第二言語習得理論研究の知見や学習者の学びの姿をもとに，英語授業の在り方について深く考察して
います。特に、教員と生徒の英語によるインタラクション（やりとり）に着目し，英語による対話を継
続するためのポイントとはどのようなものか考えています。また、一人一人の教員の英語による発話（生
徒とのインタラクションにおける個別の特徴）を捉えることで，授業改善に役立てようとしています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
平成２９年度まで２４年間中学校で勤務をしていました。そのため，大学での学びと現場での教育活
動とをつなぐことができるのが強みです。
授業では，教育実習に出る前に，様々な指導法や学習指導案の書き方に
ついて具体的に学びます。教育実習後には，実習のリフレクションを行い
ながら，英語授業の在り方についてさらに深く掘り下げ，ディスカッショ
ンをします。全国各地の学校で行われている授業映像を視聴し，学生たち
とともにディスカッションを行っています。
今後の展望
県内外の学校，教室を訪問して授業観察を続けていきます。学生が，教員の魅力を感じ取ってくれる
ことにつながるよう，ライブでしか分からない学習者の姿を学生と共に参観し，学び合います。
授業改善を目指した現場教員の声に耳を傾け，その学校，教室，教員や学習者のニーズに合ったかか
わりをしていきます。ゲストとしてではなく，メンバーの一人として関わります。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

宇都宮市英語教育自主研究会という自主ゼミを平成２１年度から続けていま
す。小中高の教員・教員志望の学生が月に１度集まり，様々な話題をもとにデ
ィスカッションをしています。ぜひ参加をしてください。
NHK ラジオ基礎英語２講師や，様々な研修会での講師などを担当しています。
会の規模の大小にかかわらず，みなさんのもとに駆けつけます。どうぞお声か
けください。

2018 年 6 月更新

教育学部

教授

日野圭子

大学院教育学研究科・教育実践高度化専攻
分野： 数学教育学
研究テーマ
・比例的推論／関数的思考を育てる授業のデザイン研究
・数学の授業の国際比較研究
・数学教師の成長について
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

日野圭子 教授

算数・数学科の学習指導について
日本数学教育学会，日本科学教育学会

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5299

FAX: 028-649-5299

E-mail: khino[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
＜比例的推論／関数的思考を育てる授業のデザイン研究＞
比例的推論は，二量の間の比例関係に基づいて，一方が○倍になると他方も○倍になること等を使っ
て問題を解決していく考えです。比例関係は，算数科で学ぶ基礎的な変化や対応の関係ですが，中学校
以降の関数の学習につながっていく大切な考え方を含んでいます。この研究では，生徒の比例的推論，
関数的思考を育てていくための授業をデザインし，実際に指導を行い改善していく中で，生徒の思考面
での進展の様子を調べ，また，教材や指導の仕方についての示唆を得て行くことを目指しています。
＜数学の授業の国際比較研究＞
数学は世界各国で教えられている内容に類似性が高く，以前から国際比較が行われてきています。
1990 年代には，TIMSS の付帯調査として中学校２年生を対象にしたビデオ調査が行われ，日本の授業
の特徴等についても関心を持って調べられてきています。この研究では，日本の問題解決型授業につい
て，その特徴とともに，そうした授業の中での子どもの学びの様子を捉えていくことを目指して，熟練
教師の授業の記録と分析を行っています。
＜数学教師の成長について＞
教師が算数や数学の授業実践力を高めていく過程に関心を持って，宇都宮大学に派遣される現職の教
員とともに研修・研究を行っています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
宇都宮大学教職大学院の選任教員として，教育・研究活動を行っています。
地域との連携事業等で，教員を対象に講演を行ったり，学校現場に出向き，算数・数学の授業研究に
参加し，助言を行ったりもしています。
シンガポール等の海外において，教員研修ワークショップ等を行う活動もしています。
今後の展望
日本の算数・数学教育や教員の研修について，海外に発信していきたいと考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

国際数学・理科教育動向調査国内専門委員，日本数学教育学会論究部常任幹事
栃木県数学教育会長，塩野直道記念算数・数学の自由研究作品コンクール栃木県審査委員長など
2017 年 5 月更新

教育学部

助教

宮代こずゑ

学校教育 教育心理学
分野： 教育心理学、認知心理学
研究テーマ
・文字および音声がもたらす感性情報について
・感性情報処理と言語情報処理の相互作用に関する研究
・情報の受け手の立場から言語的コミュニケーションを捉える試み

宮代こずゑ 助教

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

適切な情報デザイン
実験による効果検証

特記事項

認知心理学実験により、教材・教授法の効果について実証研究が可能です。

連絡先

日本教育心理学会、日本認知心理学会、Cognitive Science Society 等

TEL: 028-649-5344

FAX: 028-649-5344

E-mail: miyashiro[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
情報化社会である現代では、街中には様々な情報があふれています。
それらの情報――たとえば看板の文字、店頭のスピーカから聞こえて
くる宣伝音声――は、見る者・聞く者の心にうったえかけるため、知
覚的表現（例：文字のフォント、音声の調子）に工夫が凝らされてい
ることがほとんどです。すなわち私たちは、言葉の意味に沿うような
知覚的表現をうまく用いることで、効率的に情報伝達を行うことがで
きるという直観を持っていると考えることもできます。
こうした知覚的表現が言語情報処理に及ぼす効果について検討すべく，コンピュータを用いた認知心
理学実験を実施しました。実験の際には、言語情報処理の指標として、潜在記憶 (implicit memory)およ
び視線を計測しました。
一連の結果から、語と一致した知覚的表現が用いられている場合、その語は（不一致な場合と比較し
て）より流暢に・優先的に処理されていることが示唆されました。このことは、教授法・教材開発の面
からみても、非常に有用な知見であると考えられます。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
情報化社会と言われて久しい現代では、とかく「情報が多ければ多いほど良い」とみなされがちです
が、それは心理学の知見には反しています。いかに情報をデザインすべきか？どうしたらもっと情報を
「よく伝える」ことができるのか？こうした問題は、私たち一人ひとりが日常で対峙する問題でもあり、
軽視してしまうと重大なミスや誤解を招いてしまいます。特に、「受け手にとっての情報の見えかた」
にまで踏み込んだ研究をすることで、目指すべき情報提示や、コミュニケーションのメカニズムの解明
を目指しています。
教育面では、現在、大学生を対象とした心理学の授業を複数受け持っています。講義では、人が日常
生活で行っている情報処理のメカニズムに関する研究や、それらの知見をどのように教育・学習へ活か
せるのかという点について解説しています。また、卒論生・内地留学生の指導や教員採用セミナー等も
担当しています。
今後の展望
これまでは大学生を対象とした研究を行ってきました。今後はもっと対象を広げることで、例えば読
み書き困難を抱えた方への支援や、幼児におけるコミュニケーションの研究などへもつなげていこうと
考えております。研究や教材開発のためにご協力くださる企業・自治体がありましたらお声かけいただ
けますと幸いです。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
大学と地域とを結び、一緒になって発展していける活動に取り組んでいきます。
2017 年 5 月更新

教育学部

准教授

森田香緒里

国語・森田（中嶋）香緒里研究室
分野： 国語教育学 言語教育学
研究テーマ
・子どもの作文能力の発達研究
・国語教育の国際比較研究

森田香緒里 准教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

国語教育
子どもの作文
言葉の発達（乳幼児は除く）
全国大学国語教育学会、日本国語教育学会、日本読書学会

特記事項

宇都宮市独自教科「会話科」のカリキュラム開発を行いました。

連絡先

TEL: 028-649-5258

FAX: 028-649-5258

E-mail: kaorin[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
私の研究では、小中学生を対象に作文調査を行い、その作文データ
を分析することを行っています。作文調査は主に日本で行っています
が、海外でも行うことがあります。様々な観点で作文分析を行い、子
どもの思考や発達の実態に迫ろうとしています。子どもの言語発達が
見えてくると、国語教育で何をどのように教えるのかもまた変わって
きます。
また、国語教育の国際比較研究では、主にイギリスと日本の比較を
行っています。言葉も教育システムも全く異なる両国ですが、子ども
の言語発達や、国語の教え方には共通点も見られます。国際比較によ
って、当たり前と思われていたことに新たな価値を見いだすことも少なくありません。
中でも作文指導に焦点を当てた国際比較を行い、従来にない新しい指導法を検討しています。それを
大学の授業で試行し、小中学校での指導法に援用できないか探究しています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
上記の研究だけでなく、栃木県内の小中学校の校内研修での指導助言、教員研修における講話講師な
ども行っています。また「会話科」のカリキュラム開発を行いました。「会話科」は、宇都宮市が独自
教科として設置したものです。全市一斉実施にあたり、宇都宮市教育委員会から依頼されて、言語発達
の観点から小学校用カリキュラムを開発しました。「実践的コミュニケーション力」を育成するための
単元だけでなく、動画教材も作成しました。それらの成果は、宇都宮市の全小学校に DVD 資料として
配布されました。
また大学では、教員養成だけでなく、大学生の国語表現力を育成するための授業も担当しています。
今後の展望
現在は、教えるべき作文技術を明確にした作文カリキュラムの開発を行っています。これまでに得ら
れた子どもたちの作文を言語発達の観点から分析し、また古代ギリシャのレトリック研究の知見を援用
することで、段階的で系統的な作文カリキュラムを開発したいと思っています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
今後も、小中学校における校内研修での指導助言、教員研修における講師などを引き続きお受けする
予定です。また、研究の成果を学校現場に還元できるよう、学校教員の方々と交流していきたいと思っ
ています。

2017 年 5 月更新

教育学部

教授

守安敏久

学校教育教員養成課程・国語分野
分野：日本近代文学
研究テーマ
・寺山修司研究
・現代演劇・映画論
守安敏久 教授
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

寺山修司研究

所属学会等

日本近代文学会・昭和文学会・東京大学国語国文学会

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5260

FAX:

E-mail: t-moriya[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
主たる専門は日本近代文学ですが、作家たちの中には、文学だけに閉じることなく、演劇・ラジオド
ラマ・テレビドラマ・映画など、あらゆるメディアを横断しながら創作活動を展開した作家たちがいま
す。その代表的な作家として、安部公房・三島由紀夫・寺山修司が挙げられます。作家たちがそれぞれ
のメディア特性をどう意識しながら、その可能性を押し広げていったか、というその実験的な創造の足
跡を追究し、同時にメディアの有する芸術的かつ教育的役割を考察しています。現在はとりわけ寺山修
司の映画・演劇や放送作品の研究をしています。
また文芸作品における「奇妙で風変わりな」幻想的な要素や、不自然な珍妙さが生み出す「笑い」の
要素について、その発生の力学を、研究しています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
実際に映画や演劇を見にいくとともに、その文学テクスト（シナリオや戯曲など）を読み込み、作家
がいかに文学を「立体化」していくか、という作品創造の「場」に受容者として立ち会うことを心がけ
ています。特に演劇は複製が効かない、一夜限りの「祝祭」といった性格を持っています。すぐれた舞
台に出会うことは、
「もうひとつの人生」を生きたと同じくらいの濃密な教育的体験となります。
今後の展望
単著『寺山修司論―バロックの大世界劇場―』
（国書刊行会。2017 年 2 月）を刊行し、その後さらな
る考察の深化を目指しています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
東日本地区国語問題研究協議会 講話・指導助言講師（文化庁・栃木県教育委員会・宇都宮大学・宇都
宮市教育委員会主催、宇都宮大学、2002 年）
、全国高等学校国語教育研究連合会第 40 回研究大会栃木大
会「ことばと生きる―心を豊かに 思いを確かに―」第８分科会助言講師（文星芸術大学附属高等学校、
2007 年）
、栃木県高等学校教育研究会図書館部会・栃木県高等学校文化連盟図書部会総会講演「寺山修
司と前衛演劇（演劇の革命とは何か）
」
（栃木県立博物館講堂、2009 年）ほか。

2017 年 5 月更新

教育学部

教授

山田洋一

自然科学系（理科分野）
URL：http://www.edu.utsunomiya-u.ac.jp/yamadayo/
分野：有機化学，化学教育・環境教育，マルチメディア活用科学教育
研究テーマ
・有機化学：ヘテロ環化合物を中心とした新しい有機合成化学反応の開発
・化学教育・環境教育用教材開発とその指導法・効果検証
・マルティメディアを活用した教材開発とその指導法・効果検証

山田洋一 教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

構造有機化学，合成有機化学
化学教育，環境教育
マルチメディアを活用した科学教育
日本化学会，日本コンピュータ化学会

特記事項

オンライン雑誌「化学教育ジャーナル」事務局兼編集委員

連絡先

TEL: 028-649-5315

FAX: 028-649-5244

E-mail: yamadayo[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
〔専門はこのような内容の研究や実践です〕
１．有機化学分野：ヘテロ環化合物を中心とした新しい有機合成化学反応の開発研究と，ＮＭＲ，ＦＴ
−ＩＲ，ＵＶ−ＶＩＳ．及びその他の機器分析法を活用した，有機化合物の微細構造の決定。
２．化学教育・環境教育分野：小中高校の学校教育の場での使用を前提とした化学教育・環境教育用教
材開発と，その指導法・効果検証に係る研究。
３．マルチメディアを活用した科学教育分野：同様に，小中高校の学校教育の場での使用を前提とした
各種マルチメディア技術活用教材開発と，その指導法・効果検証に係る研究。
〔このような方法で研究や実践を行っています〕
１．有機化学分野については，海外や近接分野の研究者との連携も行いつつ，医薬品や日常生活を支え
る有用な新規化合物の合成と，持続可能な社会の構築のために有効な方法の開発を，試行錯誤しな
がら行っています。
２．化学教育・環境教育分野：この分野の教材開発とその指導方法等についての研究では，小中高校の
学校教育の場で使われている教材の実情を研究室のゼミで検証しながら，アイデアを出し合い，試
行錯誤を繰り返して行っています。
３．マルチメディアを活用した科学教育分野：双方向型コミュニケーション・ツールと，特に音声付動
画を用いたビジュアル型ラーニング・ツールの重要性に着目し，抽象的な概念の可視化や，それに
基づいた議論を支援する科学教育等コンテンツの開発研究を行っています。効果検証には，アンケ
ート調査を実施しています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
〔学生への授業、学生との交流などで普段このようなことを意識しています〕
授業では，知識を学生に授ける一方通行の展開にならないように注意してます。分子モデルを使っ
た作業を組み入れて理解の助けにしたり，小グループでの共同作業を行い知識・技能の共有化を支援
しています。
研究室では，週一回行われるゼミでの活動を重視しています。学生同士や，学生と教員間のコミュ
ニケーションを活発にするため，課題の明確化，問題点の共有，論理的な議論の組み立て方などを学
ぶ機会を提供し，他人の報告や他人からの意見を聞くことにより，視野の広い，多方面からの議論が
できるように学生を支援しています。
今後の展望
Web による情報発信力を重視しています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
栃木県環境審議会委員，同大気環境専門部会委員，同地球温暖化対策専門部会委員，同公害審査会
委員などを歴任。
2017 年 4 月更新

教育学部
英語

准教授

山野有紀

山野研究室

分野： 応用言語学，英語教育
研究テーマ
・日本の英語教育における CLIL（Content and Language Integrated Learning:
内容言語統合型学習）の効果的活用に関する実践研究
・英語教育のユニバーサルデザインの学びによる実践研究
山野有紀 准教授
・小中高連携による英語教育実践研究・海外と日本の英語教育比較研究
英語教授法・カリキュラムマネジメント・授業・教育デザイン
キーワード
（専門分野・対応や相談 英語教育におけるユニバーサルデザインの学び
が可能な事項）
小中高連携による英語教育
海外と日本の英語教育比較
所属学会等
日本 CLIL 教育学会、全国英語教育学会、LD 学会
特記事項
連絡先

上記キーワードにある研究ができます。
TEL: 028-649-5266

FAX: 028-649-5266

E-mail: yyamano[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
【日本の文脈における効果的英語教育に関する実践研究】
新しい学習指導要領の公示、グローバル化に対応する英語教育、カリキュラムマネジメントなど、日
本の英語教育は大きな変革を迎えようとしています。その中で、第二言語習得研究、社会文化理論、児
童心理学などの理論や科学的実証にもとづく言語教授法・指導法を、日本の英語教育の実践にどのよう
にいかすかについて研究しています。現在は、学習者の主体的学びを促す、ユニバーサルデザインの学
びの視点をとりいれた、学習者の認知的発達に見合う内容による言語活動、協同学習、相互文化理解を
取り入れた授業実現のために、内容言語統合型学習（CLIL=Content and Language Integrated Learning）
の日本の文脈における効果的活用について研究しています。
【英語教育におけるユニバーサルデザインの学びによる研究】
すべての児童・学生には、それぞれの持つ素晴らしい可能性と能力があります。それを引き出し、学
習者の主体的・自律的学びを促すためには、カリキュラムが学習者の多様性を考慮して責任を担うとい
う視点が必要となってきます。フィンランドなど、海外で実践されている事例から、日本の文脈との実
践的比較研究を行い、日本の英語教育におけるユニバーサルデザインの学びの実践的研究を行っていま
す。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
上記に示した授業・教育デザイン研究を行うために、新しい教育方法の可能性と課題を探究する際に
有用とされる言語指導法研究をもとに、縦断的、かつ横断的研究を行っています。具体的には➀電子機
器を使用した授業録画と対話の録音の分析、研究者のフィールドノートなどによる授業観察、➁児童の
授業に関する質問紙調査、③実践指導者へのインタビューを行い、研究者、学習者、教師の多角的観点
から、教育法の効果、その課題について検証しています。 これらの研究から、英語教育における学習
者の興味と認知的発達に見合った内容での豊かな言語活動、協同学習、文化・国際理解を統合した授業
実現のために、実践可能な教育的示唆を明らかにすることを目指しています。
今後の展望
現在、上記の実践研究を、各学校や自治体の特色をいかした英語教育の発展を目指して、小中高の現
職の先生方、教員を目指す学生とともに行っています。ご興味ある方には、ぜひご参加いただければと
思います。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
学びを深めるために、日本国内だけでなく海外からも先生を招聘し、多角的視野を取り入れることも
大切にしています。大学を身近に感じて頂き、相互文化理解にも貢献できるよう取り組んで参ります。
2017 年 5 月更新

工学研究科

助教

石戸

勉

氏名 役職

機械知能工学専攻・機械システム工学科
URL：http://www.mech.utsunomiya-u.ac.jp/fel/index.html
分野：流体工学
研究テーマ
・気泡や液滴をキーワードとした流体工学の基礎
・環境負荷の少ない流体工学的技術に関して

石戸

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

勉

助教

流体工学
(一社)日本機械学会、(一社)ターボ機械協会

特記事項
連絡先

TEL: 028-689-6037

FAX: 028-689-6037

E-mail: ishido[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
【キャビテーションおよびその有効利用】
流体機械等に見られる高速液流中では、条件によって低圧域に気相すな
わちキャビテーション気泡が発生します。エロージョンとは、低圧域で発
生し成長したキャビテーション気泡が高圧域でつぶれる際、局部的な極め
て高い衝撃圧で機器固体面に壊食が生じることです。超音波キャビテーシ
ョン試験装置を用いて、キャビテーション・エロージョンの発生様相等お
よび気泡挙動の究明を行っています。右図は超音波振動子先端部に発生し
ているキャビテーションの写真です。
【原動機不要流体機械の研究】
ここで言う原動機とはモーターやエンジンのことで、一般的なポンプな
どの流体機械はこれらの回転力を軸動力として入力され動作しています。
一方、水撃ポンプは流体の流れそのものを利用して動作させているため、
原動機は不要です。エコな揚水装置という観点から、次のような水撃ポン
プが考えられます。つまり、管路末端の弁を急閉させて管路内を流れてい
る水をせき止めると、弁直前の水圧が急上昇するという水撃現象を利用し
たポンプです。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
近年、気泡を扱った技術においてマイクロバブルが注目されて来ています。直径が 50μm 程度以下
の微細気泡は、微細であるがゆえに水中での滞在時間が長いなど通常の気泡とは異なった特性が現れま
す。また、マイクロバブルの特性として、マイナスに帯電していることが挙げられ、気泡同士の結合を
抑えたり、細かいゴミに取付き易いので浮上させて除く洗浄にも応用されつつあります。さらに、気泡
内圧が高いため気泡周りの水に内包気体を溶け込ませる能力が大きいことも特徴です。
今後の展望
マイクロバブルの発生法には、気液せん断法、加圧溶解析出法、キャビテーションによる方法などい
ろいろな方法がありますが、応用する際には、それぞれの特徴をよく知らなければなりません。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
大学をもっと身近に感じてもらい、大学も地域の一部として活動できるよう取り組んでいければと思
います。
2017 年 5 月更新

工学研究科

助教

機械知能工学専攻

加藤直人

流体工学研究室

URL：
分野：流体工学、熱工学、流体関連振動
研究テーマ
・流れのコンピューターシミュレーション
・学生フォーミュラ、レーシングカー、自動車の空力
・カルマン渦励振、縦渦励振等の流体関連振動

加藤 直人 助教

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・水や空気の流れ、噴流、拡散のコンピューターシミュレーション(CFD)
・自動車空力部品の流れの可視化、性能評価
・風や水流によって振動が起こる問題の原因調査

所属学会等

・日本機械学会、自動車技術会

特記事項

連絡先

・計算機サーバーが利用可能です。
・学生フォーミュラ活動の橋渡し役です。学生を技術的に支援したいとい
う方はお気軽にご連絡ください。
・高校生でも参加できる学生フォーミュラ活動を支援しています。
TEL: 028-689-6066 FAX: 028E-mail: note[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
実験、数値解析（CFD）による流れの研究を行っていま
す。空気、水に限らず、水素、ヘリウムの流れも対象とし
ています（図 1）
。水素が空気中に流れ込む場合、重力と逆
方向に加速するので、流れが複雑になります。今後燃料電
池車、水素ステーションが普及していくことが予想されま
す。水素を安全に使用するために、どのような流れが起き
るか予測しておく必要があります。そのための実験、CFD
による解析を行っています。
自動車の空力について研究を行っています。燃費向上の
ための空気抵抗低減、レーシングカーの旋回性能向上のた
めのダウンフォース増加や流体力バランスなどの要求、追
い抜きの難化問題に、シンセティックジェット（SJ）とい
う新しい技術を使った流れの制御で解決できるか、研究を
行っています（図 2）
。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
風洞実験、
計算機サーバーを用いた CFD を行っています。
経産省からの受託研究によるつながりで、共同研究先の実
験施設を借りた実験、導入した計算機サーバーによる CFD
を行っています。また大学院生はインターンシップで共同
研究先に行き、そこでしかできない研究を経験し、働くイ
メージを掴むことができます。
学生フォーミュラの活動を支援しています（図 3）
。自動
車業界のみならずものづくり教育として広く認められてい
るこの活動に、宇都宮大学は日本で最も早く取り組み始め
ました。しかしそれは決して大学のみならず、栃木県内外
の多数の企業様の支援により成り立っています。今後も産
官学の橋渡しをしていきたいと思っています。
今後の展望
水素成層化現象の解明、マイクロバブルによる流動抵
抗・伝熱性能制御、SJ による流体力制御。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術
移転の対応等）
高大連携、学生フォーミュラ車両展示など。

図 1 水素の流れ

図 2 流れの制御

図 3 学生フォーミュラ車両
2018 年 4 月更新

工学研究科

准教授

佐藤隆之介

機械知能工学専攻 生産加工システム研究室
URL：http://www.mech.utsunomiya-u.ac.jp/mmsl/
分野：
研究テーマ
・固定砥粒研磨加工技術
・CMP およびナノスケール表面の創成と SPM 解析技術
・超砥粒ホイールの研削特性に関する研究

佐藤隆之介 准教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・鏡面仕上げ
・高能率加工
・ナノスケール微細加工

所属学会等

・日本機械学会・精密工学会・砥粒加工学会

特記事項
連絡先

TEL: 028-689-6041

FAX: 028-689-6041

E-mail: satoryu[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
【固定砥粒研磨加工技術】
機械加工の高能率化を目的に，切削・研削による粗
加工・中仕上げ加工から研磨による仕上げ加工までを
段取り替えなしに実現するため，マシニングセンタで
使用可能な研磨工具の開発を目指して固定砥粒研磨
工具による鏡面加工技術を研究しています．

固定砥粒研磨工具

【CMP およびナノスケール表面の創成と SPM 解析
技術】
遊離砥粒を用いたケミカルメカニカルポリッシン
グ(CMP)や原子間力顕微鏡(AFM)を用いたナノスケ
ールの除去・付加加工など，原子オーダーの凹凸を有
する表面創成する加工技術について研究しています．
A
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SKD11 に対する鏡面加工
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ポリカーボネートに対するナノスケール溝加工

陽極酸化によるナノドット加工

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
機械加工についての技術相談等にはいつでも対応致します．また，ご相談の内容次第では加工実験や
加工面の評価，解析をお引き受けすることも可能です．
今後の展望
積極的に産学連携を進めていきたいと考えておりますので，少しでも興味がありましたらお声がけ頂
ければと思います．
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
企業・自治体との連携に積極的に取り組んでまいります．
2018 年 8 月更新

工学研究科

教授

嶋脇

聡

機械知能工学専攻・生体計測・福祉工学研究室
URL: http://www.mech.utsunomiya-u.ac.jp/bioinstrumentation/index.html

分野：ライフサイエンス
研究テーマ
・近赤外光を用いた非侵襲生体情報計測（血管硬度、血中コレステロール、
血管内皮細胞機能、動・静血圧）
・母指または母趾爪ひずみの計測
・ヒト関節運動のシミュレーション（肘屈曲伸展、肩外転、肩前方挙上など）
・上腕前方挙上動作アシスト装置の開発

嶋脇聡

教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

生体計測、生体構造（骨、筋、靭帯、血管、軟組織）、生体の機械的組織、
生体関節駆動、物体把持、ヒト触覚、動脈硬化、血管硬さ、血管内皮細胞
機能、コレステロール、近赤外光、虚血、うっ血、生体反応
日本機械学会、日本生体医工学会、日本人間工学会、日本臨床バイオメカ
ニクス学会、日本手外科学会
・＜装置＞脈波伝播速度装置、CAVI 計測装置、近赤外光血管可視化装置
・＜交流＞研究生、社会人ドクターを積極的に受け入れています。
TEL: 028-689-6072
FAX: 028-689-6072
E-mail:simawaki[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
生体計測・福祉工学・生体シミュレーションに関する研究を行っ
ています。生体計測においては、非侵襲に生体情報を取得する手法
と装置の開発を行っています。日本人の死因の 1/3 に関与している
と言われる動脈硬化を、
近赤外光を用いて早期に家庭内で計測でき
る手法を研究しています（図１参照）
。また、爪（主に母指、母趾）
にひずみゲージを貼付して、
物体把持または歩行時の爪ひずみの計
測を行っています。
生体シミュレーションにおいては、ヒトＣＴ・ＭＲＩ画像より構
築したヒトモデル（骨、筋、靭帯を含む）を用いて、筋収縮時の運
動解析や、靭帯損傷時における運動不全の解析などの研究を行っ
ています。

図１

近赤外光を用いた血管可視化装置概略

教育・研究活動の紹介（特徴や強み等）
動脈硬化の指標となる「血管硬さ」と「血管内皮細胞機能」を近赤外光を用いて非侵襲に計測する手
法を開発中です。このアイデアは上記特許にて権利化しております。血管硬さの計測には、一般的に脈
波伝播速度（PWV）などを用いて計測します。しかし、装置が大掛かりであること、１人での計測は困
難であること、汎用性がないことの理由により、病院などで計測する必要があります。また、血管内皮
細胞機能の計測には、一般的に超音波画像診断装置か Endo-PAT を用いて行います。超音波画像診断装
置による計測では特殊な操作技術を要し、Endo-PAT の計測では計測ごとの消耗品を必要とします。こ
れらのデメリットを解消するために、近赤外光を用いて家庭内で簡易に計測できる手法と装置を開発し
ています。
今後の展望
近赤外光を用いた血管硬さの計測については、実験室レベルにおいて手法と装置が完成しています。
この装置の小型化と血圧計などの測定機器との複合機の開発を目指したいと考えています。また、近赤
外光を用いた血管内皮機能の計測については、Endo-PAT の手法を参考に、ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ測定装置を作成し
ました。今後、この装置を使って、血管内皮細胞機能を高精度に推定できるかどうかを判断するために、
多くの被験者を使用して、PWV や Endo-PAT による値との相関を求めていきたいと考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
技術移転希望項目 ・・近赤外光を用いた非侵襲生体情報計測（血管硬さ、血管内皮細胞機能）
特許出願状況
・特許 4729703(血管硬度測定装置)・特許 5130590(血圧特定情報生成装置)
・特許 5830325(疑似血管ユニット、共同特許)
2017 年 4 月更新

工学研究科

准教授

鄒

艶華

機械知能工学専攻・特殊精密加工研究室
URL：http://www.mech.utsunomiya-u.ac.jp/pml/index.html

分野：精密加工学，特殊加工学，砥粒加工学
研究テーマ
・磁気機能性流体を利用した超精密内面磁気研磨技術
・高能率内面及び平面の磁気バリ取り技術の開発
鄒艶華 准教授
・超微細複雑形状部品表面及び超微細孔ノズルの精密研磨技術の開発研究
キーワード
（専門分野・対応や相談
磁気研磨技術，磁気バリ取り技術，超精密エッジ仕上げ技術
が可能な事項）
所属学会等
日本機械学会、精密工学会、砥粒加工学会
特記事項
連絡先

TEL: 028-689-6057

FAX: 028-689-6057

E-mail: yanhua[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
手加工に頼るしか無い精密部品の仕上げ加工、円管の内面研 磁極回転
磨、内面のバリ取りを実現できる新しい「磁気加工（磁気研
磨）
」技術の開発を進めています。図１のように円管の外側に
磁極を設置し、円管内の磁性砥粒を磁気吸引します。ロボッ
トを利用して高速回転する磁極を円管軸方向に移動させると、
磁性砥粒は磁極の動きに追従し、曲がり管内面を精密研磨し
S
ます（図 2）
。
これまで本技術によって、厚肉円管内面の精密研磨、円管内
面の溶接ビード除去、内面のバリ取りへの応用を実現してき
ました。また、
「高分子材料の超精密加工」
，
「人工透析用注射 磁性砥粒
針の精密バリ取り」、「超微細孔ノズルの精密内面研磨技術の
開発」
「電解を複合した磁気研磨法」を中心とした研究開発に
積極的に取組み、新技術の開発に挑戦し続けています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
磁気加工技術とは、従来の「機械加工」に「磁気」を組み合
わせた新しい加工技術であり、工具が届かない狭い箇所に対
して精密加工を実現できます。宇都宮大学が創出した独創技
術です。本技術は、①磁気機能性流体を利用した超精密内面
磁気研磨に適用でき、厚肉（30mm）パイプでも円管の長さに
関係なく内面加工が実現可能、②複雑曲がり管も OK、③高分
子材料の超精密加工などにも応用可能、④超微細孔ノズルの
精密内面研磨に適用可能、⑤各種非磁性材部品の内面磁気バ
リ取りにも応用できるなどの特徴があります。

磁極送り
ヨーク

S

磁極

工ルボ

N
N
0.08 µmRa

10 mm

図 1 加工原理とエルボ内面の加工

今後の展望
現在、今回紹介した内容以外にも、
「ナノメーター超精密表
面創成磁気研磨技術」や「従来技術と磁気加工技術の融合」
などに取り組んでいます。本技術の実用例として、種子島で
図 2 研磨装置全景写真
打ち上げられた HI ロケットの燃料パイプ内面の鏡面仕上げに
用いられるなど実用化の事例も増えてきましたが、本技術が一
つの新しい精密加工技術として確立されるように研究していきたいと思います。
産学連携は、まず「産」を大切にすること、人と人とのより良い関り合いを作ることから始まると考
えています。
「人との関係」を大切にして企業の課題やニーズに応えていきたいと思います。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
特許出願状況 ・特開 2016-052704（磁気研磨）
、他 7 件
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工学研究科

准教授

白寄

篤

機械知能工学専攻・材料加工研究室
URL： http://www.mech.utsunomiya-u.ac.jp/shira/
分野：製造技術
研究テーマ
・金属管を素材とする塑性加工技術（特にハイドロフォーミング）
・金属部品の塑性流動結合技術
白寄 篤 准教授
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

塑性加工技術（実験および有限要素法シミュレーション）、金属材料の塑性
変形、金属部品の軽量化
日本塑性加工学会、日本鉄鋼協会、Society of Manufacturing Engineers（ア
メリカ）
油圧ポンプ（最大 200MPa）
、アムスラー型万能試験機（最大 600kN）

E-mail:shira[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
金属材料を素材とする塑性加工技術（二次加工技術）は、板材を素材とす
る技術とバルク材（塊材）を素材とする技術に大別できます。管材は、板
材とバルク材の中間的な材料であり、また、板材からもバルク材からも製
造されることを考えると、管材を素材とする塑性加工技術は三次加工技術
と解釈することもできます。板材やバルク材を素材とすることでは解決困
難な機械部品の軽量化が素材を管材に変更することで達成できることがあ
りますが、三次加工技術であることを考えると、管材の材料としての性質
が板材やバルク材とは異なる可能性に配慮しなければならない場合があり
ます。また、加工の際に管材に発生する応力状態や変形も管材特有な場合
があります。当研究室では、基本的には管材の塑性変形挙動の基礎的研究
を進めていますが、加工技術の実製品への応用も視野に入れています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
当研究室では、先代の先生の頃から約半世紀に渡って金属円管の液圧バルジ加工（張出し加工）の基
礎的な研究を続けています。当初は比較的単純な張出し形状について微分方程式（力の釣合い式）を解
くことでバルジ加工の理論解析をしていましたが、現在では複雑な変形形状や大きなひずみが生じる変
形についても対応できるように有限要素法コンピューターシミュレーションを実施しています．小径管
材（外径 10mm 程度以下）を素材とするハイドロフォーミング専用の実験装置も有しており、計算によ
る予測や解析のみならず実験にも対応できるようにしています。
今後の展望
金属管を素材とする塑性加工技術は、管材の特徴を活かして、機械構造物の軽量化に利用されていま
す。また、塑性流動結合技術は部品どうしの締結に必要なボルト等の部品を省けるなど、やはり軽量化
に適した技術です。管材については、流路としての機能を活かすことも重要と考えており、そのような
ニーズについてもご意見いただければ幸いです。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
技術移転希望項目
・ハイドロフォーミングのシミュレーション技術
特許出願状況
・特許第 4392504 号（ハイドロフォーミング加工方法）など
産学連携
・戦略的基盤技術高度化支援事業への協力や共同研究の受け入れもしております．
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工学研究科

特任教授

機械知能工学専攻

杉山

均

熱流動解析研究室

URL： http://www.cc.utsunomiya-u.ac.jp/~sugiyama/
分野：エネルギー、環境、製造技術、社会基盤
研究テーマ
・非等方性乱流モデルの研究・開発
・熱・流れ・物質拡散現象の数値解析による研究
・数値解析による災害予測と防災技術の研究・開発

杉山均 特任教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

熱移動、運動量移動、水素拡散、ヘリウム拡散、水蒸気拡散、乱流、層流、
熱伝達、熱伝導、伝熱促進、管内流れ、数値計算、CFD、河川流れ、非ニ
ュートン流体、血液流れ、粗面壁乱流、はく離乱流、浮力乱流
自動車技術会、機械学会、土木学会
高速計算機サーバーが利用可能です。学生教育に Formula 車両を自ら設
計・製作させる Formula-SAE と呼ばれる実践教育を導入しています。
TEL: 028-689-6031
FAX: 028-689-6031
E-mail: sugiyama[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
熱流動現象、あるいは水素拡散に代表される物質移動現象を数値計
算により理論的に予測する研究を行っています。特に乱流を対象に乱
れの非等方性を予測可能な乱流モデルの研究を遂行しています。開発
したモデルは、機械工学、伝熱工学、土木工学、航空工学、医療工学
など多くの分野に適用してモデルの妥当性を検証するとともに、速度
分布、温度分布、濃度分布、レイノルズ応力、乱流熱流束、壁面せん
断応力などの諸物理量を定量的に示し最適設計、機器性能向上、災害
図１ 脱気筒内流れ
予測、防災対策などに活用しています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
乱流を正確に予測するには、三軸方向に非等方的に乱れる流れを正
確に予測することが不可欠です。開発した熱流動解析コードは、この
非等方性乱流を予測可能なモデルであることに特徴があります。同時
に、モデルの妥当性については、多くの計測データとの比較により差
異分析行い、より精度の高い非等方性乱流モデルを構築しています。
また、乱流計算には多くの計算時間が必要ですが、この点に関しても、
予測精度を保持しつつ計算時間の負荷を低減するモデルを組込んで
図 2 水素濃度分布
おり本解析コードの強みとなっております。
実際、共同研究にて脱気筒と呼ばれる装置開発に際し、流れの解析
結果から最適形状を提案し商品化されています（図１参照）
。あるい
は将来の水素経済社会を見据えた経産省支援事業に参画し室内に拡
散する水素濃度分布を予測しました（図２参照）。また、平成 10 年 8
月に氾濫した栃木県を流れる黒川を対象に解析し、実際の河川決壊位
置を良好に予測しました（図 3 参照）
。
今後の展望
数値解析手法である CFD(Computational Fluid Dynamics)を、複数の
図 3 氾濫河川の流動
物理現象が相互に干渉するより複雑な現象に適用し、その現象解明に
寄与したいと考えています。例えば、血液は非ニュートン流体であり、
乱流同様にモデル化が必要です。モデル化が適正であれば解析は可能
です。実際、血液流れの解析依頼があり非ニュートン流体モデルを導
入して解析しました（図 4 参照）
。今後、こうした医療工学も含めて
より複雑な熱流動・物質移動現象への解析に研究を展開していきたい
と考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応
等）
図 4 血管内の流れ
技術移転希望項目 ・熱流動数値解析プログラム
特許出願状況 ・EUROPEAN PATENT SPECIFICATION,No.0093415(1985)
2018 年 5 月更新

工学研究科

教授

高山善匡

機械知能工学専攻・マテリアル工学研究室
URL： http://malt.mech.utsunomiya-u.ac.jp/takayama_lab/
分野：ナノテクノロジー・材料
研究テーマ
・環境負荷低減を目指した金属材料の組織制御と高性能化
・軽金属の摩擦攪拌接合と摩擦応用表面改質技術の開発

高山善匡 教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

アルミニウム合金、銅合金、チタン、結晶方位、集合組織、高温変形・高
温強度、強ひずみ加工、摩擦攪拌接合(FSW)、ハニカム構造体、SEM/EBSD、
組織制御、機械的性質、微細組織の定量化
日本金属学会、軽金属学会、超塑性研究会

特記事項

結晶粒方位解析装置(SEM/EBSD)、連続繰り返し曲げ加工装置(CCB)

連絡先

TEL: 028-689-6033

FAX: 028-689-6078

E-mail:takayama[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
研究室では独自の強ひずみ加工技術である「連続繰り返し曲
げ加工（Continuous Cyclic Bending; CCB）
」を開発しました。
図１は、ロール駆動型 CCB 装置です。CCB は、板材の表面を
超強加工、内部を低加工し得る方法であり、その後の熱処理と
組み合わせることにより、表面を粗粒層、内部を細粒層という
傾斜的組織に制御することができます。また、表面の粗粒層は
優先方位を持つことが明らかになっており、結晶方位制御技術
としての可能性を検討しております。
異種箔材の摩擦攪拌接合における接合条件の影響を系統的に
調べており、Al 合金/Ti、Al 合金/Fe、Al 合金/Cu、Al 合金/Zr 等
の組合せについて良好な接合が達成されています。接合界面組
織の高度な解析に基づき、
接合条件の最適化を目指しています。

図１ 連続繰り返し曲げ加工(CCB)装置

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
金属材料の特性は微細組織と密接に関わっています。したがって、材料特性の高性能化には結晶粒微
細化・結晶方位制御技術が極めて重要です。このような技術は、材料の使用環境だけでなく製造工程に
も有効に働きます。30 年以上の金属材料の高温変形と組織制御の研究実績を踏まえて、製品製造におい
てしばしば見落とされがちな加工時の材料組織や使用環境に合わせた組織制御に適切な条件を提示で
きます。また、結晶方位分布解析装置 SEM/EBSD により、結晶粒度、集合組織、粒界性格など基本的
な材料組織パラメータの解析が可能であり、一部の条件では組織内部に蓄積されたひずみ分布状態の解
析も可能です。一方、摩擦攪拌接合に関しては、摩擦攪拌による局所的な高温変形による組織変化を解
析し、数 10～数 100nm オーダーの界面接合状態を調査することができ、接合界面組織状態に基づいた
接合強度評価が可能であると考えています。
今後の展望
連続繰り返し曲げ加工を中心とした組織制御技術は、特に高温変形と関わる耐応力緩和特性の向上に
繋がる研究を進めています。今後、銅合金およびアルミニウム合金の特性向上が期待されます。箔材の
摩擦攪拌接合については、厚さ 100µm の箔材の接合パラメータを数µm オーダーでコントロールするこ
とが求められ、また温度の制御も重要であることが分かっております。関連産業分野への応用の可能性
を拓くご意見ご提案をお待ちしています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
技術移転希望項目
・組織制御技術 ・結晶方位解析技術 ・異材 FSW 技術

2017 年 5 月更新

工学研究科

助教

中林正隆

機械知能工学専攻 生体計測福祉工学研究室
URL： http://www.mech.utsunomiya-u.ac.jp/bioinstrumentation/Lab.html
分野：ライフサイエンス
研究テーマ
・脳活性化のための指リハビリ用アシストフィンガーの開発
・腹腔鏡手術支援のための内視鏡用屈曲マニピュレータの開発
・微生物運動を規範とした全弾性医用マイクロロボット

中林正隆 助教

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

医用システム、福祉理学療法、バイオミメティクス、バイオメカニクス、医
用マイクロロボット、流体数値計算、構造数値計算、FSI(Fluid-Structure
Interaction)
所属学会等
日本機械学会、日本人間工学会、エアロ・アクアバイオメカニズム学会
・＜装置＞ LabVIEW（16ch 同期制御及び計測）
特記事項
・＜ソフト＞ 衝撃構造解析ソフト Ls-dyna
TEL: 028-689-7060 FAX: 028-689-7059 E-mail:m_nakabayashi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp
連絡先
研究概要
生体模倣技術（バイオミメティクス）
、生物工学（バイオメカニクス）
を医用福祉用システムに応用する研究を主として行っている研究室です。
近年の少子高齢化の社会構造に伴い、認知症等の脳障害や運動機能の低下
を防ぐためのリハビリ装置が急務とされています。本研究室では特に指の
巧緻動作に着目し、その運動から脳疾患の回復補助する装置の開発を行っ
ています。右図は試作した指関節運動補助装置です。負担無く力を伝達す
るため、指の生体構造からヒントを得た構造となっています。
これらの他に、現在困難とされている高度な技術が必要とされている手
術支援装置や生体内部を直接治療するための医用マイクロマシンの基礎
研究など医用システムの研究も行っています。

認知症治療のための指リハビリ装置

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
生体模倣技術（バイオミメティクス）とは、生物が持つ高度な機能や構造を工学に応用する研究です。
本研究室では特に生物の運動機構や構造に着目し、その運動を補助（アシスト）・支援する装置の開発
を行ってきました。特に人間の動作補助／学習装置や動作解析に関する技術を持っております。また他
の医科大学との共同研究においては、手術支援システムの開発を行っております。医用マニピュレータ、
高度な手術を支援するデバイスに関しても提案・実現するための開発環境が整っています。
今後の展望
医用マイクロマシンに特に着目しており、水中微生物を運
動機構規範とした全弾性流体内機構の開発を行っておりま
す。注目している生物は未だ運動原理が解明されていないこ
ともあり、この原理が解明され医用目的に利用できることが
分かれば生物学的にも工学的も興味深い結果が得られると
考えております（右図参照）
。
また、指リハビリ装置や手術支援デバイスなどこれまでの
研究で開発したものについては、臨床実験まで行う事で医用
福祉現場の有効性を示すこと目指しております。

微生物運動を規範とした医用マイクロマシン
（左：試作機 右：水棲微生物）

社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
技術移転希望項目 ・内視鏡／腹腔鏡手術支援ロボットの機構開発 ・生体模倣技術（水棲生物を規
範とした医用ロボット ・認知症治療のための指リハビリ装置
特許出願状況 ・医用分野において出願準備中
2017 年 4 月更新

工学研究科

准教授

星野智史

機械知能工学専攻 分散知能システム工学研究室
URL： http://www.mech.utsunomiya-u.ac.jp/~hosino/
分野：ライフサイエンス、情報通信、製造技術、ロボティクス、人工知能
研究テーマ
・複数台移動ロボットシステムの産業応用（港湾物流、生産システム等）
・自律移動ロボットのための経路・動作計画および集団群知能
・機械学習法を用いた警備ロボットによる知的監視システム

星野智史 准教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

ロボティクスと人工知能の技術を組み合わせたサービスおよび産業分野へ
の応用（例えば、物流システム、生産システム、搬送システム、警備シス
テム等）
IEEE、日本ロボット学会、日本機械学会、計測自動制御学会
自ら意思決定を行い移動することのできるロボットが、我々に提供し得る
付加価値に焦点を当て、そのための知能モデルの開発に取り組んでいます。
TEL: 028-689-6053
FAX: 028-689-6053
E-mail: hosino[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
我々は、
人間の役に立つ知的なロボットシステムの創造を研究のメイ 仮想環境
ンテーマとしています。人間の役に立つということは、我々の思い通り
人間
にロボットが動けるということです。そのためには、ロボットにも人の
気持ちをおもんばかれる知能が必要となります。また、人間の思考およ
び動作は、我々が存在する環境からの影響も受けます。すなわち、人、
ロボット、環境は、互いに影響を及ぼしあう関係にあり、これを相互作
用と呼びます。そのため、環境にも知能が求められます。そして、3 者
の知的な相互作用を実現させることが、研究の課題となります。
当研究室では、これら 3 つの知能の相互作用メカニズムを構成論的
に解明し、その工学的応用を行っています。そして、人間にとって便利
で快適な空間をどう作り出すことができるのか、そこにロボットという
システムを交えるとどのような効果が得られるのか、様々な視点から研 仮想的なロ ボッ ト
究を進めています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
21 世紀になって開発された SLAM（Simultaneous Localization and Mapping）技術により、センサデ
ータから自己位置の推定と環境地図の作成を同時に行うことが可能となりました。その結果、ロボット
の自律移動が実現しました。そこで、次の技術革新を狙い、自律移動可能なロボットが我々に提供でき
る付加価値を考え、それを実現するためのロボットの確率論的知能モデルの研究に取り組んでいます。
例えば、ベイズの定理を応用することで、不確実事象に対して確率に基づき思考・行動する知的なロ
ボットを開発しています。また、近年最も注目されている深層学習（Deep Learning）を適用した物体
認識技術の開発も行っています。これらの技術を統合することで、ロボットは「誰が何を求めているの
か・何をしているのか」
、すなわち人の内面状態を推察した上で行動することができるようになります。
今後の展望
ロボティクスの技術は、ロボットに限らず「移動体」を扱った様々な分野に応用することができます。
例えば、物体認識に基づいた思考そして行動の意思決定といったロボットの自律移動に関する一連の技
術は、パーソナルモビリティと呼ばれる移動支援機器や、車の自動運転に適用できる可能性があります。
2020 年には、東京でオリンピックが開催されます。我々は、東京五輪成功の一翼をロボティクスの
技術で担うこと考えています。具体的には、会場周辺の警備や案内、移動支援ロボットの実現を目指し
ています。そのためには、4 年間のうちに実機のロボットを用いた社会実験を行うことが求められます。
そのため、自治体との連携を深め、ロボットの実験特区を制定します。さらに、ロボットの実用化技術
に関するノウハウを最大限に活かし、栃木発のロボットベンチャーへと発展させることも考えています。

2017 年 5 月更新

工学研究科

助教

山仲芳和

機械知能工学専攻

システム力学研究室

URL：http://www.katzlab.jp/lab/
分野：ライフサイエンス，ソフトコンピューティング，製造技術
研究テーマ
・非線形力学系に基づく多点探索型最適化手法の研究
・実現象と高精度に一致する力学モデルの構築・同定に関する研究
山仲芳和 助教
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

最適化問題，最適化手法，パラメータ同定，
モデリング，非線形力学，カオス

特記事項

機械・電気分野の最適設計・最適制御・モデル同定などが可能です

連絡先

電子情報通信学会，IEEE，進化計算学会

TEL: 028-689-6071

E-mail: yyamanaka[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
【多点探索型最適化手法の構築と解析】
工学では，例えば機器を設計するときの寸法や，機器を
動作させるための制御パラメータを適切に選択することが
求められます．対象の問題が複雑になるほど，人間の直観
や経験に基づく選択は難しくなります．そこで，カオスと
呼ばれる簡素な非線形力学が呈する複雑な振る舞いによっ
て，最も優れた「最適解」を探索する新しい最適化手法の
研究を行っています．これまでに，カオス力学系によって
最適解の探索という複雑な振る舞いが実現でき，かつ，そ
の探索性能が優れていることが実証できました．より高い
探索性能や，多様な問題に対応できる頑健さを備えるシン
プルな最適化手法の実現を目指して研究を進めています．
【実問題への応用】
最適化手法の構築だけでなく，手法を応用した実問題の
解決も行っています．具体的な研究対象には車両伝達系の
パラメータ同定や，人間のバランス運動の数理モデリング
等があります．

設計したカオス力学系の振る舞い（a, c）,
これらで実現される探索動作（b）により
最適化問題（d）の最適解を探索する．

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
本研究室では力学システムをキーワードに機械系・電気系・情報系の複合的な分野で研究を行ってい
ます．力学システムで生じる現象の解明，数理モデルの導出・同定，所望の動作を実現する最適設計や
制御などを，ハードウェアとソフトウェアの両面から研究できることが強みです．
今後の展望
・最適化問題の観点から CAD/CAE における数理モデルと実機の合わせこみの自動化
・最適化手法を構築した知見を応用したカオス力学系に基づく移動ロボット群の制御
などを行う予定です．ご興味のある企業様等いらっしゃいましたらお声かけください．
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
最適設計・最適制御・パラメータ同定等でお困りの際にはお気軽にご相談ください．典型的な問題で
あれば，汎用的な手法によって解決できる場合があります．
2017 年 5 月更新

工学研究科

教授

機械知能工学専攻

吉田勝俊

システム力学研究室

URL：http://www.katzlab.jp/lab/
分野：機械力学、計測と制御
研究テーマ
・機械振動のモデル化と状態推定
・ヒトゆらぎ運動のモデル化と予測評価
・非線形解析とランダム振動解析

吉田勝俊 教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・機械やヒトの運動・振動、数理モデル化、振動解析、運動解析

所属学会等

・日本機械学会、計測自動制御学会

特記事項
連絡先

・科研費「自転車走行のふらつきを予測する数理モデルの構築とパラメー
タ同定」
（基盤Ｂ, 18H01391）が採択されました。
TEL: 028-689-6054 FAX: 028-689-6054 E-mail: yoshidak@cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
なるべく小規模なモデル表現で，複雑な現象を高
精度にシミュレートする研究をしています。
例えば，部品点数が数百を超える乗用車トランス
ミッションを，わずか数個の要素からなる等価モデ
ルで表し，出力軸トルクを精度 95%超で再現する
ことに成功しました。右図はその一例で，黒線が実
験データ，赤線がシミュレーションの結果です。
ほぼ同様の方法論により，人間のふらつき動作を高精度にシミュレートするこ
とも可能です。左図の赤線は，ある実験協力者のふらつき振幅の確率密度関数で
す。これを我々のモデルでシミュレートした結果が，青線になります。ここでも
95%を超える精度が得られています。このモデルの規模はわずか 4 自由度です。
ポイントは，測定データをよく吟味して，対象物の構造そのものではなく，力
学的な非線形性を忠実にモデル化することです。もうひとつ重要なのは，モデル
パラメータを公称値とせずに，測定データから実際に同定した値とすることです。
そのための最適化計算には，いわゆる AI 的な手法を駆使します。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
3 次元 CAD/CAE 技術の発達により，対象物の構造に忠実なモデルを比較的簡単に作れるようになり
ました。しかし，それが実験データを忠実に再現する保証はありません。モデルパラメータ数が膨大す
ぎて，そのほとんどを公称値とせざるを得ないからです。これに対して，当研究室では，あくまで測定
データに忠実なモデルを目指します。こうした実証的アプローチが当研究室の特徴であり強みです。
今後の展望
自転車のふらつきをモデル化し，ふらつき振幅をリアルタイム予測する研究に着手しています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

まだ基礎研究の段階にあるため，現状，技術移転等の具体的計画はありませんが，今後は積極的に取
り組んでいきたいと考えています。特に，自動運転 AI 等への応用などに興味があります。
2018 年 8 月更新

工学研究科

教授

石田邦夫

電気電子システム工学専攻
分野： 計算材料科学、光物性理論
研究テーマ
・LED 用蛍光体の材料シミュレーション
・半導体中励起状態の電子状態計算
・光励起・脱励起および緩和過程の理論
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

石田邦夫 教授

発光材料・光学材料に関するシミュレーション
電子状態計算
日本物理学会、日本光学会、米国物理学会

特記事項
連絡先

TEL: 028-689-6101

FAX: 028-689-6101

E-mail: ishd_kn[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
本研究室では、スーパーコンピュータを用いた量子力学シミュレーションによって、材料物性を理論的
に明らかにするための研究を行なっています。現在の最先端のデバイス研究では、用いる材料の物性を
詳しく知りながら設計を行なうことが、強く要求されていきます。例えば LED 電球や液晶ディスプレ
イに用いられる白色 LED などにも、物性研究の成果が活かされています。
こうした光デバイス用材料においては、光を当てることによって非常に短い時間に起きる物性の変化が
重要な役割を果たします。われわれは、光を当ててから１００兆分の 1～１０億分の１秒程度の間に起
きる現象を、量子力学に基づいた数値計算によって明らかにすることを目指しています。

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
国の政策で高性能スーパーコンピュータ（ポスト京）の開発・整備が進められていますが、それと連動
する形で企業・公設試験研究機関においてもシミュレーション技術の活用が検討されています。本研究
室では、企業研究所で勤務した経験を活かして各所でのシミュレーション技術の振興に貢献したいと考
えています。

今後の展望
現在は研究室立ち上げ期間中ですが、今後は材料分野だけではなくより幅広い分野においてシミュレー
ションの活用を進めたいと考えています。

社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

現在も企業との共同研究を進めていますが、研究室の体制が整うのに伴って連携を強化していきたいと
考えています。

2017 年 5 月更新

工学研究科

准教授

柏倉隆之

電気電子システム工学専攻 柏倉研究室
URL：
分野：応用物理学・X 線分光分析
研究テーマ
・ラボラトリー軟 X 線 XAFS の実用化研究
・軟 X 線逆光電子分光の実用化研究
・X 線量子エレクトロニクス

柏倉隆之 准教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・X 線分光分析，薄膜・界面分析，化学状態分析

所属学会等

・応用物理学会，日本物理学会，日本放射光学会

特記事項
連絡先

・
・
TEL: 028-689-6107

FAX:

E-mail: kasikura@cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
X 線 吸 収 端 微 細 構 造 （ X-ray Absorption Fine
Structures: XAFS）の測定は材料の化学状態分析の有力
な手法です。また EXAFS と呼ばれる測定・解析を実施
すれば結晶化していない材料中の特定原子について周
囲の原子の配置を知ることができます。XAFS 測定は
励起光として連続スペクトル状の X 線を使うので一般
には放射光施設を利用して実施します。放射光施設の
共同利用は事前準備や当日の実験にやや煩雑なところ
があり，この分野に馴染みの薄いユーザーには敷居の
高いところがあります。当研究室では大学の実験室内
で軟 X 線領域の XAFS 測定を行なう装置（ラボラトリ
ー装置）を開発しています。化学状態分析の主要な手
法は光電子分光ですがこれと比べてバルク敏感な手法
になります。また，軟 X 線領域の逆光電子分光に関す
ラボラトリー軟 X 線 XAFS の内部
る技術開発も行っています。
RF マグネトロンスパッタ装置と電子ビーム蒸着装置
を所有していますので標準的な薄膜試料の準備ができます。厚さ等を変化させた薄膜試料を使って深さ
方向の分析技術も開発します。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
ニッチな需要の分析装置の実用化研究をテーマとしていますが要素技術は一般的なものです。開発の
全般として機械設計・加工からエレクトロニクス，制御システム，分析用アプリケーション開発までを
研究室内で行っています。現在は Arduino を利用した制御機器や量子パルス計数機器の開発にも取り組
んでいます。
今後の展望
軟 X 線の光物性の応用として，分光分析だけでなく高輝度な X 線発生源の開発を目指します。このよ
うな技術分野は X 線量子エレクトロニクスに関係します。内殻励起子の影響を検出する実験に着手して
関連する光物性を調べていく計画です。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
ラボラトリー軟 X 線 XAFS 装置は基本的な動作を確認しましたので技術移転可能です。

2018 年 4 月更新

工学研究科

教授

川田 重夫

写真：でき

電気電子システム工学専攻・川田研究室

るだけ笑顔

URL：http://www.ee.utsunomiya-u.ac.jp/~kawatalab/
分野：情報通信、環境、エネルギー、医用工学
研究テーマ
・重イオン慣性核融合
・レーザー粒子加速
・シミュレーション問題解決環境（PSE（Problem Solving Environment）
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

川田 重夫 教授

核融合、エネルギー問題、問題解決環境、イオンビームがん治療
アメリカ物理学会、日本物理学会、プラズマ・核融合学会

特記事項
連絡先

TEL: 028-689-6080

FAX: 028-689-6080

E-mail: kwt[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
当研究室では、安定的なベースのエネルギー源として核融合
エネルギーの研究を進めています。核融合エネルギーを利用
する技術の一つにイオンビーム核融合方式があります。本方
式では、鉛やセシウム等の重イオンを加速器で加速して核融
合燃料に照射すると、核融合反応によって大量のエネルギー
が放出されます（図１）
。
核融合燃料には水素の同位体を用いるため、原子力発電のよ
うに高レベルの核燃料廃棄物は生じません。またエネルギー
効率が高く、かつイオンビームの正確な制御が容易である等 図 1
の利点もあり、原子力発電とくらべてクリーンであるといえ
ます。核融合エネルギーが利用できるようになれば、海に囲ま
れた日本でも、資源大国になれ、エネルギー問題を本質的に解
決する一つの方策になり得ます。

核融合反応．重水素 D と三重水素
T が反応し、中性子とヘリウムと
エネルギーが開放される。DT1 グ
ラムあたり石油約 1 トン分のエネ
ルギーが開放される。

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
当研究室ではイオンビーム核融合方式を提案し、その実現に向けた研究を 30 年以上に渡って続けて
おります。研究テーマとして「重イオンビームを用いた慣性核融合の研究」や「がん治療を目指した高
密度なレーザー光を用いた粒子加速器の開発」などを掲げ、基礎実験と理論および計算機シミュレーシ
ョン実験とで研究を進めています。他にも、シミュレーションを支援する問題解決環境（PSE（Problem
Solving Environment）の研究もおこなっており、特別な知識やスキルがなくてもコンピュータシミュレ
ーションを利用できるシステムの構築を進めています。
今後の展望
重イオン核融合研究は、日本・米国・ドイツ・ロシア・スペイン・中国等の研究者等が中心となり、
研究を進めています。ただ、技術的には完成されている加速器ですが、重イオン核融合用の加速器を建
設するためには多額の費用がかかるため、まだ核融合研究に使える加速器が建設されていません。日米
協力や日中協力等の共同研究を進め、その実現に努力しています。今後の進展に期待してください。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

2017 年 4 月更新

工学研究科

助教

齋藤和史

電気電子システム工学専攻
分野：プラズマ物理学
研究テーマ
・プラズマの基礎物理研究
・微粒子プラズマの基礎研究
・実験室と宇宙を繋ぐ研究
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

・微粒子プラズマ
・プラズマ中の波動・振動
・プラズマ中の非線形現象
・日本物理学会
・アメリカ物理学会
・プラズマ核融合学会
・プラズマ物理の基礎的な研究です

TEL: 028-689-6103

FAX:

E-mail: saitou[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
電子と陽イオンからなるプラズマ中に直径数マイクロ・メーターの微粒子を導入すると、電子とイオ ン
の易動度の違いから微粒子は負に帯電します。電子、陽イオン、帯電微粒子からなり、電気的にほぼ 中
性となっているこのような系を微粒子プラズマといいます。微粒子プラズマではレーザーの散乱光を
用いて微粒子を可視化することができます。地上実験では、微粒子は重力とプラズマ中に形成されるシ
ース電場の釣り合う高さに浮かび、条件によって結晶化したり、流体的に振る舞ったりするなど、様々
な様相を示します。そのような微粒子プラズマの基礎物理を、実験とシミュレーションによって研究し
ています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
小規模であっても斬新なアイデアを用いた実験とシミュレーションを中心とした研究を行っています。
学部での教育は、演習や学生実験を中心に行っています。
大学院での教育は、電磁気学の講義を行っています。
今後の展望
微粒子プラズマの基礎研究は世界中で活発に行われているにもかかわらず、日本国内ではあまり活発
ではないようです。そのような状況ではあっても、世界をリードする研究を行いたいと考えています。
また、国際交流を活発化したいとも考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
研究成果を国内外の学会や研究会、学術誌で発表しています。

2018 年 6 月更新

工学研究科

准教授

佐久間洋志

写真：でき

電気電子システム工学専攻・佐久間研究室

るだけ笑顔

URL： www.ee.utsunomiya-u.ac.jp/~ishii/
分野：ナノテクノロジー・材料
研究テーマ
・ナノスピントロニクスのための計測器開発
・X 線を用いた薄膜の結晶構造解析
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

佐久間洋志 准教授

磁性材料、磁気測定、計測と制御、低温測定、温度制御、磁場中測定、磁
場の発生、真空機器、X 線回折、透過型電子顕微鏡観察
日本磁気学会、電気学会、電子情報通信学会
ナノプローバー装置、超高真空 STM、極低温冷凍機

TEL: 028-689-6095

FAX: 028-689-6095

E-mail:hsakuma[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
人工知能が人間の知性を越えるシンギュラリティが 2045 年に到来す
ると噂されていますが、
実はナノテクノロジーがその一翼を担うと言わ
れています。当研究室では、簡単にナノの世界に触れられる装置、ナノ
スケールの新しい物理現象を見ることができる装置を目指して開発を
進めています。右の図は開発中のナノプローバー装置です。ミリメート
ルからナノメートルスケールまでシームレスに移動可能なステージを
備え、
ミリ～マイクロメートルスケールでは光学顕微鏡による位置合わ
せ、ナノメートルスケールでは電気的測定により構造や電気的・磁気的
情報を得ることができる設計です。現在この装置を開発しつつ、新しい
電気・磁気現象であるスピン流のナノスケールイメージングを試みてい
ます。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
日々、計測の周辺で新しくて面白いガラクタを作っています。機械設計から計測システムの設計（安
い部品の選択）
、機械加工、制御プログラムの作成まで行っています。大きさとしては人間のスケール
からナノスケールまで、環境としては磁場中、極低温～高温、超高真空まで扱います。プログラミング
言語は LabVIEW を中心として自在な制御を実現します。また、X 線や電子線を使った結晶構造解析も
できます。このような技術がどこかでお役に立てば幸いです。
今後の展望
磁気を中心とした計測や結晶の評価に関して共同研究やお手伝いができればと思います。特に磁気工
学の分野は、非線形な磁場応答（ヒステリシス）や複雑な単位系などが災いして、取付きにくい分野と
して知られています。磁性材料を使いたいが、一から勉強している余裕はない、というときには是非ご
相談ください。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
技術移転希望項目
・永久磁石を用いた磁場発生装置
特許出願状況
・特許 5570131（磁性微粒子および細胞破壊装置）

2017 年 4 月更新

工学研究科

准教授

清水隆志

電気電子システム工学専攻・清水研究室
URL： http://mmw.ee.utsunomiya-u.ac.jp/
分野： 情報通信、評価技術
研究テーマ
・マイクロ波・ミリ波帯における導体・誘電体材料特性評価技術の開発
・ミリ波低損失受動回路の実現に関する研究
清水隆志 准教授
・ミリ波集積回路の実装技術に関する研究
キーワード
マイクロ波・ミリ波、材料特性評価、誘電体材料、導体材料、受動回路、
（専門分野・対応や相談
集積回路、実装技術
が可能な事項）
電子情報通信学会 正会員、ＩＥＥＥ 正会員、電気学会 正員、エレクトロ
所属学会等
ニクス実装学会 正会員
ネットワークアナライザ(110GHz まで対応可) プローブステーション
特記事項
温度特性試験用チャンバー 電磁界・回路解析シミュレータ各種
TEL: 028-689-6085 FAX: 028-689-6085 E-mail: tshimizu [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp
連絡先
研究概要
電波資源（周波数帯）の拡大のために、扱い難く、
ほとんど未利用であった周波数帯(ミリ波帯)を利用
可能にする技術が求められています。さらに、ミリ
波を上手に使うことで、高性能無線システムが実現
可能となるため、”5G”や”IoT”に代表される近未来無
線通信用の周波数資源として、期待されています。
本研究室では、マイクロ波・ミリ波機器用各種誘
電体材料(プラスチックやセラミックなど)や回路構
成用導体材料(銅や超電導体など)の高精度・高能率
周波数利用状況のイメージ図
な評価技術を確立するために研究を行っております。
さらに、得られた材料特性データを高精度回路設計
に活用し、マイクロ波・ミリ波無線システム用低損失受動回路の実現に関する研究やミリ波集積回路の
実装技術に関連した研究も行っております。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
ミリ波帯における誘電体材料評価法として、遮断円筒導波管法
を開発してきました。本法は、30-100GHz 程度の間で、平板形
状の試料評価に有効です。この測定法は、国内標準である JIS 規
格や国際標準である IEC 規格に採用され、かつ一般的に実使用
されております。この測定法の測定精度は、国内外の研究機関と
比較しても世界トップクラスにあります。また、古神教授が開発
してきた WG モード誘電体共振器法と合わせて評価することで
更に高い測定結果の信頼性が得られております。
誘電体材料特性 DB を用いた高精度な低損失回路設計技術を
有しており、試作回数を低減した所望の高性能回路の早期実現が
可能です。
遮断円筒導波管法の測定システム例

今後の展望
これまでに開発してきた各種ミリ波材料特性評価のノウハウを生かし、銅張誘電体材料や超電導材料
の表面抵抗、異方性誘電体や液状誘電体材料などのマイクロ波・ミリ波帯における評価技術の実現を目
指しています。さらに、誘電体材料特性 DB を利用したミリ波無線アプリケーションのための低損失回
路の実現を行っていきます。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
産学連携によるミリ波材料評価等に積極的に取り組んでおります。
2017 年 4 月更新

工学研究科

助教

鈴木雅康

電気電子システム工学専攻
URL：http://hinf.ee.utsunomiya-u.ac.jp

写真

分野： 制御工学
研究テーマ
・パルス幅変調型入力系の厳密線形化と制御への応用
・プラント等の大規模系のモデリングと制御
・複雑時系列の予測に関する研究
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

鈴木雅康 助教

スイッチングアンプ、PWM アンプ、精密制御、時系列解析、カルマンフィ
ルタ、プラントモデリング、ハイブリッド系（連続事象＋離散事象）
、最適
化
計測自動制御学会、電気学会、日本機械学会、ほか

特記事項
連絡先

TEL: 028-689-6118

FAX: 028-689-6118

E-mail: ma-suzuki[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
消費電力： 
制御理論とその産業応用に関する研究を行ってい
高精度制御：  → 
ます。
＜パルス幅変調型入力系の厳密線形化と制御応用＞
産業においては、技術的・経済的な要因から、制御
抵抗
M
M
のために操作する物理量の値を有限個に限定してい
スイッチング
リニアアンプ
アンプ
る実システムが数多く存在します。例えば、モータ制
御には、スイッチ（on-off の 2 値）の切り替え操作
による省電力な電圧昇降技術が広く用いられていま
す。実は、このような離散事象を含むハイブリッドなシステムを注意深く観るとその振る舞いは複雑で
あり、精密な制御を達成する上で障害になることがあります。当研究室では、パルス幅変調（PWM）方
式のスイッチドシステムに対する高精度な制御器設計を実現するための技術を開発しています。
＜プラント等の大規模系のモデリングと制御＞
近年、工業プラント、交通流・電力のネットワーク系といった大規模系に対する制御の応用が期待さ
れています。このような大規模系に、従来の制御技術をそのまま適用すると計算コストや経済的コスト
が膨大になってしまいます。大規模系を効率良く制御するための研究に取り組んでいます。（例：鋼材
加熱炉の操業最適化に関する研究）
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
制御工学では、体系立てられた論理的な方法に基づきながら、対象固有の性質に対する対応策を加味
しながら，対象のモデリング・解析・制御器設計を行います。基本的に、時間的な発展式によって支配
される動的なシステムであれば、制御対象となり得ますが、実際に、小型電気製品から自動車・航空宇
宙機といった産業応用機器まであらゆる製品に制御理論が使われています。
当研究室では、特に、高速高精度の目標値追従制御技術や、非線形系・ハイブリッド系をはじめとす
る複雑系に対する制御技術の開発に力を入れています。
今後の展望
スイッチングアンプに対する制御技術の歴史は古いですが、超精密制御ではその採用が敬遠されてき
ました。提案する PWM 制御技術は、そのような分野における機器の省電力化等に応用できるのではな
いかと期待しています。
各研究テーマについて、当研究室での応用研究に関する検討は不十分ですので、応用に関するご意見
やお問い合わせをいただけたら幸甚です。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
・特開 2016-092951（PWM 制御装置、及び、PWM 制御方法）
2017 年 5 月更新

工学研究科

助教

春名順之介

電気電子システム工学専攻
URL：
分野：パワーエレクトロニクス
研究テーマ
・マトリックスコンバータによる高効率 AC/AC 電力変換回路の研究
・DC マイクログリッド用連系電力変換回路の研究
・教育向けパワーエレクトロニクス制御装置の開発
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

マトリックスコンバータ
インバータ
モータドライブ

所属学会等

電気学会(産業応用部門)，IEEE(IAS,PELS)

春名順之介 (助教)

特記事項
連絡先

TEL: 028-689-6089

FAX: 028-689-6089

E-mail: haruna[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
東日本大震災によって，日本の「電気」のあり方が大きく変わってしまいました。自然災害などで電
力網が使用不能になるケースにおいても，太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーを積極的に活用
し，災害時にも電気を使えるための工夫や，限りある電気を無駄なく使用するための高効率なエネルギ
ー利用が求められております。
これまで産業用途においては，様々な場所で使用されてきたモータと，モータを駆動するためのイン
バータが高効率なエネルギー利用を支えてきました。しかし，さらなる高効率化のためには限界を迎え
ており，新たな方式を考えなければなりません。そこで，マトリックスコンバータなる新しい技術が登
場しております。
マトリックスコンバータはモータの駆動だけでなく様々なところで使用できる可能性を秘めた革新
的な技術です。この技術を，太陽光発電などのクリーン電力を直流でつないで，非常時にも安全に使え
るようにできる DC マイクログリッドに応用することや，風力発電機に使用して，風力発電のエネルギ
ーを最大限に活用することを目標としております。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
マトリックスコンバータは，これまでの電力変換回路と異なり，交流電力から直接交流電力を作り出
す新しい技術です。そこには，入力の交流電力と出力の交流電力を同時に制御することや，電力変換回
路内の半導体素子の駆動技術など，これまで必要なかった様々な技術が要求されます。それらを持って
いることも強みですが，さらに，マトリックスコンバータの長所を広げるための応用技術も多数研究し
ております。
マトリックスコンバータの他にも，パワーエレクトロニクスの基本回路であるインバータや，応用先
としてモータ駆動があり，それらを動作するためのマイクロコンピュータ(マイコン)，DSP，FPGA と
いった，制御装置を多数持っており，教育向け，研究開発向けに，パワーエレクトロニクス技術とその
周辺技術を幅広く教えることが可能です。学生向けだけでなく，企業の方で初めて使う初心者の方へも
マイコン技術などを教えていければと考えております。
今後の展望
マトリックスコンバータ技術はモータ駆動だけではなく，急速充電器に代表される，電気自動車など
への応用が期待され，一部に実用化されています。日本が世界に誇る技術である自動車技術にさらなる
一手を打っていき，宇都宮大学を世界につなげていきたいと思います。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
電気学会 調査専門委員会 幹事
電気学会 産業応用フォーラム PM モータ駆動 講師担当
インバータ，コンバータ，モータ制御，マトリックスコンバータ制御 セミナー講師
サポイン事業 AC/DC 変換回路 研究開発
2017 年 5 月更新

工学研究科

教授

東口武史

電気電子システム工学専攻・東口研究室
URL：http://photonics.sixcore.jp
分野： レーザー応用
研究テーマ
・高繰り返し高出力レーザー（ファイバーレーザー，固体レーザー）の開発
・EUV 光源，軟 X 線光源の開発，軟 X 線顕微鏡の開発
・中赤外レーザー，超広帯域光源の開発

東口武史 教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

安価なレーザー技術
紫外線から X 線の短波長光源・検出技術
近赤外から中赤外の長波長光源・検出技術
応用物理学会，レーザー学会，日本物理学会，米国物理学会など

特記事項

レーザー光源や様々な光源技術と検出技術を駆使した実験ができます．

連絡先

TEL: 028-689-6087

FAX: 028-689-6009

E-mail: higashi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
レーザー装置を開発し，THz･遠赤外〜EUV・軟 X 線光源やその応用技術について研究しています．
例えば，パソコンや携帯電話に入っている半導体回路の回路線幅は細線化が進んでおり，波長が 13.5 nm
の EUV 光源が必要とされています．この EUV 光源の高出力化や高輝度化，クリーン化に関する研究を
進めています．さらに，この技術を拡張して，生きたままの生物細胞を観察することができる波長が 2.3
nm から 4.4 nm の水の窓軟 X 線顕微鏡についても研究を進めています．このほかにも，コンパクトなフ
ァイバーレーザーや高繰り返し高平均出力の薄ディスクレーザーシステムも開発しています．
ここでは，一例を示そうと思います．私達が開発したファイバーレーザーは，メタボ診断などの医療
応用や形状計測などの工業分野にも適用することができます．この他，ビーム変換技術や波長変換技術
を駆使する技術開発を進めています．

短パルス高出力 CO2 レーザー

コンパクトなファイバーレーザー ベクトルビーム生成と解析

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
随時，各種企業や高校などからの相談を受け付けています．このことで思いも寄らない共同研究に発
展したり，協力関係を築けたりしています．また，アイルランド国立大学ダブリン校，チェコレーザー
研究所，ゲッティンゲン大学などとの国際共同研究，国際人材交流などにも積極的に取り組んでいます．
今後の展望
最近は，基礎研究の先端化を進めるだけでなく，中学生や高校生にも研究室の実験施設を実際に触ら
せて，本物の研究に触れてもらう活動も展開しています．少しでも科学に興味を持ってもらい，身近に
感じてもらえるような活動を今後も展開していこうと考えています．気楽に研究室のドアをたたいて頂
きたく思っています．
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
産学官のみなさんと共同研究や各種試験・各種測定を通して，本研究室の研究を知ってもらう取り組
みをしています．また，高校の出前講義，講座，SSH，物理チャレンジ，物理オリンピック，科学の甲
子園，IP-U，インターンシップなども実施しています．気楽に出入りできる大学や研究室を目指して取
り組んでいきます．
2017 年 5 月更新

工学部

教授

平田光男

電気電子工学科・電気電子システム工学専攻
URL：http://hinf.ee.utsunomiya-u.ac.jp/
分野： 制御工学
研究テーマ
・先端的制御理論
・高速かつ高精度なモーションコントロール
・制御理論の産業応用

平田光男 教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

モーションコントロール，運動や振動の制御，
モータ制御，自動車関連機器の制御，エンジン制御
制御技術者の人材育成，教材開発
電気学会，機械学会，計測自動制御学会，システム制御情報学会，IEEE

特記事項

多くの企業との共同研究や技術指導の実績があります

連絡先

TEL: 028-689-9117

FAX: 028-689-6117

E-mail: hirata[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
使える制御理論の構築と産業応用
～制御理論による付加価値向上を目指して
CD プレーヤや DVD プレーヤなどの小型電気製品から，自動車，航空機，
宇宙機器といった産業応用機器まで，あらゆる製品に制御理論が使われてお
り，制御理論や制御技術は産業の発展に多大な貢献をしています。特に，ハ
ードディスクドライブや工作機械，半導体や液晶露光装置では，製品の性能
が制御性能で決まるといっても過言ではありません。この様な分野では，制
御理論に対する期待が非常に高く，新しい制御理論や制御技術に関する研究
が活発に行われています。一方，簡単な制御アルゴリズムしか用いられてこ
なかった分野では，制御理論を導入することで，製品の性能が大幅に向上す
る可能性を秘めています。制御理論は，ハードウエアを再設計せずに，性能
を向上させる力を持っています。つまり，新たなコストをかけずに，製品の
性能が向上する可能性があることを意味します。
本研究室では，ハードディスクドライブ，半導体や液晶露光装置，レーザ加工機の心臓部に用いられ
るガルバノスキャナなどの高速かつ高精度な制御，自動車の油圧系統制御やトランスミッション制御，
パワーステアリングやステアバイワイヤなど自動車で使われるメカトロ機器の制御，ディーゼルエンジ
ンの制御，最近普及が広がるドローンの制御など，幅広く研究を行っています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
本研究室では，制御理論の産業応用に力を入れています。また，企業との共同研究やコンサルティン
グに数多くの実績があります。また，共同研究成果の特許化も多数の実績があります。
今後の展望
従来型の制御だけでなく，機械学習や AI などの活用を模索しています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

制御理論は，決して机上の空論では無く，適切に使えば，実際の現場で大きな力を発揮します。その
ため，本研究室では，企業等との共同研究を積極的に行っています。また，制御系設計の現場で抱える
種々の問題を解決するためのコンサルティング等も行っています。同時に，制御工学の学習者向けの教
材を開発したり，企業へ訪問して制御工学のセミナーを行うなど，技術者教育にも力を入れています。
お気軽にご相談ください。
2017 年 5 月更新

工学研究科

助教

八巻 和宏

電気電子システム工学専攻 入江研究室
URL：http://www.utsunomiya-u.ac.jp/scholarlist/g_engineering/dep2/yamaki_kazuhiro.php
分野：電子物性、結晶成長
研究テーマ
・ルテニウム系銅酸化物磁性高温超伝導体の単結晶育成
・銅酸化物高温超伝導体のフローティングゾーン法による結晶成長
・高温超伝導体単結晶の固有ジョセフソン接合を利用した高周波発振素子

八巻和宏 助教

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・単結晶育成、構造解析、磁化測定、電気伝導特性、微細加工

所属学会等

・日本応用物理学会、日本物理学会

特記事項
連絡先

・独自手法によるルテニウム系銅酸化物磁性超伝導体の単結晶育成
・Bi2212 などビスマス系銅酸化物高温超伝導体の単結晶育成
TEL: 028-689-6108 FAX: 028-689-6108 E-mail: kyamaki [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
ルテニウム系銅酸化物磁性超伝導体

RuO2

(RuSr 2 GdCu 2 O 8 ：1212 相、RuSr 2 (Gd,Ce) 2 Cu 2 O 10 ：1222 相)

SrO

・超伝導と強磁性的な磁気秩序が共存する物質として注目

CuO2
Gd
CuO2

（右図の様な積層構造）
・強磁性層に起因したπ接合(S/F/S)への期待
部分溶融による独自の単結晶育成技術（宇都宮大学）
単結晶試料を用いた磁気秩序と超伝導の共存問題の解明

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）

磁性層
(F)
超伝導層
(S)

SrO
RuO2

磁性層

1212 相の結晶構造

(F)

〇ルテニウム系銅酸化物磁性超伝導体は 5 元系の分解溶融型化合物で単結晶育成が極めて困難
〇部分溶融という独自の手法で、この系の単結晶育成に成功
〇フローティングゾーン法を用いたビスマス系銅酸化物高温超伝導体単結晶の育成
物質合成に拘りを持って研究を進めています。

今後の展望
〇1212 相、1222 相ルテニウム系銅酸化物磁性超伝導の超伝導発現要因の特定
〇超伝導と磁気秩序との共存現象の解明
〇ルテニウム系銅酸化物磁性超伝導体π接合
磁場の印加なしに量子力学的な重ね合わせ状態が実現
⇒ 外部ノイズに対して安定な，頑強な量子ビットの可能性

社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
・ルテニウム系銅酸化物磁性超伝導体の単結晶は、現在日本では、我々のグループでしか合成できませ
ん。サンプル供与の申し込みがあれば積極的に共同研究を進めていきたいと思います。
・フローティングゾーン法を始めとする手法を用いて複合酸化物の結晶成長技術に関しては一定の知見
を有しています。

2018 年 8 月更新

工学研究科

准教授

寄川弘玄

電気電子システム工学専攻
URL：
分野：物性物理学
研究テーマ
・低次元物質の電子状態
・表面状態とバルク状態
・実験スペクトルの解析
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

寄川弘玄 准教授

・ 電子状態の計算
・ 実験スペクトルの解析

・ 日本物理学会
・ 米国化学会
・
・
TEL: 028-689-6099 FAX:

E-mail: yorikawa[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
固体の電子状態を理論的に調べています。主に炭素低次元物質を対象としていますが、具体的には、
C 60 やカーボン・ナノチューブなどであり、今はグラフェンなどの電子物性に注目しています。また、
ナノメートルサイズのシリコンクラスターなどについての研究から、結晶との対応関係についても興味
を持ち、固体の表面と内部の関係、あるいはメソスコピックなクラスターの電子物性などを研究してい
ます。基本的に、実用的な応用に至る前の、やや特異な物性に注目した研究が中心ですが、特定の物質
(SiC，BP，BiI 3 など)に注目し、その実験スペクトルをバンド計算などによって解析するような研究な
ども行っています。これまでに実行してきたコンピュータによる計算やシミュレーション等は、研究の
データ収集のためであったり、因果関係についてのモデルを検証するためであったりしますが、そのよ
うな手法自体もまた研究対象としています。

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
教育は、基礎的な物理学の講義と物理学実験などを担当しています。概念の理解を中心に、現実との
対応に触れながら授業をしています。
研究の特徴は、出来るだけ因果関係が捉えやすい手法やモデルを用いることです。これは物理を明確
にできるのが強みですが、具体的な物質の非常に微妙な性質の差異などを問題にするのには適していな
いかも知れません。もちろん、そのような問題に合わせた解決方法もあります。
今後の展望
現在の研究を発表することや、これまでの研究で作成した一連のプログラムや研究手順を整理して，
必要なひとが利用できるようにすることを考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

研究成果は，学会誌等で発表して行きます。

2018 年 8 月更新

工学研究科

教授

飯村兼一

物質環境化学専攻
URL： http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/softmaterial/index.html
分野： ナノテクノロジー・材料
研究テーマ
・ 分子膜を用いた自己組織化的手法による界面構造・物性制御と機能開拓
飯村 兼一 教授
・ 分子配列を利用した光電変換能を有する有機分子薄膜の作製と評価
・ バイオインターフェースモデル膜を用いた界面活性物質の生体機能解明
・ ナノ粒子の表面改質と分散化・機能化技術の開発
キーワード
固体・液体表面、固／液界面、分子膜、両親媒性分子、ナノ粒子
（専門分野・対応や相談
界面構造・物性解析、表面処理、自己組織化
が可能な事項）
所属学会等
日本化学会 コロイドおよび界面化学部会、応用物理学会、日本分光学会、
米国化学会
特記事項
連絡先

X 線反射率計、面内外 X 線回折計、原子間力顕微鏡、X 線光電子分光計
ラングミュアトラフ、ブリュースター角顕微鏡、表面張力計、接触角計
E-mail: emlak[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
両親媒性分子の界面における自己組織化構造の形成メカニ
ズムの解明や制御法、分子膜を用いた界面の機能化を目指し
た研究を行っています。扱っている界面としては、気／液、
固／液、固／気、両親媒性分子としては、界面活性剤や脂質
のような低分子化合物や高分子、微粒子など、多岐に渡りま
す。最近は特に、有機単分子膜の表面構造を鋳型とした三次
元成長構造体の形状・配置制御と応用、光電変換能を有する
有機薄膜の作製と機能化、界面活性分子の生体機能の解明、
粒子膜の配列化技術の開発と応用、Au ナノ粒子の表面プラ
ズモンを利用した機能性界面の構築、などに関する研究を進
めています。

図 1 二分子膜と表面修飾粒子の模式図

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
研究においては、１～数十分子長に相当する厚さの分子膜の構造を可能な限り精密に評価することが
必須です。X 線反射率法により膜の厚さや電子密度を、面内外 X 線回折法により膜内部での分子の配列
構造を解析する技術を有しています。また、X 線光電子分光法では、表面に存在する元素の同定や原子
間結合状態、存在比を評価することができます。広範囲に渡って分子の配向や配列が揃った均一膜、あ
るいは構造体のサイズや空間分布を制御した膜を作製し、それらの膜構造と機能の相間を分子レベルで
明らかにしようとするアプローチを研究上の特徴としています。
今後の展望
界面という特殊な場における分子の自己組織化によって分子が持つ機能のポテンシャルを最大限に発
揮できるような界面システムの構築を目指した研究を推進してゆきます。また、産業界とも連携して、
有機薄膜の作製技術、固体平板や微粒子の表面修飾、各種界面の構造解析や機能付与、界面が関わる諸
現象のメカニズム解明など、新たな課題にも積極的に取り組んでゆきたいと考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
技術移転希望項目
・分子膜、粒子膜の作製と構造・物性制御および応用技術
・薄膜光電変換技術 ・Au ナノ粒子の表面改質・分散技術

2018 年 5 月更新

工学研究科

助教

伊藤智志

物質環境化学専攻・超分子化学研究室 伊藤グループ
URL： http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/yuuki2/itoh/
分野： ナノテクノロジー・材料、エネルギー、ライフサイエンス
研究テーマ
・芳香族複素環化合物並びにその多量体に関する基礎研究
・有機半導体材料、有機色素類、有機蛍光材料の新規合成
・がん治療用光増感剤の開発 ・水溶性を持つ機能性有機材料の開発

伊藤智志 助教

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

芳香族複素環化合物・有機半導体・有機蛍光材料・有機色素・有機金属錯体・
シクロデキストリン (CD) 誘導体・生体関連物質等の合成（有機合成に関す
ることであれば何でも）
、電解重合、新規有機反応の開発、
日本化学会、有機合成協会、高分子学会
・＜装置＞NMR、単結晶Ｘ線、UV-vis、MALDI-TOF-MS 等多数
・＜交流＞複数の企業との共同研究実績あり（最長 10 年）
TEL: 028-689-7013
FAX: 028-689-6009
E-mail: s-ito[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
ピロールは代表的な芳香族複素環化合物の一つで、近年特に
注目されています。π共役拡張ピロールの一種であるイソイン
ドールは蛍光材料、ピロール多量体のピロメテンは蛍光色素、
ポルフィリンは有機半導体や癌治療に用いられる光増感剤、ポ
リピロールは導電性高分子として、近年特に注目を集めていま
す。当研究室では、合成が困難とされてきた「π共役拡張ピロ
ール類並びにその多量体」の開発を中心に研究を進めています。
当研究室で開発された合成法の多くは安全・高収率であり、ま
た得られた新規化合物の吸収・蛍光波長が既知化合物よりも
長波長領域にあることから、新規機能性有機材料として様々
な分野での応用が期待されています。また任意の吸収波長を
もつ色素類の開発にも力を入れています。

当研究室で開発した色素類の色調変化
（クロロホルム溶液）

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
当研究室では新規有機化合物の合成に特化しており、基礎物性を除く計測
については外部機関（企業、他大学、学内他研究室）と共同で行ってきまし
た。企業との共同研究で開発した新規化合物は 100 種類を優に超え、新反応
の開発にも成功しています（特許を共同出願後、順次論文投稿します）
。有機
反応や試薬を扱ってきた経験が豊富にあることから、所属学生も優れた有機
合成のテクニックを持っています。小スケールであれば、当研究室の研究
テーマと直接関係の無い化合物の開発も可能です。もちろん各種基礎物性
単結晶 X 線結晶構造解析例
の測定 (NMR, MS, UV-vis, X 線, CV, FL 等) も可能です。
今後の展望
新規有機化合物と新たな有機反応の開発をひたすら行う研究室です。すぐ
に役に立つかどうかわかりませんが、大学でしかできない「今までにないも
の」を発見し続けるつもりです。一方で、近い将来社会で活躍する学生達の
育成という観点から、共同研究を積極的に行いたいと考えております（共同
研究企業に就職した卒業生が数名おります）
。当研究室の HP や学会発表、論
文をご覧になって多少なりともご興味を持たれましたら、お気軽にご相談く
ださい。

研究室 10 周年記念飲み会

社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
特許出願状況
・特許第 4905724 号 (CD)、特許第 4812042 (有機蛍光材料) 他 9 件
技術移転希望項目・機能性有機材料の開発 ・各種スペクトル測定、解析
2017 年 4 月更新

工学研究科

助教

物質環境化学専攻

岩井秀和

触媒化学研究室

写真

URL：http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/catal/indexj.html
分野：光触媒、有機物自己組織化構造、計算化学、内発的動機付け
研究テーマ
・プラズモン励起を利用した光触媒反応の制御
・アミノ酸自己組織化構造の制御
・計算機シミュレーションによる電子状態計算

岩井秀和 助教

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・表面科学、Ag ナノ粒子、走査型トンネル電子顕微鏡観測、アミノ酸自己
組織化構造、分子・クラスター等の電子状態計算、内発的動機付け

所属学会等

・日本化学会、日本物理学会、触媒学会、応用物理学会

特記事項
連絡先

・
・
TEL: 028-689-7049

FAX: 028-689-7049

E-mail: iwai[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
・プラズモン励起を利用した光触媒反応の制御
様々な分野で光触媒が利用されている現在においても、その反応メカニ
ズムについての詳細な原理は解明されていません。本件研究では、構造制
御した Ag ナノ粒子を用いるプラズモン光触媒を創成し、そこ光触媒の反応
性を測定することで、効率的光触媒の開発を行うことにしています。
・アミノ酸自己組織化構造の制御
物質の物性を左右する構造をナノレベルで制御を行うには、機械的制御
より化学処理による制御が有効です。官能基を複数有するアミノ酸は、金
属イオンなどにキレート配位することは有名ですが、それが固体表面に吸
着すると、アミノ酸分子は自己組織化構造を形成するだけでなく、固体表
面原子構造をも変化させることが知られています。この様子を、走査型ト
ンネル電子顕微鏡を用いて観測し、かつ第一原理計算による電子状態の情
報を得ることで、新たな物性・構造を有する表面の開発を行っています。
・構造、電子状態、振動解析の計算シミュレーション
上記の、光触媒の Ag ナノ粒子や、表面上の自己組織化構造について、そ
の構造、電子状態、振動解析などについて、DFT、ab initio、MD などの計
算シミュレーションをおこない、実験結果の解釈を行っています。

立方体型 Ag ナノ粒子

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
化学操作による物質合成、溶液処理、分析（解析）
、および、超高真空装
置による表面構造観測、並びに計算機によるシミュレーションを行ってお
ります。実験上、簡単な電子工作、機械工作は自作することがあります。 H2O 中のイオンの挙動について
教育面においては、非認知力、ならびに内発的動機付けに基づいて取り の MD シミュレーション
組んでいます。
今後の展望
並行して研究を行っている光触媒開発と有機化合物による固体表面制御を融合し、有機化合物を用いた
化学処理によって光触媒の表面を制御し、高効率・高性能な光触媒の開発行う予定でおります。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

2018 年 8 月更新

