
研究者  (2) 機械システム工学科
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担 当 科 目 プラスチック加工学 /化学工学 /トピックゼミⅡ /プレゼン演習 /専門ゼミ /機械システム工学実験 /材料界面工学（大学院）
専 門 分 野 高分子材料 /コロイド界面科学 /自己組織化 /バイオインスパイアード材料 /ナノ材料

論文・報告

「自己支持性高分子ナノ組織体に関する研究」（学位論文）
「Stretchable	and	Insulating	Characteristics	of	Chemically	Bonded	Graphene	and	Carbon	Nanotube	Composite	Materials」（J.	Mater	Sci.,	2018）
「Bio-inspired,	Topologically	Connected	Colloidal	Arrays	via	Wrinkle	and	Plasma	Processing」（Colloids	and	Surfaces	A:	Physicochemical	
and	Engineering	Aspect,	2014）
「Flexible	Design	 of	Free-standing	Hybrid	Polymer	Nanosheets	Through	Bottom-Up	Approach」（Journal	 of	Nanoscience	 and	
Nanotechnology,	2014）
「Fabrication	and	Functionalization	of	Periodically	Aligned	Metallic	Nanocup	Arrays	Using	Colloidal	Lithography	with	a	Sinusoidally	
Wrinkled	Substrate」（Langmuir,	2013）
「Mechanical	Tuning	of	Molecular	Recognition	To	Discriminate	the	Single-Methyl-Group	Difference	between	Thymine	and	Uracil」（JACS,	2010）他

著 書 「これでわかる基礎高分子化学」（三共出版 ,	2016）
「超撥水・超撥油・滑液性表面の技術」（S＆ T出版 ,	2016）

特 許 「幾何微細凹凸構造の作製方法」（特許第 5822192 号）等を含む国内特許出願計	11 件
所 属 学 会 高分子学会 /日本化学会 /応用物理学会 /繊維学会 /日本複合材料学会 /日本機械学会 /日本材料学会

学会委員等 日本複合材料学会分子シミュレーション研究会委員（平 26 ～）/高分子学会代議員（平 28 ～ 29）/ 高分子表面研究会運営委員（平 28 ～）/
高分子学会北陸支部幹事（平 30 ～）

受 賞 歴

2011年日本ゴム協会年次大会若手優秀発表賞（平23.5）/宇部興産学術振興財団	2010年度学術奨励賞	（平23.6）/ISSS-6	Best	Poster	Award（平
23.12）/ インテリジェント材料・システム材料研究会第 21 回高木賞（平 24.1）/ 第 23 回高分子ゲル研究討論会優秀演題賞（平 24.1）/ 日本
化学会第 92 春季年会優秀講演賞（学術）（平 24.4）/ 第 32 回（2012 年春季）応用物理学会講演奨励賞（平 24.5）/2012 年日本ゴム協会年次大
会若手優秀発表賞（平 24.5）/ 第 23 回プラスチック成形加工年次大会ポスター賞（平 24.6）/ 第 1 回ネイチャー・インダストリー・アワー
ド特別賞（平 24.11）/2013 年日本ゴム協会年次大会若手優秀発表賞（平 25.5）/ ナノ学会第 11 回若手優秀ポスター発表賞（平 25.6）/ 第 3 回
JSAPフォトコンテスト優秀賞（平 26.3）/ 第 15 回「貴金属に関わる研究助成金」シルバー賞（平 26.3）

現在の研究課題
１．微細リンクル加工技術に関する研究
　　弾性素材の表面座屈現象を利用した微細加工技術であり、従来のフォトリソグラフィー技術等とは異なるボトムアップ融合技術です。超撥水表面、
高感度センシングデバイス、新規立体造形手法への応用研究へと展開しています。
２．ナノファイバー材料に関する研究
				エレクトロニクスピニングナノファイバーを用いた機能性材料の開発を進めています。各種ナノ材料とのハイブリッド化や高伸縮性ファイバー膜か
ら油水分離膜、ウェアラブルデバイスへと展開しています。

共同研究キーワード
高分子材料 /表面機能化 /微細加工 /フレキシブル材料

材料設計加工学講座

准教授
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（1978生）
博士（工学）
（東北大学・平成 19）

富山大学工学部物質生命システム工学科卒（平成 13.3）/ 富山大学大学院
理工学研究科物質生命システム工学専攻博士前期課程修了（平成 16.3）/
東北大学大学院工学研究科応用化学専攻博士後期課程修了（平成 19.3）/
独立行政法人物質・材料研究機構博士特別研究員（平成 19.4 ～ 20.10）/ 名
古屋大学工学部物理工学科特任助教（平成 20.11 ～ 22.3）/ 東京理科大学工
学部第一部工業化学科嘱託助教（平成 22.4 ～ 27.3）/ 富山県立大学工学部
機械システム工学科講師（平 27.4 ～ 30.3）/ 同大学准教授（平 30.4 ～）

■経   歴

担 当 科 目 塑性加工学 /工業数学 2/ トピックゼミ	I/ 専門ゼミ /プレゼンテーション演習 /機械システム工学実験 /軽金属構造材料学（大学院）
専 門 分 野 材料物理学 /材料強度物性学 /接合科学

論文・報告

「金属固溶体における粒内変形支配型超塑性」（学位論文）
「Superplastic-Like	Elongation	by	Transition	of	Deformation	Mechanism	from	Grain	Boundary	Sliding	to	Solute	Drag	Creep	in	Fine-Grained	Al-Mg	
Solid	Solution	Alloy」（Materials	Science	Forum,	2018）	
「Effect	of	α2	Precipitation	on	Creep	and	Tensile	Properties	of	Ga-Added	Near- α	Titanium	Alloys」（Materials	Science	Forum,	2018）
「Ti3Al 金属間化合物の放電プラズマ焼結特性」（チタン，2018）「Transition	 in	Deformation	Mechanism	During	High-Temperature	Tensile	
Testing	of	Friction-Stir-Processed	5083	Aluminum	Alloy」（Journal	of	the	Society	of	Materials	Science,	Japan，2018）他

著 書 「工科系の物理学実験	<<新装版 >>	第 1 版	第 9 刷」（学術図書出版，2009）

所 属 学 会
軽金属学会（平 9.6 ～）/日本金属学会（平 10.1 ～）/The	Minerals,	Metals	and	Materials	Society	（TMS），USA（平 10.9 ～）/ASM	International,	USA
（平 10.12 ～）/Materials	Research	Society	（MRS）,	USA（平 11.1 ～ 15.3）/ 溶接学会（平 12.3 ～）/ 日本塑性加工学会（平 13.4 ～）/The	Institute	of	
Materials,	Minerals	and	Mining		（IOM3）,	UK（平 14.2 ～）/超塑性研究会（平 15.11 ～）/日本機械学会（平 17.1 ～）/日本材料学会（平 21.9 ～）/軽金
属溶接協会（平 23.5 ～）/日本マグネシウム協会（平 24.12 ～）/日本チタン協会（平 29.12 ～）/日本鉄鋼協会（平 30.3 ～）

学会委員等
日本溶接協会	東北地区溶接技術検定委員会	第 30・31 期	溶接技能者評価員	福島県担当（平 18.4 ～ 21.8）/ 日本溶接協会	東北地区溶接技術検定委員会	
第 30・31 期	委員（平 18.4 ～ 21.8）/ 溶接学会	東北支部	平成 20・21 年度	商議員（平 20.1 ～ 21.8）/ 日本金属学会	中国四国支部	支部委員（平 29.3 ～
30.3）/ 超塑性研究会運営委員（平 30.3 ～）/日本鉄鋼協会	材料の組織と特性部会	高温材料の高強度化研究会	委員（平 30.4 ～）/日本材料学会	信頼性
工学部門委員会	常任幹事（中部地区）（平 30.4 ～）/軽金属学会	多機能性材料研究部会	委員（平 30.9 ～）

学 外 活 動
EMSES	（Eco-Energy	and	Materials	Science	and	Engineering	Symposium）	Steering	Committee（平 29.9 ～）/Technical	Conference	Committee	（Eco-
Energy	and	Materials	Science	and	Engineering	Symposium）（平 28.12）/International	Committee	（International	Society	on	the	Fusion	of	Science	
and	Technologies）（平28.6～）/日本材料学会	信頼性工学部門委員会	材料強度信頼性分科会	委員（平27.9～）/日本材料学会	四国支部	第15期	会計（平
26.3 ～ 27.2）/ 日本材料学会	信頼性工学部門委員会	金属材料疲労信頼性データ集積評価委員会	委員（平 25.1 ～）他

受 賞 歴 The	6th	International	Symposium	on	the	Fusion	of	Science	and	Technologies	（ISFT	2017）	Academic	Award	（平 29.7）
軽金属学会	平成 15 年度	論文新人賞（平 15.11）

現在の研究課題
１．	軽金属材料の超塑性現象に関する研究

アルミニウム合金，マグネシウム合金における微細結晶粒超塑性（高速超塑性・低温超塑性），粗大結晶粒組織における粒内変形支配型の超塑性的挙動に関す
る高温変形機構の解析，および塑性加工への応用を目指す．

２．	摩擦撹拌現象を利用した固相接合と組織制御に関する研究
摩擦攪拌接合（Friction	Stir	Welding：FSW）を基盤技術とした固相接合，および超塑性現象発現のための組織制御法としての活用を目指す．

３．	粉末冶金法による機能性材料の創製
粉末冶金法による抗菌材料の創製を目指す．

共同研究キーワード
超塑性 /固相接合 /金属材料 /耐熱材料 /高温変形（クリープ）/組織制御 /金属組織解析 /粉末冶金 /熱処理 /力学特性 /信頼性工学 /抗菌材料

材料設計加工学講座

准教授
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（1974生）
博士（工学）
（芝浦工業大学・平 15）

芝浦工業大学工学部金属工学科卒（平 10.3）/ 芝浦工業大学大学院工学研究科材料工学専攻修士課
程修了（平 12.3）/ 芝浦工業大学大学院工学研究科地域環境システム専攻博士（後期）課程修了（平
15.3）/ 横浜国立大学エコテクノロジー・システム・ラボラトリー中核的研究機関研究員（非常勤
講師・PD）（平 15.4 ～ 15.8）/ 茨城大学工学部附属超塑性工学研究センター研究員（非常勤講師・
PD）（平 15.9 ～ 17.3）/ 日本大学工学部総合教育物理学教室助手（平 17.4 ～ 21.3）/ 香川高等専門
学校（旧高松工業高等専門学校）機械工学科講師（平 21.9 ～ 26.3）/ 香川高等専門学校機械工学
科准教授（平 26.4 ～ 30.3）/ 物質・材料研究機構構造材料研究拠点エネルギー構造材料分野耐熱
材料設計グループNIMS特別研究員（平 28.4 ～ 30.3）/ 富山県立大学工学部准教授（平 30.4 ～）

■経   歴


