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星 徹 准教授高分子材料化学超臨界CO2の高度利用、ポリオレフィンの機能化、ポリマーバイオマテリアル、セルロースナノファイバー

森田 孝節 准教授分析化学原子スペクトル分析、化学形態別分析（スペシエーション）、多元素同時分析、微少量試料

吉川 賢治 准教授分析化学液体クロマトグラフィ、多成分同時分析、食品添加物、微小粒子状物質（PM2.5）、フィールドワーク

松下 祥子 助教分析化学、病態解析学質量分析、疾患バイオマーカー探索、腎・多臓器連関、薬物動態

小池 祥子 助手無機材料化学バイオセラミックス、機能性食品の成分分析

中村 亜紀 助手無機材料化学層状化合物を用いた新規機能性材料の合成と応用

中山 麗 助手高分子材料無機/有機ハイブリッド、結晶配向、高分子結晶の構造解析

早川 麻美子 助手有機合成化学光を用いる有機合成反応、環境調和型プロセス、光反応の産業への利用

東 翔子 助手有機合成化学酵素阻害剤の探索と有機合成、タンパク質の結晶化

浅井 朋彦 教授プラズマ物理学高効率核融合プラズマ、超音速プラズマ流による実験室天文学、自己組織化プラズマ、プラズマ応用（医療、材料など）

岩本 弘一 教授宇宙物理学星の進化、超新星、ガンマ線バースト、元素合成、ニュートリノ、中性子星、ブラックホール

鈴木 潔光 教授教育、情報科学教育、情報教育、表計算ソフト・数式処理ソフトを活用した教育、携帯電話・ネットワークを利用した教育

高瀬 浩一 教授物性実験、応用物理低次元物質や磁性半導体および機能性材料の創成と物性評価、ナノテクノロジーを用いた機能素子の創成

高橋 努 教授核融合科学磁場反転配位型コンパクトトーラスによる先進核融合発電、コンピュータトモグラフィによるプラズマ計測

二瓶 武史 教授素粒子論素粒子、超対称理論、大統一理論、陽子崩壊、クォーク、レプトン、暗黒物質、余剰次元、CP対称性の破れ

根來 均 教授宇宙物理学X線観測を通じたブラックホール等の高エネルギー天体周辺での物理現象の解明

藤井 紫麻見 教授天体物理学恒星の進化、大質量星、超新星・超新星残骸、活動銀河、銀河団、その他高エネルギー天体

山中 雅則 教授物性理論、統計解析多体問題、計算物理学、数値シミュレーション、生命情報学、インシリコ創薬、タンパク質、経済物理学

渡辺 忠孝 教授強相関電子固体電子物性、強相関電子系の物理、エキゾチック超伝導、フラストレーション、超音波物性、単結晶成長

飯尾 俊二 特任教授核融合学磁場閉じ込め、プラズマ計測、レーザ計測、固体内核変換

糸井 千岳 特任教授統計物理学数理物理、統計物理、多体問題、物性理論、場の理論、相転移、臨界現象、磁性、ランダム系

高野 良紀 特任教授超伝導、物性実験超伝導と磁性、新超伝導物質探索（リチウム硼炭化物、鉄砒素系超伝導体）、層状遷移金属化合物

小松﨑 良将 准教授生物物理学学習、シナプス可塑性、細胞外電位記録、海馬

住友 洋介 准教授量子ビーム科学加速器物理、放射線科学、自由電子レーザー、高強度光生成、計算機シミュレーション

三輪 光嗣 准教授素粒子論素粒子、超弦理論、M理論、ゲージ／重力対応、ブラックホール、ホログラフィ

雨宮 高久 助教科学史物理学史、プラズマ・核融合研究開発史、教科書における物理学概念の変遷

出村 郷志 助教超伝導、ナノスケール計測超伝導を含む機能性材料の探索および評価、走査型トンネル顕微鏡による局所構造および電子状態観察

小川 洋 助手素粒子実験地下素粒子実験、暗黒物質探索、ニュートリノ天文学、極低放射能技術

小林 大地 助手プラズマ実験核融合プラズマ実験、実験室天文学、超音速プラズモイド加速、MHDシミュレーション

青柳 美輝 教授複素解析学多変数関数論、学習理論

志村 立矢 教授数学基礎論非古典論理、中間論理、完全性

利根川 聡 教授偏微分方程式論非線形シュレーディンガー方程式、非線形クライン・ゴルドン方程式

橋口 徳一 教授位相幾何学アノソフ力学系、不変量

古津 博俊 教授表現論既約ユニタリ表現、超リー代数、ゲームの理論

安福 悠 教授代数的整数論代数学、整数論

善本 潔 教授組合せ論グラフ理論、離散幾何 

河野（平田） 典子 特任教授整数論ディオファントス近似、楕円曲線、有理点

吉開 範章 特任教授ネットワーク基礎論社会的ネットワーク、情報コミュニケーション技術、信用工学、QoE

笠川 良司 准教授位相幾何学写像類群、不変量

小紫 誠子 准教授計算流体力学ナビエ・ストークス方程式の数値解析、コンピュータグラフィックスによる可視化、数値シミュレーション

西川 貴雄 准教授確率論確率過程、確率微分方程式

平石 秀史 准教授アルゴリズム理論量子計算、データサイエンス、離散アルゴリズム

水野 将司 准教授非線形解析学非線形偏微分方程式の正則性理論、幾何学的測度論とその応用

伊藤 勝 助教数理最適化凸解析、大規模凸最適化、劣勾配法

杉山 真吾 助手整数論保型形式、保型表現、跡公式

鷲尾 夕紀子 助手代数学、数学教育整数論およびその数学教育への応用

井上 修一郎 教授量子光学、量子情報量子イメージング、量子パルスゲート、AI分光計

出口 真一 教授素粒子論、量子論素粒子、場の量子論、量子力学、ゲージ理論、ツイスター理論、弦理論

早川 恭史 教授加速器科学線形加速器、自由電子レーザー、コヒーレントX線源、X線イメージング

渡部 政行 教授核融合科学核融合、中性子源、電気推進ロケット、荷電粒子ビーム、イオントラップ、ダイナモ現象

境 武志 准教授加速器科学線形加速器、自由電子レーザー、コヒーレントＸ線源、高周波源、ビーム源、電磁界解析計算、テラヘルツ波

長峰 康雄 准教授計算物理、核融合コンピュータシミュレーション、数値計算、プラズマ・核融合理論

行方 直人 准教授量子光学、量子情報単一光子検出、エンタングルメント、量子暗号、量子計算

桑本 剛 准教授（研究所）原子光学レーザー冷却、原子気体のボース・アインシュタイン凝縮

大谷 聡 助教素粒子論、量子論素粒子、場の量子論、量子力学、ホログラフィ、経路積分、繰り込み群

勢力 尚雅 教授倫理学・技術者倫理〈経験と言語形式の連関〉と〈文化・社会形態〉の相互作用に関するシステム論的研究

人文社会科学
系列

岸 規子 准教授日本近代文学田山花袋・島崎藤村等の作品研究

鈴木 明 専任講師理論経済学線形経済学、産業連関分析

天野 聖悦 助教憲法受信料制度と知る自由、自衛権、地方自治

島村 修平 助教分析哲学自己意識の成り立ちに関する研究、言葉の意味と推論の関係に関する研究

武村 一雄 教授微分方程式論各種境界値問題に対するグリーン関数の解析的・代数的構造の究明、再生核を利用した連続・離散ソボレフ不等式の最良評価

数学系列

林 誠 教授常微分方程式論常微分方程式の解軌道の定性的理論

山崎 晋 教授代数解析学佐藤超函数、超局所解析、D加群

安部 公輔 准教授応用解析学数値解析、シミュレーション解析

五十嵐 威文 准教授偏微分方程式論非線形放物型方程式の解の長時間挙動および爆発問題

久保田 直樹 准教授確率過程論ランダム媒質中のランダムウォークの漸近挙動について

渡邉 健太 准教授代数幾何学K3曲面上のベクトル束、曲線のブリルネーター理論とその周辺

小林 正史 専任講師多変数関数論不変計量を用いた正則同値問題の研究

梅田 耕平 助教代数解析学多変数ラプラス超関数の理論

齋藤 洋樹 助教実解析・調和解析実解析・調和解析的手法による掛谷問題の研究

井口 英雄 教授相対論・宇宙論時空特異点およびブラックホールの物理

物理系列

大久保 尚紀 教授磁性体物理・物理教育円運動に関する教育教材の開発

佐甲 徳栄 教授分子科学・反応動力学光と物質の相互作用、少数量子多体系

鈴木 徳一 教授統計力学・複雑系科学カタストロフ複雑系現象としての地震

中原 明生 教授物性物理学パターン形成、破壊制御、レオロジー

中村 正人 教授原子分子物理学原子分子およびその集合体の衝突過程とその星間物理化学への応用

伴 周一 教授固体物理・教育磁性、理科教育機材、書籍撮影装置

三島 隆 教授一般相対論アインシュタイン方程式の厳密解

岡田 悟志 准教授固体物性・物理教育機能性電子材料の探索と評価

勝木 厚成 准教授統計物理学数理地形、生物物理、複雑系

坂元 啓紀 准教授統計物理学スピン系、場の理論、くりこみ群

三五 弘之 教授材料化学新規セメント系材料の開発

化学系列

村上 雅彦 教授 分析化学・環境化学超微量元素の分離および分析手法の開発

米田 哲也 教授物理化学・触媒化学固体触媒、環境浄化、金属ナノ粒子、担体改質、自己組織化、水溶媒

伊藤 賢一 准教授有機化学環境低負荷型有機合成反応の開発

大宅 淳一 准教授材料化学セメント系材料の水和反応

小泉 公志郎 准教授無機材料化学産業副産物の有用再資源化

平野 壮哉 専任講師分析化学有害物質除去法の開発

石見 勝洋 助手天然物化学理科教育、有用天然物の探索

岡田 真紀 助手物理化学・計算機化学溶液中の分子のダイナミクスに関する研究

梶山 貴弘 助教自然地理学氷河地形に関する研究地学系列

鈴木 孝 教授19世紀アメリカ文学マーク・トウェインの晩年思想

英語系列

乙黒 麻記子 准教授英文学ポストコロニアル文学研究

河口 英治 准教授17世紀英文学形而上詩人の奇想、宗教上のスタンス

小中 秀彦 准教授日英語比較川端作品の英訳

中村 文紀 准教授アメリカ文化論・教育工学アメリカの人種・民族・宗教と文学、教学IR

ジョナサン・ハリソン 准教授英語教育教育学英語教授法とカリキュラム

ジョセフ・J・ファラウト 准教授英語教育・教育心理学英語学習意欲

秋庭 大悟 助教言語学・生成文法理論英語と日本語を中心とした比較統語論

加藤 遼子 助教英文学・英米児童文学ジョン・ミルトン研究、英米児童文学

丸 聡弘 助教アメリカ文学・文化論ハーマン・メルヴィル研究を中心に

郭 海燕 教授日中外交史、中国語学日清戦争史、中国語教授法

初修外国語
系列

石部 尚登 准教授言語社会学言語政策研究、地域語・少数言語復権論、地域研究（ベルギー）

伊藤（時田） 伊津子 准教授現代ドイツ語学ドイツ語の語順と文構造

栁 武司 准教授現代ドイツ文法日独対照形容詞研究

北村 勝朗 教授スポーツ心理学エキスパートの熟達化とコーチング

体育系列

安住 文子 准教授スポーツ生理学身体活動習慣・生活習慣と体力の関係

重城 哲 准教授スポーツ生理学幼児期の発育・発達と運動能力について

髙橋 亮輔 准教授体育測定評価学成長期のスポーツ傷害予防、ストレングス＆コンディショニング

難波 秀行 准教授応用健康科学身体活動の評価法開発、身体活動の促進および栄養学

沖 和磨 助教運動生理学運動制御と脳活動

三木 二郎 助教コーチング学水泳競技におけるコーチング

柴山 英樹 教授教育思想史シュタイナーの教育思想、教育メディア研究
教職系列

黒田 友紀 准教授学校教育学日米の学校改革、ジェンダーと教育

伊豆原 月絵 教授服飾美学、博物館学色彩と紋様の象徴性、技術と道具史、資料保存、修復、復元学芸員系列

酒句 敎明 教授構造工学小規模建築物、地盤調査、災害廃棄物のリサイクル、液状化、災害情報

佐藤 秀人 教授建築基礎構造杭基礎、擁壁、地盤アンカー、地盤の環境問題

羽入 敏樹 教授環境工学、建築音響コンサートホールの音響設計、室内音場の計測と評価、医療空間の音環境、スピーチプライバシー

星 和磨 教授環境工学、建築音響劇場やコンサートホールなどの室内音場予測（シミュレーション）、建築材料の吸音率測定

矢代 眞己 教授建築史、建築論20世紀建築史、建築意匠、建築批評、住居集合論、住宅史

石鍋 雄一郎 准教授構造工学鋼構造、エネルギーの釣合に基づく耐震設計、弾塑性構造解析、鋼材系ダンパーの性能

山﨑 誠子 准教授ランドスケープ計画ランドスケープ、ガーデン、緑化、街づくり、建築設計、建築計画

石田 優 助教建築デザイン近代建築史、住居論、3DCG、インタラクションデザイン

川嶋 勝 助教建築史、建築意匠近代日本建築史、建築ジャーナリズム史、建築書の歴史と編集

鈴木 諒一 助手環境工学建築環境の測定・シミュレーション、音楽スタジオ設計、住空間の音環境

小林 一彦 教授マイクロ波、環境電磁ＯＴＡ評価環境構築、マイクロ波電力伝送システム

西村 克史 教授微生物化学微生物由来酵素の性質と構造解析、微細藻類の利用、新奇高分子生産微生物の探索

萩原 俊紀 教授有機合成化学超分子材料、インターロックト化合物、自己複製分子、人工DNA、新機能ポリマー、高性能ポリマー

赤澤 寛行 准教授天然物有機化学天然物の単離、天然物の構造解析、生物活性の評価、天然物の有効活用

金 炯秀 准教授教育工学、複合材料聴覚障害者・学生のための意思疎通支援システムの開発、複合材料（CFRP）の衝撃解析

駒田 智彦 准教授ハドロン物理学、教育ハドロン実験データの解析、σ/κ中間子、バリアフリー数式エディターの開発

前田 知人 准教授ハドロン物理学ハドロン分光学、相対論的クォーク模型、エキゾチックハドロン

眞中 裕子 准教授非線形解析学非線形写像の不動点定理、バナッハ空間における射影法と近似定理、反復法による収束定理と最適化問題

宮城 徳誠 助教熱流体工学噴流の拡散制御、DBDプラズマアクチュエーターによる流体制御、太陽熱の有効利用

一柳 龍伸 助手電力・電気機器工学電気機器、リアクトル、ベクトル、始動器、インバーター装置、リアクトルコイル、振動トルク、ベクトル図

川根 深 専任講師教育工学携帯端末を用いた数学教育の支援プログラムの開発数学系列

豊田 陽己 教授素粒子論非局所場の理論、量子変形、広がりをもつ素粒子模型、ゲージ／重力対応
物理系列

梅津 光一郎 准教授素粒子論場の量子論、重力理論、量子力学基礎論

服部 英恵 准教授体育史近代日本の健康法体育系列

短期大学部

梅村 靖弘 教授 土木材料 高機能性コンクリート、コンクリート構造、エココンクリート、産業廃棄物リサイクル、ジオシンセティックス

大沢 昌玄 教授 都市計画、土木史 市街地開発事業、都市交通施設、災害リスクと土地利用、まちの活性化、都市空間設計、災害復興、都市計画史、駐車場

金子 雄一郎 教授 建設マネジメント インフラマネジメント、維持管理、入札・契約制度、プロジェクト評価、公共交通計画、ビッグデータ

小林 義和 教授 計算工学 非破壊検査、液状化、数値解析、大変形、並列計算、逆解析

齋藤 利晃 教授 微生物処理工学 下水道、下水処理、亜酸化窒素、エネルギー自立化

関 文夫 教授 構造、デザイン 構造設計、構造技術、土木史、コンセプチュアルデザイン、土木デザイン、システムデザイン、環境デザイン

高橋 正行 教授 水理学 空気混入流、流水美デザイン、親水デザイン、河川環境、都市型水害対策、河川構造物

中村 英夫 教授 交通計画、都市政策 都市交通計画、都市計画調査、都市政策評価、都市・地域マネジメント、官民連携

羽柴 秀樹 教授 測量学 衛星リモートセンシング、地理・地形情報、GPS、環境調査と評価、土地被覆、都市内緑地環境、災害調査

安田 陽一 教授 水理学 水生生物の生態系保全、河川環境改善、魚道の流れ、洪水流の減勢対策、砂防施設からの洪水流の制御

野村 卓史 特任教授 応用力学、風工学 風災害、長大橋、風環境、環境音、計算力学、風力発電

前野 賀彦 特任教授 海岸工学、地盤工学 海底地盤、波浪による液状化、海岸侵食とその対策、沿岸植生と海岸保全、漁港・漁村整備、大規模洪水災害

小田 憲一 准教授 防雪工学 土砂･雪崩、斜面防災、模型実験、流動体の摩擦特性、数値流体力学

鎌尾 彰司 准教授 地盤工学 地盤沈下、地盤改良、大深度地下開発、地盤調査、湿地、リサイクル

小沼 晋 准教授 環境解析、環境工学 バクテリア、環境汚染物質、リスク評価・管理、干潟・浅場、生態系修復、総合的な環境指標

佐藤 正己 准教授 土木材料 ハイパフォーマンスコンクリート、超高強度コンクリート、反応解析、産業廃棄物活用、耐久性向上、粒子設計

重村 智 准教授 土質力学 土の強度、せん断帯、大変形、斜面安定、地すべり、破壊機構、進行性破壊

長谷部 寛 准教授 応用力学、風工学 数値流体力学、乱流モデル、風洞実験、橋梁の耐風設計、都市の風環境、林野火災

吉田 征史 准教授 環境衛生工学 富栄養化、生物学的排水処理、微生物燃料電池、活性汚泥モデル、温室効果ガス

園部 雅史 助教 測量学 衛星リモートセンシング、GIS、GPS、災害調査と評価、環境調査と評価、土地被覆

三友 奈々 助教 環境デザイン学 都市デザイン、地域デザイン、公共的空間、広場、公園、街路、まちなかの居場所、コミュニティ再生、まちづくり

山田 雄太 助教 構造工学、維持管理 コンクリート構造、複合構造、力学モデル、非線形有限要素解析、せん断、疲労、耐震・免振、材料-構造連成応答

佐藤 柳言 助手 水理学 高速水流、河川構造物、水工構造物周辺の流れ（局所流）、流水抵抗

中村 勝哉 助手 地盤力学 数値解析、逆問題、進行性破壊、要素試験、模型試験

藤井 大地 助手 環境微生物工学 バクテリア、微細藻類、mRNA、PCR、FISH

伊東 英幸 教授 交通環境計画・評価 交通生態学、ロードキル、戦略的環境アセスメント、環境経済評価、ライフサイクルアセスメント、観光交通、公共交通

小早川 悟 教授 地区交通計画・物流 都市交通管理、自転車通行路の計画、駐車場計画、ロジスティクス（物流計画）、交通安全対策

佐田 達典 教授 空間情報工学、測量 衛星測位、GPS、準天頂衛星、ICT施工、レーザスキャナ、道路空間計測、モバイルマッピング

下川 澄雄 教授 道路工学、交通工学 サービス水準、交通容量、交通渋滞、道路ネットワーク、道路空間再編、幾何構造、ラウンドアバウト

谷口 望 教授 構造工学、鉄道工学 鋼構造、複合構造、橋梁工学、設計工学、維持管理、騒音振動対策、防災工学

轟 朝幸 教授 交通計画、地域計画 航空ネットワーク、空港計画・運用、公共交通（鉄道、バス、LRT）、ITS、TDM、交通ビッグデータ、観光交通

福田 敦 教授 交通計画、国際開発 交通システム計画、低炭素交通システム、交通プロジェクトの経済評価、国際協力事業

藤井 敬宏 教授 都市交通計画 地域公共交通、シニア社会の交通、住民協働都市のコンパクト化と交通、交通バリアフリー

峯岸 邦夫 教授 交通地盤工学 交通施設、道路、鉄道、空港、人工地盤材料、ジオシンセティックス、ジオフォーム、地盤の軽量化、地盤の補強、リサイクル

桑原 雅夫 特任教授 交通工学 交通データ解析、交通ネットワーク解析、交通流解析、交通容量、信号制御

石坂 哲宏 准教授 交通工学、情報工学 道路交通情報収集・提供、交通ビッグデータ解析、交通行動モデリング、交通シミュレーション、スマートモビリティ

江守 央 准教授 福祉交通、UD 交通バリアフリー、歩行空間計測と計画、賑わいのみちづくり、歩行者情報・サイン計画、観光交通

齊藤 準平 准教授 コンクリート工学 交通インフラ、コンクリート構造物、劣化・損傷度診断、耐荷性・耐久性評価、維持管理計画、非破壊検査

兵頭 知 助教 交通工学、土木計画 交通安全、交通事故リスク評価、車両挙動解析、高速道路、幹線道路、プローブカーデータ、多変量解析、航空安全

山中 光一 助教 地盤工学、舗装工学 路床土、舗装の構造設計、理論的設計方法、混合地盤材料、地盤の安定処理、軽量土、リサイクル

吉岡 慶祐 助教 交通工学 道路構造、交通事故、交通渋滞、交通シミュレーション、サービス水準、交通容量、ラウンドアバウト

菊池 浩紀 助手 交通計画、都市計画 交通需要予測、低炭素交通システム、低炭素都市、都市政策評価、気候変動適応策、システムダイナミクス

関口 穂 助手 構造工学 鋼構造、橋梁工学、鉄道工学、仮設構造

田部井 優也 助手 交通計画、都市計画 道路交通アセスメント、交通渋滞、ミクロ交通流シミュレーション、大規模小売店舗、駐車場

宇於﨑 勝也 教授 都市計画、都市デザイン 都市計画、都市デザイン、都市計画史、景観の保全・形成、居住環境整備、環境・防災と不動産、まちづくり、住宅政策

佐藤 慎也 教授 建築計画、建築設計 芸術文化施設、美術館、劇場・ホール、アートプロジェクト、展示空間、劇空間

佐藤 光彦 教授 建築計画、建築設計 建築設計、建築論、設計方法の分析、居住空間、住宅、集合住宅

田嶋 和樹 教授 構造工学 鉄筋コンクリート構造、非線形構造解析、耐震性能評価手法、靭性能評価手法、耐久性評価手法、損傷解析法

田所 辰之助 教授 建築史、建築論 近・現代建築史、近代住宅史、デザイン思潮、モダニズム建築の保存・再生

冨田 隆太 教授 環境工学 音・振動環境、床衝撃音、床振動、加振力、交通振動、床材のかたさ感覚、保育施設の音・振動環境

中島 肇 教授 構造工学、対雪設計 鋼構造、ハイブリッド構造、構造デザイン、構造設計手法、雪荷重評価、屋根上積雪分布予測、大変形・座屈・弾塑性挙動分析

中田 善久 教授 建築材料、建築施工 建築材料、施工、品質評価、新素材、新工法、RC造住宅、プレハブ化、木材の耐火、耐久性向上

長沼 一洋 教授 構造工学 鉄筋コンクリート構造、鋼・コンクリート合成構造、非線形構造解析、有限要素法、熱伝導・温度応力解析

橋本 修 教授 環境工学 室内音響、公共空間の音環境、音声伝送性能の評価・予測、電気音響による拡声音制御、光・視環境の評価

秦 一平 教授 構造工学、「対震」工学 対（地）震性能設計法、制震（振）構造、長寿命建築、免・制震部材、免震構造システム、制震改修、地震時の挙動解析、地震災害情報

蜂巣 浩生 教授 環境工学、設備工学 建築設備、温熱環境、複合環境、実験動物施設、環境制御、省エネルギー、脊髄損傷者

宮里 直也 教授 構造工学、空間構造 空間構造、ドーム、スタジアム、ガラスファサード、ケーブル構造、膜構造、テンセグリック構造、テンセグリティー構造、仮設建築、構造教育、災害訓練施設

山田 雅一 教授 構造工学 基礎構造、地盤工学、液状化、オンライン応答実験法、改良地盤、振動台実験、地盤の物性評価、地盤災害

山中 新太郎 教授 建築計画、建築設計 地域デザイン、地域計画、災害復興計画、都市・集落分析、建築設計、施設計画、施設利用分析、建築空間論、建築設計論

一瀬 賢一 特任教授 建築材料、建築施工 建築材料、施工、品質評価、高強度コンクリート、繊維補強コンクリート、環境負荷低減

今村 雅樹 特任教授 建築計画、建築設計 建築設計、インテリア設計、公共施設、地域複合施設、教育施設、医療福祉施設、パブリック空間論、設計手法

岡田 章 特任教授 構造工学、空間構造 空間構造、ドーム、スタジアム、アトリウム空間、ガラスファサード、ケーブル構造、膜構造、テンセグリック構造、耐震シェルター、空間構造史、構造教育、仮設建築

重枝 豊 特任教授 建築史、保存修復論 日本の伝統建築の解析、近世社寺建築、建築の保全と再生、アジア建築、フィールドワーク、中国・朝鮮の建築

古橋 剛 特任教授 構造工学、「対震」工学 対（地）震性能設計法、制震（振）構造、長寿命建築、免・制震部材、免震構造システム、制震改修、地震時の挙動解析、地震災害情報

井本 佐保里 准教授 建築計画、復興デザイン 災害復興、ハウジング、子ども施設、スラム、難民キャンプ、住まい選択、ネットワーク、地域デザイン、空間変遷、住民主体

廣石 秀造 准教授 構造工学、木質構造 構造設計、構造デザイン、仮設建築、プレハブ、木製遊具・家具、中大規模木造、木質架構の印象

古澤 大輔 准教授 建築計画、建築設計 建築設計、意匠論、再生建築、建築の転用、ビルディングタイプ論、建築のノーテーション

井口 雅登 助教 環境工学、設備工学 温熱環境、住宅の暖冷房設備、住宅の省エネルギー、床チャンバー方式による住宅空調

泉山 塁威 助教 都市計画、都市デザイン 都市再生、中心市街地再生、ウォーカブルなまちづくり、商業地の人のアクティビティ、パブリックスペース、タクティカル・アーバニズム、プレイスメイキング、エリアマネジメント

二瓶 士門 助教 建築計画、建築設計 居住空間、建築意匠、実測調査、統計解析、シミュレーション、温熱環境、省エネルギー

宮田 敦典 助教 建築材料、建築施工 建築材料、施工、品質評価、新素材、新工法、RC造住宅、プレハブ化、木材の耐火、耐久性向上

阿久戸 信宏 助手 構造工学、「対震」工学 免震構造、制振構造、リアルタイムオンライン応答実験法

大川 碧望 助手 建築計画、建築設計 芸術文化施設、美術館、劇場・ホール、アートプロジェクト、展示空間、劇空間

岡庭 拓也 助手 環境工学 音・振動環境、床衝撃音、床振動、加振力、交通振動、鉄道騒音、保育施設の音・振動評価

鴛海 昂 助手 構造工学、空間構造 構造設計、空間構造、スタジアム、ケーブル構造、膜構造

道明 裕毅 助手 構造工学 基礎構造、地盤工学、液状化、オンライン応答実験法、改良地盤、振動台実験、地盤の物性評価、地盤災害

居駒 知樹 教授 浮体工学 海洋構造物の耐波性能、浮体の動揺性能、非線形波力、海洋開発、浮体式洋上風力発電、波力発電

北嶋 圭二 教授 耐震構造工学 合理的な構造システム、耐震設計、免震・制震構造、鉄筋コンクリート構造、氷海構造物

小林 直明 教授 建築設計、海洋建築計画 意匠設計、デザイン、研究施設計画、災害対応まちづくり計画、建築ストックの再生デザイン

福井 剛 教授 コンクリート構造工学 プレストレストコンクリート構造、プレキャスト工法、せん断破壊機構、地震後の継続使用性

星上 幸良 教授 沿岸環境学 津波・高潮・海岸侵食に対する海岸保全計画、住民合意形成

小林 昭男 特任教授 沿岸域工学 海浜環境調査、海浜変形予測、海浜環境GIS、海岸侵食対策、海岸環境共生、海岸・港湾構造物の設計と施工

近藤 典夫 特任教授 数値流体力学 海洋汚染、海水の流れ、境界移動問題、大型海洋構造物の運動性能、座屈問題、不安定現象、構造物の渦励振

桜井 慎一 特任教授 ウォーターフロント 水辺の空間デザイン、水辺居住計画、海洋景観計画、環境価値評価、ウォーターフロントの防災計画

惠藤 浩朗 准教授 海洋構造計画・設計 海洋建築物の構造計画・構造設計、海洋建築物の運動性能、浮体式海洋建築物を生かした海洋空間利用

髙橋 孝二 准教授 構造設計・建築構法 鉄筋コンクリート造超高層建築物の構造設計、プレキャスト鉄筋コンクリート工法の構造性能および施工法、免震・制震構造の設計および解析、中大規模木造構造の基礎研究

山本 和清 准教授 沿岸地域計画学 沿岸域のまちづくり計画、沿岸域社会福祉計画、水辺のユニバーサルデザイン計画、沿岸域防災避難計画、海浜空間のサイン計画

佐藤 信治 専任講師 デザイン・建築計画学 デザインコラボレーション、水族館、セルフビルドハウジング、透視図空間、海洋建築・建築デザイン

相田 康洋 助教 沿岸防災、数値流体力学 粒子法、津波漂流物の建築物への衝突問題、係留船舶の動揺シミュレーション、津波避難場所の適地選定

菅原 遼 助教 親水工学 海洋建築計画、水辺のまちづくり、市民・住民参加、公共空間活用、公私計画、親水空間デザイン

寺口 敬秀 助教 ウォーターフロント都市工学 都市計画、都市政策、防災計画、地域振興、観光、マリンレジャー

野志 保仁 助教 海洋工学 海浜変形予測、海岸保全計画、海岸侵食対策、砂浜保全、養浜技術開発

阿部 貴弘 教授 都市史、景観計画 歴史・文化をはぐくむまちづくり、土地の記憶・まちの履歴を生かした都市設計、持続可能なコミュニティ形成

岡田 智秀 教授 景観まちづくり 地元住民がいきいきと暮らせる景観まちづくり、魅力あるまちの将来像を導く景観ワークショップ

後藤 浩 教授 河川工学、海岸工学 海岸防災からのまちづくり、浜辺を楽しむビーチアクティビティ論、漁港・漁村の魅力を高める空間デザイン

田中 賢 教授 福祉社会と安全 安全・防犯まちづくり、健康・福祉社会実現のための人間工学、環境心理学を用いた建築計画

仲村 成貴 教授 地震工学、構造力学 まちを構成する各種施設のモニタリング、防災ハザードマップの利活用、構造物の振動特性同定、災害時応援協定

依田 光正 教授 福祉工学 「ひと」と「まち」をつなぐ福祉テクノロジー、多様な人々へのテクノロジーを活用したまちづくり、福祉環境デザイン

天野 光一 特任教授 景観工学、観光計画 美しく住んで良し訪れて良しのまちを実現する景観計画論・観光まちづくり論、合理的で美しい公共施設のデザイン論

小木曽 裕 特任教授 都市・緑地の計画整備 魅力的な都市や集合住宅地を創出・再生する総合的まちづくり、建築とランドスケープの調和による魅力的な市街地整備

高村 義晴 特任教授 都市・地域の再生 都市・地域再生と復興、新たな総合的地区マネジメント、総合的都市・地域整備手法・制度の開発

八藤後 猛 特任教授 福祉社会と生活環境 人々の生活・教育・就労・余暇において平等を実現する社会インフラとしてのまちづくりの技術

川田（押田） 佳子 准教授 緑と観光まちづくり 人と自然が共生するためのトータルランドスケープデザイン、自然・歴史観光地における持続可能な観光まちづくり

西山 孝樹 准教教 観光計画、地域史 史学を軸とした観光計画に関する研究、近世以前における社会基盤整備の歴史

山㟢 晋 准教授 都市計画・建築計画 公共施設の空間整備・地域連携手法、再編・跡地活用、人口減少社会の居住とまちづくり

落合 正行 助教 建築計画・設計、空間デザイン 都市の既存ストック活用、リノベーションまちづくり、公民館とまちづくり、建築・都市空間のコミュニケーションデザイン

田島 洋輔 助教 環境・防災まちづくり 再生可能エネルギーを中心とした持続可能なまちづくり、河川環境を活用した魅力的で災害に強い河川空間づくり

牟田 聡子 助教 福祉まちづくり 高齢者・障害者・子どもなど、すべての人が安全・快適に暮らせるまちづくり

岡部 顕史 教授 材料力学、計算工学 アーク溶接構造とスポット溶接構造の公称構造応力算出法、ニューラルネットワークを用いた結合剛性推定法

加藤 保之 教授 弾塑性学、有限変形 自然歪を用いた有限変形の弾塑性解析、レーザー照射を受ける薄板の熱弾塑性解析、カテーテルの強度と変形挙動

木村 元昭 教授 熱流体工学、熱力学 DBDプラズマアクチュエーターによる噴流制御、ソーラーエネルギーによる水素生成サイクル

鈴木 康方 教授 流体工学、静粛工学 翼端渦騒音、車体周りの流れと空力特性の解明、風車翼の空力特性の改善

関根 太郎 教授 車両力学、人機械系 ITS、パーソナルモビリティ、教育用シミュレーター、二輪車の運動特性、コネクテッド・ビークル

冨岡 昇 教授 薄板構造力学 スポット溶接構造の疲労寿命予測法、ばらつき要因によるスポット溶接の疲労寿命変動

富永 茂 教授 機械力学、人間工学 傷害予測に関する研究、自動車救命システム開発、一輪車運動の研究、自動車の予防衝突安全研究

星野 倫彦 教授 金属塑性加工 押出加工の数値シミュレーション、コンフォーム連続押出に関する研究、輸送機器軽量フレームの評価と製造

山田 高三 教授 生産加工、精密測定 研削加工システムの最適化、砥石表面形状の精密測定、研削加工シミュレーターの開発

吉田 幸司 教授 内燃機関、燃焼工学 新点火方式の研究、電界中の予混合火炎挙動、バイオ燃料のエンジンへの応用、回生機構付きエアモーターの開発

渡辺 亨 教授 機械力学・計測制御 機械システム（高層ビル、免震建物、除振台、柔軟ロボットアームなど）の運動と振動の制御

堀内 伸一郎 特任教授 車両運動制御 非線形車両運動解析、制御系の解析的評価法、個人適合型ドライバー支援システム、動的適応インターフェース

李 和樹 特任教授 生産加工、精密測定 精密加工、精密測定、生産技術、マイクロシステムの開発と評価、メカトロニクスの開発と評価

安藝 雅彦 准教授 機械力学・制御 車両（自動車、鉄道）の運動と制御、マルチボディダイナミクス

飯島 晃良 准教授 内燃機関、燃焼工学 高効率次世代エンジン、HCCI、水素、天然ガス、燃焼反応数値シミュレーション、電動化対応エンジン、対向ピストンエンジン

上田 政人 准教授 材料力学、複合材料 繊維強化プラスチックのマイクロメカニクス、航空機・自動車構造の軽量化と信頼性向上、高機能化

河府 賢治 准教授 流体工学、混相流 空気輸送の特性、超音波非接触粉粒体輸送、希少金属粒子の挙動制御、超音波集塵、液中粉粒体の超音波分散効果

関谷 直樹 准教授 流体工学、流体計測 境界層遷移、乱流境界層、境界層制御、風車、低レイノルズ数流れ

秋元 雅翔 助教 熱流体工学・熱力学 DBDプラズマアクチュエーターによる噴流制御、マイクロセンサーの開発

内田 元 助教 生産加工、精密測定 切削・研削・研磨加工の理論解析と応用、メカトロニクス

市原 稔紀 助手 材料力学、複合材料 複合材料の3Dプリント、複合材料の構造最適化設計

三木 悠也 助手 流体工学、数値流体力学 ハイパフォーマンスコンピューティング、乱流境界層、船舶周りの流れ解析、小型軸流ファンの内部

青木 義男 教授 構造力学、複合材料 構造ヘルスモニタリング、マイクロ展開構造、安全車体設計、ハードウエア識別器、宇宙エレベーター

今井 郷充 教授 MEMS、材料力学 マイクロメカニクス、マイクロ加工、医療MEMS、ポリマー MEMS、生体適合材料、バイオミメティクス

入江 寿弘 教授 ロボット工学 展開車輪による階段昇降ロボット、コミュニケーションロボット、アバターロボット、遠隔操作ロボット

内木場 文男 教授 マイクロマシン 機能性材料、セラミック、マイクロパーツ、マイクロロボット、ヒューマノイド、人工生物

齊藤 健 教授 アナログ回路、AI アナログ集積回路デザイン、AI、マイクロロボット、ニューロロボティクス、人工生物、BMI

清水 雅夫 教授 計算機視覚 ステレオビジョン、高精度画像レジストレーション、非剛体レジストレーション、画像超解像処理

田中 勝之 教授 エネルギー工学 代替フロン冷媒、ヒートポンプ、オーガニックランキンサイクル、スターリングサイクル、燃料電池、熱電発電

羽多野 正俊 教授 ロボット工学 レスキューロボット、水中ロボット、農業ロボット、ドローン

松田 礼 教授 人間工学、機械計測 低周波音、騒音、音環境、振動、生体計測、生理心理反応、触感覚、機能表面、マシニングセンタ

井上 健 准教授 制御工学 システム制御理論、制御系の設計、システムデザイン、全身型パワー増幅ロボット

小林 伸彰 准教授 デジタル回路、BCI 半導体LSI、動画像符号化システム、ブレーン・コンピュータ・インターフェース（BCI）

田畑 昭久 准教授 知的構造設計 統計的学習理論、エンジニアリングデザイン、外挿アルゴリズム、知的構造物

吉田 洋明 准教授 制御工学、ロボット工学 ロボットの力制御、マスタ・スレーブシステム、閉鎖生態系の物質循環制御、サブオービタル宇宙機

渡邉 満洋 准教授 材料工学、接合 構造・機能材料、金属、接合、組織解析、組織制御、電子顕微鏡

金子 美泉 助教 マイクロマシン 機能性材料、セラミック、MEMS電磁デバイス

中村 嘉恵 助教 光学、表面工学、設計工学 表面加工による光性質制御、数値計算による光学シミュレーション、計測装置の設計開発

粟飯原 萌 助手 情報工学 教育、福祉等のシリアスゲーム構築法、モデリング&シミュレーション

大塚 賢哉 助手 計算力学、計測評価工学 構造ヘルスモニタリング、劣化損傷診断、非破壊検査、数値解析、スポーツ工学

内山 賢治 教授 システム制御 宇宙機、軌道設計、UAV、状態推定、最適制御、ロバスト制御

奥山 圭一 教授 航空宇宙機材料 航空宇宙機材料、航空宇宙機構造、繊維強化樹脂複合材、超小型宇宙機システム

髙橋 賢一 教授 熱流体工学 混相熱流体、熱流体解析、固体燃焼、固体粒子燃焼、ロケット推進

田辺 光昭 教授 航空原動機 電動ジェットエンジン、ロケットエンジンの振動燃焼、低燃費ガソリンエンジン、深層学習

村松 旦典 教授 熱流体工学 流れの制御、流体計測、流れの可視化、流れの不安定性、乱流混合、噴流

野口 聡一 特任教授 宇宙工学 有人宇宙技術

宮崎 康行 特任教授 宇宙構造物工学 ゴッサマー・マルチボディ・ダイナミクス、展開構造、大型宇宙構造システム、超小型科学衛星

安部 明雄 准教授 誘導・制御工学 次世代宇宙輸送系、大気圏再突入問題、誘導・制御、火星飛行機

阿部 新助 准教授 宇宙科学 流星、隕石、小惑星、彗星、小天体探査機「はやぶさ」、宇宙生物学

小宮 良樹 准教授 材料工学 アルミニウム合金、鋳造、アルミニウム基複合材

齊藤 允教 准教授 内燃機関 振動燃焼、航空機用推進システム、ガス燃料エンジン、機械学習

中根 昌克 准教授 宇宙工学 スペースプレーン、電気推進器形状最適化、先端的生命維持システム運用立案、微小生態系解析、翼果形態発達

山﨑 政彦 准教授 宇宙構造物工学 ゴッサマー・マルチボディ・ダイナミクス、膜面宇宙構造物、モデル低次元化、超小型宇宙機システム

菊池 崇将 助教 流体工学 衝撃波、高速飛行体、ソニックブーム、光学的可視化法、風洞実験

髙橋 晶世 助教 熱流体工学 熱流体解析、境界層燃焼、ハイブリッドロケットエンジン、レジリエンス・エンジニアリング、固体着火

増田 開 助教 制御工学 無人航空機の誘導制御、惑星探査ローバの誘導制御

坂野 文菜 助手 熱流体工学 ロケット推進工学、固体燃焼、燃焼工学、分析化学

Rodriguez Leon 
Rafael Armando 
助手

組込み工学 組込みシステム、通信システム、制御システム、超小型宇宙機システム

大貫 進一郎 教授 計算電磁気学 高速・高精度アルゴリズム、並列・分散コンピューティング、エレクトロニクスシミュレーション、電磁界理論、複合物理計算

塩野 光弘 教授 電力エネルギー工学 エネルギーマネジメントシステム、海洋エネルギーの利用技術、潮流発電、波力発電、発電機制御

篠田 之孝 教授 光エレクトロニクス 光ファイバ計測、ファイバレーザ、光コヒーレンストモグラフィ、モーションキャプチャー、身体知の解析

戸田 健 教授 情報・通信工学 無線通信、生体医工学、ミリ波レーダセンシング、Wi-Fiベースセンシング、データサイエンス、ブロックチェーン、仮想通貨(暗号資産)

西川 省吾 教授 発電・電力貯蔵工学 再生可能エネルギー、分散電源、太陽光発電、ハイブリッド電源、エネルギー貯蔵、エネルギーマネジメント

古川 慎一 教授 光通信工学 光ファイバ通信システム、光ファイバ形素子、高速パルス伝送回路の設計、光導波路の設計と伝送特性解析

松田 健一 教授 物性工学、電気電子材料 ナノ磁性材料、カーボンナノマテリアル、超伝導工学

吉川 将洋 教授 電力変換工学 燃料電池の性能・寿命評価、EIS法を用いた電気化学デバイスの評価、再生可能エネルギーを利用した水電解・燃料合成

小野 隆 特任教授 計測工学、画像処理 火災検知システム、高齢者の生活支援システム、医療診断支援システム、交通情報支援システム、光環境デザイン

鈴木 薫 特任教授 材料、放電・レーザ 機能性素子、ダイヤモンドデバイス、カーボンナノデバイス、バイオマテリアル、環境半導体、太陽電池

三浦 光 特任教授 音響・超音波工学 超音波浮場、超音波加工・接合、空中超音波源、音響エレクトロニクス、超音波による微粒化、超音波音場の形成

大隅 歩 准教授 音環境、超音波エレクトロニクス 仮想音環境の構築、音響信号処理、非接触強力超音波デバイスの開発、アコースティックイメージング、非接触高速非破壊検査

尾崎 亮介 准教授 波動情報工学、光・レーダ信号処理 フォトニック結晶導波路、光集積回路デバイス、光・電波信号の情報処理、地下構造の可視化シミュレーション、電磁波レーダ

星野 貴弘 准教授 システム工学 交通流のモデル化、スマートデバイスの教育利用、組合せ最適化問題

松村 太陽 准教授 計測工学 鉄道信号システム、列車制御、列車運転システム、交通計画、LED照明、マルチセンサと画像処理による看視

門馬 英一郎 准教授 コンピュータ・ビジョン コンピュータ・ビジョン、画像情報処理、電子応用計測、機械学習、照明環境シミュレーション、生体情報処理

直井 和久 専任講師 電力発生工学 電力系統、再生可能エネルギー、発電機制御、潮流発電、風力発電、発電用タービン

淺見 拓哉 助教 音響・超音波工学 超音波応用のための複合振動源の開発、超音波加工、超音波接合

岸本 誠也 助教 波動信号処理 小形アンテナの性能評価、屋内電波環境解析、マイクロ波給電、電磁界シミュレーションの高速化

胡桃 聡 助教 光・プラズマプロセス 光機能性デバイス、グリーンサスティナブルケミストリー、プラズモニクス

辻 健太郎 助教 電力制御工学 発電機制御、再生可能エネルギーを用いた発電システム、電力系統、潮流発電、風力発電

山口 達也 助手 光エレクトロニクス 光ファイバセンサ、高速波長掃引レーザ、実時間計測システム、デジタル信号処理、教育用模擬CTシステム

岩田 展幸 教授 電子材料、物性工学 高多機能新素材、新素材設計、カーボンナノマテリアル、高温・室温超伝導、有機エレクトロニクス

大谷 昭仁 教授 計測工学、通信工学 光通信用計測技術、光応用計測技術、ミリ波・テラヘルツ波計測技術とその応用、次世代モバイル通信技術

佐伯 勝敏 教授 電子回路、生体情報 ニューロチップ、脳モデル、ニューラルネットワーク、脳型システム、バイオセンサ、生体信号処理システム

三枝 健二 教授 電磁波、環境電磁 電磁環境評価、無線通信障害対策、電波障害対策、アンテナ

高橋 芳浩 教授 半導体工学 衛星搭載用半導体デバイス、耐放射線性半導体デバイス、半導体デバイスプロセスの低温化、シリコン系発光材料

塚本 新 教授 情報記録、磁性材料 超高速高密度情報記録、フェムト秒レーザ利用超短時間現象観察、自己組織化ナノマテリアル、画像処理応用

中川 活二 教授 電子材料、磁性材料 大容量情報記憶用光学システム、光磁気ハイブリッド記録、静電気力顕微鏡、プラズモニクス

芦澤 好人 准教授 磁気工学、表面プラズモン工学 Society5.0に向けた磁気センサおよび表面プラズモンセンサ、磁気ナノテクノロジー、プラズモニック材料・デバイス、ナノ薄膜光工学

今池 健 准教授 電子回路、電子計測 圧電振動型センサ、GHz帯水晶発振器、低位相雑音発振器、GPS

布施 匡章 准教授 計測工学、信号処理工学 無線計測技術、アナログ計測技術、デジタル信号処理技術

呉 研 助教 半導体工学 超低消費電力トンネル接合FET、微細低抵抗電極材料、半導体微細加工プロセス、デバイスシミュレーション

佐々木 芳樹 助教 電子回路 多値情報処理、ニューロンモデル、VLSI

永田 知子 助教 電子材料、物性物理 フレキシブル・エコ・フェライト太陽電池、省エネ・超小型フェライトReRAM、多機能フェライト素子

菅野 翔太 助手 計測工学、通信工学 ミリ波帯無線通信評価、数値情報処理技術、FPGA

吉川 大貴 助手 応用物性、磁性材料 超短時間磁気物性観察・制御、超高速情報記録、磁気・光学薄膜材料開発

香取 照臣 教授 情報システム 列車運行計画の効率化、認知行動の解析、動的最適配置の道路交通への応用、画像処理技術による行動認識

高橋 聖 教授 情報システム ソフトコンピューティングの産業応用、脳活動計測の工学的応用

西脇 大輔 教授 パターン認識、人工知能 文字メディアの認識・理解とその応用、映像メディア処理（画像検索・照合）、実世界センシングとコト認識

保谷 哲也 教授 人工知能・信号処理 言語パターン認識、認知言語、人工ニューラルネットワーク、脳型コンピュータ、音声信号処理

細野 裕行 教授 情報通信システム 音の視覚化、薬物動態解析、画像処理応用、電磁界解析

吉川 浩 教授 3次元画像、光工学 デジタルホログラフィック３次元ディスプレー、コンピュータグラフィックス、拡張現実感

木原 雅巳 特任教授 ネットワーク、通信 高信頼コンテンツ配信、著作権管理、携帯電話認証、電子透かし、位置情報、アーカイブシステム

五味 悠一郎 准教授 ネットワーク セキュリティ、機械学習、ブロックチェーン、医療情報、教育・学習支援Ｗｅｂシステム、ゲーミフィケーション

澤邉 知子 准教授 ネットワークシステム 高精細映像通信システム、映像アーカイブシステム、ソフトウェアによるネットワーク制御

松野 裕 准教授 ソフトウェア工学 プログラミング言語、システム保証、ソフトウェア開発プロセス

望月 寛 准教授 組込みシステム 次世代鉄道信号システム、デジタル伝送システム、組込みシステムの産業応用

山口 健 准教授 ３次元画像 ホログラフィ、計算機合成ホログラム、拡張現実感技術

関 弘翔 助教 画像処理 画像処理のITSへの応用

滕 琳 助教 情報システム 最適経路問題、データマイニング

村上 知里 助教 情報処理 医用工学、仮想計測技術、生体用センサ

福田 卓海 助手 情報システム 情報技術の鉄道システムへの応用

青柳 隆夫 教授 バイオマテリアル 生体適合性材料、ドラッグデリバリーシステム、スマートマテリアルの設計と合成

青山 忠 教授 有機合成化学 未開拓反応の実験的探査、グリーンケミストリー、高効率合成、ファインケミカルズ

梅垣 哲士 教授 触媒化学 固体触媒、ナノ構造制御、金属・金属酸化物材料、エネルギー媒体、精製・浄化

大月 穣 教授 分子デバイスの化学 人工光合成、太陽電池材料、超分子材料、分子デバイス、DNA認識、医療用診断・治療技術開発

栗原 清文 教授 化学工学 化学工学物性（相平衡、粘度）、超臨界流体、イオン液体、ヒートサイクルシステム、バイオアルコール

小嶋 芳行 教授 無機材料化学 ソフトケミストリー、建築廃材のリサイクル、無機ナノ粒子、軽量不燃建材、LED蛍光体、残光性蛍光体

清水 繁 教授 高分子物性 刺激応答性ポリマー、高分子溶液物性、ポリペプチド、ポリマーゲル

須川 晃資 教授 機能ナノ材料化学、光電気化学 機能性金属・半導体ナノ粒子の化学、光電子反応制御、光触媒、太陽電池、医療用診断・治療技術、アップコンバージョン発光

遠山 岳史 教授 無機材料化学 粉体の形態制御、組成傾斜型粉体、CO2の物質−材料変換プロセス、化粧品粉体、無機系廃棄物の資源化

仁科 淳良 教授 天然物有機化学 生物資源、医薬品素材、食品素材、化粧品素材、分子生物学、細胞内情報伝達、食品機能

松田 弘幸 教授 化学工学 化学工学物性、グリーンケミストリー、ヒートサイクルシステム、超臨界流体の高度利用、医薬品・化粧品・香料の溶解度

伊掛 浩輝 准教授 高分子物性 高分子／無機ナノコンポジット、高屈折レンズ材料、UV・熱線カットポリマーコンポジット、機能性ポリマー

浮谷 基彦 准教授 天然物化学 医薬品素材、構造活性相関、構造修飾、生物資源、生物活性分子、抗腫瘍性物質、発がん予防物質

角田 雄亮 准教授 資源環境工学 バイオプラスチック原料の高効率生産、プラスチックの完全循環型リサイクル、リグニンの高度利用

鈴木 佑典 准教授 生化学、分析化学 糖脂質、糖タンパク質、膜マイクロドメイン、神経幹細胞、質量分析、難治性疾患の早期診断・新規治療法の開発

谷川 実 准教授 生化学、酵素化学 酵素、呼吸鎖電子伝達系、脱水素酵素、チトクロム、微生物、極限環境生物、D-アミノ酸
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星 徹 准教授高分子材料化学超臨界CO2の高度利用、ポリオレフィンの機能化、ポリマーバイオマテリアル、セルロースナノファイバー

森田 孝節 准教授分析化学原子スペクトル分析、化学形態別分析（スペシエーション）、多元素同時分析、微少量試料

吉川 賢治 准教授分析化学液体クロマトグラフィ、多成分同時分析、食品添加物、微小粒子状物質（PM2.5）、フィールドワーク

松下 祥子 助教分析化学、病態解析学質量分析、疾患バイオマーカー探索、腎・多臓器連関、薬物動態

小池 祥子 助手無機材料化学バイオセラミックス、機能性食品の成分分析

中村 亜紀 助手無機材料化学層状化合物を用いた新規機能性材料の合成と応用

中山 麗 助手高分子材料無機/有機ハイブリッド、結晶配向、高分子結晶の構造解析

早川 麻美子 助手有機合成化学光を用いる有機合成反応、環境調和型プロセス、光反応の産業への利用

東 翔子 助手有機合成化学酵素阻害剤の探索と有機合成、タンパク質の結晶化

浅井 朋彦 教授プラズマ物理学高効率核融合プラズマ、超音速プラズマ流による実験室天文学、自己組織化プラズマ、プラズマ応用（医療、材料など）

岩本 弘一 教授宇宙物理学星の進化、超新星、ガンマ線バースト、元素合成、ニュートリノ、中性子星、ブラックホール

鈴木 潔光 教授教育、情報科学教育、情報教育、表計算ソフト・数式処理ソフトを活用した教育、携帯電話・ネットワークを利用した教育

高瀬 浩一 教授物性実験、応用物理低次元物質や磁性半導体および機能性材料の創成と物性評価、ナノテクノロジーを用いた機能素子の創成

高橋 努 教授核融合科学磁場反転配位型コンパクトトーラスによる先進核融合発電、コンピュータトモグラフィによるプラズマ計測

二瓶 武史 教授素粒子論素粒子、超対称理論、大統一理論、陽子崩壊、クォーク、レプトン、暗黒物質、余剰次元、CP対称性の破れ

根來 均 教授宇宙物理学X線観測を通じたブラックホール等の高エネルギー天体周辺での物理現象の解明

藤井 紫麻見 教授天体物理学恒星の進化、大質量星、超新星・超新星残骸、活動銀河、銀河団、その他高エネルギー天体

山中 雅則 教授物性理論、統計解析多体問題、計算物理学、数値シミュレーション、生命情報学、インシリコ創薬、タンパク質、経済物理学

渡辺 忠孝 教授強相関電子固体電子物性、強相関電子系の物理、エキゾチック超伝導、フラストレーション、超音波物性、単結晶成長

飯尾 俊二 特任教授核融合学磁場閉じ込め、プラズマ計測、レーザ計測、固体内核変換

糸井 千岳 特任教授統計物理学数理物理、統計物理、多体問題、物性理論、場の理論、相転移、臨界現象、磁性、ランダム系

高野 良紀 特任教授超伝導、物性実験超伝導と磁性、新超伝導物質探索（リチウム硼炭化物、鉄砒素系超伝導体）、層状遷移金属化合物

小松﨑 良将 准教授生物物理学学習、シナプス可塑性、細胞外電位記録、海馬

住友 洋介 准教授量子ビーム科学加速器物理、放射線科学、自由電子レーザー、高強度光生成、計算機シミュレーション

三輪 光嗣 准教授素粒子論素粒子、超弦理論、M理論、ゲージ／重力対応、ブラックホール、ホログラフィ

雨宮 高久 助教科学史物理学史、プラズマ・核融合研究開発史、教科書における物理学概念の変遷

出村 郷志 助教超伝導、ナノスケール計測超伝導を含む機能性材料の探索および評価、走査型トンネル顕微鏡による局所構造および電子状態観察

小川 洋 助手素粒子実験地下素粒子実験、暗黒物質探索、ニュートリノ天文学、極低放射能技術

小林 大地 助手プラズマ実験核融合プラズマ実験、実験室天文学、超音速プラズモイド加速、MHDシミュレーション

青柳 美輝 教授複素解析学多変数関数論、学習理論

志村 立矢 教授数学基礎論非古典論理、中間論理、完全性

利根川 聡 教授偏微分方程式論非線形シュレーディンガー方程式、非線形クライン・ゴルドン方程式

橋口 徳一 教授位相幾何学アノソフ力学系、不変量

古津 博俊 教授表現論既約ユニタリ表現、超リー代数、ゲームの理論

安福 悠 教授代数的整数論代数学、整数論

善本 潔 教授組合せ論グラフ理論、離散幾何 

河野（平田） 典子 特任教授整数論ディオファントス近似、楕円曲線、有理点

吉開 範章 特任教授ネットワーク基礎論社会的ネットワーク、情報コミュニケーション技術、信用工学、QoE

笠川 良司 准教授位相幾何学写像類群、不変量

小紫 誠子 准教授計算流体力学ナビエ・ストークス方程式の数値解析、コンピュータグラフィックスによる可視化、数値シミュレーション

西川 貴雄 准教授確率論確率過程、確率微分方程式

平石 秀史 准教授アルゴリズム理論量子計算、データサイエンス、離散アルゴリズム

水野 将司 准教授非線形解析学非線形偏微分方程式の正則性理論、幾何学的測度論とその応用

伊藤 勝 助教数理最適化凸解析、大規模凸最適化、劣勾配法

杉山 真吾 助手整数論保型形式、保型表現、跡公式

鷲尾 夕紀子 助手代数学、数学教育整数論およびその数学教育への応用

井上 修一郎 教授量子光学、量子情報量子イメージング、量子パルスゲート、AI分光計

出口 真一 教授素粒子論、量子論素粒子、場の量子論、量子力学、ゲージ理論、ツイスター理論、弦理論

早川 恭史 教授加速器科学線形加速器、自由電子レーザー、コヒーレントX線源、X線イメージング

渡部 政行 教授核融合科学核融合、中性子源、電気推進ロケット、荷電粒子ビーム、イオントラップ、ダイナモ現象

境 武志 准教授加速器科学線形加速器、自由電子レーザー、コヒーレントＸ線源、高周波源、ビーム源、電磁界解析計算、テラヘルツ波

長峰 康雄 准教授計算物理、核融合コンピュータシミュレーション、数値計算、プラズマ・核融合理論

行方 直人 准教授量子光学、量子情報単一光子検出、エンタングルメント、量子暗号、量子計算

桑本 剛 准教授（研究所）原子光学レーザー冷却、原子気体のボース・アインシュタイン凝縮

大谷 聡 助教素粒子論、量子論素粒子、場の量子論、量子力学、ホログラフィ、経路積分、繰り込み群

勢力 尚雅 教授倫理学・技術者倫理〈経験と言語形式の連関〉と〈文化・社会形態〉の相互作用に関するシステム論的研究

人文社会科学
系列

岸 規子 准教授日本近代文学田山花袋・島崎藤村等の作品研究

鈴木 明 専任講師理論経済学線形経済学、産業連関分析

天野 聖悦 助教憲法受信料制度と知る自由、自衛権、地方自治

島村 修平 助教分析哲学自己意識の成り立ちに関する研究、言葉の意味と推論の関係に関する研究

武村 一雄 教授微分方程式論各種境界値問題に対するグリーン関数の解析的・代数的構造の究明、再生核を利用した連続・離散ソボレフ不等式の最良評価

数学系列

林 誠 教授常微分方程式論常微分方程式の解軌道の定性的理論

山崎 晋 教授代数解析学佐藤超函数、超局所解析、D加群

安部 公輔 准教授応用解析学数値解析、シミュレーション解析

五十嵐 威文 准教授偏微分方程式論非線形放物型方程式の解の長時間挙動および爆発問題

久保田 直樹 准教授確率過程論ランダム媒質中のランダムウォークの漸近挙動について

渡邉 健太 准教授代数幾何学K3曲面上のベクトル束、曲線のブリルネーター理論とその周辺

小林 正史 専任講師多変数関数論不変計量を用いた正則同値問題の研究

梅田 耕平 助教代数解析学多変数ラプラス超関数の理論

齋藤 洋樹 助教実解析・調和解析実解析・調和解析的手法による掛谷問題の研究

井口 英雄 教授相対論・宇宙論時空特異点およびブラックホールの物理

物理系列

大久保 尚紀 教授磁性体物理・物理教育円運動に関する教育教材の開発

佐甲 徳栄 教授分子科学・反応動力学光と物質の相互作用、少数量子多体系

鈴木 徳一 教授統計力学・複雑系科学カタストロフ複雑系現象としての地震

中原 明生 教授物性物理学パターン形成、破壊制御、レオロジー

中村 正人 教授原子分子物理学原子分子およびその集合体の衝突過程とその星間物理化学への応用

伴 周一 教授固体物理・教育磁性、理科教育機材、書籍撮影装置

三島 隆 教授一般相対論アインシュタイン方程式の厳密解

岡田 悟志 准教授固体物性・物理教育機能性電子材料の探索と評価

勝木 厚成 准教授統計物理学数理地形、生物物理、複雑系

坂元 啓紀 准教授統計物理学スピン系、場の理論、くりこみ群

三五 弘之 教授材料化学新規セメント系材料の開発

化学系列

村上 雅彦 教授 分析化学・環境化学超微量元素の分離および分析手法の開発

米田 哲也 教授物理化学・触媒化学固体触媒、環境浄化、金属ナノ粒子、担体改質、自己組織化、水溶媒

伊藤 賢一 准教授有機化学環境低負荷型有機合成反応の開発

大宅 淳一 准教授材料化学セメント系材料の水和反応

小泉 公志郎 准教授無機材料化学産業副産物の有用再資源化

平野 壮哉 専任講師分析化学有害物質除去法の開発

石見 勝洋 助手天然物化学理科教育、有用天然物の探索

岡田 真紀 助手物理化学・計算機化学溶液中の分子のダイナミクスに関する研究

梶山 貴弘 助教自然地理学氷河地形に関する研究地学系列

鈴木 孝 教授19世紀アメリカ文学マーク・トウェインの晩年思想

英語系列

乙黒 麻記子 准教授英文学ポストコロニアル文学研究

河口 英治 准教授17世紀英文学形而上詩人の奇想、宗教上のスタンス

小中 秀彦 准教授日英語比較川端作品の英訳

中村 文紀 准教授アメリカ文化論・教育工学アメリカの人種・民族・宗教と文学、教学IR

ジョナサン・ハリソン 准教授英語教育教育学英語教授法とカリキュラム

ジョセフ・J・ファラウト 准教授英語教育・教育心理学英語学習意欲

秋庭 大悟 助教言語学・生成文法理論英語と日本語を中心とした比較統語論

加藤 遼子 助教英文学・英米児童文学ジョン・ミルトン研究、英米児童文学

丸 聡弘 助教アメリカ文学・文化論ハーマン・メルヴィル研究を中心に

郭 海燕 教授日中外交史、中国語学日清戦争史、中国語教授法

初修外国語
系列

石部 尚登 准教授言語社会学言語政策研究、地域語・少数言語復権論、地域研究（ベルギー）

伊藤（時田） 伊津子 准教授現代ドイツ語学ドイツ語の語順と文構造

栁 武司 准教授現代ドイツ文法日独対照形容詞研究

北村 勝朗 教授スポーツ心理学エキスパートの熟達化とコーチング

体育系列

安住 文子 准教授スポーツ生理学身体活動習慣・生活習慣と体力の関係

重城 哲 准教授スポーツ生理学幼児期の発育・発達と運動能力について

髙橋 亮輔 准教授体育測定評価学成長期のスポーツ傷害予防、ストレングス＆コンディショニング

難波 秀行 准教授応用健康科学身体活動の評価法開発、身体活動の促進および栄養学

沖 和磨 助教運動生理学運動制御と脳活動

三木 二郎 助教コーチング学水泳競技におけるコーチング

柴山 英樹 教授教育思想史シュタイナーの教育思想、教育メディア研究
教職系列

黒田 友紀 准教授学校教育学日米の学校改革、ジェンダーと教育

伊豆原 月絵 教授服飾美学、博物館学色彩と紋様の象徴性、技術と道具史、資料保存、修復、復元学芸員系列

酒句 敎明 教授構造工学小規模建築物、地盤調査、災害廃棄物のリサイクル、液状化、災害情報

佐藤 秀人 教授建築基礎構造杭基礎、擁壁、地盤アンカー、地盤の環境問題

羽入 敏樹 教授環境工学、建築音響コンサートホールの音響設計、室内音場の計測と評価、医療空間の音環境、スピーチプライバシー

星 和磨 教授環境工学、建築音響劇場やコンサートホールなどの室内音場予測（シミュレーション）、建築材料の吸音率測定

矢代 眞己 教授建築史、建築論20世紀建築史、建築意匠、建築批評、住居集合論、住宅史

石鍋 雄一郎 准教授構造工学鋼構造、エネルギーの釣合に基づく耐震設計、弾塑性構造解析、鋼材系ダンパーの性能

山﨑 誠子 准教授ランドスケープ計画ランドスケープ、ガーデン、緑化、街づくり、建築設計、建築計画

石田 優 助教建築デザイン近代建築史、住居論、3DCG、インタラクションデザイン

川嶋 勝 助教建築史、建築意匠近代日本建築史、建築ジャーナリズム史、建築書の歴史と編集

鈴木 諒一 助手環境工学建築環境の測定・シミュレーション、音楽スタジオ設計、住空間の音環境

小林 一彦 教授マイクロ波、環境電磁ＯＴＡ評価環境構築、マイクロ波電力伝送システム

西村 克史 教授微生物化学微生物由来酵素の性質と構造解析、微細藻類の利用、新奇高分子生産微生物の探索

萩原 俊紀 教授有機合成化学超分子材料、インターロックト化合物、自己複製分子、人工DNA、新機能ポリマー、高性能ポリマー

赤澤 寛行 准教授天然物有機化学天然物の単離、天然物の構造解析、生物活性の評価、天然物の有効活用

金 炯秀 准教授教育工学、複合材料聴覚障害者・学生のための意思疎通支援システムの開発、複合材料（CFRP）の衝撃解析

駒田 智彦 准教授ハドロン物理学、教育ハドロン実験データの解析、σ/κ中間子、バリアフリー数式エディターの開発

前田 知人 准教授ハドロン物理学ハドロン分光学、相対論的クォーク模型、エキゾチックハドロン

眞中 裕子 准教授非線形解析学非線形写像の不動点定理、バナッハ空間における射影法と近似定理、反復法による収束定理と最適化問題

宮城 徳誠 助教熱流体工学噴流の拡散制御、DBDプラズマアクチュエーターによる流体制御、太陽熱の有効利用

一柳 龍伸 助手電力・電気機器工学電気機器、リアクトル、ベクトル、始動器、インバーター装置、リアクトルコイル、振動トルク、ベクトル図

川根 深 専任講師教育工学携帯端末を用いた数学教育の支援プログラムの開発数学系列

豊田 陽己 教授素粒子論非局所場の理論、量子変形、広がりをもつ素粒子模型、ゲージ／重力対応
物理系列

梅津 光一郎 准教授素粒子論場の量子論、重力理論、量子力学基礎論

服部 英恵 准教授体育史近代日本の健康法体育系列

短期大学部

梅村 靖弘 教授 土木材料 高機能性コンクリート、コンクリート構造、エココンクリート、産業廃棄物リサイクル、ジオシンセティックス

大沢 昌玄 教授 都市計画、土木史 市街地開発事業、都市交通施設、災害リスクと土地利用、まちの活性化、都市空間設計、災害復興、都市計画史、駐車場

金子 雄一郎 教授 建設マネジメント インフラマネジメント、維持管理、入札・契約制度、プロジェクト評価、公共交通計画、ビッグデータ

小林 義和 教授 計算工学 非破壊検査、液状化、数値解析、大変形、並列計算、逆解析

齋藤 利晃 教授 微生物処理工学 下水道、下水処理、亜酸化窒素、エネルギー自立化

関 文夫 教授 構造、デザイン 構造設計、構造技術、土木史、コンセプチュアルデザイン、土木デザイン、システムデザイン、環境デザイン

高橋 正行 教授 水理学 空気混入流、流水美デザイン、親水デザイン、河川環境、都市型水害対策、河川構造物

中村 英夫 教授 交通計画、都市政策 都市交通計画、都市計画調査、都市政策評価、都市・地域マネジメント、官民連携

羽柴 秀樹 教授 測量学 衛星リモートセンシング、地理・地形情報、GPS、環境調査と評価、土地被覆、都市内緑地環境、災害調査

安田 陽一 教授 水理学 水生生物の生態系保全、河川環境改善、魚道の流れ、洪水流の減勢対策、砂防施設からの洪水流の制御

野村 卓史 特任教授 応用力学、風工学 風災害、長大橋、風環境、環境音、計算力学、風力発電

前野 賀彦 特任教授 海岸工学、地盤工学 海底地盤、波浪による液状化、海岸侵食とその対策、沿岸植生と海岸保全、漁港・漁村整備、大規模洪水災害

小田 憲一 准教授 防雪工学 土砂･雪崩、斜面防災、模型実験、流動体の摩擦特性、数値流体力学

鎌尾 彰司 准教授 地盤工学 地盤沈下、地盤改良、大深度地下開発、地盤調査、湿地、リサイクル

小沼 晋 准教授 環境解析、環境工学 バクテリア、環境汚染物質、リスク評価・管理、干潟・浅場、生態系修復、総合的な環境指標

佐藤 正己 准教授 土木材料 ハイパフォーマンスコンクリート、超高強度コンクリート、反応解析、産業廃棄物活用、耐久性向上、粒子設計

重村 智 准教授 土質力学 土の強度、せん断帯、大変形、斜面安定、地すべり、破壊機構、進行性破壊

長谷部 寛 准教授 応用力学、風工学 数値流体力学、乱流モデル、風洞実験、橋梁の耐風設計、都市の風環境、林野火災

吉田 征史 准教授 環境衛生工学 富栄養化、生物学的排水処理、微生物燃料電池、活性汚泥モデル、温室効果ガス

園部 雅史 助教 測量学 衛星リモートセンシング、GIS、GPS、災害調査と評価、環境調査と評価、土地被覆

三友 奈々 助教 環境デザイン学 都市デザイン、地域デザイン、公共的空間、広場、公園、街路、まちなかの居場所、コミュニティ再生、まちづくり

山田 雄太 助教 構造工学、維持管理 コンクリート構造、複合構造、力学モデル、非線形有限要素解析、せん断、疲労、耐震・免振、材料-構造連成応答

佐藤 柳言 助手 水理学 高速水流、河川構造物、水工構造物周辺の流れ（局所流）、流水抵抗

中村 勝哉 助手 地盤力学 数値解析、逆問題、進行性破壊、要素試験、模型試験

藤井 大地 助手 環境微生物工学 バクテリア、微細藻類、mRNA、PCR、FISH

伊東 英幸 教授 交通環境計画・評価 交通生態学、ロードキル、戦略的環境アセスメント、環境経済評価、ライフサイクルアセスメント、観光交通、公共交通

小早川 悟 教授 地区交通計画・物流 都市交通管理、自転車通行路の計画、駐車場計画、ロジスティクス（物流計画）、交通安全対策

佐田 達典 教授 空間情報工学、測量 衛星測位、GPS、準天頂衛星、ICT施工、レーザスキャナ、道路空間計測、モバイルマッピング

下川 澄雄 教授 道路工学、交通工学 サービス水準、交通容量、交通渋滞、道路ネットワーク、道路空間再編、幾何構造、ラウンドアバウト

谷口 望 教授 構造工学、鉄道工学 鋼構造、複合構造、橋梁工学、設計工学、維持管理、騒音振動対策、防災工学

轟 朝幸 教授 交通計画、地域計画 航空ネットワーク、空港計画・運用、公共交通（鉄道、バス、LRT）、ITS、TDM、交通ビッグデータ、観光交通

福田 敦 教授 交通計画、国際開発 交通システム計画、低炭素交通システム、交通プロジェクトの経済評価、国際協力事業

藤井 敬宏 教授 都市交通計画 地域公共交通、シニア社会の交通、住民協働都市のコンパクト化と交通、交通バリアフリー

峯岸 邦夫 教授 交通地盤工学 交通施設、道路、鉄道、空港、人工地盤材料、ジオシンセティックス、ジオフォーム、地盤の軽量化、地盤の補強、リサイクル

桑原 雅夫 特任教授 交通工学 交通データ解析、交通ネットワーク解析、交通流解析、交通容量、信号制御

石坂 哲宏 准教授 交通工学、情報工学 道路交通情報収集・提供、交通ビッグデータ解析、交通行動モデリング、交通シミュレーション、スマートモビリティ

江守 央 准教授 福祉交通、UD 交通バリアフリー、歩行空間計測と計画、賑わいのみちづくり、歩行者情報・サイン計画、観光交通

齊藤 準平 准教授 コンクリート工学 交通インフラ、コンクリート構造物、劣化・損傷度診断、耐荷性・耐久性評価、維持管理計画、非破壊検査

兵頭 知 助教 交通工学、土木計画 交通安全、交通事故リスク評価、車両挙動解析、高速道路、幹線道路、プローブカーデータ、多変量解析、航空安全

山中 光一 助教 地盤工学、舗装工学 路床土、舗装の構造設計、理論的設計方法、混合地盤材料、地盤の安定処理、軽量土、リサイクル

吉岡 慶祐 助教 交通工学 道路構造、交通事故、交通渋滞、交通シミュレーション、サービス水準、交通容量、ラウンドアバウト

菊池 浩紀 助手 交通計画、都市計画 交通需要予測、低炭素交通システム、低炭素都市、都市政策評価、気候変動適応策、システムダイナミクス

関口 穂 助手 構造工学 鋼構造、橋梁工学、鉄道工学、仮設構造

田部井 優也 助手 交通計画、都市計画 道路交通アセスメント、交通渋滞、ミクロ交通流シミュレーション、大規模小売店舗、駐車場

宇於﨑 勝也 教授 都市計画、都市デザイン 都市計画、都市デザイン、都市計画史、景観の保全・形成、居住環境整備、環境・防災と不動産、まちづくり、住宅政策

佐藤 慎也 教授 建築計画、建築設計 芸術文化施設、美術館、劇場・ホール、アートプロジェクト、展示空間、劇空間

佐藤 光彦 教授 建築計画、建築設計 建築設計、建築論、設計方法の分析、居住空間、住宅、集合住宅

田嶋 和樹 教授 構造工学 鉄筋コンクリート構造、非線形構造解析、耐震性能評価手法、靭性能評価手法、耐久性評価手法、損傷解析法

田所 辰之助 教授 建築史、建築論 近・現代建築史、近代住宅史、デザイン思潮、モダニズム建築の保存・再生

冨田 隆太 教授 環境工学 音・振動環境、床衝撃音、床振動、加振力、交通振動、床材のかたさ感覚、保育施設の音・振動環境

中島 肇 教授 構造工学、対雪設計 鋼構造、ハイブリッド構造、構造デザイン、構造設計手法、雪荷重評価、屋根上積雪分布予測、大変形・座屈・弾塑性挙動分析

中田 善久 教授 建築材料、建築施工 建築材料、施工、品質評価、新素材、新工法、RC造住宅、プレハブ化、木材の耐火、耐久性向上

長沼 一洋 教授 構造工学 鉄筋コンクリート構造、鋼・コンクリート合成構造、非線形構造解析、有限要素法、熱伝導・温度応力解析

橋本 修 教授 環境工学 室内音響、公共空間の音環境、音声伝送性能の評価・予測、電気音響による拡声音制御、光・視環境の評価

秦 一平 教授 構造工学、「対震」工学 対（地）震性能設計法、制震（振）構造、長寿命建築、免・制震部材、免震構造システム、制震改修、地震時の挙動解析、地震災害情報

蜂巣 浩生 教授 環境工学、設備工学 建築設備、温熱環境、複合環境、実験動物施設、環境制御、省エネルギー、脊髄損傷者

宮里 直也 教授 構造工学、空間構造 空間構造、ドーム、スタジアム、ガラスファサード、ケーブル構造、膜構造、テンセグリック構造、テンセグリティー構造、仮設建築、構造教育、災害訓練施設

山田 雅一 教授 構造工学 基礎構造、地盤工学、液状化、オンライン応答実験法、改良地盤、振動台実験、地盤の物性評価、地盤災害

山中 新太郎 教授 建築計画、建築設計 地域デザイン、地域計画、災害復興計画、都市・集落分析、建築設計、施設計画、施設利用分析、建築空間論、建築設計論

一瀬 賢一 特任教授 建築材料、建築施工 建築材料、施工、品質評価、高強度コンクリート、繊維補強コンクリート、環境負荷低減

今村 雅樹 特任教授 建築計画、建築設計 建築設計、インテリア設計、公共施設、地域複合施設、教育施設、医療福祉施設、パブリック空間論、設計手法

岡田 章 特任教授 構造工学、空間構造 空間構造、ドーム、スタジアム、アトリウム空間、ガラスファサード、ケーブル構造、膜構造、テンセグリック構造、耐震シェルター、空間構造史、構造教育、仮設建築

重枝 豊 特任教授 建築史、保存修復論 日本の伝統建築の解析、近世社寺建築、建築の保全と再生、アジア建築、フィールドワーク、中国・朝鮮の建築

古橋 剛 特任教授 構造工学、「対震」工学 対（地）震性能設計法、制震（振）構造、長寿命建築、免・制震部材、免震構造システム、制震改修、地震時の挙動解析、地震災害情報

井本 佐保里 准教授 建築計画、復興デザイン 災害復興、ハウジング、子ども施設、スラム、難民キャンプ、住まい選択、ネットワーク、地域デザイン、空間変遷、住民主体

廣石 秀造 准教授 構造工学、木質構造 構造設計、構造デザイン、仮設建築、プレハブ、木製遊具・家具、中大規模木造、木質架構の印象

古澤 大輔 准教授 建築計画、建築設計 建築設計、意匠論、再生建築、建築の転用、ビルディングタイプ論、建築のノーテーション

井口 雅登 助教 環境工学、設備工学 温熱環境、住宅の暖冷房設備、住宅の省エネルギー、床チャンバー方式による住宅空調

泉山 塁威 助教 都市計画、都市デザイン 都市再生、中心市街地再生、ウォーカブルなまちづくり、商業地の人のアクティビティ、パブリックスペース、タクティカル・アーバニズム、プレイスメイキング、エリアマネジメント

二瓶 士門 助教 建築計画、建築設計 居住空間、建築意匠、実測調査、統計解析、シミュレーション、温熱環境、省エネルギー

宮田 敦典 助教 建築材料、建築施工 建築材料、施工、品質評価、新素材、新工法、RC造住宅、プレハブ化、木材の耐火、耐久性向上

阿久戸 信宏 助手 構造工学、「対震」工学 免震構造、制振構造、リアルタイムオンライン応答実験法

大川 碧望 助手 建築計画、建築設計 芸術文化施設、美術館、劇場・ホール、アートプロジェクト、展示空間、劇空間

岡庭 拓也 助手 環境工学 音・振動環境、床衝撃音、床振動、加振力、交通振動、鉄道騒音、保育施設の音・振動評価

鴛海 昂 助手 構造工学、空間構造 構造設計、空間構造、スタジアム、ケーブル構造、膜構造

道明 裕毅 助手 構造工学 基礎構造、地盤工学、液状化、オンライン応答実験法、改良地盤、振動台実験、地盤の物性評価、地盤災害

居駒 知樹 教授 浮体工学 海洋構造物の耐波性能、浮体の動揺性能、非線形波力、海洋開発、浮体式洋上風力発電、波力発電

北嶋 圭二 教授 耐震構造工学 合理的な構造システム、耐震設計、免震・制震構造、鉄筋コンクリート構造、氷海構造物

小林 直明 教授 建築設計、海洋建築計画 意匠設計、デザイン、研究施設計画、災害対応まちづくり計画、建築ストックの再生デザイン

福井 剛 教授 コンクリート構造工学 プレストレストコンクリート構造、プレキャスト工法、せん断破壊機構、地震後の継続使用性

星上 幸良 教授 沿岸環境学 津波・高潮・海岸侵食に対する海岸保全計画、住民合意形成

小林 昭男 特任教授 沿岸域工学 海浜環境調査、海浜変形予測、海浜環境GIS、海岸侵食対策、海岸環境共生、海岸・港湾構造物の設計と施工

近藤 典夫 特任教授 数値流体力学 海洋汚染、海水の流れ、境界移動問題、大型海洋構造物の運動性能、座屈問題、不安定現象、構造物の渦励振

桜井 慎一 特任教授 ウォーターフロント 水辺の空間デザイン、水辺居住計画、海洋景観計画、環境価値評価、ウォーターフロントの防災計画

惠藤 浩朗 准教授 海洋構造計画・設計 海洋建築物の構造計画・構造設計、海洋建築物の運動性能、浮体式海洋建築物を生かした海洋空間利用

髙橋 孝二 准教授 構造設計・建築構法 鉄筋コンクリート造超高層建築物の構造設計、プレキャスト鉄筋コンクリート工法の構造性能および施工法、免震・制震構造の設計および解析、中大規模木造構造の基礎研究

山本 和清 准教授 沿岸地域計画学 沿岸域のまちづくり計画、沿岸域社会福祉計画、水辺のユニバーサルデザイン計画、沿岸域防災避難計画、海浜空間のサイン計画

佐藤 信治 専任講師 デザイン・建築計画学 デザインコラボレーション、水族館、セルフビルドハウジング、透視図空間、海洋建築・建築デザイン

相田 康洋 助教 沿岸防災、数値流体力学 粒子法、津波漂流物の建築物への衝突問題、係留船舶の動揺シミュレーション、津波避難場所の適地選定

菅原 遼 助教 親水工学 海洋建築計画、水辺のまちづくり、市民・住民参加、公共空間活用、公私計画、親水空間デザイン

寺口 敬秀 助教 ウォーターフロント都市工学 都市計画、都市政策、防災計画、地域振興、観光、マリンレジャー

野志 保仁 助教 海洋工学 海浜変形予測、海岸保全計画、海岸侵食対策、砂浜保全、養浜技術開発

阿部 貴弘 教授 都市史、景観計画 歴史・文化をはぐくむまちづくり、土地の記憶・まちの履歴を生かした都市設計、持続可能なコミュニティ形成

岡田 智秀 教授 景観まちづくり 地元住民がいきいきと暮らせる景観まちづくり、魅力あるまちの将来像を導く景観ワークショップ

後藤 浩 教授 河川工学、海岸工学 海岸防災からのまちづくり、浜辺を楽しむビーチアクティビティ論、漁港・漁村の魅力を高める空間デザイン

田中 賢 教授 福祉社会と安全 安全・防犯まちづくり、健康・福祉社会実現のための人間工学、環境心理学を用いた建築計画

仲村 成貴 教授 地震工学、構造力学 まちを構成する各種施設のモニタリング、防災ハザードマップの利活用、構造物の振動特性同定、災害時応援協定

依田 光正 教授 福祉工学 「ひと」と「まち」をつなぐ福祉テクノロジー、多様な人々へのテクノロジーを活用したまちづくり、福祉環境デザイン

天野 光一 特任教授 景観工学、観光計画 美しく住んで良し訪れて良しのまちを実現する景観計画論・観光まちづくり論、合理的で美しい公共施設のデザイン論

小木曽 裕 特任教授 都市・緑地の計画整備 魅力的な都市や集合住宅地を創出・再生する総合的まちづくり、建築とランドスケープの調和による魅力的な市街地整備

高村 義晴 特任教授 都市・地域の再生 都市・地域再生と復興、新たな総合的地区マネジメント、総合的都市・地域整備手法・制度の開発

八藤後 猛 特任教授 福祉社会と生活環境 人々の生活・教育・就労・余暇において平等を実現する社会インフラとしてのまちづくりの技術

川田（押田） 佳子 准教授 緑と観光まちづくり 人と自然が共生するためのトータルランドスケープデザイン、自然・歴史観光地における持続可能な観光まちづくり

西山 孝樹 准教教 観光計画、地域史 史学を軸とした観光計画に関する研究、近世以前における社会基盤整備の歴史

山㟢 晋 准教授 都市計画・建築計画 公共施設の空間整備・地域連携手法、再編・跡地活用、人口減少社会の居住とまちづくり

落合 正行 助教 建築計画・設計、空間デザイン 都市の既存ストック活用、リノベーションまちづくり、公民館とまちづくり、建築・都市空間のコミュニケーションデザイン

田島 洋輔 助教 環境・防災まちづくり 再生可能エネルギーを中心とした持続可能なまちづくり、河川環境を活用した魅力的で災害に強い河川空間づくり

牟田 聡子 助教 福祉まちづくり 高齢者・障害者・子どもなど、すべての人が安全・快適に暮らせるまちづくり

岡部 顕史 教授 材料力学、計算工学 アーク溶接構造とスポット溶接構造の公称構造応力算出法、ニューラルネットワークを用いた結合剛性推定法

加藤 保之 教授 弾塑性学、有限変形 自然歪を用いた有限変形の弾塑性解析、レーザー照射を受ける薄板の熱弾塑性解析、カテーテルの強度と変形挙動

木村 元昭 教授 熱流体工学、熱力学 DBDプラズマアクチュエーターによる噴流制御、ソーラーエネルギーによる水素生成サイクル

鈴木 康方 教授 流体工学、静粛工学 翼端渦騒音、車体周りの流れと空力特性の解明、風車翼の空力特性の改善

関根 太郎 教授 車両力学、人機械系 ITS、パーソナルモビリティ、教育用シミュレーター、二輪車の運動特性、コネクテッド・ビークル

冨岡 昇 教授 薄板構造力学 スポット溶接構造の疲労寿命予測法、ばらつき要因によるスポット溶接の疲労寿命変動

富永 茂 教授 機械力学、人間工学 傷害予測に関する研究、自動車救命システム開発、一輪車運動の研究、自動車の予防衝突安全研究

星野 倫彦 教授 金属塑性加工 押出加工の数値シミュレーション、コンフォーム連続押出に関する研究、輸送機器軽量フレームの評価と製造

山田 高三 教授 生産加工、精密測定 研削加工システムの最適化、砥石表面形状の精密測定、研削加工シミュレーターの開発

吉田 幸司 教授 内燃機関、燃焼工学 新点火方式の研究、電界中の予混合火炎挙動、バイオ燃料のエンジンへの応用、回生機構付きエアモーターの開発

渡辺 亨 教授 機械力学・計測制御 機械システム（高層ビル、免震建物、除振台、柔軟ロボットアームなど）の運動と振動の制御

堀内 伸一郎 特任教授 車両運動制御 非線形車両運動解析、制御系の解析的評価法、個人適合型ドライバー支援システム、動的適応インターフェース

李 和樹 特任教授 生産加工、精密測定 精密加工、精密測定、生産技術、マイクロシステムの開発と評価、メカトロニクスの開発と評価

安藝 雅彦 准教授 機械力学・制御 車両（自動車、鉄道）の運動と制御、マルチボディダイナミクス

飯島 晃良 准教授 内燃機関、燃焼工学 高効率次世代エンジン、HCCI、水素、天然ガス、燃焼反応数値シミュレーション、電動化対応エンジン、対向ピストンエンジン

上田 政人 准教授 材料力学、複合材料 繊維強化プラスチックのマイクロメカニクス、航空機・自動車構造の軽量化と信頼性向上、高機能化

河府 賢治 准教授 流体工学、混相流 空気輸送の特性、超音波非接触粉粒体輸送、希少金属粒子の挙動制御、超音波集塵、液中粉粒体の超音波分散効果

関谷 直樹 准教授 流体工学、流体計測 境界層遷移、乱流境界層、境界層制御、風車、低レイノルズ数流れ

秋元 雅翔 助教 熱流体工学・熱力学 DBDプラズマアクチュエーターによる噴流制御、マイクロセンサーの開発

内田 元 助教 生産加工、精密測定 切削・研削・研磨加工の理論解析と応用、メカトロニクス

市原 稔紀 助手 材料力学、複合材料 複合材料の3Dプリント、複合材料の構造最適化設計

三木 悠也 助手 流体工学、数値流体力学 ハイパフォーマンスコンピューティング、乱流境界層、船舶周りの流れ解析、小型軸流ファンの内部

青木 義男 教授 構造力学、複合材料 構造ヘルスモニタリング、マイクロ展開構造、安全車体設計、ハードウエア識別器、宇宙エレベーター

今井 郷充 教授 MEMS、材料力学 マイクロメカニクス、マイクロ加工、医療MEMS、ポリマー MEMS、生体適合材料、バイオミメティクス

入江 寿弘 教授 ロボット工学 展開車輪による階段昇降ロボット、コミュニケーションロボット、アバターロボット、遠隔操作ロボット

内木場 文男 教授 マイクロマシン 機能性材料、セラミック、マイクロパーツ、マイクロロボット、ヒューマノイド、人工生物

齊藤 健 教授 アナログ回路、AI アナログ集積回路デザイン、AI、マイクロロボット、ニューロロボティクス、人工生物、BMI

清水 雅夫 教授 計算機視覚 ステレオビジョン、高精度画像レジストレーション、非剛体レジストレーション、画像超解像処理

田中 勝之 教授 エネルギー工学 代替フロン冷媒、ヒートポンプ、オーガニックランキンサイクル、スターリングサイクル、燃料電池、熱電発電

羽多野 正俊 教授 ロボット工学 レスキューロボット、水中ロボット、農業ロボット、ドローン

松田 礼 教授 人間工学、機械計測 低周波音、騒音、音環境、振動、生体計測、生理心理反応、触感覚、機能表面、マシニングセンタ

井上 健 准教授 制御工学 システム制御理論、制御系の設計、システムデザイン、全身型パワー増幅ロボット

小林 伸彰 准教授 デジタル回路、BCI 半導体LSI、動画像符号化システム、ブレーン・コンピュータ・インターフェース（BCI）

田畑 昭久 准教授 知的構造設計 統計的学習理論、エンジニアリングデザイン、外挿アルゴリズム、知的構造物

吉田 洋明 准教授 制御工学、ロボット工学 ロボットの力制御、マスタ・スレーブシステム、閉鎖生態系の物質循環制御、サブオービタル宇宙機

渡邉 満洋 准教授 材料工学、接合 構造・機能材料、金属、接合、組織解析、組織制御、電子顕微鏡

金子 美泉 助教 マイクロマシン 機能性材料、セラミック、MEMS電磁デバイス

中村 嘉恵 助教 光学、表面工学、設計工学 表面加工による光性質制御、数値計算による光学シミュレーション、計測装置の設計開発

粟飯原 萌 助手 情報工学 教育、福祉等のシリアスゲーム構築法、モデリング&シミュレーション

大塚 賢哉 助手 計算力学、計測評価工学 構造ヘルスモニタリング、劣化損傷診断、非破壊検査、数値解析、スポーツ工学

内山 賢治 教授 システム制御 宇宙機、軌道設計、UAV、状態推定、最適制御、ロバスト制御

奥山 圭一 教授 航空宇宙機材料 航空宇宙機材料、航空宇宙機構造、繊維強化樹脂複合材、超小型宇宙機システム

髙橋 賢一 教授 熱流体工学 混相熱流体、熱流体解析、固体燃焼、固体粒子燃焼、ロケット推進

田辺 光昭 教授 航空原動機 電動ジェットエンジン、ロケットエンジンの振動燃焼、低燃費ガソリンエンジン、深層学習

村松 旦典 教授 熱流体工学 流れの制御、流体計測、流れの可視化、流れの不安定性、乱流混合、噴流

野口 聡一 特任教授 宇宙工学 有人宇宙技術

宮崎 康行 特任教授 宇宙構造物工学 ゴッサマー・マルチボディ・ダイナミクス、展開構造、大型宇宙構造システム、超小型科学衛星

安部 明雄 准教授 誘導・制御工学 次世代宇宙輸送系、大気圏再突入問題、誘導・制御、火星飛行機

阿部 新助 准教授 宇宙科学 流星、隕石、小惑星、彗星、小天体探査機「はやぶさ」、宇宙生物学

小宮 良樹 准教授 材料工学 アルミニウム合金、鋳造、アルミニウム基複合材

齊藤 允教 准教授 内燃機関 振動燃焼、航空機用推進システム、ガス燃料エンジン、機械学習

中根 昌克 准教授 宇宙工学 スペースプレーン、電気推進器形状最適化、先端的生命維持システム運用立案、微小生態系解析、翼果形態発達

山﨑 政彦 准教授 宇宙構造物工学 ゴッサマー・マルチボディ・ダイナミクス、膜面宇宙構造物、モデル低次元化、超小型宇宙機システム

菊池 崇将 助教 流体工学 衝撃波、高速飛行体、ソニックブーム、光学的可視化法、風洞実験

髙橋 晶世 助教 熱流体工学 熱流体解析、境界層燃焼、ハイブリッドロケットエンジン、レジリエンス・エンジニアリング、固体着火

増田 開 助教 制御工学 無人航空機の誘導制御、惑星探査ローバの誘導制御

坂野 文菜 助手 熱流体工学 ロケット推進工学、固体燃焼、燃焼工学、分析化学

Rodriguez Leon 
Rafael Armando 
助手

組込み工学 組込みシステム、通信システム、制御システム、超小型宇宙機システム

大貫 進一郎 教授 計算電磁気学 高速・高精度アルゴリズム、並列・分散コンピューティング、エレクトロニクスシミュレーション、電磁界理論、複合物理計算

塩野 光弘 教授 電力エネルギー工学 エネルギーマネジメントシステム、海洋エネルギーの利用技術、潮流発電、波力発電、発電機制御

篠田 之孝 教授 光エレクトロニクス 光ファイバ計測、ファイバレーザ、光コヒーレンストモグラフィ、モーションキャプチャー、身体知の解析

戸田 健 教授 情報・通信工学 無線通信、生体医工学、ミリ波レーダセンシング、Wi-Fiベースセンシング、データサイエンス、ブロックチェーン、仮想通貨(暗号資産)

西川 省吾 教授 発電・電力貯蔵工学 再生可能エネルギー、分散電源、太陽光発電、ハイブリッド電源、エネルギー貯蔵、エネルギーマネジメント

古川 慎一 教授 光通信工学 光ファイバ通信システム、光ファイバ形素子、高速パルス伝送回路の設計、光導波路の設計と伝送特性解析

松田 健一 教授 物性工学、電気電子材料 ナノ磁性材料、カーボンナノマテリアル、超伝導工学

吉川 将洋 教授 電力変換工学 燃料電池の性能・寿命評価、EIS法を用いた電気化学デバイスの評価、再生可能エネルギーを利用した水電解・燃料合成

小野 隆 特任教授 計測工学、画像処理 火災検知システム、高齢者の生活支援システム、医療診断支援システム、交通情報支援システム、光環境デザイン

鈴木 薫 特任教授 材料、放電・レーザ 機能性素子、ダイヤモンドデバイス、カーボンナノデバイス、バイオマテリアル、環境半導体、太陽電池

三浦 光 特任教授 音響・超音波工学 超音波浮場、超音波加工・接合、空中超音波源、音響エレクトロニクス、超音波による微粒化、超音波音場の形成

大隅 歩 准教授 音環境、超音波エレクトロニクス 仮想音環境の構築、音響信号処理、非接触強力超音波デバイスの開発、アコースティックイメージング、非接触高速非破壊検査

尾崎 亮介 准教授 波動情報工学、光・レーダ信号処理 フォトニック結晶導波路、光集積回路デバイス、光・電波信号の情報処理、地下構造の可視化シミュレーション、電磁波レーダ

星野 貴弘 准教授 システム工学 交通流のモデル化、スマートデバイスの教育利用、組合せ最適化問題

松村 太陽 准教授 計測工学 鉄道信号システム、列車制御、列車運転システム、交通計画、LED照明、マルチセンサと画像処理による看視

門馬 英一郎 准教授 コンピュータ・ビジョン コンピュータ・ビジョン、画像情報処理、電子応用計測、機械学習、照明環境シミュレーション、生体情報処理

直井 和久 専任講師 電力発生工学 電力系統、再生可能エネルギー、発電機制御、潮流発電、風力発電、発電用タービン

淺見 拓哉 助教 音響・超音波工学 超音波応用のための複合振動源の開発、超音波加工、超音波接合

岸本 誠也 助教 波動信号処理 小形アンテナの性能評価、屋内電波環境解析、マイクロ波給電、電磁界シミュレーションの高速化

胡桃 聡 助教 光・プラズマプロセス 光機能性デバイス、グリーンサスティナブルケミストリー、プラズモニクス

辻 健太郎 助教 電力制御工学 発電機制御、再生可能エネルギーを用いた発電システム、電力系統、潮流発電、風力発電

山口 達也 助手 光エレクトロニクス 光ファイバセンサ、高速波長掃引レーザ、実時間計測システム、デジタル信号処理、教育用模擬CTシステム

岩田 展幸 教授 電子材料、物性工学 高多機能新素材、新素材設計、カーボンナノマテリアル、高温・室温超伝導、有機エレクトロニクス

大谷 昭仁 教授 計測工学、通信工学 光通信用計測技術、光応用計測技術、ミリ波・テラヘルツ波計測技術とその応用、次世代モバイル通信技術

佐伯 勝敏 教授 電子回路、生体情報 ニューロチップ、脳モデル、ニューラルネットワーク、脳型システム、バイオセンサ、生体信号処理システム

三枝 健二 教授 電磁波、環境電磁 電磁環境評価、無線通信障害対策、電波障害対策、アンテナ

高橋 芳浩 教授 半導体工学 衛星搭載用半導体デバイス、耐放射線性半導体デバイス、半導体デバイスプロセスの低温化、シリコン系発光材料

塚本 新 教授 情報記録、磁性材料 超高速高密度情報記録、フェムト秒レーザ利用超短時間現象観察、自己組織化ナノマテリアル、画像処理応用

中川 活二 教授 電子材料、磁性材料 大容量情報記憶用光学システム、光磁気ハイブリッド記録、静電気力顕微鏡、プラズモニクス

芦澤 好人 准教授 磁気工学、表面プラズモン工学 Society5.0に向けた磁気センサおよび表面プラズモンセンサ、磁気ナノテクノロジー、プラズモニック材料・デバイス、ナノ薄膜光工学

今池 健 准教授 電子回路、電子計測 圧電振動型センサ、GHz帯水晶発振器、低位相雑音発振器、GPS

布施 匡章 准教授 計測工学、信号処理工学 無線計測技術、アナログ計測技術、デジタル信号処理技術

呉 研 助教 半導体工学 超低消費電力トンネル接合FET、微細低抵抗電極材料、半導体微細加工プロセス、デバイスシミュレーション

佐々木 芳樹 助教 電子回路 多値情報処理、ニューロンモデル、VLSI

永田 知子 助教 電子材料、物性物理 フレキシブル・エコ・フェライト太陽電池、省エネ・超小型フェライトReRAM、多機能フェライト素子

菅野 翔太 助手 計測工学、通信工学 ミリ波帯無線通信評価、数値情報処理技術、FPGA

吉川 大貴 助手 応用物性、磁性材料 超短時間磁気物性観察・制御、超高速情報記録、磁気・光学薄膜材料開発

香取 照臣 教授 情報システム 列車運行計画の効率化、認知行動の解析、動的最適配置の道路交通への応用、画像処理技術による行動認識

高橋 聖 教授 情報システム ソフトコンピューティングの産業応用、脳活動計測の工学的応用

西脇 大輔 教授 パターン認識、人工知能 文字メディアの認識・理解とその応用、映像メディア処理（画像検索・照合）、実世界センシングとコト認識

保谷 哲也 教授 人工知能・信号処理 言語パターン認識、認知言語、人工ニューラルネットワーク、脳型コンピュータ、音声信号処理

細野 裕行 教授 情報通信システム 音の視覚化、薬物動態解析、画像処理応用、電磁界解析

吉川 浩 教授 3次元画像、光工学 デジタルホログラフィック３次元ディスプレー、コンピュータグラフィックス、拡張現実感

木原 雅巳 特任教授 ネットワーク、通信 高信頼コンテンツ配信、著作権管理、携帯電話認証、電子透かし、位置情報、アーカイブシステム

五味 悠一郎 准教授 ネットワーク セキュリティ、機械学習、ブロックチェーン、医療情報、教育・学習支援Ｗｅｂシステム、ゲーミフィケーション

澤邉 知子 准教授 ネットワークシステム 高精細映像通信システム、映像アーカイブシステム、ソフトウェアによるネットワーク制御

松野 裕 准教授 ソフトウェア工学 プログラミング言語、システム保証、ソフトウェア開発プロセス

望月 寛 准教授 組込みシステム 次世代鉄道信号システム、デジタル伝送システム、組込みシステムの産業応用

山口 健 准教授 ３次元画像 ホログラフィ、計算機合成ホログラム、拡張現実感技術

関 弘翔 助教 画像処理 画像処理のITSへの応用

滕 琳 助教 情報システム 最適経路問題、データマイニング

村上 知里 助教 情報処理 医用工学、仮想計測技術、生体用センサ

福田 卓海 助手 情報システム 情報技術の鉄道システムへの応用

青柳 隆夫 教授 バイオマテリアル 生体適合性材料、ドラッグデリバリーシステム、スマートマテリアルの設計と合成

青山 忠 教授 有機合成化学 未開拓反応の実験的探査、グリーンケミストリー、高効率合成、ファインケミカルズ

梅垣 哲士 教授 触媒化学 固体触媒、ナノ構造制御、金属・金属酸化物材料、エネルギー媒体、精製・浄化

大月 穣 教授 分子デバイスの化学 人工光合成、太陽電池材料、超分子材料、分子デバイス、DNA認識、医療用診断・治療技術開発

栗原 清文 教授 化学工学 化学工学物性（相平衡、粘度）、超臨界流体、イオン液体、ヒートサイクルシステム、バイオアルコール

小嶋 芳行 教授 無機材料化学 ソフトケミストリー、建築廃材のリサイクル、無機ナノ粒子、軽量不燃建材、LED蛍光体、残光性蛍光体

清水 繁 教授 高分子物性 刺激応答性ポリマー、高分子溶液物性、ポリペプチド、ポリマーゲル

須川 晃資 教授 機能ナノ材料化学、光電気化学 機能性金属・半導体ナノ粒子の化学、光電子反応制御、光触媒、太陽電池、医療用診断・治療技術、アップコンバージョン発光

遠山 岳史 教授 無機材料化学 粉体の形態制御、組成傾斜型粉体、CO2の物質−材料変換プロセス、化粧品粉体、無機系廃棄物の資源化

仁科 淳良 教授 天然物有機化学 生物資源、医薬品素材、食品素材、化粧品素材、分子生物学、細胞内情報伝達、食品機能

松田 弘幸 教授 化学工学 化学工学物性、グリーンケミストリー、ヒートサイクルシステム、超臨界流体の高度利用、医薬品・化粧品・香料の溶解度

伊掛 浩輝 准教授 高分子物性 高分子／無機ナノコンポジット、高屈折レンズ材料、UV・熱線カットポリマーコンポジット、機能性ポリマー

浮谷 基彦 准教授 天然物化学 医薬品素材、構造活性相関、構造修飾、生物資源、生物活性分子、抗腫瘍性物質、発がん予防物質

角田 雄亮 准教授 資源環境工学 バイオプラスチック原料の高効率生産、プラスチックの完全循環型リサイクル、リグニンの高度利用

鈴木 佑典 准教授 生化学、分析化学 糖脂質、糖タンパク質、膜マイクロドメイン、神経幹細胞、質量分析、難治性疾患の早期診断・新規治療法の開発

谷川 実 准教授 生化学、酵素化学 酵素、呼吸鎖電子伝達系、脱水素酵素、チトクロム、微生物、極限環境生物、D-アミノ酸
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理学と工学の知の宝庫、あらゆる分野を網羅する
CSTの研究者たち

興味のあるキーワードで
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CSTには、理工系のあらゆる分野を網羅するたくさんの
研究者が在籍し、教育・研究を行っています

専 門
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日本大学理工学部 日本大学短期大学部（理工学部併設・船橋校舎）
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日大理工

駿河台キャンパス 〒101-8308 東京都千代田区神田駿河台1-8-14 TEL 03-3259-0514（庶務課）
船　橋キャンパス 〒274-8501 千葉県船橋市習志野台7-24-1 TEL 047-469-5330（庶務課）

星 徹 准教授 高分子材料化学 超臨界CO2の高度利用、ポリオレフィンの機能化、ポリマーバイオマテリアル、セルロースナノファイバー

森田 孝節 准教授 分析化学 原子スペクトル分析、化学形態別分析（スペシエーション）、多元素同時分析、微少量試料

吉川 賢治 准教授 分析化学 液体クロマトグラフィ、多成分同時分析、食品添加物、微小粒子状物質（PM2.5）、フィールドワーク

松下 祥子 助教 分析化学、病態解析学 質量分析、疾患バイオマーカー探索、腎・多臓器連関、薬物動態

小池 祥子 助手 無機材料化学 バイオセラミックス、機能性食品の成分分析

中村 亜紀 助手 無機材料化学 層状化合物を用いた新規機能性材料の合成と応用

中山 麗 助手 高分子材料 無機/有機ハイブリッド、結晶配向、高分子結晶の構造解析

早川 麻美子 助手 有機合成化学 光を用いる有機合成反応、環境調和型プロセス、光反応の産業への利用

東 翔子 助手 有機合成化学 酵素阻害剤の探索と有機合成、タンパク質の結晶化

浅井 朋彦 教授 プラズマ物理学 高効率核融合プラズマ、超音速プラズマ流による実験室天文学、自己組織化プラズマ、プラズマ応用（医療、材料など）

岩本 弘一 教授 宇宙物理学 星の進化、超新星、ガンマ線バースト、元素合成、ニュートリノ、中性子星、ブラックホール

鈴木 潔光 教授 教育、情報 科学教育、情報教育、表計算ソフト・数式処理ソフトを活用した教育、携帯電話・ネットワークを利用した教育

高瀬 浩一 教授 物性実験、応用物理 低次元物質や磁性半導体および機能性材料の創成と物性評価、ナノテクノロジーを用いた機能素子の創成

高橋 努 教授 核融合科学 磁場反転配位型コンパクトトーラスによる先進核融合発電、コンピュータトモグラフィによるプラズマ計測

二瓶 武史 教授 素粒子論 素粒子、超対称理論、大統一理論、陽子崩壊、クォーク、レプトン、暗黒物質、余剰次元、CP対称性の破れ

根來 均 教授 宇宙物理学 X線観測を通じたブラックホール等の高エネルギー天体周辺での物理現象の解明

藤井 紫麻見 教授 天体物理学 恒星の進化、大質量星、超新星・超新星残骸、活動銀河、銀河団、その他高エネルギー天体

山中 雅則 教授 物性理論、統計解析 多体問題、計算物理学、数値シミュレーション、生命情報学、インシリコ創薬、タンパク質、経済物理学

渡辺 忠孝 教授 強相関電子 固体電子物性、強相関電子系の物理、エキゾチック超伝導、フラストレーション、超音波物性、単結晶成長

飯尾 俊二 特任教授 核融合学 磁場閉じ込め、プラズマ計測、レーザ計測、固体内核変換

糸井 千岳 特任教授 統計物理学 数理物理、統計物理、多体問題、物性理論、場の理論、相転移、臨界現象、磁性、ランダム系

高野 良紀 特任教授 超伝導、物性実験 超伝導と磁性、新超伝導物質探索（リチウム硼炭化物、鉄砒素系超伝導体）、層状遷移金属化合物

小松﨑 良将 准教授 生物物理学 学習、シナプス可塑性、細胞外電位記録、海馬

住友 洋介 准教授 量子ビーム科学 加速器物理、放射線科学、自由電子レーザー、高強度光生成、計算機シミュレーション

三輪 光嗣 准教授 素粒子論 素粒子、超弦理論、M理論、ゲージ／重力対応、ブラックホール、ホログラフィ

雨宮 高久 助教 科学史 物理学史、プラズマ・核融合研究開発史、教科書における物理学概念の変遷

出村 郷志 助教 超伝導、ナノスケール計測 超伝導を含む機能性材料の探索および評価、走査型トンネル顕微鏡による局所構造および電子状態観察

小川 洋 助手 素粒子実験 地下素粒子実験、暗黒物質探索、ニュートリノ天文学、極低放射能技術

小林 大地 助手 プラズマ実験 核融合プラズマ実験、実験室天文学、超音速プラズモイド加速、MHDシミュレーション

青柳 美輝 教授 複素解析学 多変数関数論、学習理論

志村 立矢 教授 数学基礎論 非古典論理、中間論理、完全性

利根川 聡 教授 偏微分方程式論 非線形シュレーディンガー方程式、非線形クライン・ゴルドン方程式

橋口 徳一 教授 位相幾何学 アノソフ力学系、不変量

古津 博俊 教授 表現論 既約ユニタリ表現、超リー代数、ゲームの理論

安福 悠 教授 代数的整数論 代数学、整数論

善本 潔 教授 組合せ論 グラフ理論、離散幾何 

河野（平田） 典子 特任教授 整数論 ディオファントス近似、楕円曲線、有理点

吉開 範章 特任教授 ネットワーク基礎論 社会的ネットワーク、情報コミュニケーション技術、信用工学、QoE

笠川 良司 准教授 位相幾何学 写像類群、不変量

小紫 誠子 准教授 計算流体力学 ナビエ・ストークス方程式の数値解析、コンピュータグラフィックスによる可視化、数値シミュレーション

西川 貴雄 准教授 確率論 確率過程、確率微分方程式

平石 秀史 准教授 アルゴリズム理論 量子計算、データサイエンス、離散アルゴリズム

水野 将司 准教授 非線形解析学 非線形偏微分方程式の正則性理論、幾何学的測度論とその応用

伊藤 勝 助教 数理最適化 凸解析、大規模凸最適化、劣勾配法

杉山 真吾 助手 整数論 保型形式、保型表現、跡公式

鷲尾 夕紀子 助手 代数学、数学教育 整数論およびその数学教育への応用

井上 修一郎 教授 量子光学、量子情報 量子イメージング、量子パルスゲート、AI分光計

出口 真一 教授 素粒子論、量子論 素粒子、場の量子論、量子力学、ゲージ理論、ツイスター理論、弦理論

早川 恭史 教授 加速器科学 線形加速器、自由電子レーザー、コヒーレントX線源、X線イメージング

渡部 政行 教授 核融合科学 核融合、中性子源、電気推進ロケット、荷電粒子ビーム、イオントラップ、ダイナモ現象

境 武志 准教授 加速器科学 線形加速器、自由電子レーザー、コヒーレントＸ線源、高周波源、ビーム源、電磁界解析計算、テラヘルツ波

長峰 康雄 准教授 計算物理、核融合 コンピュータシミュレーション、数値計算、プラズマ・核融合理論

行方 直人 准教授 量子光学、量子情報 単一光子検出、エンタングルメント、量子暗号、量子計算

桑本 剛 准教授（研究所） 原子光学 レーザー冷却、原子気体のボース・アインシュタイン凝縮

大谷 聡 助教 素粒子論、量子論 素粒子、場の量子論、量子力学、ホログラフィ、経路積分、繰り込み群

勢力 尚雅 教授 倫理学・技術者倫理 〈経験と言語形式の連関〉と〈文化・社会形態〉の相互作用に関するシステム論的研究

人文社会科学
系列

岸 規子 准教授 日本近代文学 田山花袋・島崎藤村等の作品研究

鈴木 明 専任講師 理論経済学 線形経済学、産業連関分析

天野 聖悦 助教 憲法 受信料制度と知る自由、自衛権、地方自治

島村 修平 助教 分析哲学 自己意識の成り立ちに関する研究、言葉の意味と推論の関係に関する研究

武村 一雄 教授 微分方程式論 各種境界値問題に対するグリーン関数の解析的・代数的構造の究明、再生核を利用した連続・離散ソボレフ不等式の最良評価

数学系列

林 誠 教授 常微分方程式論 常微分方程式の解軌道の定性的理論

山崎 晋 教授 代数解析学 佐藤超函数、超局所解析、D加群

安部 公輔 准教授 応用解析学 数値解析、シミュレーション解析

五十嵐 威文 准教授 偏微分方程式論 非線形放物型方程式の解の長時間挙動および爆発問題

久保田 直樹 准教授 確率過程論 ランダム媒質中のランダムウォークの漸近挙動について

渡邉 健太 准教授 代数幾何学 K3曲面上のベクトル束、曲線のブリルネーター理論とその周辺

小林 正史 専任講師 多変数関数論 不変計量を用いた正則同値問題の研究

梅田 耕平 助教 代数解析学 多変数ラプラス超関数の理論

齋藤 洋樹 助教 実解析・調和解析 実解析・調和解析的手法による掛谷問題の研究

井口 英雄 教授 相対論・宇宙論 時空特異点およびブラックホールの物理

物理系列

大久保 尚紀 教授 磁性体物理・物理教育 円運動に関する教育教材の開発

佐甲 徳栄 教授 分子科学・反応動力学 光と物質の相互作用、少数量子多体系

鈴木 徳一 教授 統計力学・複雑系科学 カタストロフ複雑系現象としての地震

中原 明生 教授 物性物理学 パターン形成、破壊制御、レオロジー

中村 正人 教授 原子分子物理学 原子分子およびその集合体の衝突過程とその星間物理化学への応用

伴 周一 教授 固体物理・教育 磁性、理科教育機材、書籍撮影装置

三島 隆 教授 一般相対論 アインシュタイン方程式の厳密解

岡田 悟志 准教授 固体物性・物理教育 機能性電子材料の探索と評価

勝木 厚成 准教授 統計物理学 数理地形、生物物理、複雑系

坂元 啓紀 准教授 統計物理学 スピン系、場の理論、くりこみ群

三五 弘之 教授 材料化学 新規セメント系材料の開発

化学系列

村上 雅彦 教授 分析化学・環境化学 超微量元素の分離および分析手法の開発

米田 哲也 教授 物理化学・触媒化学 固体触媒、環境浄化、金属ナノ粒子、担体改質、自己組織化、水溶媒

伊藤 賢一 准教授 有機化学 環境低負荷型有機合成反応の開発

大宅 淳一 准教授 材料化学 セメント系材料の水和反応

小泉 公志郎 准教授 無機材料化学 産業副産物の有用再資源化

平野 壮哉 専任講師 分析化学 有害物質除去法の開発

石見 勝洋 助手 天然物化学 理科教育、有用天然物の探索

岡田 真紀 助手 物理化学・計算機化学 溶液中の分子のダイナミクスに関する研究

梶山 貴弘 助教 自然地理学 氷河地形に関する研究 地学系列

鈴木 孝 教授 19世紀アメリカ文学 マーク・トウェインの晩年思想

英語系列

乙黒 麻記子 准教授 英文学 ポストコロニアル文学研究

河口 英治 准教授 17世紀英文学 形而上詩人の奇想、宗教上のスタンス

小中 秀彦 准教授 日英語比較 川端作品の英訳

中村 文紀 准教授 アメリカ文化論・教育工学 アメリカの人種・民族・宗教と文学、教学IR

ジョナサン・ハリソン 准教授 英語教育 教育学英語教授法とカリキュラム

ジョセフ・J・ファラウト 准教授 英語教育・教育心理学 英語学習意欲

秋庭 大悟 助教 言語学・生成文法理論 英語と日本語を中心とした比較統語論

加藤 遼子 助教 英文学・英米児童文学 ジョン・ミルトン研究、英米児童文学

丸 聡弘 助教 アメリカ文学・文化論 ハーマン・メルヴィル研究を中心に

郭 海燕 教授 日中外交史、中国語学 日清戦争史、中国語教授法

初修外国語
系列

石部 尚登 准教授 言語社会学 言語政策研究、地域語・少数言語復権論、地域研究（ベルギー）

伊藤（時田） 伊津子 准教授 現代ドイツ語学 ドイツ語の語順と文構造

栁 武司 准教授 現代ドイツ文法 日独対照形容詞研究

北村 勝朗 教授 スポーツ心理学 エキスパートの熟達化とコーチング

体育系列

安住 文子 准教授 スポーツ生理学 身体活動習慣・生活習慣と体力の関係

重城 哲 准教授 スポーツ生理学 幼児期の発育・発達と運動能力について

髙橋 亮輔 准教授 体育測定評価学 成長期のスポーツ傷害予防、ストレングス＆コンディショニング

難波 秀行 准教授 応用健康科学 身体活動の評価法開発、身体活動の促進および栄養学

沖 和磨 助教 運動生理学 運動制御と脳活動

三木 二郎 助教 コーチング学 水泳競技におけるコーチング

柴山 英樹 教授 教育思想史 シュタイナーの教育思想、教育メディア研究
教職系列

黒田 友紀 准教授 学校教育学 日米の学校改革、ジェンダーと教育

伊豆原 月絵 教授 服飾美学、博物館学 色彩と紋様の象徴性、技術と道具史、資料保存、修復、復元 学芸員系列

酒句 敎明 教授 構造工学 小規模建築物、地盤調査、災害廃棄物のリサイクル、液状化、災害情報

佐藤 秀人 教授 建築基礎構造 杭基礎、擁壁、地盤アンカー、地盤の環境問題

羽入 敏樹 教授 環境工学、建築音響 コンサートホールの音響設計、室内音場の計測と評価、医療空間の音環境、スピーチプライバシー

星 和磨 教授 環境工学、建築音響 劇場やコンサートホールなどの室内音場予測（シミュレーション）、建築材料の吸音率測定

矢代 眞己 教授 建築史、建築論 20世紀建築史、建築意匠、建築批評、住居集合論、住宅史

石鍋 雄一郎 准教授 構造工学 鋼構造、エネルギーの釣合に基づく耐震設計、弾塑性構造解析、鋼材系ダンパーの性能

山﨑 誠子 准教授 ランドスケープ計画 ランドスケープ、ガーデン、緑化、街づくり、建築設計、建築計画

石田 優 助教 建築デザイン 近代建築史、住居論、3DCG、インタラクションデザイン

川嶋 勝 助教 建築史、建築意匠 近代日本建築史、建築ジャーナリズム史、建築書の歴史と編集

鈴木 諒一 助手 環境工学 建築環境の測定・シミュレーション、音楽スタジオ設計、住空間の音環境

小林 一彦 教授 マイクロ波、環境電磁 ＯＴＡ評価環境構築、マイクロ波電力伝送システム

西村 克史 教授 微生物化学 微生物由来酵素の性質と構造解析、微細藻類の利用、新奇高分子生産微生物の探索

萩原 俊紀 教授 有機合成化学 超分子材料、インターロックト化合物、自己複製分子、人工DNA、新機能ポリマー、高性能ポリマー

赤澤 寛行 准教授 天然物有機化学 天然物の単離、天然物の構造解析、生物活性の評価、天然物の有効活用

金 炯秀 准教授 教育工学、複合材料 聴覚障害者・学生のための意思疎通支援システムの開発、複合材料（CFRP）の衝撃解析

駒田 智彦 准教授 ハドロン物理学、教育 ハドロン実験データの解析、σ/κ中間子、バリアフリー数式エディターの開発

前田 知人 准教授 ハドロン物理学 ハドロン分光学、相対論的クォーク模型、エキゾチックハドロン

眞中 裕子 准教授 非線形解析学 非線形写像の不動点定理、バナッハ空間における射影法と近似定理、反復法による収束定理と最適化問題

宮城 徳誠 助教 熱流体工学 噴流の拡散制御、DBDプラズマアクチュエーターによる流体制御、太陽熱の有効利用

一柳 龍伸 助手 電力・電気機器工学 電気機器、リアクトル、ベクトル、始動器、インバーター装置、リアクトルコイル、振動トルク、ベクトル図

川根 深 専任講師 教育工学 携帯端末を用いた数学教育の支援プログラムの開発 数学系列

豊田 陽己 教授 素粒子論 非局所場の理論、量子変形、広がりをもつ素粒子模型、ゲージ／重力対応
物理系列

梅津 光一郎 准教授 素粒子論 場の量子論、重力理論、量子力学基礎論

服部 英恵 准教授 体育史 近代日本の健康法 体育系列

短期大学部

梅村 靖弘 教授土木材料高機能性コンクリート、コンクリート構造、エココンクリート、産業廃棄物リサイクル、ジオシンセティックス

大沢 昌玄 教授都市計画、土木史市街地開発事業、都市交通施設、災害リスクと土地利用、まちの活性化、都市空間設計、災害復興、都市計画史、駐車場

金子 雄一郎 教授建設マネジメントインフラマネジメント、維持管理、入札・契約制度、プロジェクト評価、公共交通計画、ビッグデータ

小林 義和 教授計算工学非破壊検査、液状化、数値解析、大変形、並列計算、逆解析

齋藤 利晃 教授微生物処理工学下水道、下水処理、亜酸化窒素、エネルギー自立化

関 文夫 教授構造、デザイン構造設計、構造技術、土木史、コンセプチュアルデザイン、土木デザイン、システムデザイン、環境デザイン

高橋 正行 教授水理学空気混入流、流水美デザイン、親水デザイン、河川環境、都市型水害対策、河川構造物

中村 英夫 教授交通計画、都市政策都市交通計画、都市計画調査、都市政策評価、都市・地域マネジメント、官民連携

羽柴 秀樹 教授測量学衛星リモートセンシング、地理・地形情報、GPS、環境調査と評価、土地被覆、都市内緑地環境、災害調査

安田 陽一 教授水理学水生生物の生態系保全、河川環境改善、魚道の流れ、洪水流の減勢対策、砂防施設からの洪水流の制御

野村 卓史 特任教授応用力学、風工学風災害、長大橋、風環境、環境音、計算力学、風力発電

前野 賀彦 特任教授海岸工学、地盤工学海底地盤、波浪による液状化、海岸侵食とその対策、沿岸植生と海岸保全、漁港・漁村整備、大規模洪水災害

小田 憲一 准教授防雪工学土砂･雪崩、斜面防災、模型実験、流動体の摩擦特性、数値流体力学

鎌尾 彰司 准教授地盤工学地盤沈下、地盤改良、大深度地下開発、地盤調査、湿地、リサイクル

小沼 晋 准教授環境解析、環境工学バクテリア、環境汚染物質、リスク評価・管理、干潟・浅場、生態系修復、総合的な環境指標

佐藤 正己 准教授土木材料ハイパフォーマンスコンクリート、超高強度コンクリート、反応解析、産業廃棄物活用、耐久性向上、粒子設計

重村 智 准教授土質力学土の強度、せん断帯、大変形、斜面安定、地すべり、破壊機構、進行性破壊

長谷部 寛 准教授応用力学、風工学数値流体力学、乱流モデル、風洞実験、橋梁の耐風設計、都市の風環境、林野火災

吉田 征史 准教授環境衛生工学富栄養化、生物学的排水処理、微生物燃料電池、活性汚泥モデル、温室効果ガス

園部 雅史 助教測量学衛星リモートセンシング、GIS、GPS、災害調査と評価、環境調査と評価、土地被覆

三友 奈々 助教環境デザイン学都市デザイン、地域デザイン、公共的空間、広場、公園、街路、まちなかの居場所、コミュニティ再生、まちづくり

山田 雄太 助教構造工学、維持管理コンクリート構造、複合構造、力学モデル、非線形有限要素解析、せん断、疲労、耐震・免振、材料-構造連成応答

佐藤 柳言 助手水理学高速水流、河川構造物、水工構造物周辺の流れ（局所流）、流水抵抗

中村 勝哉 助手地盤力学数値解析、逆問題、進行性破壊、要素試験、模型試験

藤井 大地 助手環境微生物工学バクテリア、微細藻類、mRNA、PCR、FISH

伊東 英幸 教授交通環境計画・評価交通生態学、ロードキル、戦略的環境アセスメント、環境経済評価、ライフサイクルアセスメント、観光交通、公共交通

小早川 悟 教授地区交通計画・物流都市交通管理、自転車通行路の計画、駐車場計画、ロジスティクス（物流計画）、交通安全対策

佐田 達典 教授空間情報工学、測量衛星測位、GPS、準天頂衛星、ICT施工、レーザスキャナ、道路空間計測、モバイルマッピング

下川 澄雄 教授道路工学、交通工学サービス水準、交通容量、交通渋滞、道路ネットワーク、道路空間再編、幾何構造、ラウンドアバウト

谷口 望 教授構造工学、鉄道工学鋼構造、複合構造、橋梁工学、設計工学、維持管理、騒音振動対策、防災工学

轟 朝幸 教授交通計画、地域計画航空ネットワーク、空港計画・運用、公共交通（鉄道、バス、LRT）、ITS、TDM、交通ビッグデータ、観光交通

福田 敦 教授交通計画、国際開発交通システム計画、低炭素交通システム、交通プロジェクトの経済評価、国際協力事業

藤井 敬宏 教授都市交通計画地域公共交通、シニア社会の交通、住民協働都市のコンパクト化と交通、交通バリアフリー

峯岸 邦夫 教授交通地盤工学交通施設、道路、鉄道、空港、人工地盤材料、ジオシンセティックス、ジオフォーム、地盤の軽量化、地盤の補強、リサイクル

桑原 雅夫 特任教授交通工学交通データ解析、交通ネットワーク解析、交通流解析、交通容量、信号制御

石坂 哲宏 准教授交通工学、情報工学道路交通情報収集・提供、交通ビッグデータ解析、交通行動モデリング、交通シミュレーション、スマートモビリティ

江守 央 准教授福祉交通、UD交通バリアフリー、歩行空間計測と計画、賑わいのみちづくり、歩行者情報・サイン計画、観光交通

齊藤 準平 准教授コンクリート工学交通インフラ、コンクリート構造物、劣化・損傷度診断、耐荷性・耐久性評価、維持管理計画、非破壊検査

兵頭 知 助教交通工学、土木計画交通安全、交通事故リスク評価、車両挙動解析、高速道路、幹線道路、プローブカーデータ、多変量解析、航空安全

山中 光一 助教地盤工学、舗装工学路床土、舗装の構造設計、理論的設計方法、混合地盤材料、地盤の安定処理、軽量土、リサイクル

吉岡 慶祐 助教交通工学道路構造、交通事故、交通渋滞、交通シミュレーション、サービス水準、交通容量、ラウンドアバウト

菊池 浩紀 助手交通計画、都市計画交通需要予測、低炭素交通システム、低炭素都市、都市政策評価、気候変動適応策、システムダイナミクス

関口 穂 助手構造工学鋼構造、橋梁工学、鉄道工学、仮設構造

田部井 優也 助手交通計画、都市計画道路交通アセスメント、交通渋滞、ミクロ交通流シミュレーション、大規模小売店舗、駐車場

宇於﨑 勝也 教授都市計画、都市デザイン都市計画、都市デザイン、都市計画史、景観の保全・形成、居住環境整備、環境・防災と不動産、まちづくり、住宅政策

佐藤 慎也 教授建築計画、建築設計芸術文化施設、美術館、劇場・ホール、アートプロジェクト、展示空間、劇空間

佐藤 光彦 教授建築計画、建築設計建築設計、建築論、設計方法の分析、居住空間、住宅、集合住宅

田嶋 和樹 教授構造工学鉄筋コンクリート構造、非線形構造解析、耐震性能評価手法、靭性能評価手法、耐久性評価手法、損傷解析法

田所 辰之助 教授建築史、建築論近・現代建築史、近代住宅史、デザイン思潮、モダニズム建築の保存・再生

冨田 隆太 教授環境工学音・振動環境、床衝撃音、床振動、加振力、交通振動、床材のかたさ感覚、保育施設の音・振動環境

中島 肇 教授構造工学、対雪設計鋼構造、ハイブリッド構造、構造デザイン、構造設計手法、雪荷重評価、屋根上積雪分布予測、大変形・座屈・弾塑性挙動分析

中田 善久 教授建築材料、建築施工建築材料、施工、品質評価、新素材、新工法、RC造住宅、プレハブ化、木材の耐火、耐久性向上

長沼 一洋 教授構造工学鉄筋コンクリート構造、鋼・コンクリート合成構造、非線形構造解析、有限要素法、熱伝導・温度応力解析

橋本 修 教授環境工学室内音響、公共空間の音環境、音声伝送性能の評価・予測、電気音響による拡声音制御、光・視環境の評価

秦 一平 教授構造工学、「対震」工学対（地）震性能設計法、制震（振）構造、長寿命建築、免・制震部材、免震構造システム、制震改修、地震時の挙動解析、地震災害情報

蜂巣 浩生 教授環境工学、設備工学建築設備、温熱環境、複合環境、実験動物施設、環境制御、省エネルギー、脊髄損傷者

宮里 直也 教授構造工学、空間構造空間構造、ドーム、スタジアム、ガラスファサード、ケーブル構造、膜構造、テンセグリック構造、テンセグリティー構造、仮設建築、構造教育、災害訓練施設

山田 雅一 教授構造工学基礎構造、地盤工学、液状化、オンライン応答実験法、改良地盤、振動台実験、地盤の物性評価、地盤災害

山中 新太郎 教授建築計画、建築設計地域デザイン、地域計画、災害復興計画、都市・集落分析、建築設計、施設計画、施設利用分析、建築空間論、建築設計論

一瀬 賢一 特任教授建築材料、建築施工建築材料、施工、品質評価、高強度コンクリート、繊維補強コンクリート、環境負荷低減

今村 雅樹 特任教授建築計画、建築設計建築設計、インテリア設計、公共施設、地域複合施設、教育施設、医療福祉施設、パブリック空間論、設計手法

岡田 章 特任教授構造工学、空間構造空間構造、ドーム、スタジアム、アトリウム空間、ガラスファサード、ケーブル構造、膜構造、テンセグリック構造、耐震シェルター、空間構造史、構造教育、仮設建築

重枝 豊 特任教授建築史、保存修復論日本の伝統建築の解析、近世社寺建築、建築の保全と再生、アジア建築、フィールドワーク、中国・朝鮮の建築

古橋 剛 特任教授構造工学、「対震」工学対（地）震性能設計法、制震（振）構造、長寿命建築、免・制震部材、免震構造システム、制震改修、地震時の挙動解析、地震災害情報

井本 佐保里 准教授建築計画、復興デザイン災害復興、ハウジング、子ども施設、スラム、難民キャンプ、住まい選択、ネットワーク、地域デザイン、空間変遷、住民主体

廣石 秀造 准教授構造工学、木質構造構造設計、構造デザイン、仮設建築、プレハブ、木製遊具・家具、中大規模木造、木質架構の印象

古澤 大輔 准教授建築計画、建築設計建築設計、意匠論、再生建築、建築の転用、ビルディングタイプ論、建築のノーテーション

井口 雅登 助教環境工学、設備工学温熱環境、住宅の暖冷房設備、住宅の省エネルギー、床チャンバー方式による住宅空調

泉山 塁威 助教都市計画、都市デザイン都市再生、中心市街地再生、ウォーカブルなまちづくり、商業地の人のアクティビティ、パブリックスペース、タクティカル・アーバニズム、プレイスメイキング、エリアマネジメント

二瓶 士門 助教建築計画、建築設計居住空間、建築意匠、実測調査、統計解析、シミュレーション、温熱環境、省エネルギー

宮田 敦典 助教建築材料、建築施工建築材料、施工、品質評価、新素材、新工法、RC造住宅、プレハブ化、木材の耐火、耐久性向上

阿久戸 信宏 助手構造工学、「対震」工学免震構造、制振構造、リアルタイムオンライン応答実験法

大川 碧望 助手建築計画、建築設計芸術文化施設、美術館、劇場・ホール、アートプロジェクト、展示空間、劇空間

岡庭 拓也 助手環境工学音・振動環境、床衝撃音、床振動、加振力、交通振動、鉄道騒音、保育施設の音・振動評価

鴛海 昂 助手構造工学、空間構造構造設計、空間構造、スタジアム、ケーブル構造、膜構造

道明 裕毅 助手構造工学基礎構造、地盤工学、液状化、オンライン応答実験法、改良地盤、振動台実験、地盤の物性評価、地盤災害

居駒 知樹 教授浮体工学海洋構造物の耐波性能、浮体の動揺性能、非線形波力、海洋開発、浮体式洋上風力発電、波力発電

北嶋 圭二 教授耐震構造工学合理的な構造システム、耐震設計、免震・制震構造、鉄筋コンクリート構造、氷海構造物

小林 直明 教授建築設計、海洋建築計画意匠設計、デザイン、研究施設計画、災害対応まちづくり計画、建築ストックの再生デザイン

福井 剛 教授コンクリート構造工学プレストレストコンクリート構造、プレキャスト工法、せん断破壊機構、地震後の継続使用性

星上 幸良 教授沿岸環境学津波・高潮・海岸侵食に対する海岸保全計画、住民合意形成

小林 昭男 特任教授沿岸域工学海浜環境調査、海浜変形予測、海浜環境GIS、海岸侵食対策、海岸環境共生、海岸・港湾構造物の設計と施工

近藤 典夫 特任教授数値流体力学海洋汚染、海水の流れ、境界移動問題、大型海洋構造物の運動性能、座屈問題、不安定現象、構造物の渦励振

桜井 慎一 特任教授ウォーターフロント水辺の空間デザイン、水辺居住計画、海洋景観計画、環境価値評価、ウォーターフロントの防災計画

惠藤 浩朗 准教授海洋構造計画・設計海洋建築物の構造計画・構造設計、海洋建築物の運動性能、浮体式海洋建築物を生かした海洋空間利用

髙橋 孝二 准教授構造設計・建築構法鉄筋コンクリート造超高層建築物の構造設計、プレキャスト鉄筋コンクリート工法の構造性能および施工法、免震・制震構造の設計および解析、中大規模木造構造の基礎研究

山本 和清 准教授沿岸地域計画学沿岸域のまちづくり計画、沿岸域社会福祉計画、水辺のユニバーサルデザイン計画、沿岸域防災避難計画、海浜空間のサイン計画

佐藤 信治 専任講師デザイン・建築計画学デザインコラボレーション、水族館、セルフビルドハウジング、透視図空間、海洋建築・建築デザイン

相田 康洋 助教沿岸防災、数値流体力学粒子法、津波漂流物の建築物への衝突問題、係留船舶の動揺シミュレーション、津波避難場所の適地選定

菅原 遼 助教親水工学海洋建築計画、水辺のまちづくり、市民・住民参加、公共空間活用、公私計画、親水空間デザイン

寺口 敬秀 助教ウォーターフロント都市工学都市計画、都市政策、防災計画、地域振興、観光、マリンレジャー

野志 保仁 助教海洋工学海浜変形予測、海岸保全計画、海岸侵食対策、砂浜保全、養浜技術開発

阿部 貴弘 教授都市史、景観計画歴史・文化をはぐくむまちづくり、土地の記憶・まちの履歴を生かした都市設計、持続可能なコミュニティ形成

岡田 智秀 教授景観まちづくり地元住民がいきいきと暮らせる景観まちづくり、魅力あるまちの将来像を導く景観ワークショップ

後藤 浩 教授河川工学、海岸工学海岸防災からのまちづくり、浜辺を楽しむビーチアクティビティ論、漁港・漁村の魅力を高める空間デザイン

田中 賢 教授福祉社会と安全安全・防犯まちづくり、健康・福祉社会実現のための人間工学、環境心理学を用いた建築計画

仲村 成貴 教授地震工学、構造力学まちを構成する各種施設のモニタリング、防災ハザードマップの利活用、構造物の振動特性同定、災害時応援協定

依田 光正 教授福祉工学「ひと」と「まち」をつなぐ福祉テクノロジー、多様な人々へのテクノロジーを活用したまちづくり、福祉環境デザイン

天野 光一 特任教授景観工学、観光計画美しく住んで良し訪れて良しのまちを実現する景観計画論・観光まちづくり論、合理的で美しい公共施設のデザイン論

小木曽 裕 特任教授都市・緑地の計画整備魅力的な都市や集合住宅地を創出・再生する総合的まちづくり、建築とランドスケープの調和による魅力的な市街地整備

高村 義晴 特任教授都市・地域の再生都市・地域再生と復興、新たな総合的地区マネジメント、総合的都市・地域整備手法・制度の開発

八藤後 猛 特任教授福祉社会と生活環境人々の生活・教育・就労・余暇において平等を実現する社会インフラとしてのまちづくりの技術

川田（押田） 佳子 准教授緑と観光まちづくり人と自然が共生するためのトータルランドスケープデザイン、自然・歴史観光地における持続可能な観光まちづくり

西山 孝樹 准教教観光計画、地域史史学を軸とした観光計画に関する研究、近世以前における社会基盤整備の歴史

山㟢 晋 准教授都市計画・建築計画公共施設の空間整備・地域連携手法、再編・跡地活用、人口減少社会の居住とまちづくり

落合 正行 助教建築計画・設計、空間デザイン都市の既存ストック活用、リノベーションまちづくり、公民館とまちづくり、建築・都市空間のコミュニケーションデザイン

田島 洋輔 助教環境・防災まちづくり再生可能エネルギーを中心とした持続可能なまちづくり、河川環境を活用した魅力的で災害に強い河川空間づくり

牟田 聡子 助教福祉まちづくり高齢者・障害者・子どもなど、すべての人が安全・快適に暮らせるまちづくり

岡部 顕史 教授材料力学、計算工学アーク溶接構造とスポット溶接構造の公称構造応力算出法、ニューラルネットワークを用いた結合剛性推定法

加藤 保之 教授弾塑性学、有限変形自然歪を用いた有限変形の弾塑性解析、レーザー照射を受ける薄板の熱弾塑性解析、カテーテルの強度と変形挙動

木村 元昭 教授熱流体工学、熱力学DBDプラズマアクチュエーターによる噴流制御、ソーラーエネルギーによる水素生成サイクル

鈴木 康方 教授流体工学、静粛工学翼端渦騒音、車体周りの流れと空力特性の解明、風車翼の空力特性の改善

関根 太郎 教授車両力学、人機械系ITS、パーソナルモビリティ、教育用シミュレーター、二輪車の運動特性、コネクテッド・ビークル

冨岡 昇 教授薄板構造力学スポット溶接構造の疲労寿命予測法、ばらつき要因によるスポット溶接の疲労寿命変動

富永 茂 教授機械力学、人間工学傷害予測に関する研究、自動車救命システム開発、一輪車運動の研究、自動車の予防衝突安全研究

星野 倫彦 教授金属塑性加工押出加工の数値シミュレーション、コンフォーム連続押出に関する研究、輸送機器軽量フレームの評価と製造

山田 高三 教授生産加工、精密測定研削加工システムの最適化、砥石表面形状の精密測定、研削加工シミュレーターの開発

吉田 幸司 教授内燃機関、燃焼工学新点火方式の研究、電界中の予混合火炎挙動、バイオ燃料のエンジンへの応用、回生機構付きエアモーターの開発

渡辺 亨 教授機械力学・計測制御機械システム（高層ビル、免震建物、除振台、柔軟ロボットアームなど）の運動と振動の制御

堀内 伸一郎 特任教授車両運動制御非線形車両運動解析、制御系の解析的評価法、個人適合型ドライバー支援システム、動的適応インターフェース

李 和樹 特任教授生産加工、精密測定精密加工、精密測定、生産技術、マイクロシステムの開発と評価、メカトロニクスの開発と評価

安藝 雅彦 准教授機械力学・制御車両（自動車、鉄道）の運動と制御、マルチボディダイナミクス

飯島 晃良 准教授内燃機関、燃焼工学高効率次世代エンジン、HCCI、水素、天然ガス、燃焼反応数値シミュレーション、電動化対応エンジン、対向ピストンエンジン

上田 政人 准教授材料力学、複合材料繊維強化プラスチックのマイクロメカニクス、航空機・自動車構造の軽量化と信頼性向上、高機能化

河府 賢治 准教授流体工学、混相流空気輸送の特性、超音波非接触粉粒体輸送、希少金属粒子の挙動制御、超音波集塵、液中粉粒体の超音波分散効果

関谷 直樹 准教授流体工学、流体計測境界層遷移、乱流境界層、境界層制御、風車、低レイノルズ数流れ

秋元 雅翔 助教熱流体工学・熱力学DBDプラズマアクチュエーターによる噴流制御、マイクロセンサーの開発

内田 元 助教生産加工、精密測定切削・研削・研磨加工の理論解析と応用、メカトロニクス

市原 稔紀 助手材料力学、複合材料複合材料の3Dプリント、複合材料の構造最適化設計

三木 悠也 助手流体工学、数値流体力学ハイパフォーマンスコンピューティング、乱流境界層、船舶周りの流れ解析、小型軸流ファンの内部

青木 義男 教授構造力学、複合材料構造ヘルスモニタリング、マイクロ展開構造、安全車体設計、ハードウエア識別器、宇宙エレベーター

今井 郷充 教授MEMS、材料力学マイクロメカニクス、マイクロ加工、医療MEMS、ポリマーMEMS、生体適合材料、バイオミメティクス

入江 寿弘 教授ロボット工学展開車輪による階段昇降ロボット、コミュニケーションロボット、アバターロボット、遠隔操作ロボット

内木場 文男 教授マイクロマシン機能性材料、セラミック、マイクロパーツ、マイクロロボット、ヒューマノイド、人工生物

齊藤 健 教授アナログ回路、AIアナログ集積回路デザイン、AI、マイクロロボット、ニューロロボティクス、人工生物、BMI

清水 雅夫 教授計算機視覚ステレオビジョン、高精度画像レジストレーション、非剛体レジストレーション、画像超解像処理

田中 勝之 教授エネルギー工学代替フロン冷媒、ヒートポンプ、オーガニックランキンサイクル、スターリングサイクル、燃料電池、熱電発電

羽多野 正俊 教授ロボット工学レスキューロボット、水中ロボット、農業ロボット、ドローン

松田 礼 教授人間工学、機械計測低周波音、騒音、音環境、振動、生体計測、生理心理反応、触感覚、機能表面、マシニングセンタ

井上 健 准教授制御工学システム制御理論、制御系の設計、システムデザイン、全身型パワー増幅ロボット

小林 伸彰 准教授デジタル回路、BCI半導体LSI、動画像符号化システム、ブレーン・コンピュータ・インターフェース（BCI）

田畑 昭久 准教授知的構造設計統計的学習理論、エンジニアリングデザイン、外挿アルゴリズム、知的構造物

吉田 洋明 准教授制御工学、ロボット工学ロボットの力制御、マスタ・スレーブシステム、閉鎖生態系の物質循環制御、サブオービタル宇宙機

渡邉 満洋 准教授材料工学、接合構造・機能材料、金属、接合、組織解析、組織制御、電子顕微鏡

金子 美泉 助教マイクロマシン機能性材料、セラミック、MEMS電磁デバイス

中村 嘉恵 助教光学、表面工学、設計工学表面加工による光性質制御、数値計算による光学シミュレーション、計測装置の設計開発

粟飯原 萌 助手情報工学教育、福祉等のシリアスゲーム構築法、モデリング&シミュレーション

大塚 賢哉 助手計算力学、計測評価工学構造ヘルスモニタリング、劣化損傷診断、非破壊検査、数値解析、スポーツ工学

内山 賢治 教授システム制御宇宙機、軌道設計、UAV、状態推定、最適制御、ロバスト制御

奥山 圭一 教授航空宇宙機材料航空宇宙機材料、航空宇宙機構造、繊維強化樹脂複合材、超小型宇宙機システム

髙橋 賢一 教授熱流体工学混相熱流体、熱流体解析、固体燃焼、固体粒子燃焼、ロケット推進

田辺 光昭 教授航空原動機電動ジェットエンジン、ロケットエンジンの振動燃焼、低燃費ガソリンエンジン、深層学習

村松 旦典 教授熱流体工学流れの制御、流体計測、流れの可視化、流れの不安定性、乱流混合、噴流

野口 聡一 特任教授宇宙工学有人宇宙技術

宮崎 康行 特任教授宇宙構造物工学ゴッサマー・マルチボディ・ダイナミクス、展開構造、大型宇宙構造システム、超小型科学衛星

安部 明雄 准教授誘導・制御工学次世代宇宙輸送系、大気圏再突入問題、誘導・制御、火星飛行機

阿部 新助 准教授宇宙科学流星、隕石、小惑星、彗星、小天体探査機「はやぶさ」、宇宙生物学

小宮 良樹 准教授材料工学アルミニウム合金、鋳造、アルミニウム基複合材

齊藤 允教 准教授内燃機関振動燃焼、航空機用推進システム、ガス燃料エンジン、機械学習

中根 昌克 准教授宇宙工学スペースプレーン、電気推進器形状最適化、先端的生命維持システム運用立案、微小生態系解析、翼果形態発達

山﨑 政彦 准教授宇宙構造物工学ゴッサマー・マルチボディ・ダイナミクス、膜面宇宙構造物、モデル低次元化、超小型宇宙機システム

菊池 崇将 助教流体工学衝撃波、高速飛行体、ソニックブーム、光学的可視化法、風洞実験

髙橋 晶世 助教熱流体工学熱流体解析、境界層燃焼、ハイブリッドロケットエンジン、レジリエンス・エンジニアリング、固体着火

増田 開 助教制御工学無人航空機の誘導制御、惑星探査ローバの誘導制御

坂野 文菜 助手熱流体工学ロケット推進工学、固体燃焼、燃焼工学、分析化学

Rodriguez Leon 
Rafael Armando 
助手

組込み工学組込みシステム、通信システム、制御システム、超小型宇宙機システム

大貫 進一郎 教授計算電磁気学高速・高精度アルゴリズム、並列・分散コンピューティング、エレクトロニクスシミュレーション、電磁界理論、複合物理計算

塩野 光弘 教授電力エネルギー工学エネルギーマネジメントシステム、海洋エネルギーの利用技術、潮流発電、波力発電、発電機制御

篠田 之孝 教授光エレクトロニクス光ファイバ計測、ファイバレーザ、光コヒーレンストモグラフィ、モーションキャプチャー、身体知の解析

戸田 健 教授情報・通信工学無線通信、生体医工学、ミリ波レーダセンシング、Wi-Fiベースセンシング、データサイエンス、ブロックチェーン、仮想通貨(暗号資産)

西川 省吾 教授発電・電力貯蔵工学再生可能エネルギー、分散電源、太陽光発電、ハイブリッド電源、エネルギー貯蔵、エネルギーマネジメント

古川 慎一 教授光通信工学光ファイバ通信システム、光ファイバ形素子、高速パルス伝送回路の設計、光導波路の設計と伝送特性解析

松田 健一 教授物性工学、電気電子材料ナノ磁性材料、カーボンナノマテリアル、超伝導工学

吉川 将洋 教授電力変換工学燃料電池の性能・寿命評価、EIS法を用いた電気化学デバイスの評価、再生可能エネルギーを利用した水電解・燃料合成

小野 隆 特任教授計測工学、画像処理火災検知システム、高齢者の生活支援システム、医療診断支援システム、交通情報支援システム、光環境デザイン

鈴木 薫 特任教授材料、放電・レーザ機能性素子、ダイヤモンドデバイス、カーボンナノデバイス、バイオマテリアル、環境半導体、太陽電池

三浦 光 特任教授音響・超音波工学超音波浮場、超音波加工・接合、空中超音波源、音響エレクトロニクス、超音波による微粒化、超音波音場の形成

大隅 歩 准教授音環境、超音波エレクトロニクス仮想音環境の構築、音響信号処理、非接触強力超音波デバイスの開発、アコースティックイメージング、非接触高速非破壊検査

尾崎 亮介 准教授波動情報工学、光・レーダ信号処理フォトニック結晶導波路、光集積回路デバイス、光・電波信号の情報処理、地下構造の可視化シミュレーション、電磁波レーダ

星野 貴弘 准教授システム工学交通流のモデル化、スマートデバイスの教育利用、組合せ最適化問題

松村 太陽 准教授計測工学鉄道信号システム、列車制御、列車運転システム、交通計画、LED照明、マルチセンサと画像処理による看視

門馬 英一郎 准教授コンピュータ・ビジョンコンピュータ・ビジョン、画像情報処理、電子応用計測、機械学習、照明環境シミュレーション、生体情報処理

直井 和久 専任講師電力発生工学電力系統、再生可能エネルギー、発電機制御、潮流発電、風力発電、発電用タービン

淺見 拓哉 助教音響・超音波工学超音波応用のための複合振動源の開発、超音波加工、超音波接合

岸本 誠也 助教波動信号処理小形アンテナの性能評価、屋内電波環境解析、マイクロ波給電、電磁界シミュレーションの高速化

胡桃 聡 助教光・プラズマプロセス光機能性デバイス、グリーンサスティナブルケミストリー、プラズモニクス

辻 健太郎 助教電力制御工学発電機制御、再生可能エネルギーを用いた発電システム、電力系統、潮流発電、風力発電

山口 達也 助手光エレクトロニクス光ファイバセンサ、高速波長掃引レーザ、実時間計測システム、デジタル信号処理、教育用模擬CTシステム

岩田 展幸 教授電子材料、物性工学高多機能新素材、新素材設計、カーボンナノマテリアル、高温・室温超伝導、有機エレクトロニクス

大谷 昭仁 教授計測工学、通信工学光通信用計測技術、光応用計測技術、ミリ波・テラヘルツ波計測技術とその応用、次世代モバイル通信技術

佐伯 勝敏 教授電子回路、生体情報ニューロチップ、脳モデル、ニューラルネットワーク、脳型システム、バイオセンサ、生体信号処理システム

三枝 健二 教授電磁波、環境電磁電磁環境評価、無線通信障害対策、電波障害対策、アンテナ

高橋 芳浩 教授半導体工学衛星搭載用半導体デバイス、耐放射線性半導体デバイス、半導体デバイスプロセスの低温化、シリコン系発光材料

塚本 新 教授情報記録、磁性材料超高速高密度情報記録、フェムト秒レーザ利用超短時間現象観察、自己組織化ナノマテリアル、画像処理応用

中川 活二 教授電子材料、磁性材料大容量情報記憶用光学システム、光磁気ハイブリッド記録、静電気力顕微鏡、プラズモニクス

芦澤 好人 准教授磁気工学、表面プラズモン工学Society5.0に向けた磁気センサおよび表面プラズモンセンサ、磁気ナノテクノロジー、プラズモニック材料・デバイス、ナノ薄膜光工学

今池 健 准教授電子回路、電子計測圧電振動型センサ、GHz帯水晶発振器、低位相雑音発振器、GPS

布施 匡章 准教授計測工学、信号処理工学無線計測技術、アナログ計測技術、デジタル信号処理技術

呉 研 助教半導体工学超低消費電力トンネル接合FET、微細低抵抗電極材料、半導体微細加工プロセス、デバイスシミュレーション

佐々木 芳樹 助教電子回路多値情報処理、ニューロンモデル、VLSI

永田 知子 助教電子材料、物性物理フレキシブル・エコ・フェライト太陽電池、省エネ・超小型フェライトReRAM、多機能フェライト素子

菅野 翔太 助手計測工学、通信工学ミリ波帯無線通信評価、数値情報処理技術、FPGA

吉川 大貴 助手応用物性、磁性材料超短時間磁気物性観察・制御、超高速情報記録、磁気・光学薄膜材料開発

香取 照臣 教授情報システム列車運行計画の効率化、認知行動の解析、動的最適配置の道路交通への応用、画像処理技術による行動認識

高橋 聖 教授情報システムソフトコンピューティングの産業応用、脳活動計測の工学的応用

西脇 大輔 教授パターン認識、人工知能文字メディアの認識・理解とその応用、映像メディア処理（画像検索・照合）、実世界センシングとコト認識

保谷 哲也 教授人工知能・信号処理言語パターン認識、認知言語、人工ニューラルネットワーク、脳型コンピュータ、音声信号処理

細野 裕行 教授情報通信システム音の視覚化、薬物動態解析、画像処理応用、電磁界解析

吉川 浩 教授3次元画像、光工学デジタルホログラフィック３次元ディスプレー、コンピュータグラフィックス、拡張現実感

木原 雅巳 特任教授ネットワーク、通信高信頼コンテンツ配信、著作権管理、携帯電話認証、電子透かし、位置情報、アーカイブシステム

五味 悠一郎 准教授ネットワークセキュリティ、機械学習、ブロックチェーン、医療情報、教育・学習支援Ｗｅｂシステム、ゲーミフィケーション

澤邉 知子 准教授ネットワークシステム高精細映像通信システム、映像アーカイブシステム、ソフトウェアによるネットワーク制御

松野 裕 准教授ソフトウェア工学プログラミング言語、システム保証、ソフトウェア開発プロセス

望月 寛 准教授組込みシステム次世代鉄道信号システム、デジタル伝送システム、組込みシステムの産業応用

山口 健 准教授３次元画像ホログラフィ、計算機合成ホログラム、拡張現実感技術

関 弘翔 助教画像処理画像処理のITSへの応用

滕 琳 助教情報システム最適経路問題、データマイニング

村上 知里 助教情報処理医用工学、仮想計測技術、生体用センサ

福田 卓海 助手情報システム情報技術の鉄道システムへの応用

青柳 隆夫 教授バイオマテリアル生体適合性材料、ドラッグデリバリーシステム、スマートマテリアルの設計と合成

青山 忠 教授有機合成化学未開拓反応の実験的探査、グリーンケミストリー、高効率合成、ファインケミカルズ

梅垣 哲士 教授触媒化学固体触媒、ナノ構造制御、金属・金属酸化物材料、エネルギー媒体、精製・浄化

大月 穣 教授分子デバイスの化学人工光合成、太陽電池材料、超分子材料、分子デバイス、DNA認識、医療用診断・治療技術開発

栗原 清文 教授化学工学化学工学物性（相平衡、粘度）、超臨界流体、イオン液体、ヒートサイクルシステム、バイオアルコール

小嶋 芳行 教授無機材料化学ソフトケミストリー、建築廃材のリサイクル、無機ナノ粒子、軽量不燃建材、LED蛍光体、残光性蛍光体

清水 繁 教授高分子物性刺激応答性ポリマー、高分子溶液物性、ポリペプチド、ポリマーゲル

須川 晃資 教授機能ナノ材料化学、光電気化学機能性金属・半導体ナノ粒子の化学、光電子反応制御、光触媒、太陽電池、医療用診断・治療技術、アップコンバージョン発光

遠山 岳史 教授無機材料化学粉体の形態制御、組成傾斜型粉体、CO2の物質−材料変換プロセス、化粧品粉体、無機系廃棄物の資源化

仁科 淳良 教授天然物有機化学生物資源、医薬品素材、食品素材、化粧品素材、分子生物学、細胞内情報伝達、食品機能

松田 弘幸 教授化学工学化学工学物性、グリーンケミストリー、ヒートサイクルシステム、超臨界流体の高度利用、医薬品・化粧品・香料の溶解度

伊掛 浩輝 准教授高分子物性高分子／無機ナノコンポジット、高屈折レンズ材料、UV・熱線カットポリマーコンポジット、機能性ポリマー

浮谷 基彦 准教授天然物化学医薬品素材、構造活性相関、構造修飾、生物資源、生物活性分子、抗腫瘍性物質、発がん予防物質

角田 雄亮 准教授資源環境工学バイオプラスチック原料の高効率生産、プラスチックの完全循環型リサイクル、リグニンの高度利用

鈴木 佑典 准教授生化学、分析化学糖脂質、糖タンパク質、膜マイクロドメイン、神経幹細胞、質量分析、難治性疾患の早期診断・新規治療法の開発

谷川 実 准教授生化学、酵素化学酵素、呼吸鎖電子伝達系、脱水素酵素、チトクロム、微生物、極限環境生物、D-アミノ酸
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星 徹 准教授 高分子材料化学 超臨界CO2の高度利用、ポリオレフィンの機能化、ポリマーバイオマテリアル、セルロースナノファイバー

森田 孝節 准教授 分析化学 原子スペクトル分析、化学形態別分析（スペシエーション）、多元素同時分析、微少量試料

吉川 賢治 准教授 分析化学 液体クロマトグラフィ、多成分同時分析、食品添加物、微小粒子状物質（PM2.5）、フィールドワーク

松下 祥子 助教 分析化学、病態解析学 質量分析、疾患バイオマーカー探索、腎・多臓器連関、薬物動態

小池 祥子 助手 無機材料化学 バイオセラミックス、機能性食品の成分分析

中村 亜紀 助手 無機材料化学 層状化合物を用いた新規機能性材料の合成と応用

中山 麗 助手 高分子材料 無機/有機ハイブリッド、結晶配向、高分子結晶の構造解析

早川 麻美子 助手 有機合成化学 光を用いる有機合成反応、環境調和型プロセス、光反応の産業への利用

東 翔子 助手 有機合成化学 酵素阻害剤の探索と有機合成、タンパク質の結晶化

浅井 朋彦 教授 プラズマ物理学 高効率核融合プラズマ、超音速プラズマ流による実験室天文学、自己組織化プラズマ、プラズマ応用（医療、材料など）

岩本 弘一 教授 宇宙物理学 星の進化、超新星、ガンマ線バースト、元素合成、ニュートリノ、中性子星、ブラックホール

鈴木 潔光 教授 教育、情報 科学教育、情報教育、表計算ソフト・数式処理ソフトを活用した教育、携帯電話・ネットワークを利用した教育

高瀬 浩一 教授 物性実験、応用物理 低次元物質や磁性半導体および機能性材料の創成と物性評価、ナノテクノロジーを用いた機能素子の創成

高橋 努 教授 核融合科学 磁場反転配位型コンパクトトーラスによる先進核融合発電、コンピュータトモグラフィによるプラズマ計測

二瓶 武史 教授 素粒子論 素粒子、超対称理論、大統一理論、陽子崩壊、クォーク、レプトン、暗黒物質、余剰次元、CP対称性の破れ

根來 均 教授 宇宙物理学 X線観測を通じたブラックホール等の高エネルギー天体周辺での物理現象の解明

藤井 紫麻見 教授 天体物理学 恒星の進化、大質量星、超新星・超新星残骸、活動銀河、銀河団、その他高エネルギー天体

山中 雅則 教授 物性理論、統計解析 多体問題、計算物理学、数値シミュレーション、生命情報学、インシリコ創薬、タンパク質、経済物理学

渡辺 忠孝 教授 強相関電子 固体電子物性、強相関電子系の物理、エキゾチック超伝導、フラストレーション、超音波物性、単結晶成長

飯尾 俊二 特任教授 核融合学 磁場閉じ込め、プラズマ計測、レーザ計測、固体内核変換

糸井 千岳 特任教授 統計物理学 数理物理、統計物理、多体問題、物性理論、場の理論、相転移、臨界現象、磁性、ランダム系

高野 良紀 特任教授 超伝導、物性実験 超伝導と磁性、新超伝導物質探索（リチウム硼炭化物、鉄砒素系超伝導体）、層状遷移金属化合物

小松﨑 良将 准教授 生物物理学 学習、シナプス可塑性、細胞外電位記録、海馬

住友 洋介 准教授 量子ビーム科学 加速器物理、放射線科学、自由電子レーザー、高強度光生成、計算機シミュレーション

三輪 光嗣 准教授 素粒子論 素粒子、超弦理論、M理論、ゲージ／重力対応、ブラックホール、ホログラフィ

雨宮 高久 助教 科学史 物理学史、プラズマ・核融合研究開発史、教科書における物理学概念の変遷

出村 郷志 助教 超伝導、ナノスケール計測 超伝導を含む機能性材料の探索および評価、走査型トンネル顕微鏡による局所構造および電子状態観察

小川 洋 助手 素粒子実験 地下素粒子実験、暗黒物質探索、ニュートリノ天文学、極低放射能技術

小林 大地 助手 プラズマ実験 核融合プラズマ実験、実験室天文学、超音速プラズモイド加速、MHDシミュレーション

青柳 美輝 教授 複素解析学 多変数関数論、学習理論

志村 立矢 教授 数学基礎論 非古典論理、中間論理、完全性

利根川 聡 教授 偏微分方程式論 非線形シュレーディンガー方程式、非線形クライン・ゴルドン方程式

橋口 徳一 教授 位相幾何学 アノソフ力学系、不変量

古津 博俊 教授 表現論 既約ユニタリ表現、超リー代数、ゲームの理論

安福 悠 教授 代数的整数論 代数学、整数論

善本 潔 教授 組合せ論 グラフ理論、離散幾何 

河野（平田） 典子 特任教授 整数論 ディオファントス近似、楕円曲線、有理点

吉開 範章 特任教授 ネットワーク基礎論 社会的ネットワーク、情報コミュニケーション技術、信用工学、QoE

笠川 良司 准教授 位相幾何学 写像類群、不変量

小紫 誠子 准教授 計算流体力学 ナビエ・ストークス方程式の数値解析、コンピュータグラフィックスによる可視化、数値シミュレーション

西川 貴雄 准教授 確率論 確率過程、確率微分方程式

平石 秀史 准教授 アルゴリズム理論 量子計算、データサイエンス、離散アルゴリズム

水野 将司 准教授 非線形解析学 非線形偏微分方程式の正則性理論、幾何学的測度論とその応用

伊藤 勝 助教 数理最適化 凸解析、大規模凸最適化、劣勾配法

杉山 真吾 助手 整数論 保型形式、保型表現、跡公式

鷲尾 夕紀子 助手 代数学、数学教育 整数論およびその数学教育への応用

井上 修一郎 教授 量子光学、量子情報 量子イメージング、量子パルスゲート、AI分光計

出口 真一 教授 素粒子論、量子論 素粒子、場の量子論、量子力学、ゲージ理論、ツイスター理論、弦理論

早川 恭史 教授 加速器科学 線形加速器、自由電子レーザー、コヒーレントX線源、X線イメージング

渡部 政行 教授 核融合科学 核融合、中性子源、電気推進ロケット、荷電粒子ビーム、イオントラップ、ダイナモ現象

境 武志 准教授 加速器科学 線形加速器、自由電子レーザー、コヒーレントＸ線源、高周波源、ビーム源、電磁界解析計算、テラヘルツ波

長峰 康雄 准教授 計算物理、核融合 コンピュータシミュレーション、数値計算、プラズマ・核融合理論

行方 直人 准教授 量子光学、量子情報 単一光子検出、エンタングルメント、量子暗号、量子計算

桑本 剛 准教授（研究所） 原子光学 レーザー冷却、原子気体のボース・アインシュタイン凝縮

大谷 聡 助教 素粒子論、量子論 素粒子、場の量子論、量子力学、ホログラフィ、経路積分、繰り込み群

勢力 尚雅 教授 倫理学・技術者倫理 〈経験と言語形式の連関〉と〈文化・社会形態〉の相互作用に関するシステム論的研究

人文社会科学
系列

岸 規子 准教授 日本近代文学 田山花袋・島崎藤村等の作品研究

鈴木 明 専任講師 理論経済学 線形経済学、産業連関分析

天野 聖悦 助教 憲法 受信料制度と知る自由、自衛権、地方自治

島村 修平 助教 分析哲学 自己意識の成り立ちに関する研究、言葉の意味と推論の関係に関する研究

武村 一雄 教授 微分方程式論 各種境界値問題に対するグリーン関数の解析的・代数的構造の究明、再生核を利用した連続・離散ソボレフ不等式の最良評価

数学系列

林 誠 教授 常微分方程式論 常微分方程式の解軌道の定性的理論

山崎 晋 教授 代数解析学 佐藤超函数、超局所解析、D加群

安部 公輔 准教授 応用解析学 数値解析、シミュレーション解析

五十嵐 威文 准教授 偏微分方程式論 非線形放物型方程式の解の長時間挙動および爆発問題

久保田 直樹 准教授 確率過程論 ランダム媒質中のランダムウォークの漸近挙動について

渡邉 健太 准教授 代数幾何学 K3曲面上のベクトル束、曲線のブリルネーター理論とその周辺

小林 正史 専任講師 多変数関数論 不変計量を用いた正則同値問題の研究

梅田 耕平 助教 代数解析学 多変数ラプラス超関数の理論

齋藤 洋樹 助教 実解析・調和解析 実解析・調和解析的手法による掛谷問題の研究

井口 英雄 教授 相対論・宇宙論 時空特異点およびブラックホールの物理

物理系列

大久保 尚紀 教授 磁性体物理・物理教育 円運動に関する教育教材の開発

佐甲 徳栄 教授 分子科学・反応動力学 光と物質の相互作用、少数量子多体系

鈴木 徳一 教授 統計力学・複雑系科学 カタストロフ複雑系現象としての地震

中原 明生 教授 物性物理学 パターン形成、破壊制御、レオロジー

中村 正人 教授 原子分子物理学 原子分子およびその集合体の衝突過程とその星間物理化学への応用

伴 周一 教授 固体物理・教育 磁性、理科教育機材、書籍撮影装置

三島 隆 教授 一般相対論 アインシュタイン方程式の厳密解

岡田 悟志 准教授 固体物性・物理教育 機能性電子材料の探索と評価

勝木 厚成 准教授 統計物理学 数理地形、生物物理、複雑系

坂元 啓紀 准教授 統計物理学 スピン系、場の理論、くりこみ群

三五 弘之 教授 材料化学 新規セメント系材料の開発

化学系列

村上 雅彦 教授 分析化学・環境化学 超微量元素の分離および分析手法の開発

米田 哲也 教授 物理化学・触媒化学 固体触媒、環境浄化、金属ナノ粒子、担体改質、自己組織化、水溶媒

伊藤 賢一 准教授 有機化学 環境低負荷型有機合成反応の開発

大宅 淳一 准教授 材料化学 セメント系材料の水和反応

小泉 公志郎 准教授 無機材料化学 産業副産物の有用再資源化

平野 壮哉 専任講師 分析化学 有害物質除去法の開発

石見 勝洋 助手 天然物化学 理科教育、有用天然物の探索

岡田 真紀 助手 物理化学・計算機化学 溶液中の分子のダイナミクスに関する研究

梶山 貴弘 助教 自然地理学 氷河地形に関する研究 地学系列

鈴木 孝 教授 19世紀アメリカ文学 マーク・トウェインの晩年思想

英語系列

乙黒 麻記子 准教授 英文学 ポストコロニアル文学研究

河口 英治 准教授 17世紀英文学 形而上詩人の奇想、宗教上のスタンス

小中 秀彦 准教授 日英語比較 川端作品の英訳

中村 文紀 准教授 アメリカ文化論・教育工学 アメリカの人種・民族・宗教と文学、教学IR

ジョナサン・ハリソン 准教授 英語教育 教育学英語教授法とカリキュラム

ジョセフ・J・ファラウト 准教授 英語教育・教育心理学 英語学習意欲

秋庭 大悟 助教 言語学・生成文法理論 英語と日本語を中心とした比較統語論

加藤 遼子 助教 英文学・英米児童文学 ジョン・ミルトン研究、英米児童文学

丸 聡弘 助教 アメリカ文学・文化論 ハーマン・メルヴィル研究を中心に

郭 海燕 教授 日中外交史、中国語学 日清戦争史、中国語教授法

初修外国語
系列

石部 尚登 准教授 言語社会学 言語政策研究、地域語・少数言語復権論、地域研究（ベルギー）

伊藤（時田） 伊津子 准教授 現代ドイツ語学 ドイツ語の語順と文構造

栁 武司 准教授 現代ドイツ文法 日独対照形容詞研究

北村 勝朗 教授 スポーツ心理学 エキスパートの熟達化とコーチング

体育系列

安住 文子 准教授 スポーツ生理学 身体活動習慣・生活習慣と体力の関係

重城 哲 准教授 スポーツ生理学 幼児期の発育・発達と運動能力について

髙橋 亮輔 准教授 体育測定評価学 成長期のスポーツ傷害予防、ストレングス＆コンディショニング

難波 秀行 准教授 応用健康科学 身体活動の評価法開発、身体活動の促進および栄養学

沖 和磨 助教 運動生理学 運動制御と脳活動

三木 二郎 助教 コーチング学 水泳競技におけるコーチング

柴山 英樹 教授 教育思想史 シュタイナーの教育思想、教育メディア研究
教職系列

黒田 友紀 准教授 学校教育学 日米の学校改革、ジェンダーと教育

伊豆原 月絵 教授 服飾美学、博物館学 色彩と紋様の象徴性、技術と道具史、資料保存、修復、復元 学芸員系列

酒句 敎明 教授 構造工学 小規模建築物、地盤調査、災害廃棄物のリサイクル、液状化、災害情報

佐藤 秀人 教授 建築基礎構造 杭基礎、擁壁、地盤アンカー、地盤の環境問題

羽入 敏樹 教授 環境工学、建築音響 コンサートホールの音響設計、室内音場の計測と評価、医療空間の音環境、スピーチプライバシー

星 和磨 教授 環境工学、建築音響 劇場やコンサートホールなどの室内音場予測（シミュレーション）、建築材料の吸音率測定

矢代 眞己 教授 建築史、建築論 20世紀建築史、建築意匠、建築批評、住居集合論、住宅史

石鍋 雄一郎 准教授 構造工学 鋼構造、エネルギーの釣合に基づく耐震設計、弾塑性構造解析、鋼材系ダンパーの性能

山﨑 誠子 准教授 ランドスケープ計画 ランドスケープ、ガーデン、緑化、街づくり、建築設計、建築計画

石田 優 助教 建築デザイン 近代建築史、住居論、3DCG、インタラクションデザイン

川嶋 勝 助教 建築史、建築意匠 近代日本建築史、建築ジャーナリズム史、建築書の歴史と編集

鈴木 諒一 助手 環境工学 建築環境の測定・シミュレーション、音楽スタジオ設計、住空間の音環境

小林 一彦 教授 マイクロ波、環境電磁 ＯＴＡ評価環境構築、マイクロ波電力伝送システム

西村 克史 教授 微生物化学 微生物由来酵素の性質と構造解析、微細藻類の利用、新奇高分子生産微生物の探索

萩原 俊紀 教授 有機合成化学 超分子材料、インターロックト化合物、自己複製分子、人工DNA、新機能ポリマー、高性能ポリマー

赤澤 寛行 准教授 天然物有機化学 天然物の単離、天然物の構造解析、生物活性の評価、天然物の有効活用

金 炯秀 准教授 教育工学、複合材料 聴覚障害者・学生のための意思疎通支援システムの開発、複合材料（CFRP）の衝撃解析

駒田 智彦 准教授 ハドロン物理学、教育 ハドロン実験データの解析、σ/κ中間子、バリアフリー数式エディターの開発

前田 知人 准教授 ハドロン物理学 ハドロン分光学、相対論的クォーク模型、エキゾチックハドロン

眞中 裕子 准教授 非線形解析学 非線形写像の不動点定理、バナッハ空間における射影法と近似定理、反復法による収束定理と最適化問題

宮城 徳誠 助教 熱流体工学 噴流の拡散制御、DBDプラズマアクチュエーターによる流体制御、太陽熱の有効利用

一柳 龍伸 助手 電力・電気機器工学 電気機器、リアクトル、ベクトル、始動器、インバーター装置、リアクトルコイル、振動トルク、ベクトル図

川根 深 専任講師 教育工学 携帯端末を用いた数学教育の支援プログラムの開発 数学系列

豊田 陽己 教授 素粒子論 非局所場の理論、量子変形、広がりをもつ素粒子模型、ゲージ／重力対応
物理系列

梅津 光一郎 准教授 素粒子論 場の量子論、重力理論、量子力学基礎論

服部 英恵 准教授 体育史 近代日本の健康法 体育系列

短期大学部

梅村 靖弘 教授土木材料高機能性コンクリート、コンクリート構造、エココンクリート、産業廃棄物リサイクル、ジオシンセティックス

大沢 昌玄 教授都市計画、土木史市街地開発事業、都市交通施設、災害リスクと土地利用、まちの活性化、都市空間設計、災害復興、都市計画史、駐車場

金子 雄一郎 教授建設マネジメントインフラマネジメント、維持管理、入札・契約制度、プロジェクト評価、公共交通計画、ビッグデータ

小林 義和 教授計算工学非破壊検査、液状化、数値解析、大変形、並列計算、逆解析

齋藤 利晃 教授微生物処理工学下水道、下水処理、亜酸化窒素、エネルギー自立化

関 文夫 教授構造、デザイン構造設計、構造技術、土木史、コンセプチュアルデザイン、土木デザイン、システムデザイン、環境デザイン

高橋 正行 教授水理学空気混入流、流水美デザイン、親水デザイン、河川環境、都市型水害対策、河川構造物

中村 英夫 教授交通計画、都市政策都市交通計画、都市計画調査、都市政策評価、都市・地域マネジメント、官民連携

羽柴 秀樹 教授測量学衛星リモートセンシング、地理・地形情報、GPS、環境調査と評価、土地被覆、都市内緑地環境、災害調査

安田 陽一 教授水理学水生生物の生態系保全、河川環境改善、魚道の流れ、洪水流の減勢対策、砂防施設からの洪水流の制御

野村 卓史 特任教授応用力学、風工学風災害、長大橋、風環境、環境音、計算力学、風力発電

前野 賀彦 特任教授海岸工学、地盤工学海底地盤、波浪による液状化、海岸侵食とその対策、沿岸植生と海岸保全、漁港・漁村整備、大規模洪水災害

小田 憲一 准教授防雪工学土砂･雪崩、斜面防災、模型実験、流動体の摩擦特性、数値流体力学

鎌尾 彰司 准教授地盤工学地盤沈下、地盤改良、大深度地下開発、地盤調査、湿地、リサイクル

小沼 晋 准教授環境解析、環境工学バクテリア、環境汚染物質、リスク評価・管理、干潟・浅場、生態系修復、総合的な環境指標

佐藤 正己 准教授土木材料ハイパフォーマンスコンクリート、超高強度コンクリート、反応解析、産業廃棄物活用、耐久性向上、粒子設計

重村 智 准教授土質力学土の強度、せん断帯、大変形、斜面安定、地すべり、破壊機構、進行性破壊

長谷部 寛 准教授応用力学、風工学数値流体力学、乱流モデル、風洞実験、橋梁の耐風設計、都市の風環境、林野火災

吉田 征史 准教授環境衛生工学富栄養化、生物学的排水処理、微生物燃料電池、活性汚泥モデル、温室効果ガス

園部 雅史 助教測量学衛星リモートセンシング、GIS、GPS、災害調査と評価、環境調査と評価、土地被覆

三友 奈々 助教環境デザイン学都市デザイン、地域デザイン、公共的空間、広場、公園、街路、まちなかの居場所、コミュニティ再生、まちづくり

山田 雄太 助教構造工学、維持管理コンクリート構造、複合構造、力学モデル、非線形有限要素解析、せん断、疲労、耐震・免振、材料-構造連成応答

佐藤 柳言 助手水理学高速水流、河川構造物、水工構造物周辺の流れ（局所流）、流水抵抗

中村 勝哉 助手地盤力学数値解析、逆問題、進行性破壊、要素試験、模型試験

藤井 大地 助手環境微生物工学バクテリア、微細藻類、mRNA、PCR、FISH

伊東 英幸 教授交通環境計画・評価交通生態学、ロードキル、戦略的環境アセスメント、環境経済評価、ライフサイクルアセスメント、観光交通、公共交通

小早川 悟 教授地区交通計画・物流都市交通管理、自転車通行路の計画、駐車場計画、ロジスティクス（物流計画）、交通安全対策

佐田 達典 教授空間情報工学、測量衛星測位、GPS、準天頂衛星、ICT施工、レーザスキャナ、道路空間計測、モバイルマッピング

下川 澄雄 教授道路工学、交通工学サービス水準、交通容量、交通渋滞、道路ネットワーク、道路空間再編、幾何構造、ラウンドアバウト

谷口 望 教授構造工学、鉄道工学鋼構造、複合構造、橋梁工学、設計工学、維持管理、騒音振動対策、防災工学

轟 朝幸 教授交通計画、地域計画航空ネットワーク、空港計画・運用、公共交通（鉄道、バス、LRT）、ITS、TDM、交通ビッグデータ、観光交通

福田 敦 教授交通計画、国際開発交通システム計画、低炭素交通システム、交通プロジェクトの経済評価、国際協力事業

藤井 敬宏 教授都市交通計画地域公共交通、シニア社会の交通、住民協働都市のコンパクト化と交通、交通バリアフリー

峯岸 邦夫 教授交通地盤工学交通施設、道路、鉄道、空港、人工地盤材料、ジオシンセティックス、ジオフォーム、地盤の軽量化、地盤の補強、リサイクル

桑原 雅夫 特任教授交通工学交通データ解析、交通ネットワーク解析、交通流解析、交通容量、信号制御

石坂 哲宏 准教授交通工学、情報工学道路交通情報収集・提供、交通ビッグデータ解析、交通行動モデリング、交通シミュレーション、スマートモビリティ

江守 央 准教授福祉交通、UD交通バリアフリー、歩行空間計測と計画、賑わいのみちづくり、歩行者情報・サイン計画、観光交通

齊藤 準平 准教授コンクリート工学交通インフラ、コンクリート構造物、劣化・損傷度診断、耐荷性・耐久性評価、維持管理計画、非破壊検査

兵頭 知 助教交通工学、土木計画交通安全、交通事故リスク評価、車両挙動解析、高速道路、幹線道路、プローブカーデータ、多変量解析、航空安全

山中 光一 助教地盤工学、舗装工学路床土、舗装の構造設計、理論的設計方法、混合地盤材料、地盤の安定処理、軽量土、リサイクル

吉岡 慶祐 助教交通工学道路構造、交通事故、交通渋滞、交通シミュレーション、サービス水準、交通容量、ラウンドアバウト

菊池 浩紀 助手交通計画、都市計画交通需要予測、低炭素交通システム、低炭素都市、都市政策評価、気候変動適応策、システムダイナミクス

関口 穂 助手構造工学鋼構造、橋梁工学、鉄道工学、仮設構造

田部井 優也 助手交通計画、都市計画道路交通アセスメント、交通渋滞、ミクロ交通流シミュレーション、大規模小売店舗、駐車場

宇於﨑 勝也 教授都市計画、都市デザイン都市計画、都市デザイン、都市計画史、景観の保全・形成、居住環境整備、環境・防災と不動産、まちづくり、住宅政策

佐藤 慎也 教授建築計画、建築設計芸術文化施設、美術館、劇場・ホール、アートプロジェクト、展示空間、劇空間

佐藤 光彦 教授建築計画、建築設計建築設計、建築論、設計方法の分析、居住空間、住宅、集合住宅

田嶋 和樹 教授構造工学鉄筋コンクリート構造、非線形構造解析、耐震性能評価手法、靭性能評価手法、耐久性評価手法、損傷解析法

田所 辰之助 教授建築史、建築論近・現代建築史、近代住宅史、デザイン思潮、モダニズム建築の保存・再生

冨田 隆太 教授環境工学音・振動環境、床衝撃音、床振動、加振力、交通振動、床材のかたさ感覚、保育施設の音・振動環境

中島 肇 教授構造工学、対雪設計鋼構造、ハイブリッド構造、構造デザイン、構造設計手法、雪荷重評価、屋根上積雪分布予測、大変形・座屈・弾塑性挙動分析

中田 善久 教授建築材料、建築施工建築材料、施工、品質評価、新素材、新工法、RC造住宅、プレハブ化、木材の耐火、耐久性向上

長沼 一洋 教授構造工学鉄筋コンクリート構造、鋼・コンクリート合成構造、非線形構造解析、有限要素法、熱伝導・温度応力解析

橋本 修 教授環境工学室内音響、公共空間の音環境、音声伝送性能の評価・予測、電気音響による拡声音制御、光・視環境の評価

秦 一平 教授構造工学、「対震」工学対（地）震性能設計法、制震（振）構造、長寿命建築、免・制震部材、免震構造システム、制震改修、地震時の挙動解析、地震災害情報

蜂巣 浩生 教授環境工学、設備工学建築設備、温熱環境、複合環境、実験動物施設、環境制御、省エネルギー、脊髄損傷者

宮里 直也 教授構造工学、空間構造空間構造、ドーム、スタジアム、ガラスファサード、ケーブル構造、膜構造、テンセグリック構造、テンセグリティー構造、仮設建築、構造教育、災害訓練施設

山田 雅一 教授構造工学基礎構造、地盤工学、液状化、オンライン応答実験法、改良地盤、振動台実験、地盤の物性評価、地盤災害

山中 新太郎 教授建築計画、建築設計地域デザイン、地域計画、災害復興計画、都市・集落分析、建築設計、施設計画、施設利用分析、建築空間論、建築設計論

一瀬 賢一 特任教授建築材料、建築施工建築材料、施工、品質評価、高強度コンクリート、繊維補強コンクリート、環境負荷低減

今村 雅樹 特任教授建築計画、建築設計建築設計、インテリア設計、公共施設、地域複合施設、教育施設、医療福祉施設、パブリック空間論、設計手法

岡田 章 特任教授構造工学、空間構造空間構造、ドーム、スタジアム、アトリウム空間、ガラスファサード、ケーブル構造、膜構造、テンセグリック構造、耐震シェルター、空間構造史、構造教育、仮設建築

重枝 豊 特任教授建築史、保存修復論日本の伝統建築の解析、近世社寺建築、建築の保全と再生、アジア建築、フィールドワーク、中国・朝鮮の建築

古橋 剛 特任教授構造工学、「対震」工学対（地）震性能設計法、制震（振）構造、長寿命建築、免・制震部材、免震構造システム、制震改修、地震時の挙動解析、地震災害情報

井本 佐保里 准教授建築計画、復興デザイン災害復興、ハウジング、子ども施設、スラム、難民キャンプ、住まい選択、ネットワーク、地域デザイン、空間変遷、住民主体

廣石 秀造 准教授構造工学、木質構造構造設計、構造デザイン、仮設建築、プレハブ、木製遊具・家具、中大規模木造、木質架構の印象

古澤 大輔 准教授建築計画、建築設計建築設計、意匠論、再生建築、建築の転用、ビルディングタイプ論、建築のノーテーション

井口 雅登 助教環境工学、設備工学温熱環境、住宅の暖冷房設備、住宅の省エネルギー、床チャンバー方式による住宅空調

泉山 塁威 助教都市計画、都市デザイン都市再生、中心市街地再生、ウォーカブルなまちづくり、商業地の人のアクティビティ、パブリックスペース、タクティカル・アーバニズム、プレイスメイキング、エリアマネジメント

二瓶 士門 助教建築計画、建築設計居住空間、建築意匠、実測調査、統計解析、シミュレーション、温熱環境、省エネルギー

宮田 敦典 助教建築材料、建築施工建築材料、施工、品質評価、新素材、新工法、RC造住宅、プレハブ化、木材の耐火、耐久性向上

阿久戸 信宏 助手構造工学、「対震」工学免震構造、制振構造、リアルタイムオンライン応答実験法

大川 碧望 助手建築計画、建築設計芸術文化施設、美術館、劇場・ホール、アートプロジェクト、展示空間、劇空間

岡庭 拓也 助手環境工学音・振動環境、床衝撃音、床振動、加振力、交通振動、鉄道騒音、保育施設の音・振動評価

鴛海 昂 助手構造工学、空間構造構造設計、空間構造、スタジアム、ケーブル構造、膜構造

道明 裕毅 助手構造工学基礎構造、地盤工学、液状化、オンライン応答実験法、改良地盤、振動台実験、地盤の物性評価、地盤災害

居駒 知樹 教授浮体工学海洋構造物の耐波性能、浮体の動揺性能、非線形波力、海洋開発、浮体式洋上風力発電、波力発電

北嶋 圭二 教授耐震構造工学合理的な構造システム、耐震設計、免震・制震構造、鉄筋コンクリート構造、氷海構造物

小林 直明 教授建築設計、海洋建築計画意匠設計、デザイン、研究施設計画、災害対応まちづくり計画、建築ストックの再生デザイン

福井 剛 教授コンクリート構造工学プレストレストコンクリート構造、プレキャスト工法、せん断破壊機構、地震後の継続使用性

星上 幸良 教授沿岸環境学津波・高潮・海岸侵食に対する海岸保全計画、住民合意形成

小林 昭男 特任教授沿岸域工学海浜環境調査、海浜変形予測、海浜環境GIS、海岸侵食対策、海岸環境共生、海岸・港湾構造物の設計と施工

近藤 典夫 特任教授数値流体力学海洋汚染、海水の流れ、境界移動問題、大型海洋構造物の運動性能、座屈問題、不安定現象、構造物の渦励振

桜井 慎一 特任教授ウォーターフロント水辺の空間デザイン、水辺居住計画、海洋景観計画、環境価値評価、ウォーターフロントの防災計画

惠藤 浩朗 准教授海洋構造計画・設計海洋建築物の構造計画・構造設計、海洋建築物の運動性能、浮体式海洋建築物を生かした海洋空間利用

髙橋 孝二 准教授構造設計・建築構法鉄筋コンクリート造超高層建築物の構造設計、プレキャスト鉄筋コンクリート工法の構造性能および施工法、免震・制震構造の設計および解析、中大規模木造構造の基礎研究

山本 和清 准教授沿岸地域計画学沿岸域のまちづくり計画、沿岸域社会福祉計画、水辺のユニバーサルデザイン計画、沿岸域防災避難計画、海浜空間のサイン計画

佐藤 信治 専任講師デザイン・建築計画学デザインコラボレーション、水族館、セルフビルドハウジング、透視図空間、海洋建築・建築デザイン

相田 康洋 助教沿岸防災、数値流体力学粒子法、津波漂流物の建築物への衝突問題、係留船舶の動揺シミュレーション、津波避難場所の適地選定

菅原 遼 助教親水工学海洋建築計画、水辺のまちづくり、市民・住民参加、公共空間活用、公私計画、親水空間デザイン

寺口 敬秀 助教ウォーターフロント都市工学都市計画、都市政策、防災計画、地域振興、観光、マリンレジャー

野志 保仁 助教海洋工学海浜変形予測、海岸保全計画、海岸侵食対策、砂浜保全、養浜技術開発

阿部 貴弘 教授都市史、景観計画歴史・文化をはぐくむまちづくり、土地の記憶・まちの履歴を生かした都市設計、持続可能なコミュニティ形成

岡田 智秀 教授景観まちづくり地元住民がいきいきと暮らせる景観まちづくり、魅力あるまちの将来像を導く景観ワークショップ

後藤 浩 教授河川工学、海岸工学海岸防災からのまちづくり、浜辺を楽しむビーチアクティビティ論、漁港・漁村の魅力を高める空間デザイン

田中 賢 教授福祉社会と安全安全・防犯まちづくり、健康・福祉社会実現のための人間工学、環境心理学を用いた建築計画

仲村 成貴 教授地震工学、構造力学まちを構成する各種施設のモニタリング、防災ハザードマップの利活用、構造物の振動特性同定、災害時応援協定

依田 光正 教授福祉工学「ひと」と「まち」をつなぐ福祉テクノロジー、多様な人々へのテクノロジーを活用したまちづくり、福祉環境デザイン

天野 光一 特任教授景観工学、観光計画美しく住んで良し訪れて良しのまちを実現する景観計画論・観光まちづくり論、合理的で美しい公共施設のデザイン論

小木曽 裕 特任教授都市・緑地の計画整備魅力的な都市や集合住宅地を創出・再生する総合的まちづくり、建築とランドスケープの調和による魅力的な市街地整備

高村 義晴 特任教授都市・地域の再生都市・地域再生と復興、新たな総合的地区マネジメント、総合的都市・地域整備手法・制度の開発

八藤後 猛 特任教授福祉社会と生活環境人々の生活・教育・就労・余暇において平等を実現する社会インフラとしてのまちづくりの技術

川田（押田） 佳子 准教授緑と観光まちづくり人と自然が共生するためのトータルランドスケープデザイン、自然・歴史観光地における持続可能な観光まちづくり

西山 孝樹 准教教観光計画、地域史史学を軸とした観光計画に関する研究、近世以前における社会基盤整備の歴史

山㟢 晋 准教授都市計画・建築計画公共施設の空間整備・地域連携手法、再編・跡地活用、人口減少社会の居住とまちづくり

落合 正行 助教建築計画・設計、空間デザイン都市の既存ストック活用、リノベーションまちづくり、公民館とまちづくり、建築・都市空間のコミュニケーションデザイン

田島 洋輔 助教環境・防災まちづくり再生可能エネルギーを中心とした持続可能なまちづくり、河川環境を活用した魅力的で災害に強い河川空間づくり

牟田 聡子 助教福祉まちづくり高齢者・障害者・子どもなど、すべての人が安全・快適に暮らせるまちづくり

岡部 顕史 教授材料力学、計算工学アーク溶接構造とスポット溶接構造の公称構造応力算出法、ニューラルネットワークを用いた結合剛性推定法

加藤 保之 教授弾塑性学、有限変形自然歪を用いた有限変形の弾塑性解析、レーザー照射を受ける薄板の熱弾塑性解析、カテーテルの強度と変形挙動

木村 元昭 教授熱流体工学、熱力学DBDプラズマアクチュエーターによる噴流制御、ソーラーエネルギーによる水素生成サイクル

鈴木 康方 教授流体工学、静粛工学翼端渦騒音、車体周りの流れと空力特性の解明、風車翼の空力特性の改善

関根 太郎 教授車両力学、人機械系ITS、パーソナルモビリティ、教育用シミュレーター、二輪車の運動特性、コネクテッド・ビークル

冨岡 昇 教授薄板構造力学スポット溶接構造の疲労寿命予測法、ばらつき要因によるスポット溶接の疲労寿命変動

富永 茂 教授機械力学、人間工学傷害予測に関する研究、自動車救命システム開発、一輪車運動の研究、自動車の予防衝突安全研究

星野 倫彦 教授金属塑性加工押出加工の数値シミュレーション、コンフォーム連続押出に関する研究、輸送機器軽量フレームの評価と製造

山田 高三 教授生産加工、精密測定研削加工システムの最適化、砥石表面形状の精密測定、研削加工シミュレーターの開発

吉田 幸司 教授内燃機関、燃焼工学新点火方式の研究、電界中の予混合火炎挙動、バイオ燃料のエンジンへの応用、回生機構付きエアモーターの開発

渡辺 亨 教授機械力学・計測制御機械システム（高層ビル、免震建物、除振台、柔軟ロボットアームなど）の運動と振動の制御

堀内 伸一郎 特任教授車両運動制御非線形車両運動解析、制御系の解析的評価法、個人適合型ドライバー支援システム、動的適応インターフェース

李 和樹 特任教授生産加工、精密測定精密加工、精密測定、生産技術、マイクロシステムの開発と評価、メカトロニクスの開発と評価

安藝 雅彦 准教授機械力学・制御車両（自動車、鉄道）の運動と制御、マルチボディダイナミクス

飯島 晃良 准教授内燃機関、燃焼工学高効率次世代エンジン、HCCI、水素、天然ガス、燃焼反応数値シミュレーション、電動化対応エンジン、対向ピストンエンジン

上田 政人 准教授材料力学、複合材料繊維強化プラスチックのマイクロメカニクス、航空機・自動車構造の軽量化と信頼性向上、高機能化

河府 賢治 准教授流体工学、混相流空気輸送の特性、超音波非接触粉粒体輸送、希少金属粒子の挙動制御、超音波集塵、液中粉粒体の超音波分散効果

関谷 直樹 准教授流体工学、流体計測境界層遷移、乱流境界層、境界層制御、風車、低レイノルズ数流れ

秋元 雅翔 助教熱流体工学・熱力学DBDプラズマアクチュエーターによる噴流制御、マイクロセンサーの開発

内田 元 助教生産加工、精密測定切削・研削・研磨加工の理論解析と応用、メカトロニクス

市原 稔紀 助手材料力学、複合材料複合材料の3Dプリント、複合材料の構造最適化設計

三木 悠也 助手流体工学、数値流体力学ハイパフォーマンスコンピューティング、乱流境界層、船舶周りの流れ解析、小型軸流ファンの内部

青木 義男 教授構造力学、複合材料構造ヘルスモニタリング、マイクロ展開構造、安全車体設計、ハードウエア識別器、宇宙エレベーター

今井 郷充 教授MEMS、材料力学マイクロメカニクス、マイクロ加工、医療MEMS、ポリマーMEMS、生体適合材料、バイオミメティクス

入江 寿弘 教授ロボット工学展開車輪による階段昇降ロボット、コミュニケーションロボット、アバターロボット、遠隔操作ロボット

内木場 文男 教授マイクロマシン機能性材料、セラミック、マイクロパーツ、マイクロロボット、ヒューマノイド、人工生物

齊藤 健 教授アナログ回路、AIアナログ集積回路デザイン、AI、マイクロロボット、ニューロロボティクス、人工生物、BMI

清水 雅夫 教授計算機視覚ステレオビジョン、高精度画像レジストレーション、非剛体レジストレーション、画像超解像処理

田中 勝之 教授エネルギー工学代替フロン冷媒、ヒートポンプ、オーガニックランキンサイクル、スターリングサイクル、燃料電池、熱電発電

羽多野 正俊 教授ロボット工学レスキューロボット、水中ロボット、農業ロボット、ドローン

松田 礼 教授人間工学、機械計測低周波音、騒音、音環境、振動、生体計測、生理心理反応、触感覚、機能表面、マシニングセンタ

井上 健 准教授制御工学システム制御理論、制御系の設計、システムデザイン、全身型パワー増幅ロボット

小林 伸彰 准教授デジタル回路、BCI半導体LSI、動画像符号化システム、ブレーン・コンピュータ・インターフェース（BCI）

田畑 昭久 准教授知的構造設計統計的学習理論、エンジニアリングデザイン、外挿アルゴリズム、知的構造物

吉田 洋明 准教授制御工学、ロボット工学ロボットの力制御、マスタ・スレーブシステム、閉鎖生態系の物質循環制御、サブオービタル宇宙機

渡邉 満洋 准教授材料工学、接合構造・機能材料、金属、接合、組織解析、組織制御、電子顕微鏡

金子 美泉 助教マイクロマシン機能性材料、セラミック、MEMS電磁デバイス

中村 嘉恵 助教光学、表面工学、設計工学表面加工による光性質制御、数値計算による光学シミュレーション、計測装置の設計開発

粟飯原 萌 助手情報工学教育、福祉等のシリアスゲーム構築法、モデリング&シミュレーション

大塚 賢哉 助手計算力学、計測評価工学構造ヘルスモニタリング、劣化損傷診断、非破壊検査、数値解析、スポーツ工学

内山 賢治 教授システム制御宇宙機、軌道設計、UAV、状態推定、最適制御、ロバスト制御

奥山 圭一 教授航空宇宙機材料航空宇宙機材料、航空宇宙機構造、繊維強化樹脂複合材、超小型宇宙機システム

髙橋 賢一 教授熱流体工学混相熱流体、熱流体解析、固体燃焼、固体粒子燃焼、ロケット推進

田辺 光昭 教授航空原動機電動ジェットエンジン、ロケットエンジンの振動燃焼、低燃費ガソリンエンジン、深層学習

村松 旦典 教授熱流体工学流れの制御、流体計測、流れの可視化、流れの不安定性、乱流混合、噴流

野口 聡一 特任教授宇宙工学有人宇宙技術

宮崎 康行 特任教授宇宙構造物工学ゴッサマー・マルチボディ・ダイナミクス、展開構造、大型宇宙構造システム、超小型科学衛星

安部 明雄 准教授誘導・制御工学次世代宇宙輸送系、大気圏再突入問題、誘導・制御、火星飛行機

阿部 新助 准教授宇宙科学流星、隕石、小惑星、彗星、小天体探査機「はやぶさ」、宇宙生物学

小宮 良樹 准教授材料工学アルミニウム合金、鋳造、アルミニウム基複合材

齊藤 允教 准教授内燃機関振動燃焼、航空機用推進システム、ガス燃料エンジン、機械学習

中根 昌克 准教授宇宙工学スペースプレーン、電気推進器形状最適化、先端的生命維持システム運用立案、微小生態系解析、翼果形態発達

山﨑 政彦 准教授宇宙構造物工学ゴッサマー・マルチボディ・ダイナミクス、膜面宇宙構造物、モデル低次元化、超小型宇宙機システム

菊池 崇将 助教流体工学衝撃波、高速飛行体、ソニックブーム、光学的可視化法、風洞実験

髙橋 晶世 助教熱流体工学熱流体解析、境界層燃焼、ハイブリッドロケットエンジン、レジリエンス・エンジニアリング、固体着火

増田 開 助教制御工学無人航空機の誘導制御、惑星探査ローバの誘導制御

坂野 文菜 助手熱流体工学ロケット推進工学、固体燃焼、燃焼工学、分析化学

Rodriguez Leon 
Rafael Armando 
助手

組込み工学組込みシステム、通信システム、制御システム、超小型宇宙機システム

大貫 進一郎 教授計算電磁気学高速・高精度アルゴリズム、並列・分散コンピューティング、エレクトロニクスシミュレーション、電磁界理論、複合物理計算

塩野 光弘 教授電力エネルギー工学エネルギーマネジメントシステム、海洋エネルギーの利用技術、潮流発電、波力発電、発電機制御

篠田 之孝 教授光エレクトロニクス光ファイバ計測、ファイバレーザ、光コヒーレンストモグラフィ、モーションキャプチャー、身体知の解析

戸田 健 教授情報・通信工学無線通信、生体医工学、ミリ波レーダセンシング、Wi-Fiベースセンシング、データサイエンス、ブロックチェーン、仮想通貨(暗号資産)

西川 省吾 教授発電・電力貯蔵工学再生可能エネルギー、分散電源、太陽光発電、ハイブリッド電源、エネルギー貯蔵、エネルギーマネジメント

古川 慎一 教授光通信工学光ファイバ通信システム、光ファイバ形素子、高速パルス伝送回路の設計、光導波路の設計と伝送特性解析

松田 健一 教授物性工学、電気電子材料ナノ磁性材料、カーボンナノマテリアル、超伝導工学

吉川 将洋 教授電力変換工学燃料電池の性能・寿命評価、EIS法を用いた電気化学デバイスの評価、再生可能エネルギーを利用した水電解・燃料合成

小野 隆 特任教授計測工学、画像処理火災検知システム、高齢者の生活支援システム、医療診断支援システム、交通情報支援システム、光環境デザイン

鈴木 薫 特任教授材料、放電・レーザ機能性素子、ダイヤモンドデバイス、カーボンナノデバイス、バイオマテリアル、環境半導体、太陽電池

三浦 光 特任教授音響・超音波工学超音波浮場、超音波加工・接合、空中超音波源、音響エレクトロニクス、超音波による微粒化、超音波音場の形成

大隅 歩 准教授音環境、超音波エレクトロニクス仮想音環境の構築、音響信号処理、非接触強力超音波デバイスの開発、アコースティックイメージング、非接触高速非破壊検査

尾崎 亮介 准教授波動情報工学、光・レーダ信号処理フォトニック結晶導波路、光集積回路デバイス、光・電波信号の情報処理、地下構造の可視化シミュレーション、電磁波レーダ

星野 貴弘 准教授システム工学交通流のモデル化、スマートデバイスの教育利用、組合せ最適化問題

松村 太陽 准教授計測工学鉄道信号システム、列車制御、列車運転システム、交通計画、LED照明、マルチセンサと画像処理による看視

門馬 英一郎 准教授コンピュータ・ビジョンコンピュータ・ビジョン、画像情報処理、電子応用計測、機械学習、照明環境シミュレーション、生体情報処理

直井 和久 専任講師電力発生工学電力系統、再生可能エネルギー、発電機制御、潮流発電、風力発電、発電用タービン

淺見 拓哉 助教音響・超音波工学超音波応用のための複合振動源の開発、超音波加工、超音波接合

岸本 誠也 助教波動信号処理小形アンテナの性能評価、屋内電波環境解析、マイクロ波給電、電磁界シミュレーションの高速化

胡桃 聡 助教光・プラズマプロセス光機能性デバイス、グリーンサスティナブルケミストリー、プラズモニクス

辻 健太郎 助教電力制御工学発電機制御、再生可能エネルギーを用いた発電システム、電力系統、潮流発電、風力発電

山口 達也 助手光エレクトロニクス光ファイバセンサ、高速波長掃引レーザ、実時間計測システム、デジタル信号処理、教育用模擬CTシステム

岩田 展幸 教授電子材料、物性工学高多機能新素材、新素材設計、カーボンナノマテリアル、高温・室温超伝導、有機エレクトロニクス

大谷 昭仁 教授計測工学、通信工学光通信用計測技術、光応用計測技術、ミリ波・テラヘルツ波計測技術とその応用、次世代モバイル通信技術

佐伯 勝敏 教授電子回路、生体情報ニューロチップ、脳モデル、ニューラルネットワーク、脳型システム、バイオセンサ、生体信号処理システム

三枝 健二 教授電磁波、環境電磁電磁環境評価、無線通信障害対策、電波障害対策、アンテナ

高橋 芳浩 教授半導体工学衛星搭載用半導体デバイス、耐放射線性半導体デバイス、半導体デバイスプロセスの低温化、シリコン系発光材料

塚本 新 教授情報記録、磁性材料超高速高密度情報記録、フェムト秒レーザ利用超短時間現象観察、自己組織化ナノマテリアル、画像処理応用

中川 活二 教授電子材料、磁性材料大容量情報記憶用光学システム、光磁気ハイブリッド記録、静電気力顕微鏡、プラズモニクス

芦澤 好人 准教授磁気工学、表面プラズモン工学Society5.0に向けた磁気センサおよび表面プラズモンセンサ、磁気ナノテクノロジー、プラズモニック材料・デバイス、ナノ薄膜光工学

今池 健 准教授電子回路、電子計測圧電振動型センサ、GHz帯水晶発振器、低位相雑音発振器、GPS

布施 匡章 准教授計測工学、信号処理工学無線計測技術、アナログ計測技術、デジタル信号処理技術

呉 研 助教半導体工学超低消費電力トンネル接合FET、微細低抵抗電極材料、半導体微細加工プロセス、デバイスシミュレーション

佐々木 芳樹 助教電子回路多値情報処理、ニューロンモデル、VLSI

永田 知子 助教電子材料、物性物理フレキシブル・エコ・フェライト太陽電池、省エネ・超小型フェライトReRAM、多機能フェライト素子

菅野 翔太 助手計測工学、通信工学ミリ波帯無線通信評価、数値情報処理技術、FPGA

吉川 大貴 助手応用物性、磁性材料超短時間磁気物性観察・制御、超高速情報記録、磁気・光学薄膜材料開発

香取 照臣 教授情報システム列車運行計画の効率化、認知行動の解析、動的最適配置の道路交通への応用、画像処理技術による行動認識

高橋 聖 教授情報システムソフトコンピューティングの産業応用、脳活動計測の工学的応用

西脇 大輔 教授パターン認識、人工知能文字メディアの認識・理解とその応用、映像メディア処理（画像検索・照合）、実世界センシングとコト認識

保谷 哲也 教授人工知能・信号処理言語パターン認識、認知言語、人工ニューラルネットワーク、脳型コンピュータ、音声信号処理

細野 裕行 教授情報通信システム音の視覚化、薬物動態解析、画像処理応用、電磁界解析

吉川 浩 教授3次元画像、光工学デジタルホログラフィック３次元ディスプレー、コンピュータグラフィックス、拡張現実感

木原 雅巳 特任教授ネットワーク、通信高信頼コンテンツ配信、著作権管理、携帯電話認証、電子透かし、位置情報、アーカイブシステム

五味 悠一郎 准教授ネットワークセキュリティ、機械学習、ブロックチェーン、医療情報、教育・学習支援Ｗｅｂシステム、ゲーミフィケーション

澤邉 知子 准教授ネットワークシステム高精細映像通信システム、映像アーカイブシステム、ソフトウェアによるネットワーク制御

松野 裕 准教授ソフトウェア工学プログラミング言語、システム保証、ソフトウェア開発プロセス

望月 寛 准教授組込みシステム次世代鉄道信号システム、デジタル伝送システム、組込みシステムの産業応用

山口 健 准教授３次元画像ホログラフィ、計算機合成ホログラム、拡張現実感技術

関 弘翔 助教画像処理画像処理のITSへの応用

滕 琳 助教情報システム最適経路問題、データマイニング

村上 知里 助教情報処理医用工学、仮想計測技術、生体用センサ

福田 卓海 助手情報システム情報技術の鉄道システムへの応用

青柳 隆夫 教授バイオマテリアル生体適合性材料、ドラッグデリバリーシステム、スマートマテリアルの設計と合成

青山 忠 教授有機合成化学未開拓反応の実験的探査、グリーンケミストリー、高効率合成、ファインケミカルズ

梅垣 哲士 教授触媒化学固体触媒、ナノ構造制御、金属・金属酸化物材料、エネルギー媒体、精製・浄化

大月 穣 教授分子デバイスの化学人工光合成、太陽電池材料、超分子材料、分子デバイス、DNA認識、医療用診断・治療技術開発

栗原 清文 教授化学工学化学工学物性（相平衡、粘度）、超臨界流体、イオン液体、ヒートサイクルシステム、バイオアルコール

小嶋 芳行 教授無機材料化学ソフトケミストリー、建築廃材のリサイクル、無機ナノ粒子、軽量不燃建材、LED蛍光体、残光性蛍光体

清水 繁 教授高分子物性刺激応答性ポリマー、高分子溶液物性、ポリペプチド、ポリマーゲル

須川 晃資 教授機能ナノ材料化学、光電気化学機能性金属・半導体ナノ粒子の化学、光電子反応制御、光触媒、太陽電池、医療用診断・治療技術、アップコンバージョン発光

遠山 岳史 教授無機材料化学粉体の形態制御、組成傾斜型粉体、CO2の物質−材料変換プロセス、化粧品粉体、無機系廃棄物の資源化

仁科 淳良 教授天然物有機化学生物資源、医薬品素材、食品素材、化粧品素材、分子生物学、細胞内情報伝達、食品機能

松田 弘幸 教授化学工学化学工学物性、グリーンケミストリー、ヒートサイクルシステム、超臨界流体の高度利用、医薬品・化粧品・香料の溶解度

伊掛 浩輝 准教授高分子物性高分子／無機ナノコンポジット、高屈折レンズ材料、UV・熱線カットポリマーコンポジット、機能性ポリマー

浮谷 基彦 准教授天然物化学医薬品素材、構造活性相関、構造修飾、生物資源、生物活性分子、抗腫瘍性物質、発がん予防物質

角田 雄亮 准教授資源環境工学バイオプラスチック原料の高効率生産、プラスチックの完全循環型リサイクル、リグニンの高度利用

鈴木 佑典 准教授生化学、分析化学糖脂質、糖タンパク質、膜マイクロドメイン、神経幹細胞、質量分析、難治性疾患の早期診断・新規治療法の開発

谷川 実 准教授生化学、酵素化学酵素、呼吸鎖電子伝達系、脱水素酵素、チトクロム、微生物、極限環境生物、D-アミノ酸
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