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【研究テーマ】 

１．Ag と Sb の共電着系における電極表面時空間パターンの研究 

２．集団振動子の同期過程に生じる非線形現象の研究 

３．振動するロウソク炎と気流との相互作用の物性研究 

４．非線形現象における画像処理の研究 

 

【担当授業科目】 

制御工学、計測工学、制御理論、計測システム工学 

 

【校務分掌】 

学生主事補(H29)、地域共同テクノセンター教育研究推進室(H29)、学級担任(H28)、教務主事補（H27）、学生相談

室相談員（H27-H28）、男女共同参画推進委員（H27-H28）、情報処理センター長補（H26） 

 

【所属学会・協会等】 

日本物理学会、日本化学会、高分子学会 

 

【技術協力可能分野】 

・電気化学測定装置の操作 

・走査型電子顕微鏡（SEM）、及び、電子線マイクロアナライザ（EPMA）の操作 

・走査型トンネル顕微鏡（STM）、及び、原子間力顕微鏡(AFM)の操作 

・金単結晶薄膜の蒸着技術 

 

【業績・実績リスト】 

学術論文 

1) Yuko Nagamine: “Phase separation between conductive and insulative materials induced by the electric 

field”, Physical Review E, Vol.94, pp.010203(R)/1 – 4 (2016) 

2) 長峯祐子: “Ag と Sb の電極表面時空間パターンから考察する、静電場下における導体／絶縁体の相分

離”, 物性研究, Vol.96, No.1, pp.153-154 (2011) 

3) Yong-Jun Chen, Yuko Nagamine, Tomohiko Yamaguchi, Kenichi Yoshikawa: “Anomalous roughening of 

curvature-driven growth with a variable interface window”, Physical Review E, Vol.82, pp.021604/1-5 (2010) 

4） Yuko Nagamine, Kenichi Yoshikawa: “Contribution of convection to spatiotemporal stripe patterns formed 

by Ag and Sb coelectrodeposition”, Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, Vol.20, 

pp.023117/1-11 (2010) 

5) Yong-Jun Chen, Yuko Nagamine, Kenichi Yoshikawa: “Dynamic labyrinthine pattern in an active liquid film”, 

Physical Review E, Vol.80, pp.056310/1-8 (2009) 

6) Yong-Jun Chen, Yuko Nagamine, Kenichi Yoshikawa: “Self-propelled motion of a droplet induced by 

Marangoni-driven spreading”, Physical Review E, Vol.80, pp.016303/1 – 7 (2009) 

7) Yuko Nagamine, Masahiko Hara: “Freezing of phase separation in spatiotemporal stripe patterns formed by 

Ag and Sb co-electrodeposition”, Surface Science, Vol.601, pp.803-809 (2007) 

8) Yuko Nagamine, Masahiko Hara: “Surface element analysis of spatiotemporal stripe patterns formed by Ag 

 

 

顔写真 

 



and Sb co-Electrodeposition”, Physical Review E, Vol.72, pp.016201/1 – 14 (2005) 

9) Yuko Nagamine, Osamu Haruta, Masahiko Hara: “Surface morphology of spatiotemporal stripe patterns 

formed by Ag/Sb co-electrodeposition”, Surface Science, Vol.575, pp.17-28 (2005) 

10) Yuko Nagamine, Nobuhito Kurono, Masahiko Hara: “Electric stability of spatiotemporal stripe patterns 

formed by Silver and Antimony co-electrodeposition under the constant current mode”, Thin Solid Films, Vol. 

460, pp.87-93 (2004) 

11) Yuko Nagamine, Masahiko Hara: “Bifurcations of spatiotemporal stripe patterns formed by Ag/Sb co-

electrodeposition”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol.327, pp.249-263 (2003) 

12) Yuko Nagamine, Kohzo Ito, Reinosuke Hayakawa: “Low- and high-frequency electric birefringence 

relaxations in linear polyelectrolyte solutions”, Langmuir, Vol.15, pp.4135-4138 (1999) 

13) Yuko Nagamine, Kohzo Ito, Reinosuke Hayakawa: “Low- and high-frequency relaxations in linear 

polyelectrolyte solutions with different counter-ion species”, COLLOIDS AND SURFACES, A: 

Physicochemical and Engineering Aspects, Vol.148, pp.149-153, (1999) 

 

著書 

1) 長峯祐子 他 207 名：“自己組織化ハンドブック”, NTS 出版, 初版 2009 年 11 月, p185-188, 第 1 編 基

礎編 第 1 章 第 2 節 6. 金属表面に形成される時空間パターン,  

 

総説（解説） 

1) 長峯祐子： “特集：表面界面における時空間反応ダイナミクス 2. 電極界面における時空間反応パターン

形成” 電気化学および工業物理化学(Electrochemistry), Vol. 78, No. 9, pp.769-773 (2010. 9.) 

 

国際会議発表 

1) Yuko Nagamine: “Comparison between numerical simulation for phase-separation of conductive and 

insulative materials under the electric field and Ag and Sb spatiotemporal patterns on the electrode 

surface”, International Workshop: Symposium on Nonlinear Sciences ~The History for 30 Years and Vision 

for The Future, abstract book, pp.12, AIST (Japan), September 27 (2016) 

2) Yuko Nagamine: “Characteristic of phase-separation between conductive and insulative materials under 

the constant current mode: modeling for Ag and Sb spatiotemporal patterns on the electrode surface”, 

SFS2015: International Symposium on Fluctuation and Structure out of Equilibrium 2015, P 3.2 online, 

abstract book, pp.62, Kyoto University (Japan), August 21 (2015) 

3） Hidetoshi Miike, Yuko Nagamine, Atsushi Osa: “Mechanism of candle flame oscillation”, The 3rd German-

Japanese Workshop on "Emerging Phenomena in Spatial Patterns", Magdeburg (Germany), Sep. 22 (2014) 

4） Yuko Nagamine: “Phase-separation behaviors in the mixed system of conductive and insulative materials 

under the constant current and voltage modes”, The 2nd German-Japanese Workshop on "Nonlinear 

Sciences and KANSEI-Informatics", abstract book, pp.31, Yamaguchi(Japan), Aug. 29 (2013) 

5） Yuko Nagamine: “Phase-separation between conductive and insulative materials under the static electric 

field: Modeling for Ag and Sb spatiotemporal patterns on the electrode surface”, Engineering of Chemical 

Complexity, P 3.2 online, Rostock-Warnemünde(Germany), June 11 (2013) 

6） Hiroyuki Zuiki, Koki Otaka, Yuko Nagamine, Hidetoshi Miike, Atsushi Osa: “Descending motion of vortex 

associated with candle flame oscillation: Convective flow visualization, motion enhancement, and 

velocimetry”, Engineering of Chemical Complexity, P 9.3 online, Rostock-Warnemünde(Germany), June 

11 (2013) 

7） Shun Takemoto, Yuko Nagamine, Hidetoshi Miike, Atsuhi Osa: “Computer simulation of synchronous 

flashing of fireflies considering effect of random walk and dependence on interaction distance”, Engineering 

of Chemical Complexity, P 9.5 online, Rostock-Warnemünde(Germany), June 11 (2013) 

 

国内学会発表 

1) 長峯祐子: “定電流 モード下の導体・絶縁体シミュレーション：パラメータ依存性”, 「非線形科学と時間

学の交流」ワークショップ, 概要集, p.17, 山口大学, 2016.3.25, ポスター発表 

2) 正木拓海、長峯祐子: “サーモグラフィー画像を使った、ロウソク振動現象上空の気流の検出”, 「非線

形科学と時間学の交流」ワークショップ, 概要集, p.18, 山口大学, 2016.3.25, ポスター発表 



3) 但馬敦也、長峯祐子: “動画像強調法の物体形状依存性”, 「非線形科学と時間学の交流」ワークショップ, 

概要集, p.17, 山口大学, 2016.3.25, ポスター発表 

4) 長篤志、川添裕治、長峯祐子、甲斐昌一、三池秀敏： “マッハバンド錯視が見える時と消える時-動的視覚ノ

イズによる影響の違い-“, 時間学公開学術シンポジウム 2015・宇宙と人間と時間, 講演予稿集 p.22, 山口

大学, 2015.6.6, 口頭発表 

5) 長峯祐子： ”Ag と Sb の電極表面時空間パターンのモデル化：定電流モード下における導体/絶縁体混合

系の相分離挙動の性質”, 日本物理学会・第 70 回年次大会, 概要集 p.3033, 早稲田大学, 2015.3.22, 口

頭発表 

6) 長峯祐子：” AgとSb の電極表面時空間パターンから考察する、静電場下における導体／絶縁体の相分離”, 

全国高専機構・平成 26 年度女性研究者研究交流会, 学術総合センター, 2014.12.15, ポスター発表 

7) 長峯祐子： ”Onsager の変分原理を使用した Cahn-Hilliard 方程式における、定電流／定電圧モード下の導

体・絶縁体混合系の相分離挙動”, 「非線形物理の深化と視覚機能理解への適用」研究会, 山口大学 , 

2014.12.6, 口頭発表 

8) 長峯祐子、大高洸輝、瑞木広幸、三池秀敏、長篤志： ”振動するロウソク炎と上空気流との相互作用：画像

処理による気流速度の検出”, 日本物理学会・2014 年秋季大会, Vol.69, No.2, p.172, 中部大学, 2014.9.9, 

口頭発表 

9) 長峯祐子： ”Ag と Sb の電極表面時空間パターンのモデル化：定電流モードと定電圧モードにおける導

体・絶縁体混合系の相分離挙動”, 日本物理学会・2014 年秋季大会, Vol.69, No.2, p.171, 中部大学, 

2014.9.9, 口頭発表 

10) 長峯祐子、大高洸輝、瑞木広幸、三池秀敏、長篤志： ”振動するロウソク炎と上空気流との相互作用”, ミニ

研究会 in 西条 2014, 広島大学, 2014.6.21, 口頭発表 

 

地域貢献 

1) 【シンポジウム】宇部高専主催：平成 26 年度「宇部高専 SEEDS&NEEDS シンポジウム」 ”静的システムか

ら自律的に生じる動的システム”, （口頭発表） 長峯祐子, 宇部興産ビル, 2014.11.19 

2) 【公開講座】宇部高専主催：自作パソコン講座, （チューター） 長峯祐子, 宇部高専, 2014.8.2 

3) 【パネル展】文部科学省主催：科学技術における「美」のパネル展 「２次元電気鍍金系（銀—アンチモン）」

（長峯祐子、理化学研究所）出展, 日本橋三井タワー１階アトリウム, 2007.4.9 

4) 【nano tech 2006】nano tech 実行委員会主催：理化学研究所ブース担当, 2006.2.22 

5) 【一般公開】（独）理化学研究所主催：所属研究室ブース担当, 2000-2006 年４月, 全７回 

 

学生支援 

1)  第5１回全国高等専門学校体育大会, 女子シングルス3位, (顧問)長峯祐子, 高岡市民体育館（富山県）, 

2016.8.20-21 

2) 第 50 回全国高等専門学校体育大会, 女子団体 3 位, 女子シングルス 3 位, 女子ダブルスベスト 16, (顧

問)長峯祐子, 佐世保市体育文化館, 2015.8.23-24 

3） 第 49 回全国高等専門学校体育大会, 女子団体 3 位, 女子ダブルス優勝, 女子シングルス 8 位, (顧問)

長峯祐子, 松山市総合コミュティセンター体育館, 2014.8.23-24 

 

科学研究費助成事業 

1) 挑戦的萌芽研究（課題番号：25610106）「非平衡開放系の伝搬性相分離から形成される銀・アンチモン時

空間パターンのモデル化」, （単独）長峯祐子, 総額3,640千円, 2013-2015年度 

2） 若手研究（B）（課題番号：16740229）「２成分金属の時空間パターンを利用した自動配列する１次元導体

絶縁体縞構造の開発」, （単独）長峯祐子, 総額 3,600 千円, 2004-2006 年度 

3) 特別研究員奨励費（課題番号：97J08006）「電荷を帯びた紐状高分子の形態転移とその応用」, （単独）

長峯祐子, 総額 2,700 千円, 1997-1999 年度 

 

その他 

1) 日本物理学会・2014 年秋季大会, 領域１１反応拡散系・振動子系, 前半セッション, 座長, 2014.9.9, 中部

大学 

2）日本物理学会・2008 年秋季大会, 領域１１シンポジウム「非平衡ゆらぎ」, 申請者兼座長, 2008.9.21, 岩手大

学 


