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熊本大学テニュアトラック事業の総括責任者としてご挨拶申し上げます。
本学は、生命科学、自然科学、人文・社会科学を中心に、様々な学部、研究所を備えた、
我が国を代表する研究拠点大学としての役割を果たしています。そのため、広く国内外の機
関との人的及び文化的交流を通じて、「人の命、人と自然、人と社会」に関する研究活動を
活性化し、その成果を基盤として教育、研究の国際性を高めています。更に教育・研究活動
の成果を活用し、広く地域社会及び国際社会に貢献しています。
本学では、このような理念の一層の具体化のため、平成 19 年度文部科学省科学技術振興
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調整費「若手研究者の自立的研究環境整備促進事業」及び平成 24 年度文部科学省「科学技
術人材育成費補助金（テニュアトラック普及・定着事業）」の採択を受け、新たな人事制度
改革に取り組んでおります。
具体的には、本学の研究推進の中核組織である大学院先導機構に設けられた「先導的研究
人材育成部門」において若手研究者向けのテニュアトラック制を推進するとともに、今後は、
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1

熊大におけるテニュアトラック事業の経緯
実施責任者
挨拶

平成
19 年度
熊本大学副学長・
研究・社会連携担当理事

平成
23 年度

平成
24 年度

平成
25 年度

平成
26 年度

平成
27 年度

自主事業として継続
事後評価

第三期採用

中間評価

「本学のテニュアトラック制と今後の展望」

平成
22 年度

（科学技術振興調整費）
第二期採用

信志

平成
21 年度

「若手研究者の自立的研究環境整備促進」

第一期採用

原田

平成
20 年度

「テニュアトラック普及・定着事業」

助教9

助教1

採 用

助教10

採 用

熊本大学では、平成 19 年度に採択された若手研究者の自立的研究環境整備促進事業「挑
戦的若手研究者の自立支援人事制度改革」に則って、独自のテニュアトラック制を制定しま
した。さらに平成 24 年度には新たに「テニュアトラック普及・定着事業」に自然科学研究

助教2
助教1
准教授1

科とエイズ学研究センターが採択され、本学テニュアトラック制第四期として新たに３名の
テニュアトラック教員がテニュア獲得に向けて研究に励んでおります。内１名につきまして
は今年度「テニュアトラック普及・定着事業（個人選抜型）
」にも選ばれ、国際公募と公平
な審査の結果、非常に優秀な若手研究者が採用できたと思っております。
今年度は第二期にあたるテニュアトラック教員８名のテニュア審査を実施し、半数以上に

テニュアトラック制の基本的考え方

テニュアを付与いたしました。来年度は第三期のテニュア審査を行う予定です。彼らの研究
活動は、学内の助教・准教授と比較しても非常に活発です。平成 20 年から平成 25 年におけ
る１人あたりの科研費獲得金額において、テニュアトラック教員は毎年准教授以上の獲得実
績を上げています。また、１年間における１人あたりの論文生産数についても、平成 25 年

全学的な人材育成の理念を達成するためのテニュアトラック制
自由な発想に基づいて国際的な視野に立った

優れた研究者を育成するために・・・
（中期目標・中期計画）

分野を牽引するリーダーの育成

までの過去６年間一般の教員の約２倍の論文をテニュアトラック教員は発表しています。
このような優秀な研究者を全学的に採用するため本学では、部局毎の特性を生かし各部局
に主体性を持たせた運営を進めることで、より普及・定着しやすい体制を目指しています。

自由な発想・国際的な視野の醸成

今後は人文社会科学系、講座制をしく医学系へのテニュアトラック制の拡充や教授・准教授
に対する本学独自のテニュアトラック制の実施を検討すべきと考えています。
本学では、テニュアトラック制により共同研究推進力をもった優秀な研究者の育成を目指
し、知財・倫理教育の実施、教育能力及びマネジメント能力の向上等により、
『流行を「追う」
研究者ではなく、将来の研究を「創る」研究者になる』という理念を達成して行きたいと思っ
ています。

重点的な資金配分により研究環境整備を更に充実
重
点的な
PIとしての自由な発想を活かした研究室運営
PIとして

優秀な若手研究者の獲得
国際公募の実施
際公募 実施
〜外部有識者を登用した透明・公平性の高い審査
た透
透明・
明・公
公平性の高い審査

リーダー
リーダーシップを養成するセミナーやシンポジウム
等の開催
等の開催を推奨、取り組みの支援

今後の制度の継続・展開
普及・定着に向けて対象の研究分野を限定しない、全学的に適用可能なガイドラインを設定
各分野において優秀な若手研究者を特別に育成するキャリアコースとしての確立を目指す

2

3

大学院先導機構によるテニュアトラック制の牽引
大学院先導機構
リーディング大学院部門

拠点形成研究部門

国際先端研究拠点
拠点形成研究A
拠点形成研究B

テニュアトラック制を推進するための具体的方策
大学院先導機構

機 構 長：学長
副機構長：研究担当理事

先導的研究人材育成部門

研究戦略・研究推進部門

テニュアトラック推進室

URA推進室
㩷

⢒

育成ജ
協力

若手研究者向け
テニュアトラック制

テニュアトラック制に
よって採用された若手
教員は部局に移行する
まで同部門に所属

資金・運営管理支援

参画

国際共同研究を推進

教授・准教授
テニュアトラック制

シニアURA

支援
㩷㩷

自然科学系
国際共同研究拠点

テニュアトラック制の普及・拡大

研究サポート
推進室

・各部局での制度の普及定着を推進
・教授・准教授へのテニュアトラック制の
拡大による研究力強化

技術職員
㩷

部局との連携によるテニュアトラック制の推進体制
大学院先導機構

助言

テニュアトラック制運営委員会

連携
協力

支援・評価

適切な運営実施の評価

各部局

テニュア准教授・教授

中間評価

国際公募

昇任
テニュアトラック助教・准教授

９

８

７

６

３

２

１

★

５
テニュア審査 ４

テニュアトラック期間（年）
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URA等による
研究・事務支援

新たなテニュアトラック制度
学長裁量ポスト活用
【支援内容】
◆研究費（自主経費）

各部局における
テニュアトラック
運営委員会

PIとしての研究活動が
できるような環境の提供

部局所属ポスト活用
【支援内容】
◆研究費（自主経費）

◆研究室使用の優遇措置
◆研究補助者

公平・公正な採用選考・
中間評価・テニュア
審査の実施

ポスドクのキャリア支援

女性研究者支援

シニアメンターによる支援

イノベーション推進人材育成センター

男女共同参画推進室

部局等

200万円/年

生命科学系
国際共同研究拠点

500万円/年
◆研究室使用の優遇措置
◆部局に応じた支援

テニュアトラック制の普及活動

テニュアトラック事業ホームページ

テニュアトラック事業ロゴマーク

大学院先導機構ロゴマーク

（選考・運営・評価）

機関外委員

◆最大10年までの部局の研究特性を
活かしたテニュアトラック期間の設定が可能

大学院先導機構と部局が連携をとりながら推進していく

4

テニュアトラック制運営委員会

卓越教授

URA
人文社会科学系
国際共同研究拠点

研究戦略・研究推進部門

先導的研究人材育成部門

大学院先導機構は各部局が主体となって運営するテニュア
トラック事業の普及・定着を推進している。
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テニュアトラック教員の業績−外部資金獲得状況−

文部科研費採択課題の分布

新学術領域研究

特定領域研究

挑戦的萌芽研究

若手研究(A)

テニュア教員・テニュアトラック教員
テニュア教員

基盤研究(B)

基盤研究(C)

若手研究(B)

研究活動スタート

*H20-H25年に採択された課題総数を100％とする

助教
TT教員
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

共同研究・受託研究の一件あたりの
資金規模（H20-H25間の獲得総額から算出）

一人あたりの科研費獲得額

一件あたりの共同・
受託研究の資金規模︵千円︶

助教
（定員内）

1,500

准教授
（定員内）

1,500

1,000

1,000

500

8,000
6,000

H21

H22

H23

H24

H25

TT教員

H20

発表論文の国際共著率と世界トップ10％被引用論文比率
︵％︶

一人あたりの論文生産数︵報︶

2.5

25

2

20

1.5

15

1

10

世界平均

H20

H21

H22

H23

H24

5

一人あたりの国際共著論文
生産数︵報︶

一人あたりの国際共著論文生産数の推移

宏 『発生・再生現象におけるクロマチンインスレーターによる遺伝子制御機構』

フラティ

スバン

オムルザク

『Coating of Graphene Sheets onto Polymeric

ガナパティ Particles by Supercritical Carbon Dioxide』

『Synthesis of Nanomaterials by Pulsed Plasma in Liquid

エミル and Their Properties』

細野

高啓 『流水域−物質循環系における環境動態解析』

増田

龍哉

吉武

隆一 『古代ギリシア・ローマ建築に関する研究』

小谷

俊介 『環境調和型有機分子を利用した新規立体選択的反応の開発』

望月

伸竜 『火山岩による地球磁場変動の研究』

佐藤

有紀 『トランスジェニックウズラを用いた血管形成過程の生体イメージング解析』

『環境と防災の調和した沿岸域形成へ向けた沿岸環境評価手法と保全・修復
技術の開発』

世界トップ10％被引用論文比率

世界トップ10％被引用論文比率
・・・論文の被引用回数が各分野、各年で上位10％に入る論文の割合

特許出願数と取得数（H20-H24）

1.2

持田

悟 『細胞周期はいかにして制御されているのか』

2013年12月時点でScopusに収録されている論文情報より作成

1

テニュアトラック教員

0.8
0.6
0.4
0.2
0

6

日本平均

テニュアトラック教員平均

国際共著率

Scival Expertsからデータを抽出（共著を含む）
*2013.11時点で熊本大学に所属する定員内教員（教授、准教授、講師、助教、助手）

石原

熊本大学平均

0

0

剛 『材料の変形挙動に関する実験観察と数値解析』

2013年12月時点でScopusに収録されている論文情報より作成

30

熊本大学の一般教員*

眞山

（H20-H24発表の成果が対象）

35

テニュアトラック教員

0.5

吉本惣一郎 『ボトムアップ手法を用いた超分子ナノ界面構築と機能制御』

テニュアトラック教員
准教授

0

0

︵定員内︶

2,000

一人あたり論文生産数の推移

3

斗艶 『サブナノ秒パルスパワーの生成およびその環境・バイオへの応用』

4,000

500

テニュアトラック教員の業績−発表論文・特許−

3.5

王

受託研究

助教

TT教員

准教授

︵定員内︶

助教

︵定員内︶

0

共同研究

10,000

TT教員

2,000

2,000

由紀 『筋損傷の再生を促進する分泌性タンパク質の機能性解析』

12,000

2,500

2,500

︵定員内︶

一人あたりの科研費獲得額︵千円︶

一件あたりの科研費獲得額︵千円︶

H20-H25年度の総獲得件数から算出
（新規＋継続）

中山
100%

文部科研費採択課題分布

文部科研費一件あたりの獲得金額

大村谷昌樹 『遺伝子改変マウスを用いた慢性膵炎、膵癌とオートファージの解析』

熊本大学の一般教員
H20

H21

H22

H23

H24

特許（出願）
30件

米本

特許（取得）
７件

上瀧
佐藤

幸弘 『固体面上液体の濡れ性評価モデルの構築』
剛 『スペクトル理論を用いたパターンマッチングとその応用』
賢文 『レトロウイルス潜伏感染メカニズム解明』
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膵臓病学・
発生工学
研究テーマ
大村谷

昌樹

Name：Masaki Ohmuraya

『遺伝子改変マウスを用いた慢性膵炎、
膵癌とオートファジーの解析』

e-mail：ohmuraya@kumamoto-u.ac.jp
H

P ：http://ttkuma.kuma-u.jp/

研究キーワード：膵炎、膵癌、オートファジー、遺伝子改変マウス

研究概要
慢性膵炎は膵内の持続性炎症により、膵外・内分泌機能が低下していく原因不明の慢性炎

経歴：2005 年

熊本大学発生医学研究センター研究機関研究員（ポスドク）

症性疾患である。消化・吸収障害、糖尿病に加え、膵癌を高頻度に併発することから、原因

2008 年

熊本大学大学院先導機構特任助教（テニュアトラック教員）

の解明と治療法の開発が急がれている。慢性膵炎の原因遺伝子 SPINK1 のノックインマウス

2012 年

熊本大学生命資源研究・支援センター技術開発分野准教授

を樹立し、慢性膵炎を発症する過程で、① オートファジー（自食作用）
、② オートファジー
選択的基質 p62 の蓄積、
③ 膵内トリプシン活性の亢進、がみられた。この結果は、オートファ
ジー不全に伴う p62 の蓄積とトリプシンの異所性（膵内）活性化が、慢性膵炎の原因であ

研究業績

る可能性を示唆している。

論文
1. Generation and analysis of serine protease inhibitor Kazal type 3-Cre driver
mice, K. Sakata, M. Ohmuraya et al , Exp Anim, 2013 in press
2. Pancreaticodigestive anastomosis and managements against post-operative

研究目的
慢性膵炎を自然発症する SPINK1 ノックインマウスを用いて、慢性膵炎発症とオートファ
ジー不全、p62 の蓄積、膵内トリプシン活性との相関関係を明らかにする。これらの因子が、

pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy, D. Hashimoto, A.

互いにどのような相互作用を与えるのか、さらにその結果、慢性膵炎の重症度がどのように

Chikamoto, M. Ohmuraya et al , Surg Today, 2013

変化するのかについて、様々な遺伝子改変マウスと交配し、二重変異マウスを用いて明らか

3. Screening methods to identify TALEN-mediated knockout mice, Y. Nakagawa, T.

にする。

Yamamoto, K. Suzuki, N. Takeda, M. Ohmuraya, T. Sakuma. Exp Anim, 2013 in

研究の展開

press
4. Serine protease inhibitor Kazal type 1 and epidermal growth factor receptor

慢性膵炎の原因解明と、その成果を生かした、臨床応用に繋がりうるオートファジー制御

are expressed in pancreatic tubular adenocarcinoma, intraductal papillary

化合物の特定を目指す。これまでの研究で、ヒト慢性膵炎の発症機序を再現したモデルマウ

mucinous neoplasm, and pancreatic intraepithelial neoplasia, N. Ozaki, M.

スの樹立に成功している。さらに、難治性癌である

Ohmuraya et al , J Hepatobiliary Pancreat Sci , 2013

膵炎を制御した場合の膵癌発症に及ぼす影響など、遺伝子改変マウスの特徴を生かした研究

5. Pancreatic cancer in the remnant of the pancreas following primary pancreatic

膵癌

の発症と慢性膵炎の関係、慢性

を展開していく。

resection, D. Hashimoto, A. Chikamoto, M. Ohmuraya et al , Surg Today, 2013
6. Role of Intrapancreatic SPINK1/Spink3 Expression in the Development of
Pancreatitis, M. Ohmuraya et al , Front Physiol, 2012
7. Roles of serine protease inhibitor Kazal type 1 (SPINK1) in pancreatic diseases,
M. Ohmuraya, K. Yamamura. Exp Anim, 60, 433-44, 2011

テニュアトラック教員としての研究生活を振り返って
自身の研究、論文発表に加え、研究室の運営、学生の指導等、様々な経験を積ませて
いただき、とても充実した 4 年間を過ごさせていただきました。研究費のサポートがあっ
た点も、今後独立するにあたり、一定の準備期間と考えれば、ありがたかったです。

受賞歴
2013 年

第七回日本膵臓学会国際優秀演題賞

2012 年

武田科学振興財団医学系研究奨励賞、
アメリカ膵臓学会 Mini Sabbatical Fellowship、
アメリカ消化器病週間ポスター賞
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発 生
生物学
研究テーマ
中山

由紀

『筋損傷の再生を促進する分泌性タンパク質の機能解析』

Name：Yuki Nakayma

研究概要

e-mail：yknakaya@kumamoto-u.ac.jp
H

P ：http://ttkuma.kuma-u.jp/

機能未知である新規の分子 RAMP とケモカインの一つである CXCL14 を mdx マウス筋

研究キーワード：骨格筋、再生、筋ジストロフィー、マウス
経歴：2000 年

熊本大学大学大学院自然科学研究科環境科学専攻修了

2000 年

財団法人

2008 年

熊本大学大学院先導機構

芽細胞株より同定した。いずれの分子も分泌タンパク質であり、マウス筋再生過程に発現が
博士（理学）

東京都臨床医学総合研究所 研究員

誘導されるが、筋再生過程にどのように関与するのか明らかにされていない。細胞培養系お
よびマウスを用いて、RAMP 及び CXCL14 がどのように筋分化を促進するのかを細胞培養
系およびマウス個体を用いて検討を行っている。

研究目的
研究業績

分泌タンパク質である RAMP および CXCL14 が骨格筋再生過程でどのように機能するの
かを明らかにすることを目的とする。本研究により、新たな骨格筋再生メカニズムの解明に

論文
1. Tanegashima K, Suzuki K, Nakayama Y, Tsuji K, Shigenaga A, Otaka A, Hara T.
(2013) CXCL14 is a natural inhibitor of the CXCL12-CXCR4 signaling axis. FEBS
Lett, 587(12): 1731-1735.

つながると考えられる。

研究の展開

2. §Tokura Y., §Nakayama Y., Fukuda S., Nara N., Yamamoto H., Matsuda R., Hara

筋ジストロフィーとは、骨格筋の変性・壊死を主病変とし、進行性の筋力低下をきたす遺

T. (2011) Muscle injury-induced thymosin β4 acts as a chemoattractant for

伝性の疾患である。近年エキソンスキッピング誘導治療に期待が集まっているが、現在まで

§

myoblasts. J Biochem , 149(1): 43-48. ( These authors contributed equally to

有効な治療法は確立されていない。筋ジストロフィーにみられる骨格筋萎縮の進行を抑える、

this work)

あるいは進行の原因となる因子の同定は極めて重要な研究課題と考えられる。骨格筋再生課

3. Tanegashima K., Okamoto S., Nakayama Y., Taya C., Shitara H., Ishii R.,
Yonekawa H., Minokoshi Y., Hara T. (2010) CXCL14 deficiency in mice

程における RAMP、CXCL14 の機能解析を通して、筋ジストロフィー治療標的分子として
の可能性を明らかにしていきたい。

attenuates obesity and inhibits feeding behavior in a novel environment. PLoS

ONE , 5(4): e10321.
4. Tanegashima K., Suzuki K., Nakayama Y., Hara T. (2010) Antibody-assisted
enhancement of biological activities of CXCL14 in human monocytic leukemia-

テニュアトラック教員として学生の指導や教育、運営に参加させて頂く機会を得て、

derived THP-1 cells and high fat diet-induced obese mice. Exp Cell Res , 316(7):

有意義な時間を送ることができました。以前勤めていた研究所では、自身の研究が中

1263-1270.

心となっていたため、新たな仕事や責務への不安や戸惑いも大きかったのですが、メ

5. Oral O., Uchida I., Eto K., Nakayama Y., Nishimura O., Hirao Y., Ueda J., Tarui

10

テニュアトラック教員としての研究生活を振り返って

ンターや所属部局の先生方のご指導により、何とか過ごすことができました。研究では、

H., Agata K., Abe S.-I. (2008) Promotion of spermatogonial proliferation by

思うように進まないこともあり、日々思い悩んでいましたが、他のテニュアトラック教

neuregulin 1 in newt (Cynops pyrrhogaster) testis. Mech Dev , 125 (9-10): 906-

員やメンターと話をすることで、乗り越えてきました。研究者として独り立ちするには、

917.

テニュアトラック制は非常によい制度だと思います。

11

パルスパワー
工 学
研究テーマ
王

斗艶

『サブナノ秒パルスパワーの生成およびその環境・バイオへの応用』

Name：Douyan Wang

研究概要

e-mail：douyan@cs.kumamoto-u.ac.jp
H

P ：http://sendou.kuma-u.jp/research/wang.html

電磁エネルギーを時間的・空間的に圧縮して蓄積し、それをパルス化した高いピーク値を

研究キーワード：パルス電磁エネルギー、パルス高電界、

有する電力として取り出したものがパルスパワーである。ナノ秒オーダーの極短い時間に高

放電プラズマ、環境浄化、生体応用
経歴 ：2005 年

熊本大学大学院

システム情報科学専攻修了

2005 年

熊本大学大学院自然科学研究科

2007 年

熊本大学大学院先導機構

電界や化学反応性の高いプラズマを生成し、汚染気体・液体の浄化、有害生物の駆除、植物
博士（工学）

の生育制御や細胞への物質導入など、幅広い分野に関する応用研究を行っている。

研究目的
本研究は、パルス電磁エネルギーが切り
拓く新しい産業応用の実用化を目指してい

研究業績

る。次世代酸化剤といわれるオゾンの生成

論文

（図参照）
、燃焼排気ガスに含まれる窒素酸

1.（特集解説）パルスパワーによる液中の殺菌・バイオ応用 , 王

斗艶 , 秋山秀典 , 静電気

学会誌，37 3, 132-137, 2013

化物や工業排水に含まれる難分解性有機物
の処理など、現行手法の代替技術となるナ

2. Propagation of Streamer Heads During a 5-ns Pulsed Discharge, D. Wang, T.

ノ秒パルス放電プラズマ法を用いた気体や

Namihira et al , IEEE Transactions on Plasma Science of Special Issue on Images

液体の高効率・大容量処理の研究を行って

in Plasma Science, 39 11, 2268-2269, 2011

いる。また、バイオ応用としては、細胞の

3. Energy Transfer Efficiency of Nano-Seconds Pulsed Power Generator for

ストレス応答性に関する基礎実験や、植物

Nonthermal Plasma Processing Technique, D. Wang, M. Matsuda et al , IEEE

工場への利用を目的とした植物体の生育制

Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 18 4, 1091-1096, 2011

御を手掛けている。植物工場栽培野菜の生

4. Recent Progress of Nano-Seconds Pulsed Discharge and its Applications, D.

育サイクルや収穫量の向上を達成できれば、

Wang, T. Namihira et al , Journal of Advanced Oxidation Technologies, 14 1,

日本農業へ一石を投じることができる。

131-137, 2011
5. Pulsed discharge induced by nano-seconds pulsed power in atmospheric air,
D. Wang, S. Okada et al , IEEE Transactions on Plasma Science, 38 10, 27462751, 2010

工業汚染物質を低コスト・高効率で処理できるシステムを構築し、日本国内で排出規制が
強化される分野において新技術を確立することや、開発途上国での利用展開を積極的に図り
たい。また、植物への応用に関しては実際に植物工場と連携して、野菜の生育制御や栽培環

特許
1. 物質導入用液体培地及び細胞内への物質導入方法 , WO2011148996 A1/ US-20130071905-A1, 王

研究の展開

境の改善に対する現場実証を行っていく予定である。

斗艶他

受賞歴
1. 第 3 回くまもとバイオビジネス大賞・優秀賞 , 2010
2. 平成 21 年電気学会全国大会優秀論文発表賞 , 2009

テニュアトラック教員としての研究生活を振り返って
テニュアトラック期間中は、研究費の補助や技術支援者の確保など、研究活動に集中
できる大変恵まれた環境が整備され、成果として、自身の研究領域を確立できたことに
感謝しております。
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表面科学・
電気化学
研究テーマ
吉本

惣一郎

『ボトムアップ手法を用いた超分子ナノ界面構築と機能制御』

Name：Soichiro Yoshimoto

研究概要

e-mail：so-yoshi@kumamoto-u.ac.jp
H

P ：http://ttkuma.kuma-u.jp/

電極基板上に吸着した有機分子や金属錯体を用いた表面での組織化を走査型プローブ顕微

研究キーワード：ボトムアップ・配位化学・自己組織化・

鏡を用いて吸着した分子や原子を直接観察し，分子間に働く相互作用の理解をはじめ，分子

走査型トンネル顕微鏡・固液界面
経歴 ：2000 年

熊本大学大学院自然科学研究科

生産科学専攻修了

の配列や機能の制御因子を明らかにすることで，新しいナノ材料の創製を行っている。具体
博士（工学）

的には，生体内でも重要な役割を果たしているポルフィリンやフタロシアニンと呼ばれる金

2000 年

東北大学大学院工学研究科応用化学専攻・助手

属イオンが配位した機能性の分子をビルディングブロックとして，分子間の水素結合や双極

2005 年

産業技術総合研究所生物機能工学究部門・研究員

子モーメント，静電相互作用，金属配位結合などの相互作用を利用して，分子組織化やナノ

2008 年

熊本大学大学院先導機構・特任助教

パターンニングに関する研究を進めている。

2012 年

熊本大学大学院先導機構（工学部物質生命化学科兼任）
・准教授

2013 年

東北大学学際科学フロンティア研究所・客員准教授

研究目的
本研究は，走査型プローブ顕微鏡と呼ばれるナノスケールで原子・分子を解像できる装置
を用いて機能性有機分子の組み合わせ方，組み立て方など組織化を理解しながら，構造が規

研究業績

定された２次元ナノシートやナノ空間を有する３次元的な構造体形成をボトムアップ的に構

論文

築する簡便な方法を提案，実現することである。

1. Adsorption and Assembly of Ions and Organic Molecules at Electrochemical
Interfaces: Nanoscale Aspects, S. Yoshimoto and K. Itaya, Annual Rev . Anal .

Chem . 2013, 6 , 213‒235.

研究の展開
ナノスケールでの分子の組織化の理解は，分子配線や触媒の高機能化にとって重要な分子

2. Stability and structural phase transitions of cobalt porphyrin adlayers on

設計，界面設計への指針を与える。ボトムアップ的手法によるアプローチに加え，室温で液

Au(100) surfaces, S. Yoshimoto, Phys .Chem .Chem . Phys . 2013, 15(30) , 12504‒

体であるイオン液体の電気化学を融合しながら，分子エレクトロニクスをはじめクリーンで

12509.

省電力化に繋がるエネルギーシステムに必要な新規材料界面創製へ展開していく。

3. Electrochemically Controlled 2D Assembly of Paddle-wheel Diruthenium
Complexes on the Au(111) Surface and Identiﬁcation of their Redox States, S.
Yoshimoto et al , J . Phys. Chem. C 2012, 116(33) , 17729‒17733.

テニュアトラック教員としての研究生活を振り返って

4. Dependence on the Crystallographic Orientation of Au for the Potential

任期が付いている分，研究予算的にも優遇され計画的に研究に取り組めるというメ

Window of the Electrical Double-Layer Region in Imidazolium-based Ionic

リットがある反面，将来が不確定であり不安も多少なりともありました。着任当初は本

Liquids, S. Yoshimoto et al , Electrochem . Commun . 2012, 20 , 26‒28.

人もサポートする側も初めてであり，本制度に翻弄されたというのが正直な思いです。

5. Eﬀects of protonation of pyridine moieties on the 2D assembly of porphyrin
layers on Au(111) at electrochemical interfaces, S. Yoshimoto, Chem .

５年ほど経過した現在，学内外で本制度が認知され，周辺サポートも手厚くなってきて
方向性が定まってきた印象です。

Commun . 2012, 48 , 4612‒4614.
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材料力学・
計算力学
研究テーマ
眞山

剛

『材料の変形挙動に関する実験観察と数値解析』

Name：Tsuyoshi Mayama

研究概要

研究キーワード：結晶塑性解析、有限要素解析、
材料試験、微視組織評価

材料の変形挙動を評価・予測する手法を開発すると共に、実験観察と数値解析の両面から

e-mail：mayama@kumamoto-u.ac.jp
H

材料の力学特性に関する研究をしています。

P ：http://ttkuma.kuma-u.jp/

経歴 ：2006 年

北海道大学大学院

機械科学専攻修了

2006 年

北海道大学大学院工学研究科

2008 年

熊本大学大学院先導機構

博士（工学）

研究目的
身の回りの様々な工業製品は、高機能かつ安全に長く使用できることが望まれています。
そのためには、構成材料の力学挙動を高精度に評価・予測する設計手法が必要です。本研究
では、実験的に得られる材料の変形挙動と微視組織の関係に基づき、マイクロスケールの素
過程から巨視的な力学挙動を評価・予測する手法の開発を行っています。

研究業績
論文

研究の展開

1. Application of Mixture Rule to Finite Element Simulation for Forging of Mg-

既存の材料に加えて、これから応用が期待されている新材料を対象として、高性能を発現

Zn-Y Alloys with Long Period Stacking Ordered Structure, R.Matsumoto, et al .,

するための加工プロセスの提案や強度設計に寄与する変形メカニズムの解明を継続的に実施

Materials Science and Engineering A, Vol.548, 75-82, 2012.

しています。下の図はその一例で、実用化が期待されている金属材料の変形過程の数値解析

2. 微細格子マーカー法を用いた複合組織鋼における局所塑性ひずみ分布の可視化 , 南

秀

和ら , 鉄と鋼 Vol.98, 303-310, 2012

結果です。実験的には測定が難しい変形過程における材料内部の情報が得られることに加え
て、パラメータスタディを行うことにより、現象の支配因子を明らかにすることができます。

3. Crystal plasticity analysis of texture development in magnesium alloy during
extrusion, T. Mayama et al ., International Journal of Plasticity 27, 1916-1935,
2011.
4. Geometrically necessary dislocation structure organization in FCC bicrystal
subjected to cyclic plasticity, T. Mayama et al ., International Journal of
Plasticity, Vol.25, 2122-2140, 2009.
5. Inﬂuence of twinning deformation and lattice rotation on strength diﬀerential
eﬀect in polycrystalline pure magnesium with rolling texture, T. Mayama et al .,
Computational Materials Science, Vol.47, 448-455, 2009.

図

塑性異方性の強い金属材料における変形局所化過程の数値解析結果

受賞歴
1. 2010 年 5 月 28 日

平成 22 年度日本塑性加工学会

新進賞

2. 2012 年１月 10 日

第 62 回塑性加工連合講演会・優秀論文講演奨励賞

テニュアトラック教員としての研究生活を振り返って
研究に集中できるように色々な面でサポートして頂いたことには心から感謝してい
ます。一方で、学内の教職員の多くが本制度についてほとんど理解していないことは、
改善すべき点だと思います。
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分子生物学
研究テーマ
石原

宏

『発生・再生現象におけるクロマチンインスレーターによる
遺伝子制御機構』

Name：Ko Ishihara
e-mail：kishihar@kumamoto-u.ac.jp
H

研究概要

P ：http://ttkuma.kuma-u.jp/

哺乳類の染色体上には２万数千個の遺伝子があり、どの遺伝子が働き、どの遺伝子が休ん

専門分野：分子生物学

でいるかによって、細胞の種類・特性が決定される。生物の発生や細胞の分化において、遺

研究キーワード：遺伝子発現、クロマチン高次構造、

伝子のオンとオフの状態は厳密な調節を受け、確立・維持される。その際、DNA の塩基配

クロマチンインスレーター、CTCF
経歴 ：2002 年

総合研究大学院大学

遺伝学専攻修了

2002 年

熊本大学発生医学研究センター

2007 年

熊本大学大学院先導機構

特任助教

2012 年

熊本大学大学院先導機構

准教授

博士（理学）

研究員

列の変化を伴わない遺伝子の発現様式の継承機構が働いており、この機構を研究する学問は
エピジェネティクスと呼ばれる。エピジェネティクス研究では DNA とヒストン等のタンパ
ク質から構成されるクロマチンの化学修飾よる遺伝子制御が注目されているが、遺伝子プロ
モーター、エンハンサー、サイレンサー、インスレーターなどの遺伝子制御領域の相互作用
に関与するクロマチン高次構造もエピジェネティックな遺伝子制御に需要な要素であると考
えられる。当研究室では発生・再生におけるエピジェネティックな遺伝子発現調節機構をク

研究業績

ロマチン高次構造の制御という視点から明らかにする研究を行っている。

論文

研究目的

1. T. Watanabe, K. Ishihara, A. Hirosue, S. Watanabe, S. Hino, H. Ojima, Y. Kanai,

クロマチンインスレーターは、染色体上に機能的な境界をつくり、エンハンサーなどの制

Y. Sasaki, and M. Nakao. Higher-order chromatin regulation and differential

御配列が働く遺伝子と働かない遺伝子を区分し、組織・時期特異的な遺伝子発現パターンを

gene expression in the human tumor necrosis factor/lymphotoxin locus in

可能にする転写機能ドメインを染色体上に構築する。哺乳類では CTCF タンパク質がインス

hepatocellular carcinoma cells. Mol. Cell. Biol. 32: 1529-1541, 2012.

レーターに結合し、クロマチンの高次構造形成に働いていると考えられている。ヒトゲノム

2. A. Hirosue, K. Ishihara, K. Tokunaga, T. Watanabe, N. Saito, M. Nakamoto,

上には 1 万個以上の CTCF 結合領域が存在するが、全てが同一の機能を持って常に働いて

T. Chandra, M. Narita, M. Shinohara, M. Nakao. Quantitative assessment of

いるわけではなく、細胞・時期特異的に働いている。本研究は生物の形態形成、細胞の分化

higher-order chromatin structure of the INK4/ARF locus in human senescent

に重要な遺伝子である HOX 遺伝子領域を研究対象とし、どのようにして細胞・時期特異的

cells. Aging Cell 11: 553-556, 2012.

にインスレーターが選択され機能するのか、どのようにしてクロマチン高次構造変換を行っ

3. T. Mishiro, K. Ishihara, S. Hino, S. Tsutsumi, H. Aburatani, K. Shirahige, Y.

ているのかを明らかにすることを目的としている。

Kinoshita and M. Nakao. Architectural roles of multiple chromatin insulators at
the human apolipoprotein gene cluster. EMBO J. 28: 1234-1245, 2009.

研究の展開

4. L. Liu, K. Ishihara, T. Ichimura, N. Fujita, S. Hino, S. Tomita, S. Watanabe,

エピジェネティックな遺伝子制御機構は生物の発生や細胞の分化に重要であるだけでな

N. Saitoh, T. Ito, and M. Nakao. MCAF1/AM is involved in Sp1-mediated

く、その異常が疾患やがん化に関与する報告もある。また、iPS 細胞の初期化において、エ

maintenance of cancer-associated telomerase activity. J. Biol. Chem. 284:

ピジェネティック修飾は消去される必要がある。当研究はこれらの研究にも寄与できると考

5165-5174, 2009.

えられる。

特許
1. 中 尾 光 善 , 劉 立 峰 , 石 原 宏

特 願 2008-311403: THERAPEUTIC AGENT FOR

CANCER, 国立大学法人熊本大学 , リンク・ジェノミクス株式会社 , 2008 年

18

テニュアトラック教員としての研究生活を振り返って
私は熊本大学のテニュアトラック制度の第 1 期の教員でした。この制度が初めての
試みということで、様々な問題もありましたが、研究を行う環境を与えていただけたこ
とに感謝しております。この制度も年々改善されて、普及・定着することを期待します。
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Pulse power
Engineering
研究テーマ
フラティ

スバン

ガナパティ

Name：Hullathy Subban Ganapathy
e-mail：hsgana@kumamoto-u.ac.jp
H

P ：http://sendou.kuma-u.jp/research/hullathy.html

Research key words： Supercritical Carbon dioxide, Graphene,
Drug delivery, Polymers, Nanoparticles
Career Track：2004

Pukyong National University, Busan, Korea, PhD Researcher

2008

POSTEC, Pohang, Korea Post-doc researcher

2009

Kumamoto University, Priority Organization for Innovation
and Excellence, assistant professor

『Coating of Graphene Sheets onto Polymeric Particles by
Supercritical Carbon Dioxide』
研究概要
In this study, we discovered a facile and novel method for uniform coating of
graphene sheets on polymeric particles using supercritical carbon dioxide (scCO2),
an environmentally benign solvent.
The main advantage of the scCO 2 is its exceptional properties such as high
penetration of solid surfaces and the plasticization of polymers, which are often
not possible by the conventional organic solvent process.
To achieve thin layer graphene coated polymeric materials such as particles and
thin films and utilize them as cell-gap materials liquid crystal display (LCD) and

研究業績
論文

also to explore the potential use is microelectronics industry.

研究目的

1. BOOK: Supercritical Carbon Dioxide: Synthesis of Polymers, Polymeric

Prior to this study, preparation of polymer/graphene nanocomposites by diﬀerent

Nanoparticles, and Drug Delivery by Supercritical Carbon Dioxide , Hullathy

methods were reported. However, in most cases, usually a bulk polymer matrix

Subban Ganapathy, LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, July 16,

was used to incorporate graphene sheets by solvent processing, which often

2011

results in non-uniform distribution of graphene sheets in the polymer matrix.

2. Onion-like carbon-encapsulated Co, Ni, and Fe magnetic nanoparticles with
low cytotoxicity synthesized by a pulsed plasma in a liquid, Abdullaeva,
Z., Omurzak, E.,Iwamoto, C., Ganapathy, H.S.,Sulaimankulova, S., Liliang,
C.,Mashimo, T., 2012, Carbon 50 (5) , pp. 1776-1785
3. Book chapter: Recent Advances in Cancer Therapy Using Phytochemicals.,
2012, Page 67-73. Hullathy Subban Ganapathy, Rajakani Senthil Nagarajan,
and Hirotaka Ihara, Nanomedicine and Cancer Therapies, Apple Academic
Press Inc. NJ, USA.

特許
1. Composite material and method for producing the same, Application No.
12793775.3-1355 PCT/JP 2012063619

The challenge is to overcome the barrier of diﬃculty in processing the extremely
low bulk density and high surface area graphene layers to incorporate
homogeneously into polymers for commercial applications.

研究の展開
Taking the advantage of scCO 2 , as a special solvent for this purpose, we
demonstrate that a uniform coating of graphene sheets on the surface of the
polymeric particles (10-100 µm) such as PMMA, PS, PHEMA, and some of their
copolymers.
Upon successful results obtained, we would like take it to next stage by
academic-Industrial collaboration, technology transfer and commercialization of
materials for potential industrial application.

テニュアトラック教員としての研究生活を振り返って
On research experience, the wonderful professors as senior mentors, the
freedom given for creativity, and facility created for congenial research
atmosphere, supporting staﬀs with kindness, are really worth mention in this
tenure track program.
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Pulsed Power,
Nanomaterials
Synthesis

研究テーマ

オムルザク

エミル

『Synthesis of Nanomaterials by Pulsed Plasma in Liquid and
Their Properties』

Name：Emil OMURZAK
e-mail：emil@kumamoto-u.ac.jp

研究概要

H

In order to achieve more energy-efficient synthesis of various nanomaterials, we

P ：http://ttkuma.kuma-u.jp/

Research key words： Applications of pulsed plasma,

developed the pulsed plasma in liquid method. The method combines physical (spark

nanomaterials synthesis, plasma in liquid
Career Track：2008
2008

Kumamoto University.

discharge) and chemical (surrounding liquid) processes that provide us a number

Engineering department

(PhD)

of advantages (simple, one-step, low-energy, versatile) for the synthesis of various

Kumamoto University. Core Laboratory, Innovation Cooperation

kinds of metastable nanomaterials. Pulsing of plasma power would decrease the

Organization, Postdoctoral Researcher

over-heating of electrode and liquid and thus eliminates the necessity for cooling.

2009 Kumamoto univ. Priority Organization for Innovation and
Excellence, assistant professor

Submerging the plasma into the liquid would lead to the fast quenching of the
formed nanocrystals and thus enables formation of metastable phases. Possibility of
achieving a high-temperature stable phase at very low temperature not only provides
economically viable route for applications but also opens a new route to study
structural kinetics and chemistry of various nanomaterials.

研究業績

研究目的

論文

The purpose is to synthesize interesting nanomaterials by pulsed plasma in liquid

1. ZnO nanorods by the pulsed plasma in liquid and their photocatalytic

method and study their physical and chemical properties. The target of the research

property. E. Omurzak, K. Taniguchi, T. Mashimo.TMS 2012 Proceedings , 2, pp.

is to establish a new, ecologically friendly, cost-eﬀective, simple method for synthesis

27-34, 2012

of various nanomaterials; Understanding the formation mechanism of nanostructures

2. Pure Tetragonal ZrO2 Nanoparticles Synthesized by Pulsed Plasma in Liquid.

under the pulsed plasma in liquid.

L. Chen, T. Mashimo, E. Omurzak, ... J . Phys. Chem . C . 115, pp. 9370‒9375,

High temperature of plasma state is capable to turn any kind of metal into atoms

2011.

and ions, from which we can generate new nanomaterials easily and very quickly,

3. Onion-like carbon-encapsulated Co, Ni, and Fe magnetic nanoparticles with
low cytotoxicity synthesized by a pulsed plasma in a liquid. Z. Abdullaeva, E.

without necessity of high-energy and high-cost techniques. Main challenge is to be
able to control the reaction process so that the product possesses desirable physicalchemical properties.

Omurzak, ... Carbon , 50, pp. 1776-1785, 2011.
4. Wurtzite-type ZnS nanoparticles by pulsed electric discharge. E. Omurzak et

al . Nanotechnology , 22, pp. 365602-1 ‒ 365602-7, 2011.

研究の展開
In the future, this method can be used for replacing existing ecologically harmful,

5. Synthesis of blue amorphous TiO2 and TinO2n-1 by the pulsed plasma in liquid. E.
Omurzak et al . J . Nanosci . Nanotechnol ., 9, pp. 6372-6375, 2009.

high-energy and high-cost production methods of various nanomaterials such as
photoluminescent (ZnS, ZnMgS, etc); photocatalyst (TiO 2, ZnO, etc); gas-sensor
nanomaterials, highly efficient biomaterials for medical applications. In addition,

特許

creation of new materials by using this technique is highly possible due to uniqueness

1. 特願 2010-038465, 酸化ジルコニウム粒子およびその製造方法 , 真下
ウル エミル , 安田

佳明 , 岩崎

真人 , 安田

佳明 , 岩崎

秀治 , 弘田

茂 , オムルザク ウル エミ

恭幸

3. 特願 2009-212660, 低次酸化チタン及びその製造方法 , 真下
ミル , 岡本
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真人 , 安田

of the processes involved.

秀治

2. 特願 2010-019890, 金属硫化物およびその製造方法 , 真下
ル , 岡本

茂 , オムルザク

佳明 , 岩崎

秀治

茂 , オムルザク ウル エ

テニュアトラック教員としての研究生活を振り返って
The tenure-track system provided me an excellent environment for conducting
a research. I learned to do an independent research and I have gained large
experience.
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環境動態
解析分野
研究テーマ
細野

高啓

Name：Takahiro Hosono
e-mail：hosono@kumamoto-u.ac.jp
H P ：http://ttkuma.kuma-u.jp/
研究キーワード：水環境、物質循環、水質保全、
同位体トレーサー、地球化学
経歴 ：2003 年 筑波大学 大学院地球科学研究科 修了 博士（理学）
2003 年 早稲田大学 理工学術院 環境資源工学科 助手
2005 年 総合地球環境学研究所 技術補佐員
2006 年 日本学術振興会特別研究員（総合地球環境学研究所）
2007 年 秋田大学 工学資源学部 地球資源学科 助教
2009 年 熊本大学大学院先導機構 テニュア・トラック助教

『流域水−物質循環系における環境動態解析』
研究概要
地球表層の水質は、大気、地質、生物、人間活動との相互作用により、非常に多様性に富
みます。その多様性を生み出す原因を探るため、地球化学的手法（安定同位体トレーサーや
高精度濃度分析）を用いて、目に見えない元素の由来や挙動を解明する研究を行っています。
降水、地表水、地下水、沿岸域を含む流域で起こっている物質循環現象を研究対象として
います（図参照）。熊本を拠点に世界各国の流域で研究を展開してきました。また、野外で
の観察を実証するために、カラム実験や微生物培養実験など、室内再現実験も行っています。

研究目的
研究の成果はこれまで知られていない環境の診断に役立てることができます。例えば、微

研究業績
論文

生物による自然の水質浄化能力や、地球表層の風化現象による温室効果ガス（CO2）の吸収
能力を評価することができます。また、環境付加の実態や汚染物質の挙動を知ることで、地
域水質保全に必要な情報を提供できます。

1. Hosono, T.; Tokunaga, T.; Kagabu, M.; Nakata, H.; Orishikida, T.; Lin, I-T.; Shimada, J. The
use of δ15N and δ18O tracers with an understanding of groundwater flow dynamics for
evaluating the origins and attenuation mechanisms of nitrate pollution. Water Res ., 2013,
47, 2661-2675.

これから展開していく

2. Hosono, T.; Ono, M.; Burnett, W.C.; Tokunaga, T.; Taniguchi, M.; Akimichi, T. Spatial

研究テーマを図にまとめ

distribution of submarine groundwater discharge and associated nutrients within a local

てみました。流域におけ

coastal area. Env . Sci . Technol ., 2012, 46, 5319-5326.
3. Hosono, T.; Delinom, R.; Nakano, T.; Kagabu, M.; Shimada, J. Evolution model of δ34S and δ

評価し、今後ますます重

the Jakarta urban area, Indonesia. Sci . Total Env ., 2011, 409, 2541-2554.

要になってくる水資源保

4. Hosono, T.; Nakano, T.; Shimizu, Y.; Onodera, S.; Taniguchi, M. Hydrogeological constraint
on nitrate and arsenic contamination in Asian metropolitan groundwater. Hydrol .
5.

6.

7.

8.

るこれら諸現象を詳細に

18

O in dissolved sulfate in volcanic fan aquifers from recharge to coastal zone and through
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研究の展開

Processes , 2011, 25, 2742-2754.
Hosono, T.; Su, C-C.; Delinom, R.; Umezawa, Y.; Toyota, T.; Kaneko, S.; Taniguchi, M.
Decline in heavy metal contamination in marine sediments in Jakarta Bay, Indonesia due to
increasing environmental regulations. Estuarine , Coastal and Shelf Sci ., 2011, 92, 297-306.
Hosono, T.; Wang, C-H.; Umezawa, Y.; Nakano, T.; Onodera, S.; Nagata, T.; Yoshimizu, C.;
Tayasu, I.; Taniguchi, M. Multiple isotope (H, O, N, S and Sr) approach elucidates complex
pollution causes in the shallow groundwater of the Taipei urban area. J . Hydrol ., 2011,
379, 23-36.
Hosono, T.; Su, C-C.; Okamura, K.; Taniguchi, M. Historical record of heavy metal pollution
deduced by lead isotope ratios in core sediments from the Osaka Bay, Japan. J . Geochem .
Exploration , 2010, 107, 1-8.
Hosono, T.; Siringan, F.; Yamanaka, T.; Umezawa, Y.; Onodera, S.; Nakano, T.; Taniguchi, M.
Application of multi-isotope ratios to study the source and quality of urban groundwater in
Metro Manila, Philippines. Appl . Geochem ., 2010, 25, 900-909.

全に対し、必要な情報を
発信していく考えです。

テニュアトラック教員としての研究生活を振り返って
研究に必要な資金と時間が優遇されたプログラムになっており、研究者にとって重要
な 30 代の時間を有意義に過ごすことができました。また、独自の研究枠組みをデザイ
ンする上でも貴重な時期を過ごすことができました。
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環境学
( 沿岸域の環境解析・
保全・創成 )

研究テーマ
増田

龍哉

Name：Tatsuya Masuda

『環境と防災の調和した沿岸域形成へ向けた沿岸環境評価手法と
保全・修復技術の開発』

e-mail：masuda@gpo.kumamoto-u.ac.jp
H

P ：http://accafe.jp/kumamoto̲masuda/

研究概要

研究キーワード：水環境、海岸環境、干潟環境、

島国である日本は国土面積が狭いため、沿岸域の平野部に人口や社会資本が密集していま

環境影響評価、自然再生・保全

す。また、私たちの生活に必要な食料やガソリンなどは約 99％が港を通じて輸入され、国

経歴：2009 年 熊本大学大学院自然科学研究科博士後期課程複合新領域科学専攻修了 博士（工学）
2009 年

熊本大学大学院先導機構

内で製造した自動車や工業製品なども、ほとんどが港から海外に輸出されています。そのた
め、日本では昔から経済活動を行うために港を造り、食料を自給するために干拓を行い、津
波や高潮から人命や資産を守るため海岸に堤防などの防災施設を造ってきました。しかし、
そういった開発行為が自然環境に与える影響は未解明な事象が多く、影響が現れるまでに時

研究業績

間がかかるため、これまでは一方的な価値観から沿岸部では多くの自然環境が失われてきま

論文

した。このような状況は日本だけでなく世界中で問題となっており、多くの動植物が絶滅

１．八代海における底質および底生生物分布特性の現況把握，増田龍哉・御園生敏治ほか，
土木学会論文集 B3（海洋開発）
，Vol.69（29），2013.
2. ペーパースラッジ灰造粒物の現地適用性に関する検討，増田龍哉・久保田健ほか，土木
学会論文集 B3（海洋開発）
，Vol.68（28），pp.I̲492-I̲497，2012.
3. 玉名横島海岸保全事業における環境配慮事業の評価と管理手法に関する検討，増田龍哉・
坂 井 真 幸 ほ か， 土 木 学 会 論 文 集 B3（ 海 洋 開 発 ）
，Vol.67（27）
，pp.PI̲499-I̲504，
2011.
4. パルス再生細骨材の覆砂材への適用に関する研究，増田龍哉・御園生敏治ほか，土木学
会論文集 B3（海洋開発）
，Vol.67（27），pp.PI̲463-I̲468，2011.

の危機にさらされていることや、それに伴う沿岸部での環境悪化が懸念されるようになり、
1993 年には生物多様性条約が発効されるなど環境保全が求められています。このように、
我々人類は「環境と防災の調和」といった、相反する課題に直面しており、如何にしてこの
相反する課題に対処していくかが求められています。
本研究では「開発行為が希少な野生動植物の生息場である自然環境に与える影響を適切に
評価することが自然環境保全につながる。
」「過去に行われた自然環境の改変による環境悪化
問題に対して、防災機能を維持しつつ、悪化・消失した自然環境を修復・維持させることが
環境と防災の調和につながる。」と考え、沿岸域の自然環境を保全・修復するための環境影
響評価手法と環境保全・修復技術に関する研究を有明海・八代海沿岸を対象として行いました。

5. 熊本港における「なぎさ線の回復」現地実証試験に関する研究，増田龍哉・入口聖ほか，
土木学会論文集 B2（海岸工学）
，pp.1211-1215，2010.

テニュアトラック教員としての研究生活を振り返って

著書

左の写真は、有明海で干潟環境の修復

1. 蘇る有明海 - 再生への道程 -，楠田哲也編著（分担），恒星社恒星閣，2012.2.

現地実証試験を行った場所で学習会を

2. 図説日本の海岸，柴山知也・茅根創編著（分担）
，朝倉書店，2013.5.

行った時の写真です。この試験結果から、
修復前の生態系への影響を評価するモデ

特許

ルを開発し、実際修復した干潟には多く

1. 水底堆積土の処理方法，特願 2011-056107，日本製紙株式会社ほか（発明者）
，2011.

の絶滅危惧種が生息していることが調査
結果から明らかとなり、事業化も行われ
つつあります。テニュアトラック教員と
現地試験地での学習会の様子（2013.7）

して実施した研究を通して、防災機能も
維持しつつ多様な生物が生息し、自然観

察等でそこを人が利用する「命にぎやかな沿岸域」が広がってほしいと思います。今後
は汎用性を高めるため、別の海域や海外での応用を行っていきたいと思います。
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地中海建築
（ギリシア・
ローマ建築）

研究テーマ
吉武

隆一

『古代ギリシア・ローマ建築に関する研究』

Name：Ryuichi Yoshitake

研究概要

e-mail：yoshitak@kumamoto-u.ac.jp
H

P ：http://ttkuma.kuma-u.jp/

建築史は工学と歴史学の両方のアプローチによって建築とは何かを考える分野です。「歴

研究キーワード：建築史、ギリシア建築、ヘレニズム建築、

史は現在と過去との対話である」とは、歴史学者カーの有名な言葉ですが、これは建築史の

ローマ建築
経歴 ：2005 年

分野にもあてはまります。建築の歴史を知ることによって、はじめて私たちが生きる現代の

熊本大学大学院自然科学研究科

環境共生科学専攻修了

博士（工学）

建築の立ち位置が見えてきます。また、工学的視点から古代建築がどのようにして建設され

2005 年

国士舘大学イラク古代文化研究所

共同研究員

たのかは、現代の技術者にとっても興味深い問題です。こうした総合的な観点から、西洋建

2005 年

テッサロニキ大学工学部建築学科

ポストドクター

築の源泉である古代ギリシア、ローマ建築を中心に研究を行っています。

2009 年

熊本大学大学院先導機構

2011 年

フライブルグ大学哲学部古典考古学科

特任助教
客員研究員

研究目的
地中海を中心に展開した古代ギリシア・ローマ建築は、ルネサンスでの再発見を経て、近
代に至るまで西洋建築に多大な影響を与えてきました。これまで古代ギリシア建築の遺産は、

研究業績

ヘレニズム期を通してローマ建築に伝わったとされていますが、その実態についてはあまり

論文

知られていません。そこでギリシアや中近東など地中海各地の遺跡で現地調査を行い、実証

1. R. Yoshitake, Early Applications of Domical Vault in Jordan, 日本建築学会計画

的な手法でヘレニズム期を中心とした古典古代の建築の発展過程を探っています。

系論文集 , Vol. 78, No. 693, 2013, pp. 2387-2397.
2. R. Yoshitake, A New Reconstruction of the Theater at Ancient Messene, 日本
建築学会計画系論文集 , Vol. 78, No. 691, 2013, pp. 2055-2065.

研究の展開
地中海古代建築の研究は、熊本大学の特色ある研究テーマの一つで、すでに半世紀以上の

3. R. Yoshitake, Hellenistic Building Techniques of the Stoas of the Asklepieion

歴史があります。これまでに、ギリシアの神殿、聖域、劇場や、ヨルダンやシリアのローマ

at Messene, 日本建築学会計画系論文集 , Vol. 78, No. 685, 2013, pp. 693-703.

建築を対象に現地調査を行い、分析を行ってきました。その成果の一部は英文の報告書とし

4. R. Yoshitake, Stylistic Analysis of the Architectural Ornamentation and Dating

て出版し、海外の研究者からも反響を得ています。今後も、ギリシアや小アジアを中心とし

of the Scaenae Frons of the Theater at Ancient Messene, 日本建築学会計画系論

た地中海古代建築の研究を発展させ、現代建築と古代建築との関係を明らかにしたいと考え

文集 , Vol. 78, No. 684, 2013, pp. 485-495.

ています。また、その成果はシンポジウムや市民講座などを通して、古代建築に関心を持つ

5. R. Yoshitake, Stylistic Analysis of the Architectural Ornamentation of the Stoas
of the Asklepieion at Messene,

一般市民にも還元したいと考えています。

日本建築学会計画系論文集 , Vol. 78, No. 684,

2013, 497-507.

テニュアトラック教員としての研究生活を振り返って

著書
1. R. Yoshitake, et al ., Architectural Study of the Stoas of

the Asklepieion at Ancient Messene , Kyusyu University
Press, Fukuoka, 2013, 266 pages.

「挑戦的若手研究者の自立支援人事制度改革」という趣旨のもと、これまでの研究を
批判的に振り返り、同じ分野の研究であっても新たな視点で取り組むことを心がけてき
ました。このテニュアトラック教員としての経験を生かして、今後も研究や教育に真摯
に取り組みたいと思います。

受賞歴
1. 平成 22 年度
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日本建築学会九州支部

九州賞

研究新人賞
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創薬科学
研究テーマ
小谷

俊介

『環境調和型有機分子を利用した新規立体選択的反応の開発』

Name：Shunsuke Kotani

研究概要

e-mail：skotani@gpo.kumamoto-u.ac.jp
H

P ：http://ttkuma.kuma-u.jp/

近年、有限な地球環境資源を持続的に利用することが 21 世紀の課題と考えられるように

研究キーワード：有機合成化学、創薬科学、不斉反応、

なり、持続的環境調和を指向した研究が求められています。このような環境調和を指向した

有機分子触媒、グリーンケミストリー

考えを基盤として、有機合成化学では、反応試薬や溶媒の使用量の削減、合成プロセスの短

経歴 ：2007 年

熊本大学大学院薬学教育部分子機能薬学専攻修了

2008 年

カリフォルニア大学アーヴァイン校

2008 年

学術振興会特別研究員 PD

2009 年

熊本大学大学院先導機構

博士（薬学）

博士研究員

縮化、不斉触媒反応の開発、長期的に供給可能な原料や安全な試薬の利用などが求められて
います。このような観点に基づいて、金属を用いない環境調和型有機分子を触媒として用い
た高効率的かつ高立体選択的な不斉触媒反応の開発を行っています。

特任助教

研究目的
研究業績
論文
1. Enantioselective Aldol Reaction Catalyzed by Chiral Phosphine Oxides, S.
Kotani, M. Sugiura, M. Nakajima. Chem . Rec . 2013, 13, 362‒370.
2. Stereoselective Synthesis of Multiple Stereocenters by Using a Double Aldol

私たちの生体内は高度に不斉化された空間で構成されており、そこで産生される生物活性
物質の多くがキラルな化合物です。生体内の酵素は基質を特異的に識別し、光学活性化合物
の生合成を触媒しています。筆者は、人工的な有機分子触媒の設計ならびに合成を行い、酵
素を凌駕する有機分子触媒を開発し、これを用いた高効率的な新規合成反応の開発を目指し
研究を行っています。さらに、開発した有機分子触媒反応を利用し、革新的医薬品合成を実
践することで、創薬における新たな方法論の確立することを目的としています。

Reaction, Y. Shimoda, T. Kubo, M. Sugiura, S. Kotani, M. Nakajima, Angew .

Chem . Int . Ed . 2013, 52 , 3461‒3464.
3. Trichlorosilyl Triﬂate Mediated-Enantioselective Directed Cross-Aldol Reaction
between Ketones using Chiral Phosphine Oxide as an Organocatalyst, S. Aoki, S.
Kotani, M. Sugiura, M. Nakajima, Chem . Commun . 2012, 48 , 5524‒5526.
4. A Tertiary Amine as A Hydride Donor: Trichlorosilyl Triflate-mediated
Conjugate Reduction of Unsaturated Ketones, S. Kotani, K. Osakama, M.

研究の展開
新しい有機分子触媒を利用することで、様々な高立体選択的な反応を開発することに成功
しています。今後は、環境調和型有機分子触媒の創成および触媒の適用系拡張を基盤として、
より効果的な触媒反応の開発を目指したいと考えています。さらに、開発した触媒反応の有
用性を実証するために、生物活性物質の超短工程合成を計画しています。本研究により、大量、
安価かつ簡便に医薬品を供給することが可能になると期待しています。

Sugiura, M. Nakajima, Org . Lett . 2011, 13 , 3968-3971.
５. Trichlorosilyl Triﬂate for Enantioselective Direct-type Aldol Reaction with Chiral
Phosphine Oxide, S. Kotani, S. Aoki, M. Sugiura, M. Nakajima, Tetrahedron Lett .
2011, 52 , 2834-2836.

受賞歴
1. 平成 25 年度有機合成化学協会 九州山口支部奨励賞
2. 2013 年有機合成化学協会 田辺三菱製薬 研究企画賞

30

テニュアトラック教員としての研究生活を振り返って
研究室の立ち上げから研究生活がスタートしたため、研究の進捗は計画どおりではあ
りませんでした。それでも当初計画していた研究に加えて、新規研究テーマを幾つか見
いだすことができたのは、研究に専念できるテニュアトラック制度の研究環境のおかげ
であったと感謝しています。
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地磁気・
岩石磁気
研究テーマ
望月

伸竜

『火山岩による地球磁場変動の研究』

Name：Nobutatsu Mochizuki

研究概要

e-mail：mochizuki@sci.kumamoto-u.ac.jp
H

P ：http://sendou.kuma-u.jp/research/mochizuki.html

岩石の残留磁化（磁気）に基いて過去の地球磁場変動を復元することで、地球磁場生成ダ

研究キーワード：地球磁場変動，地球磁場強度、新測定法、

イナミクスを調べています。これまでに、地磁気逆転（78 万年前）・地磁気エクスカーショ

宇宙線生成核種，火山活動史
経歴 ：2004 年 9 月

ン（3・4 万年前）などの地球磁場変動史におけるイベントを復元してきました。その際には、

東京工業大学大学院理工学研究科地球惑星科学専攻

2004 年 10 月

東京工業大学大学院理工学研究科

2006 年 4 月

産業技術総合研究所

日本学術振興会特別研究員

2009 年 4 月

東京大学海洋研究所

特任研究員

2009 年 11 月

熊本大学大学院先導機構

博士（理学）

流動研究員

特任助教

私を含めた日本の研究グループが開発した新しい古地磁気強度測定法を用いています。精度
の良いデータを得た結果、従来の研究では検出できなかった地球磁場変動の性質を把握しつ
つあります。

研究目的
過去の地球磁場をベクトルとして精度よく復元する研究に取り組んでいます。その目的は、
地球の磁場をつくりだしている地球ダイナモの理解を深め、さらに地球深部（例：コア - マ

研究業績

ントル境界の熱流量）の時代変化や地球表層環境の変遷史を探ることにあります。

論文
1. Mochizuki, N., T. Maruuchi, Y. Yamamoto, and H. Shibuya, Phys. Earth Planet.
Inter., 40-54, 223, 2013.

研究の展開
今後は、地球磁場変動によって、地球表層の環境（例：宇宙線入射量変動、気候変動）に

2. Nakamura, K., T. Toki, N. Mochizuki, M. Asada, J. Ishibashi, Y. Nogi, S.
Yoshikawa, and K. Okino, Deep-Sea Research I, 74, 1‒10, 2013.
3. Hoffman, K. A., and N. Mochizuki, Geophys. Res. Lett., 39, L06303,
doi:10.1029/2011GL050830, 2012.

どのような影響を与えたのか（今後与えうるのか）を調べたいと考えています。現在、研究
しているのは、地球磁場強度の変化と宇宙線入射量の変化の関係性の復元です。
また、上に述べた研究とは異なる研究ですが、古地磁気学的手法を応用することで、火山
の活動史の復元に役立つデータが得られます。例えば、阿蘇火山の溶岩流の古地磁気方位デー

4. Sato, M., Y. Yamamoto, T. Nishioka, K. Kodama, N. Mochizuki, and H.

タによって、3000-4000 年前に複数の火口で同時噴火が起きたことを最近把握しました。

Tsunakawa, Geophys. Res. Lett., 39, L04305, doi:10.1029/2011GL050402,

阿蘇火山で成果を積み重ね、全国の活火山の活動史研究に役立つデータの提供をめざします。

2012.
5. Mochizuki, N., H. Oda, O. Ishizuka, T. Yamazaki, and H. Tsunakawa, J. Geophys.
Res., 116, B06103, doi:10.1029/2010JB008093, 2011.

テニュアトラック教員としての研究生活を振り返って

6. Tsunakawa, H., K. Wakabayashi, N. Mochizuki, Y. Yamamoto, K. Ishizaka, T.

かなり充実した研究ができて、予想以上の研究の進展がありました。その理由を考え

Hirata, F. Takahashi, and K. Seita, Phys. Earth Planet. Inter., 176, 235-242,

てみますと、①十分な研究時間、②充分な研究費、③研究補助員があったことにありま

2009.

す。それだけでなく、私の場合、将来の受入部局から、④日常的な協力（学生との共同
研究を含む）、⑤（研究分野において達成可能な）テニュア審査基準の提示がありました。

受賞歴
1. 地球電磁気・地球惑星圏学会

その結果、攻めの気持ちをもちながら、部局教員や学生との共同研究を新たに進めるこ
大林奨励賞、第 42 号、研究題目「地磁気遷移時におけ

とができました。

る絶対古地磁気強度の実験的研究」
、平成 24 年 10 月 22 日
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発生生物学・
細胞生物学
研究テーマ
佐藤

有紀

『トランスジェニックウズラを用いた血管形成過程の
生体イメージング解析』

Name：Yuki Sato
e-mail：satoyuki@kumamoto-u.ac.jp
H

研究概要

P ：http://bloodvesseldynamics.jp/

研究キーワード：血管、体節、トランスジェニック鳥類、
経歴 ：2003 年

血管は、生体機能維持の要です。血管がなければ、生命は維持できません。臓器が正常に

イメージング、細胞移動

形成、機能するためには、生まれる前（胚発生期）から血管のネットワークが正常に形成さ

奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科分子生物学専攻修了

れることが必要不可欠です。私は、からだ中に張り巡らされる血管網がどのようにして確立

博士（バイオサイエンス）

されるのかを明らかにするため、血管内皮細胞を可視化し、血管を形成する細胞の動きを観

2003 年

理化学研究所発生 • 再生科学総合研究センター

基礎科学特別研究員

2006 年

奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科

2006 年

日本学術振興会海外特別研究員

非常勤研究員

（カリフォルニア工科大学バイオイメージングセンター）
2008 年

カリフォルニア工科大学バイオイメージングセンター

博士研究員

2009 年

熊本大学大学院先導機構

2013 年

科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業「さきがけ」研究員（兼任）

特任助教

察しています。この研究から、血管内皮細胞の挙動を制御する分子レベルのしくみを解明し
たいです。

研究目的
血管ネットワークがどのような個々の細胞の動きによって形成されるのかを理解するため、
生体内の血管内皮細胞を観察することができるトランスジェニックウズラ胚を用いて、生体
イメージング解析を行っています。細胞移動に関わるタンパク質群に着目し、それらが実際
の生体内において、血管やその周囲の組織の細胞群の挙動をどう制御しているのかを明らか
にします。

研究業績
研究の展開

論文
1. Transgenesis and imaging in birds, and available transgenic reporter lines .
Sato, Y. and Lansford, R. Dev . Growth , Diﬀer . 55, p406-421 (2013)

血管ネットワークのような高次構造ができるしくみが、細胞の挙動およびそれを制御する
分子機構の観点から詳細になることが期待されます。この成果を踏まえ、将来的には血管網

2. Dorsal aorta formation: Separate origins, lateral-to-medial migration, and

のパターンを制御できるようにしたいと考えています。血管は、器官形成（膵臓や肝臓、神

. Sato, Y. Dev . Growth , Diﬀer . 55, p113-129 (2013)

経ネットワーク、血球幹細胞）や疾患（ガン細胞の増殖・転移、血管奇形）等と密接に関係

remodeling

3. トランスジェニックウズラ胚を用いた血管のタイムラプス観察

. 佐藤有紀 , 顕微鏡

しています。血管形成の研究を進めることによって、これらの生物学的、医学的な諸課題の
解明の糸口を得たいです。

47, p186-190 (2012)
4. Dynamic lineage analysis of embryonic morphogenesis using transgenic quail
and 4D multispectral imaging

. Bower, D.V., Sato, Y., Lansford, R. Genesis 49,

p619-643 (2011)
5. Dynamic analysis of vascular morphogenesis using transgenic quail
embryos

. Sato, Y. et al . PLoS ONE 5, e12674 (2010)

テニュアトラック教員としての研究生活を振り返って
留学先から帰国して、研究体制をゼロから立ち上げる中で、貴重な経験を積みました。
研究者として今後生き抜く為の基礎体力は、ついたような気がします。また、自分の
アイデアで挑戦的な研究活動をできたのは、良かったです。独立する機会を与えられ
たテニュアトラック制度には感謝します。本学の課題は、テニュア付与後であっても、
部局によっては学生が配属されないことです。テニュア付与後の研究展開と大学教員と
しての成長の為には、学生配属の機会を与える事が重要だと思います。
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細胞分子
生物学
研究テーマ
持田

悟

『細胞周期はいかにして制御されているのか』

Name：Satoru Mochida
e-mail：mochida@kumamoto-u.ac.jp
H

研究概要

P ：http://www.cellcyclecontrol.jp

人間の体は約 60 兆個の細胞からなり、ひとつの細胞は数万種類のタンパク質を作り、そ

研究キーワード：細胞分裂、癌、タンパク質リン酸化、染色体
経歴 ：2004 年

京都大学大学院

生命科学研究科修了

のはたらきを緻密に制御することによって生命活動を営んでいます。私の研究室では細胞が

博士（生命科学）

2004-2005 年

沖縄科学技術振興機構

2005-2010 年

イギリス Cancer Research UK 博士研究員

2010 年 - 現 在

熊本大学大学院先導機構

2011 年 - 現 在

JST さきがけ研究員（兼任）

分裂して増える仕組みを明らかにすることで、酵母のような単細胞生物から人間まで共通し

博士研究員

ている「命を受け継ぐメカニズム」を知りたいと考えています。

特任助教

研究目的
細胞の分裂にはタンパク質のリン酸化という反応が重要な役割を担っており、この反応の
機構を調べることによって分裂が如何に正確に行われているか、またこの機構が破綻した際
に引き起こされるがん等の病気の発生メカニズムにも興味を持っています。

研究業績
論文
1.

研究の展開
Regulation of alpha-Endosulfine, an inhibitor of protein phosphatase 2A

(PP2A), by multisite phosphorylation

, Mochida S., FEBS J., in press, 2014

2. Protein phosphatases and their regulation in the control of mitosis , Mochida
S. and Hunt T., EMBO Rep., 13(3), 197-203, 2012 (REVIEW)
3. Xenopus Shugosin 2 regulates the spindle assembly pathway mediated by
the chromosomal passenger complex

, Rivera T., Gheniou C., Rudriguez-

細胞分裂を上手くできないと、染色体数の異常や突然変異を引き起こす原因となります。
そのような病気の原因の理解にも遺伝子やタンパク質の解析が非常に有効な手段となるた
め、細胞という人間の基本単位の研究を続けて行きます。また「細胞」は人間以外にも生物
全てが持っているものなので、細胞を理解することは植物、微生物などへの応用も考えられ
ます。

Corsino M., Mochida S., Funabiki H. and Losada A., EMBO J., 31, 1467-1479,
2012
4. Greatwall phosphorylates an inhibitor of PP2A that is essential for mitosis

,

Mochida S., Maslen S., Skehel M. and Hunt T., Science, 330 (6011), 1670-1673,

テニュアトラック教員としての研究生活を振り返って
テニュアトラック制は若手に独立の機会を与えようという、日本ではまだ始まったば
かりの制度です。これからさらに発展し、後に続く若手が希望を持てるよりよい仕組み

2010
5. Regulated activity of PP2A-B55delta is crucial for controlling mitotic entry and
exit in Xenopus egg extracts

になって行くことを望みます。

, Mochida S., Ikeo S., Gannon J. and Hunt T.,

EMBO J., 28, 2777-2785, 2009
6. The M phase kinase Greatwall promotes the inactivation of PP2A/B55delta;,
a phosphatase directed against CDK phosphosites , Castilho P. V., Williams B.
C., Mochida S., Zhao Y. and Goldberg M. L, Mol. Biol. Cell, 20(22), 4777-4789,
2009

受賞歴
1. CR-UK Hardiman-Redon prize-2007
2. Best Poster Prize in EUROPHOSPHATASE 2009 of EMBO Conference
3. 平成 23 年度
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混相流
研究テーマ
米本

幸弘

『固体面上液体の濡れ性評価モデルの構築』

Name：Yukihiro Yonemoto
e-mail：yonemoto@mech.kumamoto-u.ac.jp
H

研究概要

P ：http://www.mech.kumamoto-u.ac.jp/Info/lab/ﬂuid/
index.htm

研究キーワード：気泡、液滴、表面張力、濡れ性、接触角
経歴 ：2008 年

京都大学大学院

原子核工学専攻修了

2010 年

東京理科大学

電子応用工学科

2012 年

日本原子力研究開発機構

2013 年

原子力安全システム研究所

研究員

2013 年

熊本大学

助教

博士（工学）

助教

大学院先導機構

任期付研究員

濡れ とは固体面への液体の接触・付着状態を指す。身近な場面として、テフロンコーティ
ングされたフライパン上では水は丸くなり、ステンレス製のシステムキッチンのシンク上で
は水は丸くならない。この性質は固体と液体の種類に依存するものの、専門的には、前者の
例を疎水性、後者の例を親水性と言い、こうした性質を総称して濡れ性という。半導体製造、
印刷や熱交換器等の工業機器では、固体表面に如何に薄く安定な液体の膜（液膜）を形成・
維持させるかが重要となり、この液膜の安定な形成・維持には上述の濡れ現象が密接に関係
している。本研究では、この濡れ現象の理解を深めるために、熱力学・流体力学的概念に基
づき、実験・理論の側面から研究を実施している。

研究目的
研究業績
論文
1. Discussion on a mechanical equilibrium condition of a sessile drop on a

液膜が薄くなることで現れるドライパッチという乾いた固体表面の露出は、半導体製造、
印刷や熱交換器等の工業機器における、製品の質低下や伝熱効率の劣化を招く。このドライ
パッチは、液膜内の流体運動や固体と液体の濡れ性が関連している。特に、固体面上での液

smooth solid surface, Y. Yonemoto, T. Kunugi, J. Chem. Phys., 130, pp.

膜の拡がりを特徴づけるドライパッチの安定性は、固体と液体とが接触する境界線（接触線）

144106-1 ‒ 144106-12, 2009.

の挙動を正確に把握する必要があるが、流体運動まで考慮するとその挙動はより複雑になる

2. Multi-scale modeling of the gas-liquid interface based on mathematical and
thermodynamic approaches, Open Transport Phenom. J., 2, pp. 69 ‒ 79, 2010.

ため、接触線における濡れと流体運動の関係に関する理論体系は未だ確立されていない。本
研究では、この点を明らかにすることで、理論式等を構築することを目的としている。

3. Modelling of microbubble coalescence, Y. Yonemoto, T. Kunugi, Computational
methods in multiphase flow VII, (ed.) C. A. Brebbia, P. Vorobieff, A. A.
Mammoli, WIT-press, ISBN:978-1-84564-734-6, pp. 273 ‒ 284, 2013.

受賞歴
1. 熱力学的界面ジャンプ条件の解析的考察 , 米本幸弘 , 功刀資彰 , 日本混相流学会講演会 ,
優秀講演賞 , 2007 年

研究の展開
現在は、濡れ現象の基本である固体面上の液滴の濡れ挙動に着目し、水平な固体面上に付
着した液滴や傾斜面を転がる液滴等の挙動を実験・理論の両側側面から研究しているが、将
来的には、構築した理論体系を基に、液滴や液体膜の流動挙動を数値解析的に予測する計算
コードを構築し、実際の工業機器等への最適設計等に役立てたいと考えている。

テニュアトラック教員としての研究生活を振り返って
限られた短い期間で如何に多くの成果を出していくか、日々不安ではありますが、メ
ンターの先生方の助言を頂きつつ学生と共に研究に励んでいます。そんな中でも、新し
い発見等があった際の喜びは何事にも変えられない幸せです。
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画像処理・
コンピュータ
ビジョン

研究テーマ
上瀧

剛

『スペクトル理論を用いたパターンマッチングとその応用』

Name：Gou Koutaki
e-mail：koutaki@cs.kumamoto-u.ac.jp
H

研究概要

P ：https://navi.cs.kumamoto-u.ac.jp/˜koutaki

研究キーワード：画像処理

画像認識

主成分分析
経歴 ：2007 年

画像処理を用いた高精度な位置合せ技術（パターンマッチング）の基礎研究を行ってい

パターンマッチング

ます。本研究では主成分分析の一般化であるスペクトル分解と呼ばれるデータ圧縮手法を用

スペクトル理論

熊本大学大学院自然科学研究科博士後期課程修了

博士（工学）

㈱日立製作所生産技術研究所研究員、熊本大学大学院自然科学研究科助教を経て
2013 年２月より現職

いて、高速かつ高精度なパターンマッチングを目指しています。応用先としては、産業用ロ
ボットの目となる画像認識や、実写とコンピュータグラフィクスを重ね合わせる技術（AR;
Augmented Reality）が挙げられます。

研究目的
多数の画像を主成分分析でデータ圧縮して画像処理を行う手法はこれまでありましたが、

研究業績

本研究ではその一般化であるスペクトル分解とよばれる数学手法を画像処理に応用していま

論文

す。スペクトル分解を用いることで理論上は無限枚の画像データを圧縮して、画像を解析す
Scale-Space Compression and Its Application

ることができます。画像処理の分野では多くの画像解析モデルが存在しますが、これらの固

, in Proceedings of IEEE International Conference on

有解は明らかになっていません。本研究ではこの固有解を明らかにし、産業へ応用すること

1. Gou Koutaki, Keiichi Uchimura,
Using Spectral Theory

Image Processing (ICIP2013), 2013

を目指します。

2. Gou Koutaki, Keiichi Uchimura, "Scale Invariant Edge Detection Using Spectral
Theory", ISPJ trans. Computer Vision and Applications, vol.5, pp.30-34, 2013
3. 上瀧

剛，内村圭一，" スペクトル理論のパターンマッチングへの応用およびその性能

検証 "，電子情報通信学会 D , Vol.J96-D, No.8, pp.1664-1674, 2013

研究の展開
スペクトル理論を用いることで、高速かつ高精度なパターンマッチングの実現が期待され
ます。具体的な展開先としては、自動車の部品や LSI、食品などの外観検査における高精度
な位置決め、ロボットピッキングにおける物体姿勢の特定などが可能です。また、実写とコ

特許
特許 5030906, 走査荷電粒子顕微鏡を用いたパノラマ画像合成方法およびその装置，
他３件取得済

ンピュータグラフィクスの位置合わせである AR 技術においても本研究成果が活用できます。
具体的には、カーナビゲーション、遠隔手術、ゲームなどに応用できます。このように、本
技術を製造現場から私たちの身の回りまで広く還元していきたいと考えています。

受賞歴
1. 電子情報通信学会 MIRU 長尾賞（第 15 回 画像の理解・認識シンポジウム最優秀論文賞）,
2012
2. 平成 23 年度電気学会Ｃ部門

論文奨励賞，2012

テニュアトラック教員としての研究生活を振り返って
テニュアトラックに採用されて一年が経とうとしています。本年は実験設備の立ち上
げということで非常に忙しくもありましたが楽しく取り組めたと思います。次年度によ
り多くの研究成果を出せるように頑張ります。
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ウイルス学・
血液内科学
研究テーマ
佐藤

賢文

『レトロウイルス潜伏感染メカニズム解明』

Name：Yorifumi Satou
e-mail：y-satou@kumamoto-u.ac.jp
H

研究概要

P ：http://www.caids.kumamoto-u.ac.jp/satou/index.html

研究キーワード：レトロウイルス潜伏感染、HTLV-1、HIV-1、
エイズ、成人 T 細胞白血病
経歴 ：2005 年

京都大学大学院

内科系専攻修了

2005-2007 年

京都大学ウイルス研究所

2007-2008 年

日本学術振興会

2008-2011 年

京都大学ウイルス研究所

2011-2013 年

英国インペリアル大学

博士（医学）

博士研究員

特別研究員 PD
助教
博士研究員

2013 年 2 月〜 熊本大学大学院先導機構独立准教授

ヒトに感染し病気を起こすレトロウイルスには、ヒト免疫不全ウイルス HIV とヒト T 細
胞白血病ウイルス HTLV が存在します。この２つのウイルスはひとたび感染すると感染者体
内で慢性持続感染し、HIV は後天性免疫不全症（エイズ）
、HTLV は成人 T 細胞白血病（ATL）
を引き起こします。私はこの２つのレトロウイルス HIV と HTLV の、ウイルス潜伏感染
過程に焦点を当てて研究をして
い ま す。 ウイルスがいかにして
慢性持続感染を可能としているの
か？という疑問に答えることで、
新しい診断法や治療法の確立に貢
献することを目指しています。

研究業績

研究目的

論文

HIV 感染者は抗ウイルス療法を受ける事で、エイズ発症を予防する事が可能になってきま

1. HTLV-1 bZIP factor induces inﬂammation through labile Foxp3 expression.

した。しかしながら、潜伏持続感染しているウイルスを完全に排除する事が出来ないため、

Yamamoto-Taguchi N, Satou Y, et al , PLoS Pathogens , 9: e1003630, 2013

治療を一生涯続けなければなりません。また、ATL は感染者体内で HTLV-1 が長期持続潜伏

2. Virological and immunological mechanisms in the pathogenesis of human

感染細胞から生じるとされ、ひとたび発症すると極めて予後不良な白血病であります。本研

T-cell leukemia virus type 1. Satou Y, Matsuoka M. Rev . Medical Virology , 23:

究室では、このエイズや ATL の病気克服を目指して、レトロウイルス潜伏感染の研究を進め

269-80, 2013

ています。

3. HTLV-1 modulates the frequency and phenotype of FoxP3+CD4+ T cells in
virus-infected individuals. Satou Y, et al . Retrovirology , 9:46, 2012
4. HTLV-1 bZIP factor impairs cell-mediated immunity by suppressing production
of Th1 cytokines. Sugata K, Satou Y, et al , Blood , 119: 434-444, 2012
5. HTLV-1 bZIP Factor Induces T-cell Lymphoma and Systemic Inflammation In
Vivo, Satou Y, et al , PLoS Pathogens , 7: e1001274, 2011

これまでの生命科学の進歩を振り返ると、ウイルスによる宿主細胞の維持制御機構の破綻
メカニズムの研究を通じて、多くの重要な生命の仕組みが、明らかにされて来たことが分か
ります。私の専門とするレトロウイルスには、宿主のゲノムに組み込まれるという独特の過
程が存在します。レトロウイルスとヒトゲノムのクロストークに注目して研究を展開し、ヒ
トゲノム制御機構の新しい側面を明らかにしたいと考えています。

受賞歴
1. 2006 年 日本白血病研究基金研究助成事業
2. 2006 年 日本血液学会

研究の展開

若手奨励研究賞

奨励賞受賞

3. 2011 年 日本ウイルス学会

テニュアトラック教員としての研究生活を振り返って

杉浦賞受賞

4. 2011 年 日本白血病研究基金研究助成事業

一般研究賞

熊本大学へ赴任してから１年が経ち、徐々に研究の基盤が整ってきました。
医学研究に携わる医師としての立場から、臨床に貢献する研究を目指し、これからも
日々研鑽を積み重ねていく所存です。
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平成 26 年２月 19 日開催
テニュアトラックシンポジウム プログラム概要

テニュアトラック制運営委員会委員
原田

信志

研究担当理事

高島

和希

竹屋

13：30

開会挨拶（谷口 功 熊本大学学長）

自然科学研究科長

13：35

来賓挨拶（文部科学省 科学技術・学術政策局 人材政策課）

元裕

生命科学研究部長

13：40

秋山

秀典

パルスパワー科学研究所長

粂

昭苑

発生医学研究所教授

滝口

雅文

エイズ学研究センター長

山下

登

今田幸二郎

テーマ

「キャリアパスの１つとしてのテニュアトラック制度」
独立行政法人 科学技術振興機構
科学技術システム改革事業プログラム主管

14：10

水林 博 氏

テーマ

「熊本大学のテニュアトラック制の紹介」
熊本大学副学長・研究社会連携担当理事 原田信志

運営基盤管理部総務担当部長

14：25

マーケティング推進部長

テーマ

「他大学の医学系テニュアトラック制の紹介
〜宮崎大学のテニュアトラック制〜」
宮崎大学テニュアトラック推進機構 本多 新 テニュアトラック准教授

外部有識者

14：55
15：00

河合

良信

九州大学大学院

総合理工学研究院

木村

学

東京大学大学院

理学系研究科

和紀

日本大学

文理学部地球システム科学科

吉永

耕二

長崎大学

工学部材料工学科

渡邉

道治

東海大学

産業工学部

江口

吾郎

学校法人

尚絅学園

宇野

公之

大阪大学

薬学研究科

松崎

文雄

理化学研究所

発生・再生化学総合研究センター

山田

太郎

理化学研究所

基幹研究所

東田

賢二

九州大学大学院

相澤

慎一

理化学研究所

俣野

哲郎

東京大学

宮田

健

高橋

テーマ

「テニュアトラック制を介した研究生活について」
熊本大学大学院先導機構 石原 宏 准教授
15：20

森

休憩

物質化学部門化学・物質工学コース

15：50

特別講演 : テーマ
「他大学の医学系テニュアトラック制の紹介
〜 Duke-NUS のテニュアトラック制〜」
Duke-NUS Graduate Medical School 板鼻 康至 テニュアトラック助教
休憩

16：00

パネルディスカッション
「医療薬学系におけるテニュアトラック制の拡充に向けて」
司
会：須田 年生 生命科学系国際共同研究拠点長
パネリスト：竹屋 元裕 生命科学研究部長
冨口 静二 保健学教育部長
中尾 光善 発生医学研究所長
滝口 雅文 エイズ学研究センター長
尾池 雄一 生命資源研究・支援センター長

医化学研究所感染症国際研究センター

16：50

閉会挨拶（原田 信志 熊本大学副学長・研究社会連携担当理事）

崇城大学

薬学部

17：30

情報交換会（参加費 2,000 円）

潔

熊本大学

名誉教授

吉開

泰信

九州大学

生体防御医学研究所

田賀

哲也

東京医科歯科大学難治疾患研究所

工学研究院
発生・再生化学総合研究センター

附属感染防御研究センター
お問い合わせ先

熊本大学 大学院先導機構
（マーケティング推進部研究推進ユニット）
E-mail: research-coordinator@jimu.kumamoto-u.ac.jp
Tel: 096-342-3148, 096-342-3307
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