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氏名 大学名 研究科　専攻 研究キーワード
研究
室HP

研究
者

総覧

相津 佳永 室蘭工業大学 大学院工学研究科
生産システム工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

光計測，生体分光計測，画像計測，色彩計測 HP 総覧

板倉　賢一 室蘭工業大学 大学院工学研究科
情報電子工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

石炭ガス化，石炭資源の有効利用 総覧

上井 幸司 室蘭工業大学 大学院工学研究科
環境創生工学系専攻（博士前期課程）

生体触媒，酵素的化学反応，構造活性相関，アルツハ
イマー病，ケミカルバイオロジー，生物活性天然物

HP 総覧

戎　　修二 室蘭工業大学 大学院工学研究科
生産システム工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

希土類磁性半導体，極低温物性 HP 総覧

太田     香 室蘭工業大学 大学院工学研究科
情報電子工学系専攻（博士前期課程）

モバイル・コンピューティング，ワイヤレスネットワーク HP 総覧

長船　康裕 室蘭工業大学 大学院工学研究科
生産システム工学系専攻（博士前期課程）

鋳鉄，軽量化，高強度，強靱化 総覧

風間　俊治 室蘭工業大学 大学院工学研究科
生産システム工学系専攻

フルードパワーシステム，トライボロジー，設計工学 HP 総覧

河合　秀樹 室蘭工業大学 大学院工学研究科
生産システム工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

亜臨界水，有機毒物分解，ろ過濃縮 総覧

岸上　順一 室蘭工業大学 大学院工学研究科
情報電子工学系専攻（博士前期課程）

データサイエンス，HTML5，マルチメディア，知的財産
保護技術

HP 総覧

岸本　弘立 室蘭工業大学 大学院工学研究科
生産システム工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

炭化ケイ素複合材料，ＮＩＴＥ法 HP 総覧

葛谷　俊博 室蘭工業大学 大学院工学研究科
生産システム工学系専攻（博士前期課程）

ナノ粒子，エネルギー材料 HP 総覧

齋藤　英之 室蘭工業大学 大学院工学研究科
生産システム工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

水素吸蔵合金 HP 総覧

酒井　 　彰 室蘭工業大学 大学院工学研究科
情報電子工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

ラマン分光，近接場光学 HP 総覧

佐藤　孝紀 室蘭工業大学 大学院工学研究科
情報電子工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

コロナ放電，廃棄物処理，バイオガス，水素生成 HP 総覧

澤口　直哉 室蘭工業大学 大学院工学研究科
生産システム工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

シミュレーション，材料設計，酸化物セラミックス HP 総覧

澤田　　 研 室蘭工業大学 大学院工学研究科
生産システム工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

匂い，匂い分子結合タンパク質，匂いセンサー HP 総覧

柴山  義行 室蘭工業大学 大学院工学研究科
生産システム工学系専攻（博士前期課程）

低温物理学，超流動，量子流体固体，ナノグラファイ
ト，多孔質物質，熱電材料，電子輸送現象

総覧

清水　一道 室蘭工業大学 大学院工学研究科
生産システム工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

耐摩耗材料・鉄鋼材料の強度評価 HP 総覧

関根 ちひろ 室蘭工業大学 大学院工学研究科
情報電子工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

電気電子材料，温度差発電 HP 総覧

チャン
ヨンチョル

室蘭工業大学 大学院工学研究科
環境創生工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

生物学的環境修復，環境微生物，バイオマス利用 HP 総覧

董　　 冕雄 室蘭工業大学 大学院工学研究科
情報電子工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

Internet of Things，クラウド・コンピューティング，サイ
バーフィジカルシステム

HP 総覧

徳楽　清孝 室蘭工業大学 大学院工学研究科
環境創生工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

アルツハイマー病，細胞骨格，タンパク質，量子ドット，
バイオイメージング，自己組織化，生物物理学，生化
学，ケミカルバイオロジー

HP 総覧

中津川　誠 室蘭工業大学 大学院工学研究科
環境創生工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

洪水予測，流域水循環解析，気候変動適応策（水分
野），水防災対策，湿原の自然再生

HP 総覧

【室蘭工業大学】

http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000000_ja.html
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000000_ja.html?k=%E7%9B%B8%E6%B4%A5%E4%BD%B3%E6%B0%B8
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000064_ja.html
http://www3.muroran-it.ac.jp/biocat/biocat/Top.html
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000240_ja.html
http://www.muroran-it.ac.jp/mat/cgi/index.cgi?mode=personal&id=ebs&lang=ja
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000219_ja.html
http://www3.muroran-it.ac.jp/wnlab/
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000140_ja.html?k=%E5%A4%AA%E7%94%B0%E9%A6%99
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000249_ja.html
http://www.mmm.muroran-it.ac.jp/%7Ekazama/index-j.html
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000098_ja.html?k=%E9%A2%A8%E9%96%93%E3%80%80%E4%BF%8A%E6%B2%BB
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000072_ja.html
http://www.ci.muroran-it.ac.jp/index.php?%B4%DF%BE%E5%BD%E7%B0%EC%2F%B4%DF%BE%E5%BD%E7%B0%EC
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000165_ja.html
http://www.muroran-it.ac.jp/sozo/mat/course/staff/h_kishimoto.html
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000018_ja.html
http://www.muroran-it.ac.jp/sozo/mat/course/staff/t_kuzuya.html
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000103_ja.html
http://www.muroran-it.ac.jp/sozo/mat/course/staff/h_saitoh.html
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000078_ja.html
http://www3.muroran-it.ac.jp/spec/index.html
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000158_ja.html
http://www3.muroran-it.ac.jp/gel/
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000024_ja.html
http://www.muroran-it.ac.jp/mat/kinou/index.html
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000135_ja.html
http://www.muroran-it.ac.jp/rikagaku/ap/zyuken/labo/bio.html
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000160_ja.html
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000036_ja.html
http://shimizu-kazumichi.com/about_research.html
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000053_ja.html
http://www.mmm.muroran-it.ac.jp/%7Esirotani/index.html
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000003_ja.html
http://www.mmm.muroran-it.ac.jp/%7Eychang/
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000221_ja.html
http://www3.muroran-it.ac.jp/enes/
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000145_ja.html
http://www3.muroran-it.ac.jp/tokuraku
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000137_ja.html
http://www.mmm.muroran-it.ac.jp/%7Eootabo/mizukan/index.html
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000198_ja.html
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研究
室HP

研究
者

総覧

中野　英之 室蘭工業大学 大学院工学研究科
環境創生工学系専攻

光機能性有機材料，固体物理化学，光化学 HP 総覧

永野　宏治 室蘭工業大学 大学院工学研究科
情報電子工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

二酸化炭素削減，ＣＦＰ，地熱発電 HP 総覧

花島　直彦 室蘭工業大学 大学院工学研究科
生産システム工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

制御工学，ロボット工学 HP 総覧

日比野 政裕 室蘭工業大学 大学院工学研究科
環境創生工学系専攻（博士前期課程）

生物物理学，界面科学 総覧

平井　伸治 室蘭工業大学 大学院工学研究科
生産システム工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

高熱伝導性バイオプラスチック HP 総覧

福田　　 永 室蘭工業大学 大学院工学研究科
情報電子工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

バイオセンサー，ウエハー加工， HP 総覧

溝口　光男 室蘭工業大学 大学院工学研究科
環境創生工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

建築構造学，鉄筋コンクリート構造 HP 総覧

桃野　直樹 室蘭工業大学 大学院工学研究科
生産システム工学系専攻（博士前期課程）

超伝導，銅酸化物高温超伝導体，走査トンネル分光顕
微鏡

総覧

安居　光國 室蘭工業大学 大学院工学研究科
環境創生工学系専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

木質系バイオマス，リグニン HP 総覧

吉田　英樹 室蘭工業大学 大学院工学研究科
環境創生工学専攻（博士前期課程）
工学専攻（博士後期課程）

廃棄物処分場・環境安全性・シミュレーション HP 総覧

宇都　正幸 北見工業大学 大学院工学研究科
マテリアル工学専攻（博士前期課程）

細胞膜，脂質二分子膜，センサー，感応膜，情報変
換，分子認識

HP 総覧

ウラ シャリフ 北見工業大学 大学院工学研究科
機械工学専攻（博士前期課程）
生産基盤工学専攻（博士後期課程）

知的精密加工，フラクタル，インタネット，CAD/CAM，
付加製造法，生産システム，持続可能な生産，システ
ム設計理論，製品開発，意思決定

HP 総覧

小原　伸哉 北見工業大学 大学院工学研究科
電気電子工学専攻（博士前期課程）
寒冷地・環境・エネルギー工学専攻（博士後期課程）

エネルギーシステム，熱エネルギーシステム，電力シ
ステム，運用計画，複合エネルギー

HP 総覧

亀田　貴雄 北見工業大学 大学院工学研究科
社会環境工学専攻（博士前期課程）
寒冷地・環境・エネルギー工学専攻（博士後期課程）

雪氷学，地球物理学，南極氷床，氷河，極地 HP 総覧

川村　　 彰 北見工業大学 大学院工学研究科
社会環境工学専攻（博士前期課程）
生産基盤工学専攻（博士後期課程）

交通工学，道路工学，乗り心地評価，舗装マネジメント
システム，路面評価

総覧

齋藤　　 徹 北見工業大学 大学院工学研究科
バイオ環境化学専攻（博士前期課程）
生産基盤工学専攻（博士後期課程）

環境分析化学、ナノ空間制御、医療排水浄化技術、生
物資源分離プロセス

HP 総覧

佐藤 利次 北見工業大学 大学院工学研究科
バイオ環境化学専攻（博士前期課程）
生産基盤工学専攻（博士後期課程）

シイタケ、ラッカーゼ、遺伝子発現、分子育種、きのこ
発酵、機能性成分、環境浄化

総覧

柴野　純一 北見工業大学 大学院工学研究科
機械工学専攻（博士前期課程）
医療工学専攻（博士後期課程）

実験力学，高エネルギー白色Ｘ線，非破壊評価，生体
力学，生体硬組織

HP 総覧

髙橋　理音 北見工業大学 大学院工学研究科
電気電子工学専攻（博士前期課程）
寒冷地・環境・エネルギー工学専攻（博士後期課程）

風力発電，電力系統解析，パワーエレクトロニクス，シ
ミュレーション技術

HP 総覧

田村　淳二 北見工業大学 大学院工学研究科
電気電子工学専攻（博士前期課程）
寒冷地・環境・エネルギー工学専攻（博士後期課程）

自然エネルギー，風力発電，回転機，電力システム，
水素エネルギー

HP 総覧

橋本　泰成 北見工業大学 大学院工学研究科
電気電子工学専攻（博士前期課程）
医療工学専攻（博士後期課程）

ブレイン・マシン・インターフェース，ブレイン・コンピュー
タ・インターフェース，脳波，生体計測，筋電図，リハビ
リテーション工学

HP 総覧

早川　吉彦 北見工業大学 大学院工学研究科
情報システム工学専攻（博士前期課程）
医療工学専攻（博士後期課程）

医用画像工学，医療情報学，生体システム工学，画像
情報処理，バイオメカニクス

HP 総覧

原田　建治 北見工業大学 大学院工学研究科
情報システム工学専攻（博士前期課程）
生産基盤工学専攻（博士後期課程）

ホログラム応用, 光学教材, ホログラフィックメモリー, 3
次元ディスプレイ, 偏光色応用

総覧

【北見工業大学】

http://www3.muroran-it.ac.jp/nakano_lab/
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000238_ja.html
http://wsp.csse.muroran-it.ac.jp/
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000251_ja.html
http://www3.muroran-it.ac.jp/sce_lab/
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000017_ja.html?k=%E8%8A%B1%E5%B3%B6%E7%9B%B4%E5%BD%A6
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000153_ja.html
http://www.muroran-it.ac.jp/sozo/mat/course/staff/s_hirai.html
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000177_ja.html
http://www.muroran-it.ac.jp/ie/teachers.html
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000255_ja.html
http://www3.muroran-it.ac.jp/bse/
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000181_ja.html
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000079_ja.html
http://www.muroran-it.ac.jp/rikagaku/bs/Research/YasuiM/index-j.html
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000134_ja.html
http://www.mmm.muroran-it.ac.jp/%7Egomigomi/index.html
http://rd-soran.muroran-it.ac.jp/profile/ja.7v2QKdvtyva4Kd6FFmCNeg==.html
http://www.mtrl.kitami-it.ac.jp/research/kinou-zairyou-bunseki/
http://hanadasearch.office.kitami-it.ac.jp/searchja/show/id/1070
http://researchmap.jp/sharif
http://hanadasearch.office.kitami-it.ac.jp/searchja/show/id/1202
http://www.kit-power-engineering-lab.jp/
http://hanadasearch.office.kitami-it.ac.jp/searchja/show/id/1197
http://cee.civil.kitami-it.ac.jp/study/seppyou-kagaku/
http://hanadasearch.office.kitami-it.ac.jp/searchja/show/id/1074
http://hanadasearch.office.kitami-it.ac.jp/searchja/show/id/1075
http://www.chem.kitami-it.ac.jp/
http://hanadasearch.office.kitami-it.ac.jp/searchja/show/id/1291
http://hanadasearch.office.kitami-it.ac.jp/searchja/show/id/1196
http://stress2.mech.kitami-it.ac.jp/
http://hanadasearch.office.kitami-it.ac.jp/searchja/show/id/1080
http://pullout.elec.kitami-it.ac.jp/
http://hanadasearch.office.kitami-it.ac.jp/searchja/show/id/1159
http://pullout.elec.kitami-it.ac.jp/
http://hanadasearch.office.kitami-it.ac.jp/searchja/show/id/1043
http://accafe.jp/hashimoto_lab/
http://hanadasearch.office.kitami-it.ac.jp/searchja/show/id/1218
http://dip.cs.kitami-it.ac.jp/
http://hanadasearch.office.kitami-it.ac.jp/searchja/show/id/1189
http://hanadasearch.office.kitami-it.ac.jp/searchja/show/id/1148
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研究
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研究
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星野　洋平 北見工業大学 大学院工学研究科
機械工学専攻（博士前期課程）
医療工学専攻（博士後期課程）

機械システムの振動制御，ロボティクス技術の応用 HP 総覧

桝井　文人 北見工業大学 大学院工学研究科
情報システム工学専攻（博士前期課程）
生産基盤工学専攻（博士後期課程）

自然言語処理，テキストマイニング，情報検索，観光
情報学，教育支援，有害情報検出，ノウハウ継承

HP 総覧

南  　 尚嗣 北見工業大学 大学院工学研究科
マテリアル工学専攻（博士前期課程）
生産基盤工学専攻（博士後期課程）

原子吸光直接分析，メタンハイドレート，摩周湖，プラ
ズマイオン源質量分析法，安定同位体比質量分析
法，微量元素分析

HP 総覧

吉田　 　孝 北見工業大学 大学院工学研究科
バイオ環境化学専攻（博士前期課程）
医療工学専攻（博士後期課程）

生体高分子化学，硫酸化多糖質，抗ウィルス作用機
構，構造解析，酵素，環境化学，バイオエタノール，バ
イオマス，DNA配列解析

総覧

青山　尚之 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
機械知能システム学専攻

精密機器システム HP 総覧

板倉　直明 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報学専攻

生体工学，人間工学，ヒューマンインタフェース，シス
テム工学

HP 総覧

植野　真臣 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報・ネットワーク工学専攻

知識処理，データサイエンス，教育工学 HP 総覧

大坐畠　智 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報学専攻

コンピュータネットワーク，通信性能評価 HP 総覧

岡田　佳子 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
基盤理工学専攻

ナノフォトニクス，光機能有機材料，非線形分光 HP 総覧

岡本　吉央 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報・ネットワーク工学専攻

離散アルゴリズム，離散最適化，離散数学，それらの
応用

HP 総覧

笠井　裕之 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報・ネットワーク工学専攻

マルチメディア通信，ユビキタスシステム 総覧

柏原　昭博 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報学専攻

学習工学・学習科学，知的学習環境，認知ツール，知
的ユーザインタフェイス，Webベースシステム，コミュニ
ティ支援環境

HP 総覧

梶本　裕之 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報学専攻

インタラクティブシステム，ヒューマンインタフェース，触
覚インタフェース

HP 総覧

金子　　 修 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
機械知能システム学専攻

制御工学 総覧

來住　直人 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報・ネットワーク工学専攻

光ファイバ光学，光信号処理，光信号源，光導波路 HP 総覧

小池　卓二 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
機械知能システム学専攻

医用生体工学，聴覚，振動，診断装置，生体モデリン
グ

HP 総覧

古賀　久志 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報・ネットワーク工学専攻

アルゴリズムの理論解析，マルチメディア情報処理 HP 総覧

小木曽 公尚 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
機械知能システム学専攻

制御工学，モデリング HP 総覧

佐藤　俊治 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
機械知能システム学専攻

脳による情報処理，特に視覚の仕組みと理解 総覧

澤田　賢治 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
機械知能システム学専攻

制御工学，セキュリティ技術 HP 総覧

白川   　晃 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
基盤理工学専攻

レーザー物理学・工学，ファイバーレーザー，固体レー
ザー，セラミックレーザー，超短パルスレーザー，高出
力レーザー，半導体レーザー，ビーム接合

HP 総覧

新　　 誠一 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
機械知能システム学専攻

制御工学 HP 総覧

新谷　隆彦 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報・ネットワーク工学専攻

データ工学，データマイニング，データベース HP 総覧

【電気通信大学】

http://hanadasearch.office.kitami-it.ac.jp/searchja/show/id/1285
http://orion.cs.kitami-it.ac.jp/tipwiki/masui/
http://hanadasearch.office.kitami-it.ac.jp/searchja/show/id/1199
http://www.mtrl.kitami-it.ac.jp/research/kinou-zairyou-bunseki/
http://hanadasearch.office.kitami-it.ac.jp/searchja/show/id/1101
http://hanadasearch.office.kitami-it.ac.jp/searchja/show/id/1060
http://www.aolab.mce.uec.ac.jp/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/5/0000475/profile.html
http://www.se.uec.ac.jp/%7Eita/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/4/0000372/profile.html
http://www.ai.is.uec.ac.jp/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/52/0005153/profile.html
http://www.okada-lab.es.uec.ac.jp/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/4/0000389/profile.html
http://dopal.cs.uec.ac.jp/lab/index.php
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/62/0006184/profile.html
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/53/0005267/profile.html
http://wlgate.inf.uec.ac.jp/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/9/0000822/profile.html
http://kaji-lab.jp/ja/index.php
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/0001/0005200/profile.html
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/71/0007003/profile.html
http://www.opt.cei.uec.ac.jp/index.html
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/4/0000353/profile.html
http://www.bio.mce.uec.ac.jp/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/8/0000701/profile.html
http://www.sd.is.uec.ac.jp/home.shtml
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/8/0000781/profile.html
http://www.kimilab.mi.uec.ac.jp/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/67/0006602/profile.html
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/56/0005526/profile.html
http://www.shinlab.mi.uec.ac.jp/sawada/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/56/0005536/profile.html
http://www.ils.uec.ac.jp/%7Eshirakawa_lab/index.html
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/6/0000528/profile.html
http://www.se.uec.ac.jp/teacher/shin.html
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/52/0005147/profile.html
http://home.hol.is.uec.ac.jp/shintani/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/60/0005940/profile.html
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瀧　    真清 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
基盤理工学専攻

創薬システムエンジニアリング，PET画像診断，分子標
的医療，NEXT-A反応，10BASEd-T法，分子進化工
学，タンパク質，ペプチド，人工アミノ酸，超分子

HP 総覧

田中　一男 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
機械知能システム学専攻

インテリジェント制御，ロボット，ブレインマシンインタ
フェース，非線形制御などの理論構築から産業応用

HP 総覧

田中　健次 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報学専攻

システム安全学，危機管理，緊急時意思決定 HP 総覧

田野　俊一 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報学専攻

知的システム，ヒューマンインタフェース HP 総覧

田原　康之 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報学専攻

ソフトウェア工学，形式検証，要求工学 HP 総覧

西　　 一樹 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報・ネットワーク工学専攻

波動信号処理（基礎理論および画像・音声・音響・各種
計測システムへの応用）

HP 総覧

野嶋　琢也 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報学専攻

バーチャルリアリティ，パイロットインタフェース HP 総覧

橋山　智訓 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報学専攻

知的情報処理，ソフトコンピューティング HP 総覧

平野　　 誉 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
基盤理工学専攻

有機化学，特に有機光化学，物理有機化学，超分子
化学，光生物化学

HP 総覧

伏屋　雄紀 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
基盤理工学専攻

固体量子論，超伝導，量子輸送現象，スピントロニク
ス，熱電効果

総覧

芳原　容英 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報・ネットワーク工学専攻

地球宇宙電磁環境，宇宙プラズマ理工学，大気電気
学，地震電磁気学

HP 総覧

本多　弘樹 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報・ネットワーク工学専攻

並列処理システム，並列化コンパイラ HP 総覧

正本　和人 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
機械知能システム学専攻

脳計測科学，神経血管工学，微小循環，生体光イメー
ジング

HP 総覧

宮本　洋子 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
基盤理工学専攻

光波制御，3次元物体形状計測，情報通信 HP 総覧

宮脇   陽一 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
機械知能システム学専攻

脳神経科学 HP 総覧

村松　正和 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報・ネットワーク工学専攻

最適化，工学基礎，数理計画問題 HP 総覧

山口　浩一 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
基盤理工学専攻

太陽電池，半導体，量子ナノ構造 HP 総覧

山本 佳世子 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報学専攻

ＧＩＳ，公共選択，環境計画・都市計画 HP 総覧

横井　浩史 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
機械知能システム学専攻

知能機械学，医用福祉工学 HP 総覧

吉永　　 努 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
情報・ネットワーク工学専攻

分散・並列処理，ネットワークシステム HP 総覧

會澤　宣一 富山大学 大学院理工学教育部，大学院生命融合科学教育部
環境応用化学専攻（修士課程）
先端ナノ・バイオ科学専攻（博士課程）

金属錯体，錯体触媒，配位選択性 HP 総覧

會田　哲夫 富山大学 大学院理工学教育部
機械知能システム工学専攻（修士課程）
数理・ヒューマンシステム科学専攻（博士課程）

機械材料学　塑性加工学　トライボロジー 総覧

飴井　賢治 富山大学 大学院理工学教育部
電気電子システム工学専攻（修士課程）
新エネルギー科学専攻（博士課程）

パワーエレクトロニクス，電気機器工学 HP 総覧

【富山大学】

http://tkl.pc.uec.ac.jp/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/61/0006100/profile.html
http://www.rc.mce.uec.ac.jp/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/5/0000494/profile.html
http://www.tanaka.is.uec.ac.jp/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/5/0000450/profile.html
http://www.media.is.uec.ac.jp/tano
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/5/0000459/profile.html
http://www.ohsuga.is.uec.ac.jp/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/55/0005402/profile.html
http://www.ljung.ee.uec.ac.jp/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/4/0000396/profile.html
http://www.nojilab.org/home
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/56/0005600/profile.html
http://www.media.is.uec.ac.jp/?hashiyama
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/9/0000801/profile.html
http://www.firefly.pc.uec.ac.jp/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/4/0000395/profile.html
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/64/0006322/profile.html
http://www.muse.ee.uec.ac.jp/new_hp/index.html
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/56/0005521/profile.html
http://www.hpc.is.uec.ac.jp/honda/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/5/0000476/profile.html
http://www.ymdlab.mce.uec.ac.jp/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/55/0005461/profile.html
http://www.qopt.es.uec.ac.jp/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/5/0000457/profile.html
http://www.cns.mi.uec.ac.jp/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/62/0006160/profile.html
http://jsb.cs.uec.ac.jp/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/6/0000551/profile.html
http://www.crystal.ee.uec.ac.jp/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/4/0000360/profile.html
http://www.si.is.uec.ac.jp/yamamotohp/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/53/0005201/profile.html
http://www.hi.mce.uec.ac.jp/yklab/
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/57/0005620/profile.html
http://comp.is.uec.ac.jp/cgi-bin/yoshinaga_lab/wiki.cgi?page=FrontPage
http://kjk.office.uec.ac.jp/Profiles/6/0000556/profile.html
http://www3.u-toyama.ac.jp/saizawa/group/index.html
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/792_ja.html
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/791_ja.html?
http://kiki.eng.u-toyama.ac.jp/
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/19_ja.html
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安藤　彰男 富山大学 大学院理工学教育部
電気電子システム工学専攻（修士課程）
数理・ヒューマンシステム科学専攻（博士課程）

音響学，高臨場感オーディオ，音響信号処理 総覧

伊藤　弘昭 富山大学 大学院理工学教育部
電気電子システム工学専攻（修士課程）
新エネルギー科学専攻（博士課程）

プラズマ理工学，高電圧工学，パルス電力技術 HP 総覧

大路　貴久 富山大学 大学院理工学教育部
電気電子システム工学専攻（修士課程）
新エネルギー科学専攻（博士課程）

電磁力応用，磁気工学，電気機器工学，電磁界解析 HP 総覧

岡田　裕之 富山大学 大学院理工学教育部
電気電子システム工学専攻（修士課程）

有機電子デバイス，フレキシブル電子デバイスと集積
回路，情報伝送要素技術，デバイスプロセス技術

HP 総覧

小川　晃一 富山大学 大学院理工学教育部
電気電子システム工学専攻（修士課程）
数理・ヒューマンシステム科学専攻（博士課程）

通信システム，アンテナ工学 HP 総覧

小熊　規泰 富山大学 大学院理工学教育部
機械知能システム工学専攻（修士課程）
数理ヒューマンシステム科学専攻（博士課程）

破壊力学，金属疲労，信頼性工学，トライボロジー 総覧

笠場　孝一 富山大学 大学院理工学教育部
機械知能システム工学専攻（修士課程）

材料疲労，破壊靭性，ひずみ拘束，超電導材料の機
械的特性

総覧

唐原　一郎 富山大学 大学院理工学教育部
生物学専攻（修士課程）
地球生命環境科学専攻（博士課程）

植物形態学，植物生理学，宇宙生物学，電子顕微鏡 総覧

川口　清司 富山大学 大学院理工学教育部
機械知能システム工学専攻（修士課程）
新エネルギー科学専攻（博士課程）

流体工学 HP 総覧

川原　茂敬 富山大学 大学院理工学教育部，大学院生命融合科学教育部
生命工学専攻（修士課程）
生体情報システム科学専攻（博士課程）

行動神経科学，学習，記憶，代償機能発達，脳 HP 総覧

木村　弘之 富山大学 大学院理工学教育部
機械知能システム工学専攻（修士課程）
数理・ヒューマンシステム科学専攻(博士課程)

機械力学，耐震 総覧

笹木　   亮 富山大学 大学院理工学教育部
機械知能システム工学専攻（修士課程）

メカトロニクス，ロボティクス HP 総覧

篠原　寛明 富山大学 大学院理工学教育部，大学院生命融合科学教育部
生命工学専攻（修士課程）
生体情報システム科学専攻（博士課程）

生命電子工学（バイオエレクトロニクス），バイオセンサ
工学，細胞機能工学

HP 総覧

柴柳　敏哉 富山大学 大学院理工学教育部
材料機能工学専攻（修士課程）
ナノ新機能物質科学専攻（博士課程）

アルミニウム合金，鉄鋼材料，アーク溶接，摩擦圧接，
摩擦攪拌接合，異材接合，結晶界面，組織制御

HP 総覧

鈴木　正康 富山大学 大学院理工学教育部，大学院生命融合科学教育部
電気電子システム工学専攻（修士課程）
生体情報システム科学専攻（博士課程）

計測工学，生物工学，バイオセンサ，バイオチップ 総覧

ゾロツキヒナ
タチアナ

富山大学 大学院理工学教育部
機械知能システム工学専攻（修士課程）
ナノ新機能物質科学専攻（博士課程）

グラフェンの熱特性，過渡フォノンのシミュレーション，
状態密度と熱伝導率の評価

HP 総覧

高辻　則夫 富山大学 大学院理工学教育部
機械知能システム工学専攻（修士課程）
数理・ヒューマンシステム科学専攻（博士課程）

塑性加工学（押出し加工，工具・金型設計，数値シミュ
レーションほか）

総覧

柘植　清志 富山大学 大学院理工学教育部
化学専攻（修士課程）
ナノ新機能物質科学専攻（博士課程）

錯体化学，発光，酸化還元 HP 総覧

戸田　英樹 富山大学 大学院理工学教育部
電気電子システム工学専攻（修士課程）

ロボティクス，生体制御工学，医療福祉ロボット，呼吸
センサ

総覧

中 　  茂樹 富山大学 大学院理工学教育部
電気電子システム工学専攻（修士課程）

有機エレクトロニクス，有機電子デバイス，液晶，有機
EL，有機センシングデバイス，有機太陽電池，有機トラ
ンジスタ，酸化物トランジスタ

HP 総覧

中島　一樹 富山大学 大学院理工学教育部
電気電子システム工学専攻（修士課程）
数理・ヒューマンシステム科学専攻（博士課程）

生体計測工学，高齢者工学，福祉工学 HP 総覧

平澤　良男 富山大学 大学院理工学教育部
新エネルギー科学専攻（博士課程）

熱伝導率，潜熱，蓄熱，相変化，複合材料，機能性材
料，熱物性

総覧

堀田　裕弘 富山大学 大学院理工学教育部
知能情報工学専攻（修士課程）
数理・ヒューマンシステム科学専攻（博士課程）

情報通信工学，ITS，画像処理工学，感性情報処理な
ど

HP 総覧

本田 和博 富山大学 大学院理工学教育部
電気電子システム工学専攻（修士課程）
数理・ヒューマンシステム科学専攻（博士課程）

通信システム，アンテナ工学 HP

http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/100000461_ja.html?k=%E5%AE%89%E8%97%A4
http://denryoku.eng.u-toyama.ac.jp/
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/32_ja.html
http://kiki.eng.u-toyama.ac.jp/
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/519_ja.html
http://www3.u-toyama.ac.jp/device/index.html
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/70_ja.html
http://www3.u-toyama.ac.jp/comsys/Lab/index.html
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/325_ja.html?k=%E5%B0%8F%E5%B7%9D%E3%80%80%E6%99%83%E4%B8%80
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/316_ja.html
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/92_ja.html
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/610_ja.html
http://www3.u-toyama.ac.jp/fluid/
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/470_ja.html
http://pse.eng.u-toyama.ac.jp/life/research.html#lab4_1�
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/468_ja.html
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/737_ja.html
http://www3.u-toyama.ac.jp/mecha0/
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/244_ja.html
http://pse.eng.u-toyama.ac.jp/life/staff/shinohara.html
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/290_ja.html
http://www3.u-toyama.ac.jp/yusou/mpe_labo/index.html
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/100000187_ja.html?k=%E6%9F%B4%E6%9F%B3%E6%95%8F%E5%93%89
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/785_ja.html
http://www3.u-toyama.ac.jp/cfdlbmd/
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/9_ja.html
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/825_ja.html
http://www3.u-toyama.ac.jp/chemweb/
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/570_ja.html
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/175_ja.html
http://www3.u-toyama.ac.jp/device/index.html
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/539_ja.html
http://www3.u-toyama.ac.jp/bioinf/index.html
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/548_ja.html
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/696_ja.html
http://mict.eng.u-toyama.ac.jp/index.html
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/726_ja.html
http://www3.u-toyama.ac.jp/comsys/Lab/index.html
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研究
室HP

研究
者

総覧

前澤　宏一 富山大学 大学院理工学教育部
電気電子システム工学専攻（修士課程）
ナノ新機能物質科学専攻（博士課程）

半導体電子工学，電子デバイス，量子効果デバイス，
集積回路工学

HP 総覧

松島　紀佐 富山大学 大学院理工学教育部
機械知能システム工学専攻（修士課程）

流体力学，航空機空気力学，CFD/EFD融合，翼/翼型
の空力，逆問題設計，流体波動の制御（衝撃波低減，
津波減災）

総覧

松田　健二 富山大学 大学院理工学教育部
材料機能工学専攻（修士課程）
ナノ新機能物質科学専攻（博士課程）

ナノ・ミクロ構造，材料組織，電子顕微鏡，析出，相変
態軽金属材料，金属材料，アルミニウム合金，銅合
金，マグネシウム合金，複合材料，超伝導線材

HP 総覧

山崎 登志成 富山大学 大学院理工学教育部
電気電子システム工学専攻（修士課程）
ナノ新機能物質科学専攻（博士課程）

酸化物半導体，ガスセンサー，薄膜，ナノ粒子 HP 総覧

板垣　直行 秋田県立大学 システム科学技術研究科
建築環境システム学専攻

建築材料，木質材料，木質構造 総覧

伊藤　一志 秋田県立大学 システム科学技術研究科
機械知能システム学専攻

生体工学 HP 総覧

春日　 　和 秋田県立大学 生物資源科学研究科
生物資源科学専攻

セルロースの微生物分解，抗生物質の発酵生産，セ
ルロース系バイオマスを利用した抗生物質生産系の
確立

HP 総覧

片岡　康浩 秋田県立大学 システム科学技術研究科
電子情報システム学専攻

磁気応用，回転モータ，リニアモータ，電磁アクチュ
エータ，磁気式センサ

総覧

菅野　秀人 秋田県立大学 システム科学技術研究科
建築環境システム学専攻

建築構造学，振動制御工学 総覧

邱　　 建輝 秋田県立大学 システム科学技術研究科
機械知能システム学専攻

高分子および複合材料の強度・破壊・接合・塑性加工
等

HP 総覧

栗本　康司 秋田県立大学 木材高度加工研究所 木材の化学加工・木質炭化 HP 総覧

齋藤　　 敬 秋田県立大学 システム科学技術研究科
機械知能システム学専攻

高効率細胞膜穿孔法/細胞集団改変/神経インタ
フェース/ロボット

HP 総覧

境　　 英一 秋田県立大学 システム科学技術研究科
機械知能システム学専攻

高分子および高分子系複合材料の強度・吸水・耐久
性・塑性加工

HP 総覧

佐藤　和人 秋田県立大学 システム科学技術研究科
機械知能システム学専攻

機械学習，統計学習，人工知能，知的インターフェイ
ス，医用画像解析

HP 総覧

嶋崎　真仁 秋田県立大学 システム科学技術研究科
経営システム工学専攻

地域活性化，品質管理，信頼性，経営情報システム 総覧

下井　信浩 秋田県立大学 システム科学技術研究科
機械知能システム学専攻

ロボット工学，計測工学，システム工学 総覧

徐　　　　粒 秋田県立大学 システム科学技術研究科
電子情報システム学専攻

制御理論，制御工学，システム工学，信号処理 HP 総覧

杉本　尚哉 秋田県立大学 システム科学技術研究科
機械知能システム学専攻

アーク放電，陰極点，高周波プラズマ，大気圧低温プ
ラズマ，表面処理，滅菌・殺菌処理

HP 総覧

高田　克彦 秋田県立大学 木材高度加工研究所 森林資源，木材材質，遺伝的多様性，資源管理 HP 総覧

高根　昭一 秋田県立大学 システム科学技術研究科
電子情報システム学専攻

音響情報処理，音像定位，聴覚ディスプレイ，空間音
響，数値音場解析，音響信号処理

総覧

高橋　武彦 秋田県立大学 システム科学技術研究科
機械知能システム学専攻

バイオエタノール製造における前処理技術，機械設
計，接合技術

HP 総覧

谷内　宏行 秋田県立大学 システム科学技術研究科
経営システム工学専攻

生産工学・環境工学 総覧

鶴田　  俊 秋田県立大学 システム科学技術研究科
機械知能システム学専攻

燃焼学，安全工学，反応性熱流体工学，廃棄物処理，
火災，爆発

HP 総覧

【秋田県立大学】

http://www3.u-toyama.ac.jp/nano/
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/485_ja.html
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/364_ja.html
http://www3.u-toyama.ac.jp/nanostr/new/index.html
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/362_ja.html
http://piezo.eng.u-toyama.ac.jp/
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/261_ja.html
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=170
http://www.akita-pu.ac.jp/system/mise/bio_intelligence/imech_robo/top/index.htm
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=230
http://www.akita-pu.ac.jp/bioresource/dbt/biochem/Biochem_acty.html
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=15
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=260
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=268
http://www.akita-pu.ac.jp/system/mise/material_structure/e_sakai/shousai_qiu.html
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=47
http://www.iwt.akita-pu.ac.jp/
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=181
http://www.akita-pu.ac.jp/system/mise/bio_intelligence/human_support/index.html
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=257
http://www.akita-pu.ac.jp/system/mise/material_structure/e_sakai/shousai_sakai.html
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=259
http://www.akita-pu.ac.jp/neuro/index.html
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=233
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=195
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=262
http://web.sc.eis.akita-pu.ac.jp/
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=100
http://www.akita-pu.ac.jp/system/mise/thermal_fluid/sugimoto/
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=71
http://www.iwt.akita-pu.ac.jp/
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=178
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=142
http://www.akita-pu.ac.jp/system/mise/bio_intelligence/imech_robo/top/index.htm
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=91
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=193
http://www.akita-pu.ac.jp/system/mise/thermal_fluid/thermo/index.html
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=252
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研究
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者

総覧

堂坂　浩二 秋田県立大学 システム科学技術研究科
電子情報システム学専攻

知能情報学，自然言語処理，対話システム，会話ロ
ボット，感情認識

総覧

永澤　信洋 秋田県立大学 生物資源科学部
アグリビジネス学科

イネ，突然変異，形態形成，環境応答 総覧

西口　正之 秋田県立大学 システム科学技術研究科
電子情報システム学専攻

音声・音響信号処理，音声・音響符号化，高音質化，
高臨場感再生

総覧

西田　哲也 秋田県立大学 システム科学技術研究科
建築環境システム学専攻

建築構造学 総覧

能勢　敏明 秋田県立大学 システム科学技術研究科
電子情報システム学専攻

液晶物性・デバイス応用，ミリ波・THｚ応用 総覧

野村　光由 秋田県立大学 システム科学技術学部
機械知能システム学科

機械加工：切削，研削，研磨，超音波援用加工 HP 総覧

朴　　元熙 秋田県立大学 システム科学技術研究科
経営システム工学専攻

管理会計，バランスト・スコアカード 総覧

長谷川 兼一 秋田県立大学 システム科学技術研究科
建築環境システム学専攻

建築環境学，住宅の省エネルギーと健康性 総覧

尾藤　輝夫 秋田県立大学 システム科学技術研究科
総合システム科学専攻

磁性材料・非平衡材料・磁性物理 HP 総覧

藤田　直子 秋田県立大学 生物資源科学研究科
生物生産科学専攻

米，澱粉，変異体，食糧自給率，ダイエット HP 総覧

本間　道則 秋田県立大学 システム科学技術研究科
電子情報システム学専攻

光工学，液晶工学（ディスプレイ，発光素子，レンズ，
回折格子，ミラー，干渉計，偏光計測）

総覧

松本　真一 秋田県立大学 システム科学技術研究科 建築環境工学，温熱環境，室内気候計画，生気候学
的デザイン，環境設計，暖冷房負荷計算，建築設備，
省エネルギー

HP 総覧

水野　 　衛 秋田県立大学 システム科学技術研究科
機械知能システム学専攻

固体力学（非弾性構成式，損傷力学，数値シミュレー
ション）

HP 総覧

宮田　直幸 秋田県立大学 生物資源科学研究科
生物資源科学専攻

微生物を利用した環境・資源循環技術，金属資源回
収，環境生物工学，生態工学

HP 総覧

山口　博之 秋田県立大学 システム科学技術研究科
電子情報システム学専攻

光キャリアの生成・消滅・輸送現象，酸化物単結晶育
成，酸化物薄膜作製，熱電変換，半導体デバイス

総覧

梁　　 瑞録 秋田県立大学 システム科学技術研究科
共同ライフサイクルデザイン工学専攻

資源リサイクル，ライフサイクルアセスメント，環境工学 総覧

http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=289
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=273
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=312
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=160
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=113
http://www.akita-pu.ac.jp/system/mise/material_structure/fujimoto/index.htm
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=283
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=198
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=176
http://www.akita-pu.ac.jp/system/mise/material_structure/bitoh/index.htm
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=51
http://www.dbp.akita-pu.ac.jp/%7Eplant-physiol/
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=53
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=116
http://www.akita-pu.ac.jp/system/aes/kankyo/1-top.html
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=172
http://www.akita-pu.ac.jp/system/mise/material_structure/mizuno/index.html
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