
漢字氏名 職名 学位 専門分野 研究テーマ

福田　勝哉 校長 博士（工学）
原子力学
エネルギー学
熱工学

プール沸騰定常・過渡限界熱流束に関する研究
流動沸騰定常・過渡限界熱流束に関する研究
急減圧における過渡限界熱流束に関する研究



所属名称 漢字氏名 職名 学位 専門分野 研究テーマ

古本　啓二 教　授 博士（工学） 化学工学
気泡塔の研究
バイオディーゼル油に関する研究

岩崎　寛希 教　授 博士（商船学） 操船シミュレーション

操船シミュレータにおける操縦性悪化船モデルに関する研究
音声入出力による操船支援ナビの開発
初心者のための大型船操船訓練に関する研究
鳥取港における大型クルーズ船の入港安全基準に関する研究

角田　哲也 教　授 博士（工学） 流体力学 気泡上昇に伴う容器内流れに関する研究

千葉　元 教　授 博士（工学）

・電波伝搬、電波/超音波計測
・海洋気象、海洋環境計測
・船舶/建築現場における安全
学

・地域の海洋気象特性を探る
・日本海のメタンハイドレード探査
・「保存船」「復元船」の現況調査と最適保守整備方法の検討

清水　聖治 教　授 博士（理学） メカトロニクス 潮流発電

川原　秀夫 教　授 博士（工学） 燃焼工学 二流体ノズルを用いた噴霧燃焼における火炎安定性に関する研究

久保田　崇 教　授 博士（工学） 航海計器
シミュレーターによる認知実験に関する研究
ECDIS、BRMに関する教育評価法

木村　安宏 准教授 修士（商船学） 船舶海洋工学 船体や水中付加物の流体力に関する研究

朴　鍾徳 准教授 博士（工学） 熱・機械工学 沸騰熱伝達及び限界熱流束に関する研究

小林　孝一朗 准教授 博士（理学）
マイクロＴＡＳ
応用物理学

マイクロ流体デバイスの応用研究

行平　真也 准教授 博士（工学）
科学教育
社会心理学
地域振興・水産振興

乗船実習など海に関する教育の教育効果に関する研究
水産・海事産業の担い手確保のための研究
地域振興のための水産・観光に関する研究

渡邊　武 講　師 博士（工学） 材料力学 壁面に二次元衝突する部材の変形特性と反発特性評価に関する研究

前畑　航平 助　教 修士（商船学） 航海学 海事教育・海事思想の普及啓発活動に関する研究

森脇　千春 助　教 修士（海事科学）航海学
海難発生時の気象状況に関する研究
霧発生時の避航パターンに関する研究

村田　光明 助　教 修士（工学） 小型センサの開発応用 土壌，植物用半導体センサに関する研究

中村　泰裕 船　長 海技実務 徹底５S・安全運航

杉本　昌弘 機関長
修士

（Maritime
Affair)

海事教育訓練
海事英語

コミュニケーション能力向上のための海事英語訓練手法に関する研究

浦田　数馬 一等航海士
船舶運用
航海学

船舶設備の進化における人的負担の検証

山口　伸弥 二等機関士 商船学
コンテナ輸送時における温度管理に関する研究
海洋浮遊ゴミに関する研究
工学教育に関する研究

練習船
大島丸

商船学科
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古瀬　宗雄 教　授 博士（工学）
材料学
表面処理

溶射膜の密着強度に関する研究
陽極酸化膜の応用に関する研究

岡崎　秀俊 教　授 博士（工学） 情報工学
視覚の計算機モデルの研究
画像処理に関する研究

浅川　貴史 教　授 博士（工学）
組込システム
ヒューマンインタフェース
福祉システム工学

ヒューマンインターフェスを考慮した福祉支援機器に関する研究
マイコン応用技術を用いた福祉支援システム

増山　新二 教　授 博士（工学） 低温工学 極低温冷凍機に関する研究

藤井　雅之 教　授 博士（工学） 電気電子工学
絶縁材料の高電界誘電特性に関する研究
太陽光発電の発電特性に関する研究
大畠瀬戸の潮流発電に関する研究

岡野内　悟 准教授 修士（工学）
ものづくり教育
機械工学

簡単な機械システムの構築と「ものづくり教育」

笹岡　秀紀 准教授 博士（理学） プラズマ工学
プラズマを用いた表面形成・改質手法の開発
プラズマや材料粒子の計測手法の開発

中村　翼 准教授 博士（工学） プラズマ応用
大気圧プラズマの応用に関する研究
プラズマ教育に関する研究

村上　泰樹 講　師 博士（情報科学）音響学 聴覚モデルに関する研究

増井　詠一郎 助　教 博士（工学） 制御工学 むだ時間系に対する安定解析及び制御系設計

平田　拓也 助　教 博士（工学）
電気回路
制御工学

電気回路の振る舞いの数理とそのシンボリック計算に関する研究

電子機械
工学科
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岡村　健史郎 教　授 修士（工学） 情報工学
画像処理による進入物体の検出・追跡に関する研究に関する研究
講義動画と講義資料が同期したｅ－ラーニングコンテンツ作成に関する研究

石原　良晃 教　授 博士（経済情報） 経営工学
運搬経路問題に関する研究
完成車の輸送システムに関する研究

杉野　直規 教　授 博士（工学）
画像工学
機械加工
コンピュータグラフィックス

表示デバイスによる面型パターン照明を用いた外観検査技術に関する研究
熟練作業のシミュレーションによる再現に関する研究

山田　博 教　授 博士（工学）
電気電子材料工学
音響工学

高温超電導材料に関する研究
色素増感太陽電池に関する研究
楽器音響に関する研究

河合　宏紀 准教授 博士（工学） 視覚情報処理 デジタル動画像を用いた3次元画像計測と感性情報処理およびARシステム構築

北風　裕教 准教授 博士（理学） 医療情報工学 がん細胞のタンパク質情報を用いた分類に関する研究

橘　理恵 准教授 博士（工学）
知能情報学
医用システム

医用画像を用いた計算機支援診断システムの開発に関する研究

海田　健 助　教 修士（工学） 統計的パターン認識 予測システムを構築するための統計的手法の確立

松村　遼 助　教 修士（情報工学） 知覚情報処理
物体検出の精度向上に関する研究
脳にヒントを得た画像認識システムに関する研究
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岩本　敏彦 教　授 修士（理学） 数学 数論、数学教育

野本　敏生 教　授 修士（法学） 行政法学
法治国家原則の現代的意義に関する研究
情報公開審査会の法的地位の研究

石田　依子 教　授 博士（文学）
ジェンダー研究
アメリカ研究

海事クラスターにおける男女共同参画の研究
モータースポーツにおけるセクシャル・マイノリティの受容に関する研究〜アメリカ合
衆国のトランスジェンダー・ドライバーを中心に
アメリカン・モータースポーツにおける女性ドライバー史研究
NASCARにおける"diversity'の研究〜人種意識を中心に

大久保　健治 教　授    修士（文学）　 日本近代文学 大正期文学場の研究

堤　康嘉 教　授 博士（理学） 位相幾何学 3次元多様体の位相不変量の研究

杉村　佳昭 教　授 博士（工学） 生物反応工学 アスタキサンチンの微生物合成に関する研究

井口　智彰 准教授 修士（言語科学） 英語学
多義語の意味拡張に関する研究
多義語習得の応用認知言語学的研究

幸田　三広 准教授 修士（体育学） 保健体育教育学
水難救助法の研究
防災教育に関する研究

神田　哲典 准教授 博士（工学）
磁気物性
材料物性

磁性薄膜の磁化ダイナミクスに関する研究

牛見　真博 准教授 博士（学術）
日本教育思想
漢文学

長州藩の学問・教育史および文学

田口　由香 准教授 博士（学術） 明治維新史
日英史料による幕末国際関係の研究
幕末長州藩の研究

藤井　忍 准教授 博士（理学）
代数幾何
微分幾何

球面内の等径超曲面に関する研究
不変式環・導分核の生成系に関する研究

尾上　智子 講　師 博士（人間科学）
地域研究（フィリピン）
医療人類学

フィリピン・ルソン島北部コルディリエラ地域における文化変容の研究

北　哲也 講　師 博士（体育学） スポーツバイオメカニクス 野球内野手の送球動作に関する研究

西村　知修
助　教

（育休代替）
修士（文学） 統語論 副詞の階層構造

一般科目


