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ロゴの中央のΣはギリシャ文字のS。SOPHIA、つまり上智大学のSであり、数学の総加記号でもあります。上下のσとτは、それぞ
れscience（科学）の s と、technology（技術）のｔのギリシャ文字です。これら３つの文字は、科学と技術とが融合しつつある現代
の状況を示し、また、上智大学のもとに両者を結集させたいという願いを表したものです。
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はじめに
清水会長の後任として会長職を拝命した板

谷と申します。理工学振興会の一層の発展に
貢献できるように全力で会長職を全うしたいと
思いますので、皆様のご支援・ご鞭撻を宜し
くお願い申し上げます。
さて、理工学振興会は1989年（平成元年）
7月20日に発足し、現在に至るまでの25年以上
の長きにわたって、上智大学理工学部および
理工学研究科の活動を支援してまいりました。
記念すべき会報誌（Sophia Sci-Tech）創刊
号の巻頭言では、森脇隆夫初代会長が会の
設立主旨を以下のように説明されています。
「…·来るべき 21世紀の人間社会に真に必
要な人材の育成に努力することは、私どもに
とって重大な責任です。この責任を十分に果
たすためには、理工学部における教育研究の
強化と推進を図り、優秀な人材を育成しなけ
ればなりません。そのために、種々の研究環
境の整備が必要であることは言うまでもありま
せん。これらを援助する一環としてこのたび上
智大学理工学振興会が発足しましたが、幸
い産業界各位の御賛同を得て順調に歩み出
すことができました。…·」
当時の森脇会長のお言葉にもありますよう

に、理工学振興会は理工学部の教育研究や
人材育成を支援する目的で設立されましたが、
この主旨は25年余の時を経た今も重要な柱と
して受け継がれています。本稿では、理工学
振興会がこれまで歩んできた道のりを振り返り
ながら、本会が今後めざしていく方向につい
て、考えてみたいと思います。

研究に対する支援
理工学振興会は、本学理工学部・理工学

研究科の研究を支援するため、学外機関との
共同研究や委託研究等の仲介を行ってまいり
ました。我が国の人口は2010年の128,032千
人を境にして減少が続いており、少子化によ
る大学の厳しい財政状況を受けて安定した研
究費の確保が近い将来には難しくなる可能性

もあります。このような研究資金の先細りが心
配される中、学外研究機関との共同研究や委
託研究は、研究資金の安定的な確保という点
でも重要ですが、その他にも優れた技術や視
点を相互に提供することによって現在の研究を
レベルアップできる期待もあります。このような
支援では、理工学振興会の中にあるソフィアリ
エゾンオフィス（SLO）の果たす役割が今後
益々大きくなってくるように思います。理工学振
興会は、大学組織である研究推進センターに
ご協力頂きながら、共同研究や委託研究の支
援をSLOの組織を通して今後とも積極的に
行っていきたいと考えています。また、教員の
教育・研究に関わる様 な々情報を理工学振興
会やSLOのホームページと会報誌により社会に
発信し、外部組織との接点を増やすとともに、
研究のニーズをタイムリーに拾い上げ、迅速に
理工学部教員に情報提供できる体制を整えて
いきたいと思います。

人材の育成支援
本学から、将来の社会を牽引する高い専

門性を持った人材を輩出していくには、大学
院組織の充実が重要になってきます。理工学
振興会では、大学院を志望する学生の経済
的な負担を少しでも軽くするため、創立当初か
ら大学院に進学した学生に対して奨学金を支
給してきました。これまでに奨学金を支給した
人数は1,130人、奨学金の総額は実に2億756
万円にものぼります。理工学振興会は、長年
にわたり大学院進学をめざす学生のための環
境作りを支援してまいりましたが、残念ながら
その財源は徐々に減少しており、支給できる
学生数や金額は減少傾向にあります。皆様の
更なるご支援によって財源が増えれば、学生
の様々な研究活動に対しても支援が可能にな
りますので、会員の増加にご協力の程、お願
い申し上げます。
一方、理工学振興会では、人材育成支援

の一環として企業が持つ研究・技術力を、法
人会員の皆様より直接説明して頂く“企業技
術セミナー”を企画してまいりました。2015年

度は、このセミナーを秋学期の始業直前に開
催しましたが、例年以上に多くの学生に参加
頂き、このような企画に対する学生の関心の
高さを改めて知ることができました。今後と様々
な企画を提案し、学生の立場でも企業と交流
を深めて頂く機会を増やしていきたいと思いま
す。

理工学振興会への期待
2015年は、ノーベル生理学・医学賞を大村 

智氏が、また物理学賞を梶田隆章氏が受賞
されました。近い将来、本学理工学部からノー
ベル賞受賞者が出ることを期待したいのです
が、そのためには教員の研究レベルを更に高
めていくことは勿論、学内外の組織から教員
の研究がどのようにご支援いただけるかが重
要な課題になってきます。理工学振興会は、
教員の研究を今後とも支援していくため、前
述の様々な企画を一層充実させていきたいと
思います。
人材育成の面では、学生が行っている研究

を深化させるため、企業や他大学・研究所等
の研究者達との意見交換の場を学会だけでな
く、学内にも多く設けていければと考えていま
す。理工学振興会は、様々な分野で活躍さ
れている方々にご講演頂くことによって、本学
学生との人的交流を支援していきたいと思いま
す。なお、2013年に大学創立100周年を機に
設立された理工学部同窓会は、連携講座や
講演会・見学会等、学生に対して活発な活
動を始めていますので、今後は理工学部同窓
会とも連携し、学生に対して研究・教育の面
で支援の幅を拡げていければと考えています。
以上、理工学振興会が創立以来果たして

きた役割をご紹介するとともに、理工学部・理
工学研究科に対して今後どのような支援がで
きるのかを考えてみました。会員の皆様には、
理工学振興会が現在取り組む様々な企画の
主旨をご理解頂き、一層のご支援とご鞭撻を
賜りますようお願い申し上げます。

言頭頭巻頭頭

理工学振興会の将来への期待
理工学振興会会長　板谷　清司
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物質生命理工学科　准教授　近藤　次郎物質生命理工学科　准教授 近藤　次郎
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「DNA 二重らせん」、その美しい立体構造は誰もがどこかで目にしたことがあるはずです。1953 年に James 

Watson と Francis Crick によって学術雑誌Nature で発表されたこの立体構造は、生命の遺伝情報がDNAの塩基配

列によって保存されていること、そして遺伝がDNAの半保存的複製によって行われることを見事に説明し、その

後の生命科学・薬学・医学・農学・生物工学などの幅広い学術分野の著しい発展に大きく貢献しました。それか

ら 60 年以上経った今日においても、DNAはその秘められた可能性で多くの研究者の興味を惹きつけ、生命科学

のみならず創薬化学やナノバイオテクノロジーの分野でも堂々と主役を演じ続けています。この特集では、DNA（デ

オキシリボ核酸）とその兄弟ともいえる RNA（リボ核酸）の機能と立体構造に焦点を当てて解説し、物質生命理

工学科・生物物理学研究室の最近の取り組みをご紹介します。

様々な機能を持つ核酸分子
すべての生命は「セントラルドグマ」とよばれる共通した基本
原理に基づいて、DNA二重らせん中に保存された遺伝情報を
タンパク質へと変換します（図1）。DNA二重らせんは、まず一
本鎖のメッセンジャーRNA（mRNA）にコピーされます（転写）。
続いてこのRNAの塩基配列は、リボソームというRNA-タンパク

質超分子複合体とトランスファーRNA（tRNA）の働きによってタ
ンパク質のアミノ酸配列へと変換されます（翻訳）。驚くべきこと
に、大腸菌のような小さな生き物でも約4000種類、我 ヒ々トは
10万～50万種類のタンパク質を作りながら生きています。そして
これら数多くのタンパク質は、骨や髪の毛などの生体の骨格と
なったり、生体内での化学反応を触媒したり、生体防御に必
要な抗体として働いたり、筋肉などの運動に関わったり、物質
や情報を伝達したりと、実に多様な役割を演じています。

したがって、タンパク質こそが複雑な生命現象を可能にする
主役の分子なのであって、DNAやRNAといった核酸は遺伝
情報を保存・伝達するだけの単純な分子、いわば脇役であると
考えられてきました。しかし、この認識は20世紀後半になって一
変します。1980年代後半にThomas CechとSidney Altmanに
よってRNAがタンパク質と同様に触媒活性をもつことが示さ
れ、リボザイムと名付けられました（1989年ノーベル化学賞）。
1990年台になるとGerald JoyceとRonald Breakerがin vitro 
selectionまたはSELEXとよばれる分子進化工学的手法を使っ
て触媒活性をもつDNAであるデオキシリボザイムを、Larry 
Gold、Jack Szostakらが抗体として働く核酸（アプタマー）をそ
れぞれ発見しました。1998年にはAndrew FireとCraig Mello
が、短いRNA二本鎖がタンパク質と協働してDNAから転写さ
れたmRNAを分解するRNA干渉と呼ばれる現象を明らかにし
ました（2006年ノーベル生理学・医学賞）。そして1999年から
2001年にかけてVenkatraman Ramakrishnan、Thomas 
Steitz、Ada Yonathらが、タンパク質合成を行うリボソーム（分
子量数百万のRNA-タンパク質複合体）の立体構造をX線結
晶解析法によって明らかにし、リボソームがリボザイムであること
を示しました（2009年ノーベル化学賞）。これらの一連の研究成
果によって、核酸がタンパク質と同様に様々な機能を持つこと

図1.  セントラルドグマ



いないタンパク質は無数に存在し、タンパク質構造生物学はそ
の手法の開発や創薬への応用など、基礎・応用両面で進展し
続けています。
それでは、DNAの立体構造はどうでしょうか。おそらくほとん

どの人が「DNAは二重らせん構造をとる」と思い込んでいるの
ではないでしょうか。高校の教科書にもそのように書いてあります。
「DNAはA（アデニン）、T（チミン）、G（グアニン）、C（シトシン）
の4種類の塩基をもつヌクレオチドが連結してできており、2本の
DNA鎖が逆平行に配向してAとT、GとCの間で相補的塩基
対を組んで右巻きの二重らせん構造をとる」、確かにこれが遺
伝情報を保存するDNAの本来の姿です。しかし、先に述べ
たようにDNAが複製や転写の過程を制御するなどの高度な機
能を発揮するとき、DNAはその機能に即した立体構造へと変
化するはずです。その証拠に、DNAは通常の右巻き二重らせ
んのほかに、左巻き二重らせん、二本鎖非らせん、一本鎖ヘ
アピンループ、三重らせん、四重らせん、八重らせん3など、実
に多様な立体構造を形成することが明らかになっています（図
3）。特に四重らせん構造は、細胞の老化に関係する染色体
末端に存在するテロメアと呼ばれるGを多く含む一本鎖DNAが
とる構造と考えられており、この構造を特異的に認識して作用
する抗がん剤の開発研究は世界中で活発に行われています。

それではRNAの場合はどうでしょうか。高校の教科書には、
「RNAはDNA二重らせんの一方の鎖を鋳型として合成され、
A、U（ウラシル）、G、Cの4種類の塩基をもつヌクレオチドで構

が示されたのです。
さらに、DNA二重らせん構造の発表からちょうど50年後の
2003年に完了したヒトゲノム解析1と、それに続く哺乳動物トラン
スクリプトーム解析2の結果は、DNAとRNAが生命活動におけ
る単なる脇役ではないという事実を決定付けることになりました。
ヒトの体細胞1個の核の中には約2メートルの長さ（約60億塩基
対）にもなるDNAが含まれていますが、そのうちタンパク質に変
換される領域（コーディング領域）はわずか2％にも満たないこと、
そして残り98％のノンコーディングDNA領域は無駄なのではな
く、少なくとも70％以上がRNAに転写されていることが明らかに
なったのです。そしてこれらノンコーディング核酸は、DNAの
複製やRNAへの転写、タンパク質への翻訳の過程を制御する
という高度な機能を持つことがわかってきています。つまりDNA
やRNAも複雑な生命活動の主役を演じているのです。

美しく精巧で多様な核酸の立体構造
我々の身の回りにあるすべての物は、必ずその機能に即し

た形（立体構造）をしています。例えば「はさみ」は、指を入れ
る輪がついた二枚の刃が中央の蝶番でとめられた形をしてい
て、指を動かすと蝶番を支点に刃が動き、紙を「切る」ことがで
きます。これと同じように、我々の体の中に存在する生体高分
子もその機能に即した立体構造をとっている、という考えに基づ
いて開拓され進展してきたのが構造生物学という学術分野で
す。これまでに10万個以上ものタンパク質の立体構造がX線結
晶解析法、核磁気共鳴分光法（NMR）、電子顕微鏡法など
の手法によって解析され、タンパク質が「はさみ」「箸」「漏斗」
「糸巻き」などの道具とよく似た形をしていて、実際に「切る」「つ
かむ」「注ぐ」「巻く」などの働きをしていることが明らかにされ
てきました（図2）。

タンパク質は、20種類のアミノ酸が数百～数万個連結して、
それが正しく折り畳まれて精巧な立体構造を形成することで特
定の機能を発揮します。前述のように、ヒトの場合で10万～50
万種類のタンパク質が多様な機能をもって働いていることを考え
れば、多くの研究者がタンパク質の立体構造解析に魅了されて
きたのは当然のことです。今日においても構造が明らかになって

1  ヒトの染色体DNAの全塩基配列を解読する国際プロジェクト
2  DNAから転写されるRNAを網羅的に解析する国際プロジェクト
3  2004年に筆者らが明らかにした最大のDNAらせん構造である（Kondo et al., 2004 Nucleic Acids Res.）。

4

図2.  身のまわりの道具と同じ形をしたタンパク質

図3.  DNAがとる多様な立体構造



成された一本鎖である」、というような内容が書かれています。
それでは、RNAは生体内で本当にひょろひょろと長い一本鎖状
態で存在しているのでしょうか。もちろんそのようなことはありませ
ん。タンパク質が複雑に折り畳まれて精巧な立体構造をとるよう
に、RNAも細胞中で自由エネルギーを最小にするように折り畳
まれて、その機能に即した立体構造をとるのです（図4）。そして、
その内部ではA-U（DNAにおけるA-Tに対応）、G=Cという相
補的塩基対だけでなく、4種類の塩基が様々な組み合わせと
形で非相補的塩基対4を形成して、実に多様で複雑な立体構
造モチーフが構築されているのです。
以上のように、DNAやRNAもタンパク質と同様に美しく精巧

で多様な立体構造をとり、構造生物学の重要な研究対象であ
ることがご理解いただけたかと思います。

我々が取り組む核酸構造生物学研究
物質生命理工学科・生物物理学研究室では、X線結晶解
析という研究手法を用いて様々な機能性ノンコーディング核酸
の構造研究に取り組んでいます。
X線結晶解析では、まず研究対象となる生体高分子を結晶
化し、これにX線を当てて得られる回折データを測定・解析する
ことで分子の立体構造を観察します。一般に結晶というと、食
塩の結晶やダイヤモンドなどの宝石をイメージされるかと思いま
すが、タンパク質やDNAも特定の条件で静置すると自己組織
化して美しい形をした光り輝く結晶になります。ただし、食塩や
宝石と違うのは、生体高分子の結晶には体積の40～60％にも
相当する空隙が存在し、そこには水分子が満たされていること
です。よく「結晶状態のような特殊な環境にある生体高分子の
立体構造を観察して、細胞内での分子の働きを理解できるの
ですか？」といった質問を受けるのですが、実は結晶中の環境
は細胞中の環境とよく似ているのです。細胞中はまるで海のよう

にたくさんの水で満たされていると思われがちですが、実は細
胞骨格を構成するタンパク質フィラメントや様々な細胞小器官、
莫大な数の生体高分子や低分子代謝産物で込み合っている
状態にあります。このような細胞内環境中に存在する生体高分
子の濃度は非常に高く（大腸菌の場合300～400mg/ml）、結
晶中の生体高分子濃度（約700mg/ml）と同程度になります。
したがって、X線結晶解析は生命科学研究において極めて信
頼性の高い実験手法と言えるのです。
生体高分子の結晶化技術、X線回折測定技術、構造解
析法は、タンパク質の構造研究とともに進展してきました。しかし、
核酸分子は文字通り酸性物質であり、分子表面がリン酸基の
負電荷で覆われているというタンパク質とは全く異なる化学的・
構造的特徴を有しています。また、核酸分子は環境の違いによっ
て立体構造を大きく変化させて機能するため、分子の動きを詳
しく観察する必要があるのです。そこで我々は、核酸分子結
晶化法5、構造決定法6、および動的構造変化の解析技術7を
独自に開発してきました。そしてこれらの技術を駆使して、①核
酸を標的とした低分子医薬品、②核酸医薬品、③核酸ナノデ
バイス、の3つのテーマに焦点をあてて、これらの構造研究と
Structure-Based 
Design（立体構造
情報を基盤とした
分子デザイン）に取
り組んでいます（図
5）。以下でそれぞ
れのテーマについ
ての最新の研究成
果をご紹介します。

核酸を標的とした低分子医薬品の開発
前述のように、我 ヒ々トの細胞中では10万～50万種類ものタ

ンパク質が働いているため、現在市販されている低分子医薬
品の95％程度がタンパク質（細胞膜受容体、酵素、ホルモン・
細胞増殖因子、イオンチャネル、転写因子など）を標的として
います。一方、DNAやRNAを標的とした低分子医薬品は、
一部の抗生物質や抗がん剤に限られているのが現状です。し
たがって、今後も低分子医薬品研究・開発事業はタンパク質を
標的としたものを中心に進められていくことが予想されますが、
高度な機能をもつノンコーディング核酸の存在が明らかになった
今、これらを標的とした低分子医薬品の開発を推し進めること

核酸構造生物学の最前線

4  これまでに約150種類の非相補的塩基対がRNAの立体構造中に見つかっている（Leontis et al., 2002 Nucleic Acids Res.）。
5  塩溶効果を利用した核酸分子結晶化法（近藤&竹中, 2005　京都大学学術出版会）
6  らせん対象をもつ核酸分子のab-initio構造決定法（Kondo et al., 2009 Acta Crystallogr.）
7  Motion Picture Crystallography（平成27年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 ； 本誌本号17ページ参照）
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図4.  様々な機能を持つRNAの立体構造

図5.  核酸構造生物学研究の3つのテーマ



こそが創薬の可能性を大きく拡げることにつながると考えていま
す。
核酸に結合できる低分子化合物のうち、結核や緑膿菌感染
症などに対して処方されるアミノグリコシド系抗生物質は、核酸
分子中の塩基と擬塩基対8を形成することで標的となるRNAに
選択的に結合します。Structure-Based Designによって薬剤
の水素結合形成能をコントロールすれば、薬剤を改変・高機能
化したり、まったく新しい薬剤をデザイン・開発したりすることがで
きるのです。以下でその一例を紹介します。
アミノグリコシド系抗生物質は、細菌が持つリボソームを構成
するRNA（rRNA：リボソームRNA）の特定の部位（図6a）に作
用して殺菌効果を示します。この部位は2つの塩基（1492番目
と1493番目のA）がRNA二重らせんの外側を向いたり内側を向
いたりすることでタンパク質合成のON／OFFを制御する分子ス
イッチとして働きます。アミノグリコシドはこれら2つの塩基のちょう
ど反対側にある塩基（1408番目のA）と擬塩基対を組んで、こ
の分子スイッチをON状態（2つの塩基が外側を向いた状態）に
固定するように結合します（図6ab）。すると細菌は、リボソーム
を使って正しいタンパク質を作れなくなり死滅するのです。これ
がアミノグリコシドの殺菌メカニズムです。これに対して細菌は、
様 な々方法で薬剤耐性を獲得して、アミノグリコシドの攻撃から
逃れるように進化します9。アミノグリコシドの作用点である1408
番目のAをGに変異させて擬塩基対を組めなくすることも、薬剤
耐性獲得メカニズムのひとつです。こうして変異を繰り返した細
菌は様々な抗生物質に対して耐性を獲得し、多剤耐性菌や
スーパーバグなどと呼ばれて医療現場で猛威をふるっています。
我々はこの薬剤耐性問題を克服するために、既存のアミノグ

リコシドが分子スイッチに結合する様子をX線結晶解析法で詳し
く観察し、得られた立体構造情報に基づいてアミノグリコシドの
改変・高機能化を試みました。その結果、AだけでなくGとも擬
塩基対を組んで薬剤耐性菌の分子スイッチに強く結合する新
規アミノグリコシドのデザイン・合成に成功しました10。これ以外
にも、異なるタイプの薬剤耐性菌や、「顧みられない熱帯病」11

を引き起こす感染性原虫に対しても高い効果を示す新規アミノ
グリコシドの開発に成功しています12。構造生物学研究によって
核酸と薬剤の相互作用ルールを原子レベルで詳しく理解し、こ
れを自在に操ることができるようになれば、遺伝子疾患に関連す
るDNAやmRNA、ウイルスが持つゲノムDNA・RNA、さらに
は様 な々ノンコーディング核酸を標的とした低分子医薬品の開
発も可能になると期待できます。

核酸医薬品の開発
上述の低分子医薬品は、微生物や植物から生み出される
天然の化合物や、それを模倣して有機化学的に合成された化
合物であり、比較的簡単に安く製造できるうえに、経口によって
服用できるものが多いため、医薬品市場の主流であり続けてき
ました。例えば、皆さんが薬局で購入できる風邪薬や頭痛薬、
胃腸薬などの一般用医薬品のほとんどは低分子医薬品です。
しかし、医薬品の候補となる低分子化合物がほぼ出尽くし、
低分子医薬品の開発品数は2000年代後半から頭打ちになって
きています。このような状況を打開する新しい薬として、バイオ
医薬品と呼ばれる新しいタイプの薬に注目が集まっています。
現在、市場に出回っているバイオ医薬品のほとんどはホルモン
や抗体として働くタンパク質ですが、バイオテクノロジー技術を
用いた効率的な合成手法が発展途上であり、また製造コストも
高いという問題点もあります。そこで、さらに新しいタイプのバイ
オ医薬品として研究開発が進められているのが核酸医薬品で
す。
核酸はA-T、A-U、G=Cという相補的塩基対を組むという
特性があるので、例えば疾病に関連するタンパク質に翻訳され
るmRNAに対して、これと相補的な塩基配列を持つ核酸（アン
チセンス核酸）を作用させて、タンパク質へ翻訳されるのを阻害
することができます。また、前述したリボザイムやデオキシリボザ
イムと呼ばれる触媒活性をもつ核酸を使えば、mRNAを切断・
分解することもできます。従来の低分子医薬品やタンパク質系
バイオ医薬品のほとんどは疾病に関連するタンパク質に作用す
ることで効果を示しますが、核酸医薬品の場合は「mRNAを標
的とすることで疾病関連タンパク質そのものを作らせない」、とい
う戦略で疾病治療に用いるのです（図7）。また、核酸は自動化

8  擬塩基対とは、核酸塩基とそれ以外の化合物（糖やアミノ酸）の間で起こる水素結合
を介した塩基対様の対合である（Kondo & Westhof, 2010 J. Mol. Regonit.； 
2011 Nucleic Acids Res.）。

9  アミノグリコシドに対して耐性を持つように変化した細菌だけが生き残り増殖する、とも
言える。

10  化学工業日報「上智大　細菌の抗生物質耐性獲得メカニズム解明　新薬の設計・ 
開発に応用も」（2011年12月12日）

11  世界保健機関WHOが指定している熱帯地域や貧困層を中心に蔓延している17種
類の感染症。世界で約10億人が感染し、年間50万人が死亡している。しかし、この
熱帯病は先進国ではほとんど症例がなく、患者の大多数が貧困層であり製薬会社に
とって採算の合う市場とはならないために、これまで十分な対策が講じられず、まさに
「顧みられない」病気となっている。

12  Scientific American「Common antibiotic, losing effectiveness, may be 
revived by chemical tweak」（2014年8月27日）6

図6.  新規アミノグリコシドのStructure-Based Design



された合成機を使って簡単に合成できるのも、低分子医薬品や
タンパク質系バイオ医薬品にはない利点のひとつです。

当研究室ではこれまでに、難治性高コレステロール血症治
療に有効なアンチセンス核酸医薬品とその標的となるRNAの
複合体の構造解析に取り組んできました。このアンチセンス核
酸はBridged Nucleic Acids （BNA）と呼ばれる人工核酸と
DNAで構成されていますが、構造解析の結果から、この医薬
品の標的RNAに対する高い選択性と親和性、さらには細胞中
での高い安定性の構造基盤を得ることに成功しました。今後は、
立体構造が複雑なリボザイムやアプタマーの構造研究を行い、
Structure-Based Designによって当研究室発の新規核酸医
薬品の開発に挑戦していきます。

核酸ナノデバイスの開発
以上で、生体内で働く天然の核酸や、核酸医薬品につい

て見てきました。しかし、核酸はそもそもすべての生命が持つ
環境負荷の低いポリマーなので、材料科学やナノテクノロジー
の分野でも非常に魅力的な分子です。何度も強調してきました
が、核酸はA、G、C、T、Uというわずか5種類の塩基を持つ
ヌクレオチドで構成されており、それらがA-T、A-U、G=Cとい
う相補的塩基対を組むことで分子の骨格を形作り、さらには多
様な非相補的塩基対を組むことで特殊な構造モチーフをとる、
という比較的単純かつ明確な構造ルールを持ちます。しかも、
核酸の構造モチーフはその機能を保ったまま切り貼りできるとい
う特性を有しているので、これをビルディングブロックとしたボトム
アップ型ナノテクノロジーによる機能性ナノデバイスの設計・開発
が可能です。例えば、電子回路などへの応用を視野に入れた
二次元・三次元DNAナノアーキテクチャー （DNAオリガミ・
DNAレゴ）の構築研究が世界中で進められています。
当研究室では、重金属仲介塩基対という特殊な化学構造

を持つ核酸に着目して研究を進めています。通常、TはAと、
CはGと水素結合を介して塩基対を形成しますが、水銀イオン
存在下ではTは水銀を介してTと、銀イオン存在下ではCは銀
を介してCと、それぞれT-HgII-T、C-AgI-C塩基対を形成する
ことが知られています。そして、この特性を活かした様々な核
酸デバイス（水銀・銀イオンセンサー、水銀除去ビーズなど）が
すでに開発されています。しかし、重金属仲介塩基対の立体
構造が未解明だったため、これをビルディングブロックとした
Structure-Based Designによるナノデバイス開発は実現できて
いませんでした。我々は最近、T-HgII-T、C-AgI-C塩基対を
含む重金属-核酸ハイブリッド二重らせんの立体構造解析に成
功しました（図8a）13。そして、重金属仲介塩基対を並べること
で重金属を近距離に縦列・集積できることも明らかにしました（図
8b）。この立体構造情報を利用して重金属をDNA二重らせん
中に一次元に無限長縦列させることができれば、直径2ナノメー
トルという世界一細い電線として応用できるかもしれません。

おわりに
この特集で、読者の皆さんの頭の中にある「DNA＝遺伝子

＝二重らせん」というイメージを壊すことができたでしょうか。核酸
は実に美しく精巧で多様な立体構造をとり、創薬化学や材料
科学、ナノテクノロジーなどの幅広い分野において将来性のあ
る機能性高分子なのです。上智大学理工学振興会を通じた
分野横断的な連携によって、今まで見たこともない核酸の新し
い可能性を皆さんと発見していけたら幸いです。

核酸構造生物学の最前線

13  環境ビジネスオンライン「水銀イオン＋DNAの二重らせん立体構造が解析、公害対策等に応用可能」（2014年2月3日）
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図7.  核酸医薬品の主な作用機序

図8.  重金属仲介塩基対によって形成される重金属 - 核酸ハイブ
リッド二重らせん
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教員名 職名 主な研究テーマ
東 善郎 教　授 放射光科学、原子分子物理学
岡田 邦宏 准教授 イオンのレーザー冷却とその応用、低温イオン分子反応の研究
小田切 丈 准教授 分子共鳴状態の反応動力学に関する実験研究
星野 正光 准教授 量子ビームを用いた原子・分子物理学の実験的研究

● 分子科学分野

教員名 職名 主な研究テーマ
荒木 剛 特任助教 刺激受容と応答の細胞生化学
Brenner Tom 特任助教 Food Science, Soft Matter, NMR Pulse-sequence Optimization

● 英語コース

教員名 職名 主な研究テーマ
川口 眞理 助　教 魚類の繁殖戦略の進化
神澤 信行 教　授 運動タンパク質の細胞生物学
小林 健一郎 准教授 環境適応の生物学
近藤 次郎 准教授 生体高分子の構造研究と創薬・材料科学への応用
齊藤 玉緒 教　授 細胞間情報伝達物質の分子生物学的研究
鈴木 伸洋 助　教 植物の環境ストレス応答を制御するメカニズム
千葉 篤彦 教　授 脳の機能と行動発現
林 謙介 教　授 神経細胞の形態形成と機能分化
藤原 誠 准教授 植物オルガネラの分裂・形態ダイナミクス
牧野 修 准教授 微生物を用いた遺伝生化学
安増 茂樹 教　授 孵化酵素の発生進化学

● 生物科学分野

教員名 職名 主な研究テーマ
臼杵 豊展 准教授 天然物化学：生物活性天然有機化合物の化学的研究
遠藤 明 准教授 金属錯体を用いる電気化学的分子認識システムの開発
大井 隆夫 教　授 同位体効果の解明とその理工学への応用
木川田 喜一 教　授 化学的手法による火山活動モニタリング、エアロゾル・大気沈着物による大気動態解析
久世 信彦 教　授 気体電子線回折、マイクロ波分光法、計算化学による分子構造解析
鈴木 由美子 准教授 有機分子触媒反応の開発、生物活性物質の合成
ダニエラチェ セバスチィアン 助　教 安定同位体を用いた理論・実験・モデリングによる惑星大気化学
長尾 宏隆 教　授 金属錯体の合成と配位子反応を利用した物質変換
南部 伸孝 教　授 化学反応の理論的解明と機能分子設計
橋本 剛 准教授 金属錯体または電気化学を用いた新しい分離・分析法の開発
早下 隆士 教　授 超分子形成に基づく新しい分離・分析法の開発

● 化学分野

教員名 職名 主な研究テーマ
板谷 清司 教　授 セラミックス原料粉体の合成と性質
内田 寛 准教授 有機金属原料を用いた機能性金属酸化物薄膜堆積プロセスの開発
鈴木 教之 教　授 有機金属化合物の特性を活かした新しい合成反応の開発
髙橋 和夫 准教授 燃焼の化学反応解明と環境低負荷燃焼技術への応用
竹岡 裕子 准教授 機能性高分子材料の創製と電気・光学特性評価
田中 邦翁 准教授 プラズマによる薄膜堆積・表面改質及びプラズマ診断
藤田 正博 准教授 イオン液体と高分子を用いた機能材料の開発
堀越 智 准教授 マイクロ波グリーンテクノロジー・光触媒による環境保全技術
増山 芳郎 教　授 均一系及び不均一系環境調和型触媒反応プロセスの創成と有機合成への応用
陸川 政弘 教　授 機能性高分子材料の合成とクリーンエネルギーシステム

● 応用化学分野

2015年度・上智大学学部学生数　12,475名
理工学部 男 女 計

物質生命理工学科 326 237 563 

機能創造理工学科 534 85 619 

情報理工学科 445 123 568 

電気・電子工学科 1 0 1 

計 1,306 445 1,751 

2015年度　
理工学部・理工学研究科
プロフィール①　
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Food science, soft matter, NMR 
pulse-sequence optimization

Active compound release from drugs 
and foods, ion migration in batteries and 
water migration in soil are all examples of 
molecular transport in restricted media. 
Convective molecular mobility can (in 
general) be related to diffusion in the 
absence of external dr iv ing forces. 
Diffusion in restricted media depends on 
the d i f fus ion-path and the f r ic t ion 
experienced by diffusing molecules. As an 
example, water diffusion in cells is 
restricted ‒ its diffusion coefficient is lower 
than in pure water and shows time-
dependence. The time-dependence gives 
i n f o rma t i on  on  t he  ce l l  s i z e  and 
permeability.
My recent research has concentrated on 

d i f f u s i o n  o f  l a r g e  m o l e c u l e s  i n 
polysaccharide gels. Mobility through gels 
is the basis of many chromatographic 
methods, where the stationary gel serves 
as the analytical tool. Gel investigations 
involve the exact opposite, namely, the 
use of different molecules to probe the gel 
structure. Obtaining structural information 
on the gels from the diffusion of guest 
molecules requires structural intuition. 

When the structural units of the gel 
network are separated by macromolecular 
pores filled with solvent, the diffusion of 
small molecules is unlikely to yield any 
structural information: they traverse the 
solvent phase virtually unhindered! As the 
molecule becomes larger, it starts to 
experience friction not only from the 
solvent, but also from the gel network. 
When the s ize  o f  the  molecu le  i s 
comparable to the pore size of the 
network ,  i ts  d i f fus ion-path can be 
physically obstructed. Above a certain size 
the molecule can be trapped in the gel.
Agarose, a neutral polysaccharide, forms 

whitish gels with large gel pores, where 
only large polymer (hydrodynamic radius > 
20 nm in our case) chains show effects of 
restr icted dif fusion. The restr ict ion 
disappears at displacements of 1µm, a 
distance at which all the polymer chains 
have met an impermeable barrier. The 
molecular mobility in the gel increased 
with increasing cooling rate. Is it therefore 
not expected that simply changing the 
curing conditions of gels can affect their 
chromatographic properties? Preliminary 

results indicate that 
t h e  a n s w e r  i s 
positive.
Elimination of unwanted coherences 

using selective NMR pulse sequences 
complements my diffusion studies. The 
elimination of unwanted coherences, 
especially solvent signals, allows for 
detection of molecules that otherwise give 
obscured signals. The diffusion coefficient 
of these molecules can be determined 
when the selective pulse is integrated into 
gradient-based NMR sequences. Improved 
pulse-sequences can be utilized, for 
instance, in studies of environmental 
samples, where H2O can hide pollutants 
from the spectroscopist’s view.

ただい
ま

研究中
ただい

ま

研究中

微生物から細胞の
会話と応答を理解する

物質生命理工学科
特任助教

荒木 剛

ストレスと聞くと、多くの人は現代社会・日

常生活おけるストレスを連想するのではないかと

思います。実は、ストレスを受けているのは生

物を形づくる1ミリの100 分の1ほどの大きさ

の細胞にとっても同じです。私たち人間の体を

作る細胞は、種類にして200 種以上、そして

その総数は30 兆個とも60 兆個とも言われ、

それぞれの細胞が外からの様々な刺激やストレ

スに適切に応答することで初めて、生命を維持

し機能することができています。もしこの細胞が

勝手な振る舞いをしてしまうと、“がん”をはじめ

とした様々な疾患を引き起こしてしまいます。

細胞はどのようにして刺激を受け取り、そして

細胞の中でどの様な仕組みが働いて応答して

いるのでしょうか？私はこれまで、動物の免疫疾

患や細胞のがん化との密接な関連が知られて

いる転写因子タンパク質（遺伝子の発現を調

節するタンパク質）に注目して、その調節のメ

カニズムについて研究を進めてきました。これま

での研究から、小さな細胞の一つ一つが、温

度、塩濃度の変化、さらには物理的な力が加

わったことなど様々な刺激を感知し応答している

ことが分かっています。その刺激感受には一見

関係のないように思える細胞内の運動タンパク

質が関わっていることも明らかになってきました。

また、刺激を受けた細胞の中では、従来注目

されてこなかったタンパク質を不活性化するメカ

ニズムや、これまで知られていなかった調節タン

パク質が刺激・ストレスへの応答に重要である

ことがわかってきています。

地球上には様々な生き物が存在し、単細胞

の微生物から非常に複雑な動物や植物まで、

その形態、生き様はバラエティに富んでいます。

しかし、個々の細胞の中を見てみると、よく似

た仕組みが働いています。私が実験材料とし

て用いている細胞性粘菌という土壌微生物は、

単細胞が集まって多細

胞体を形成するという

非常に特異な生活史を

持っています。この特徴を生かし、細胞、細

胞ネットワーク、そして多細胞体、それぞれのレ

ベルにおける細胞の刺激受容と応答メカニズ

ムについての理解を進めたいと考えています。

また、細胞性粘菌はその生活史の中に動物と

植物の両方の特徴を持っていることから、この

生物の受容・応答メカニズムから得られた知見

を起点として、今後、免疫疾患や細胞のがん

化などに対する新たな治療法の創成、また植

物のストレス適応、微生物による物質生産、そ

して細胞センサーなど植物・微生物バイオテク

ノロジーへの応用を目指していきたいと考えてい

ます。

ただい
ま

研究中
ただい

ま

研究中

 

Optimized 
null-region 

物質生命理工学科
特任助教

Brenner, Tom
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機能創造理工学科
Department of Engineering and Applied Sciences

教員名 職名 主な研究テーマ
菊池 昭彦 教　授 無機／有機複合半導体デバイス、ナノ構造半導体デバイス、新機能性半導体開発に関する研究
岸野 克巳 教　授 半導体ナノ構造と光機能デバイスの創製
坂本 織江 准教授 電力系統の解析技術と制御技術の高性能化
下村 和彦 教　授 ナノ構造デバイスを用いた光集積回路、光インターコネクション
高尾 智明 教　授 超伝導及び関連技術のエネルギー応用、磁気浮上と搬送システム
中岡 俊裕 准教授 ナノテクを駆使した物理現象研究とデバイスへの応用
中村 一也 准教授 電力機器のための超伝導利用技術に関する研究
野村 一郎 教　授 新半導体材料の創製とデバイス応用
宮武 昌史 教　授 スマートな交通システムのための電力・車両・運輸技術
谷貝 剛 准教授 超電導を用いた低炭素電力システム、直流送配電工学

● 電気・電子分野

教員名 職名 主な研究テーマ
片山 弘造 特任准教授 次世代半導体メモリデバイスとシステム応用の研究
和南城 伸也 特任准教授 宇宙物理学、特に元素の起源に関する理論的研究

● 英語コース

教員名 職名 主な研究テーマ
足立 匡 准教授 新奇な量子物質の合成と超伝導及び新機能材料の機構の解明
江馬 一弘 教　授 光物理学、光物性、非線形光学
大槻 東巳 教　授 低温における量子輸送現象の理論的研究
欅田 英之 准教授 超高速非線形分光
黒江 晴彦 准教授 量子スピン系、強相関系の実験的研究
桑原 英樹 教　授 強相関電子系における電子物性
後藤 貴行 教　授 超伝導体・量子スピン磁性体のNMR 及びμSR
坂間 弘 教　授 薄膜の成長、遷移金属酸化物、光触媒、表面科学、宇宙コンタミネーション
高柳 和雄 教　授 凝縮系および原子核物理学
平野 哲文 教　授 ハドロン物理学に関する理論的研究
水谷 由宏 准教授 原子・分子のレーザー分光、応用光学

● 物理分野

教員名 職名 主な研究テーマ
一柳 満久 准教授 伝熱工学・エンジンシステムにおける熱流体解析
坂本 治久 教　授 高精密・マイクロ加工プロセスとその複合化・環境負荷低減化技術
申 鉄龍 教　授 自動制御理論・自動車動力系制御技術
末益 博志 教　授 先進複合材料・構造の設計・評価
鈴木 隆 教　授 高効率エンジンシステムの構築
鈴木 啓史 准教授 水素環境下での金属材料の強度と破壊
高井 健一 教　授 水素エネルギー社会に向けたインフラ材料の構築
竹原 昭一郎 准教授 機械・人間系の動力学解析
田中 秀岳 准教授 加工計測・機能性評価
築地 徹浩 教　授 油圧空気圧機器の高品位化と流動解析
嘩道 佳明 教　授 高度輸送システム、探査システムのダイナミクスと制御
長嶋 利夫 教　授 計算力学手法を用いた構造物の損傷進展シミュレーション
久森 紀之 准教授 高度医療技術を支える生体機能材料の構築
武藤 康彦 教　授 多変数制御系および適応制御系の設計理論
渡邉 摩理子 准教授 混相流、反応性流体、数値流体力学
ジェミンスカ エディータ 助　教 衝撃波と境界層の相互干渉による自着火現象の解析（SWBLI）

● 機械分野研
究
テ
ー
マ
一
覧

上
智
大
学

理
工
学
部

2015年度・上智大学大学院学生数　1,188名
博士前期課程 男 女 計

理工学研究科理工学専攻 309 76 385

博士後期課程 男 女 計

理工学研究科理工学専攻 27 10 37

2015年度　
理工学部・理工学研究科
プロフィール②　
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次世代半導体光デバイスによる
近未来技術の実現

加工・計測・機能性評価から
ものづくりへのアプローチ

機能創造理工学科
准教授

田中 秀岳

機能創造理工学科
教授

菊池 昭彦

現実と仮想をシームレスにつなげる低装着感
ウェアラブルディスプレイ、宇宙や地上の様々な
場所に設置できる超軽量フレキシブル太陽電池、
人工知能やビッグデータ処理に用いる量子コン
ピュータなどの近未来技術を実現するためには、
高効率、低消費電力、単一光子発生、フレキシ
ブル、低コストなど様々な特徴を持つ高性能・高
機能性光デバイスの開発が必要です。私達の研
究室では、次世代半導体光デバイスの研究開発
を通して社会への貢献を目指しています。

従来の発光ダイオード（LED）や半導体レー
ザの構造は、半導体単結晶の薄膜を積層した平
面型ですが、その性能は限界に近づいています。
これに対して立体的なナノ構造を用いると、ナノ
構造効果（歪緩和効果、貫通転位局在化効果、
量子効果など）が発現して発光効率や温度安定
性の向上、波長域の拡大、単一光子発生など
の材料限界を突破した性能が期待されます。研
究室では、緑～紫外域の発光材料である窒化ガ
リウム（GaN）系単結晶を低損傷で加工する水
素雰囲気異方性熱エッチング（HEATE）という
新しいナノ加工技術を開発しています。図１は、
HEATE 法で作製した直径 10nm（Ga 原子 31
個分）の超微細GaNナノピラーアレイの電子顕
微鏡写真です。青色発光する直径 60nmのナノ

ピラーLEDも試作しており、高性能化とレーザ発
振を目指して研究を進めています。
有機分子の中には電気－光変換効率が

100%に迫る驚異的な特性を持つ材料も開発され
ています。しかし、有機ＥＬや有機太陽電池は、
酸素や水分で劣化しやすく製造コストが高いなど
の課題のため普及に時間がかかっています。一
方、無機半導体には優れた電気伝導性と耐環境
性があります。研究室では、静電霧化現象を利
用して発生させたナノサイズの液滴から有機薄膜
を成膜するナノミスト堆積法という新しい低コスト成
膜技術を開発し、有機半導体と無機半導体の利
点を取り入れた無機／有機複合型光デバイスの
提案と開発を行っています。
スマートフォンや液晶テレビのディスプレイには、

酸化インジウムスズ
（ITO）という透明
導電材料が使われ
ていますが、希少
元素であるインジウ
ムの枯渇や価格高
騰のため、代替材
料が求められていま
す。研究室では、
厚さ10nm 程度の

銀薄膜を酸化マグネシ
ウム亜鉛という半導体
（誘電体）で挟んだ金
属／誘電体多層膜構
造の透明導電膜を作製し、紫外から可視全域（波
長 315 ～ 780nm）における平 均 透 過 率
88.2%、シート抵抗 7.6Ω/sq.という世界トップ
レベルの広帯域・低抵抗透明導電膜の開発に成
功しています。
これらの最先端の研究成果は学生諸君の努力

の結晶であり、近未来技術の実現につなげて行
きたいと考えています。また、学生諸君には研究
生活で学んだ論理的思考やマネージメント力を生か
し、社会でも大いに活躍して欲しいと願っています。

ものづくりには同時に測ることと評価することが
重要です。加工・計測・機能性評価研究室では、
設計段階から加工に至るまで、最適な手法を提案
するために、主に金属や樹脂材料の付加価値の
高い加工方法や計測技術、品質工学によるものづ
くりの最適化に関する研究を行っています。最近の
研究分野として、炭素繊維強化樹脂（CFRP）、
マイクロ塑性加工、3次元造形があります。

炭素繊維強化樹脂（CFRP）の加工
従来の金属材料に比べ軽量で高強度が特徴で

あり最新の旅客機の機体材料として使用されてい
る炭素繊維強化樹脂（CFRP）ですが、大きく分
けて2種類あるのをご存じですか？航空機に使用さ
れているものは熱硬化性CFRPといって、真空中
で焼き固めることによって成形する材料で、一度
成形すると再加工が難しい材料です。もう一つは
熱可塑性CFRPで、熱硬化性CFRPに比べると
強度では若干劣りますが、加熱すると柔らかくなる
性質があり、再加工やプレス加工に向いています。
そのため熱可塑性CFRPは比較的早い時間でプ
レス加工が可能なため、次世代自動車の構造材
料として注目されています。どちらの材料も炭素繊
維を含むため加工が難しく、特に切削加工は工具
があっという間に摩耗してしまいます。ホームセンター
などで売っている鉄鋼用のドリルでは2～3穴加工
しただけで摩耗し切れなくなってしまうほどです。ま
た穴周辺にバリや層間剥離が発生しやすい材料で

もあります。
航空機製造現場ではCFRPと金属製の部品を

つなぐために穴をあけて特殊なボルトで締結してお
り、1機体あたり約 10 万穴以上の穴あけが必要
です。しかもCFRPの高強度を維持するためには
高い穴の精度と品質が求められます。特にバリや
層間剥離は避けなければなりません。そこで本研究
室ではCFRPの高品位な加工法として従来のドリ
ル加工に代わり、工具を自転させつつ公転運動さ
せる傾斜プラネタリ加工及びオービタル加工に関し
て切削メカニズムから加工条件、工具摩耗低減、
加工装置の開発までを行っています。
もう一つのCFRP 加工に関する研究は熱可塑

性CFRPの逐次成形です。最近では3次元プリ
ンタが注目を集めていますが、主流の造形方法は
樹脂を積層して造形する方法で、薄いシェル形状
の造形には不向きです。本研究室では3 次元
CADデータを用いた金属薄板の逐次成形に着目
し、熱可塑性CFRPを局所加熱することで軟化さ
せ逐次成形を行うシェル形状に特化した新しい3
次元プリンタの提案を行っています。

マイクロ塑性加工による金属材料の仕上
げ加工
金属材料の精密仕上げ加工には高精度なだけ

でなく、現在では低コスト、低環境負荷化が求めら
れています。本研究室では従来の研削加工に代わ
り、マイクロ塑性加工であるバニシング加工に着目

し、その加工メカニズム
の解析や高付加価値
化に関して研究を行っ
ています。バニシング加工はあたかも道路工事にお
けるロードローラーが平坦な路面を作るように、金
属表面の数マイクロメートルの材料を変形させて平
滑な面を創成します。そのため切りくずや砥石の破
片が混じった廃棄物が全く出ない低環境負荷な加
工法でもあります。また、平滑面創成だけでなく、
表面を塑性変形させるため金属表面層の硬化や耐
摩耗性の向上といった二次的な長所も有していま
す。本研究室では耐摩耗性向上のメカニズムや表
面性状の解析とバニシング加工の応用によってより
付加価値の高い表面性状をもった仕上げ加工を目
指して研究しています。

パーソナルファブリケーション時代
ものづくりの分野においてもIoTや Industry 4,0

といったキーワードが注目を集めています。確かに
ICTをものづくりに活用することは重要ですが、将
来的にはインターネットで製品のデータを取得して個
人が製品を自宅で製作できるパーソナルファブリ
ケーションの時代が来るかもしれないと言われていま
す。また、個人が新しい製品を開発・製造する
Makersという潮流もあります。時代に合わせても
のづくりの方法も柔軟に変化する必要があり、ロー
テクの中にあるハイテクをキーワードに研究を進めて
います。

ただい
ま

研究中
ただい

ま

研究中

ただい
ま

研究中
ただい

ま

研究中

図１．超微細GaNナノピラーアレイ 図２．研究室の新年会
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情報理工学科
Department of Information and Communication Sciences

教員名 職名 主な研究テーマ
小川 将克 准教授 無線通信方式、無線通信ネットワーク

渋谷 智治 教　授 符号理論、情報理論、情報数理、情報通信工学

炭 親良 准教授 生体医工学（超音波、電磁波計測、治療）、波動信号処理、リモートセンシング、逆問題、可視化工学

高橋 浩 教　授 超高速光通信、光信号処理、光集積回路

林　 等 准教授 IoT、センサネットワーク、無線通信システム

萬代 雅希 准教授 コンピュータネットワーク、情報通信工学

和保 孝夫 教　授 超高速／低消費電力集積回路、アナログ/デジタル信号変換技術、多値論理回路、ナノ構造電子デバイス

● 情報通信分野

教員名 職名 主な研究テーマ
伊藤 潔 教　授 ドメイン分析・モデリング・情報システム工学、ソフトウェア工学、システム評価技術

伊呂原 隆 教　授 生産・物流システムの最適化

川端 亮 准教授 ソフトウェア生産技術

ゴンサルベス タッド 教　授 機械学習、エキスパートシステム進化的アルゴリズム

高岡 詠子 教　授 データベース工学、コンピュータと社会（医療・教育・環境）、プログラミング、Webアプリケーション

宮本 裕一郎 准教授 組合せ最適化、離散アルゴリズム、数理計画、オペレーションズ・リサーチ

矢入 郁子 准教授 コンピュータヒューマンインタラクション、人工知能、福祉工学

● 社会情報分野

教員名 職名 主な研究テーマ
大城 佳奈子 助　教 位相幾何学、結び目理論

加藤 剛 准教授 数理統計学、統計的データ解析、ウェーブレット解析

後藤 聡史 助　教 作用素環論

五味 靖 准教授 代数群・Hecke 環の表現論

辻　 元 教　授 複素多様体論

都築 正男 教　授 保型形式と整数論

角皆 宏 教　授 整数論・構成的ガロア理論

中島 俊樹 教　授 量子群・量子展開環、結晶基底

中筋 麻貴 准教授 解析数論、組合せ論的表現論

平田 均 助　教 応用解析　特に数理物理・数理生態学

トリアン ファビアン 准教授 Geometric Iwasawa Theory

● 数理情報分野

教員名 職名 主な研究テーマ
荒井 隆行 教　授 音声コミュニケーション（音声科学・聴覚科学）、音響音声学、音声の福祉工学・障害者支援、音響学・音響教育

川中 彰 教　授 視覚情報処理、画像・映像の符号化、3次元画像モデル生成、コンピュータグラフィックス、視覚パターン情報の認識

笹川 展幸 教　授 神経系細胞の情報伝達機構に関する薬理学的研究

田中 昌司 教　授 音楽脳科学、人間の学習・記憶・認知・行動に関する脳ネットワーク解析

田村 恭久 教　授 教育工学、eラーニング技術、電子教科書

新倉 貴子 准教授 神経科学、分子細胞生物学、神経病理学

藤井 麻美子 准教授 医用光工学、医用電子工学、脳機能計測

山中 高夫 准教授 知覚情報処理、知的センシングシステム、パターン認識、コンピュータビジョン

古屋 晋一 准教授 音楽医科学・スキル情報学、身体運動制御・学習

● 人間情報分野

教員数
理工学部 教授 准教授 講師・助教 計

物質生命理工学科 14（1）19（2）5（1） 38（4）

機能創造理工学科 21（0）14（1）4（2） 39（3）

情報理工学科 16（1）16（4）3（1） 35（6）

計 51（2）49（7）12（4）112（13）

理工学研究科
理工学専攻

教授 准教授 講師・助教 計

機械工学領域 9（0） 6（1） 1（1） 16（2）

電気・電子工学領域 7（0） 7（1） 1（1） 15（2）

応用化学領域 4（0） 6（1） 0（0） 10（1）

化学領域 4（0） 6（1） 1（0） 11（1）

数学領域 5（0） 4（1） 3（1） 12（2）

物理学領域 8（0） 5（0） 2（0） 15（0）

生物科学領域 6（1） 5（1） 2（1） 13（3）

情報学領域 8（1） 8（1） 0（0） 16（2）

計 51（2）47（7）10（4）108（13）

＊2015年12月現在。特別契約・非常勤教員は除く。
　（　）内は女性教員数。

2015年度　
理工学部・理工学研究科
プロフィール③　
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体からのメッセージを探る
隠れている情報を引き出す

情報理工学科
准教授

藤井 麻美子

ただい
ま

研究中
ただい

ま

研究中

あみだくじからその先へ
情報理工学科
准教授

五味 靖

誰しもあみだくじをくじとして使ったことがあるで
しょう。実はあみだくじは立派な数学の研究対象で
す。ここではくじとして同じあみだくじは、横線の入っ
ている場所が違っても同じものと考えることにしま
す。今、縦線の本数をn本と固定し、各縦線の
上と下に左から1、2、…、nと数を振ると、上
の数と下の数に1対 1の対応が付きます。この
対応によってあ
みだくじは1、2、
…、nの置換で
あると考えられま
す。2つのあみ
だくじを上下に合
体するという操作
を、あみだくじの
演算と考えたと
き、あみだくじは
対称群と呼ばれ
る群になります。
群は対称性を数学的に捉えるためにできた概念

です。皆さん、2次式の解の公式はよくご存じだ
と思いますが、実は3次式、4次式にも解の公
式が存在します。しかし、5次式には解の公式が
存在しません。1830 年頃ガロアという天才数学
者が代数方程式の解の間にある対称性に着目し
て、5次以上の代数方程式が解けるか解けない
かは、その方程式の解の間にある対称性によって
決まることを明らかにしました。そのとき、対称性を

扱うために群の概念が生まれました。
置換と対称性の関係

を見るために、正三角
形の各頂点に1、2、3
と数を振ったものを考え
ます。正三角形には線
対称が3つあります。こ
の線対称を反転という変
換と考えると、反転によっ
て2つの頂点が置換されます。また、重心を中心
とする120°回転や240°回転は3つの頂点を巡
回するように置換します。さらに0°回転（恒等変換）
も考えれば、1、2、3の置換 6個すべてが正三
角形の対称性として捉えることができます。1、2、
3、4の置換の場合、正四面体を考えればうまく
いきます。例えば、2つの頂点の置換は辺の垂
直二等分面による鏡映変換（面対称）によって
実現されますし、すべての置換が正四面体の対
称性として実現されることが分かります。一般の場
合でも、n-1 次元空間における正四面体の類似
物で、n個の頂点のどんな置換もその図形の対
称性となる図形が存在します。
あみだくじをそのような図形の対称性と考えると

き、あみだくじの横線は2つの頂点を置換する鏡
映変換を意味します。あみだくじによってすべての
置換が実現されることから、鏡映変換がその図形
のすべての対称性を生成することが分かります。
鏡映変換で生成される群は鏡映群と呼ばれ、リー

型の群・岩堀ヘッケ環・
量子群などの中で骨格と
なるような重量な役割を
果たします。有限な鏡
映群はA型からI 型までありますが、対称群はA
型で、鏡映群の中で最も基本的なものです。他
の型で例えばB型鏡映群は、正方形や立方体、
さらにはその高次元の類似物の対称性が作る群と
して実現されます。あるいは、縦線が偶数本ある
左右対称なあみだくじのなす群として実現すること
もできます。
対称群が持つ性質は他の型にも拡張されるはず

という信念（信仰）の下、鏡映群の周辺で研究
を行っています。例えば対称群の研究から結び目
の不変量が構成されますが、それをB型に拡張し
たとき、ドーナツ状の筒の中の結び目の不変量が
構成されます。このように、他の型でも多少形を
変えて興味深いものが得られます。最近、フィリピ
ンの博士課程の学生とは、一般の次元における
抽象化された正多面体について共同研究を行っ
ています。例えば立方体において、重心に関して
対称な2点を同一視した立体を考えると、頂点・辺・
面の数がそれぞれ4個・6本・3枚の通常の空
間では実現できない立体ができますが、そのような
立体がここでの研究対象となります。それらの分
類は難しい問題ですが、その対称性の作る群の
研究から少しでも問題の解決に近づくことができれ
ばと思っています。

ただい
ま

研究中
ただい

ま

研究中

藤井研究室では工（光）学的な手法で体から
の情報を取り出すことをキーワードにして基礎的な
生体物性測定から応用的な脳活動情報の信号弁
別に取り組んでいます。現在興味のあるテーマは
循環情報です。人は健康であっても加齢とともにさ
まざまな障害が現れます。初めはなんとなく活力が
ないから始まってやがては腎臓や心臓の機能の低
下等をきたします。この過程では何かしら循環機能
の変化が伴いますが、この意識されない循環の変
化を簡単に誰でも分かるようにまた、医療現場でも
活用できる定量的なモニタリング法を提供したい
思っています。研究室では血液の電気特性や散
乱特性などの研究、深さ感度を有するNIRS（近
赤外光脳機能イメージング装置）の研究をしてきま
したが、光の多重散乱について勉強する恵まれた
時間も取ることができ、ここではそれに関連する課
題の一つをご紹介いたします。
目下のテーマは、卒研生や大学院生と一緒に

皮下の非常にゆっくり（0.5㎜/s 前後）流れる微
小循環（直接生体の臓器が酸素交換する循環の
最終段階）を測定できるようにすることです。この
ような動きは光の振動周波数にわずかなドップラー
シフトを引き起こします。この動いている血液に関
する情報は時間的空間的干渉を利用して検出が

可能です。ところがこのドップラー信号を、臓器に
センサを刺したり試料を切り出さずに体表面から検
出するという前提にしたとたんに難しい課題になりま
す。人は生きている限り心拍の他、血管運動、
呼吸変動とたくさんの動きを伴うのでこれらもドップ
ラーシフトを引き起こします。これを例えると大騒ぎ
している手前の教室（表層の生体組織の動きや
血流）のさらに奥にある隣の教室の音（微小循
環の血流）を聞き取るようなものです。加えて生
体の不均質構造も厄介です。
光が不規則に散乱し伝搬する生体のような場の

検討には、解析的な近似解の利用の他に、光子
のランダムな散乱を乱数を使って逐次的に追いか
けるモンテカルロシミュレーションが不可欠です。そ
の上で実際に使えるような深部情報を探るアルゴリ

ズムを信号処理の手法
を検討しています。

最近は半導体技術や
光通信技術などの発達
により、優れた光源や高速高感度の測定器の利
用も容易になりました。しかしながら、市販の機器
がそのまま使えないこともあり、そのため研究室で
はちょっとした電子回路を作ったり加工をすることも
あります。

生体計測の世界では体表面背後のターゲットの
臓器情報について、どこまでの深さをどれだけの空
間分解能および時間分解能でどこまで正確に定
量的に知ることができるか、まだまだ終わりがありま
せん。これからも隠れて見えない生体情報を探る
分野に係わっていきたいと思います。
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最新研究紹介―

トポロジカル絶縁体と
物理学の普遍性について

機能創造理工学科
教　授　大槻　東巳

1. 絶縁体における電気伝導？
私は低温における固体中の電子の振る舞いの理論的な研
究を行っています。電子は量子力学的には粒子的な側面を見
せたり波の側面を見せたりします。この波の性質が物質の電
気伝導特性にどのような効果を及ぼすのか、特にサブミクロン
のスケール、ナノスケールでどのような現象が期待出来るのか
を研究しています。電子の電荷が素電荷 －eであることや、
電子の波動性が見える現象を、量子輸送現象と呼び、物理
の一大研究テーマとなっています。
このように固体の電気伝導現象を研究しているので、対象

となる物質は当然金属か半導体だと思われるでしょう。確かに
私もそういった物質を5年ほど前まで研究していました。しかし、
最近ではトポロジカル絶縁体という新たなタイプの絶縁体にお
ける電気伝導の振る舞いを研究しています。「絶縁体におけ
る電気伝導現象」というと、「相変わらず物理はよく分からない。
言葉の定義すら矛盾している」と思う方も多いでしょう。種明か
しをすると、トポロジカル絶縁体は、試料の内部は絶縁体であ
るが表面は非常に良い金属になっているのです。トポロジカル
絶縁体における量子伝導現象とはこの表面を伝わる電流を調
べているのです。

2. そもそも絶縁体とは
そもそも絶縁体とはどのようなものでしょう？有限温度では電子
がエネルギーをもらって、微少な電流が流れてしまいます。そう
なると考えている系が絶縁体か伝導体か区別できなくなるの
で、ここでは絶対零度を考えます。絶縁体とは絶対零度にお
いて電気伝導度が 0になるものです。

ではどのような場合に絶縁体が実現するのでしょう。絶縁体
は様々な理由により生まれ、新奇な機構が次 と々発見され、
現在でも盛んに研究されています。ここでは最も簡単なバンド
絶縁体を紹介します。
固体は周期的に原子・分子が並んだ結晶です。簡単のた

め、1次元系を考え、原子・分子の周期をaとします。この
場合、電子の波数 kを－π/aからπ/aに限ると物理がわか
りやすくなり、この波数領域をブリュアン域と呼びます。
結晶内で電子が電場などの力 を受けると、 は 

という時間変化を示します。一定の電場をかけた場合、電子
はブリュアン域の端まで加速されます。ところで、ブリュアン域
の端ではエネルギーギャップが開いている場合がみられます。
この場合、電子はπ/aから －π/aにうつり運動を続けます。
電子がちょうどバンドを満たしている場合、電子を電場で加
速しようとしても電子の分布に変化はありません。よって電流が
流れず、系は絶縁体になります（図 1）。バンドを中途半端に
電子が占有している場合、電場により電子が加速されます。
これが金属・半導体などの伝導体です（図 2）。
これより、完全に電子がつまっているエネルギーバンドを価
電子帯（valence band）と名付け、電子が部分的に占有して
いるバンドを伝導帯（conduction band）と呼びます。価電子
帯のすぐ上の空のバンドも、熱などで電子が励起されれば電
流を流すようになるので、伝導帯と呼ばれます。
このように電子が価電子帯を占めており伝導体が空の場合、
系はバンド絶縁体となります。この絶縁体のメカニズムは固体
物理が始まってすぐに提案され、あまり興味を引いていません

トピックス
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でした。ところが 10 年ほど前から、このバンド絶縁体には 2
種類に分類できることが明らかになりました。一つは通常の絶
縁体で、もう一つがここで話題にする「トポロジカル絶縁体」です。 

3. トポロジカル絶縁体
ここで提案されたトポロジカル絶縁体とは、絶縁体における
波動関数が非自明な量子力学的構造をもっているものです。
冒頭にも書きましたように量子力学によると、電子は波の側面を
もち、その振る舞いは波動関数で記述されています。波動関
数は振幅と位相で定義され、特にこの位相が量子力学に特
有の性質となります。トポロジカル絶縁体ではこの波動関数の
位相が非自明な構造をとっているのです。
真空の構造は単純です。一方、物質の中の波動関数は
複雑です。例えば、時刻 において物質に磁場をかけ
た状況を考えましょう。そのときの波動関数を　　　　　　　と
します。磁場の向きをゆっくりと変えて、時刻 で元に戻
すとします。つまり　　　　　　　　　　　　です。一方、波
動関数は 

というように、非自明な位相 をもつ場合があります。このよう
な位相をベリー位相と呼び、波動関数の非自明な位相構造を
特徴付けるのに用いられます。 

4. 表面状態の出現
このように真空と物質内で量子力学的な特徴が異なると、

真空と物質の界面で、二つを結びつけなければいけません。
例えば図 3のようにある物質での波動関数の位相が絡み合っ
ていて（左図）、もう一つの物質（または真空）が単純だったとし
ます（右図）。
このとき、二つの物質の界面で絡み合いがほどけて、ある
物質から別の物質に行くときに位相構造（トポロジー）が再構成
されなければいけません。そのため、異なるトポロジーをもつ物
質の間の界面には、位相の絡み合いがとけた状態（真ん中の
図）が存在しなければいけません。これが、電気を流す表面
状態の出現するメカニズムです。
物質どうしの界面や物質と真空の界面は、でこぼこや格子
欠陥、不純物が存在しており、通常は波動関数は大きく乱れ、
電流を流せなくなります。ところがこのトポロジカル絶縁体にお
ける表面状態は、表面ではなく、物体の内部（バルク）の性
質により生まれるので、バルクの性質が変わらない限り安定とな
ります。バルクは3次元で表面（ 2次元）に比べて膨大な数
の状態があり、それが表面状態を守ってくれるわけです。よって、
表面状態は不純物に対して頑強なものとなります。図 4がそ
の模様で、左が不純物のない場合、右が非常に強い不純物
を系全体に巻いた場合です。
このとき、波動関数の固有エネルギーは表面を 面に

とり、波数を として、 

となります。

図3： 左はある物質の波動関数の位相構造、右は別の物質の波動関数の位相構
造。二つの界面ではもつれた構造がとけた表面状態（真ん中の図）が出現
する。左は trefoil knotと呼ばれ Mathematicaの TrefoilKnot.
nbを用いて作成した。

図4： 典型的な表面状態。右は非常に大きな乱れが存在している場合である
が、状態は依然として表面にとどまる。

図1： 絶縁体のバンドの模式図。電子は までつまっており、ブリュアン域は完
全に占有されている（左）。この場合、電場をかけても電子の分布が変化
せず、電流が流れない（右）。

図2： 金属のバンドの模式図。ブリュアン域は完全には占有されていない（左）。
この場合、電場をかけると電子の分布が変化し、ある方向に向かっている
電子の数が別の方向に向かっている電子より多くなり、電流が流れる（右）。
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5. ディラック、ワイル半金属
前節で「バルクの性質が変わらない限り表面状態は安定で

ある」と書きました。このバルクの性質が変わらない限り、とい
うのはバンドギャップが開いている限りという意味です。逆に系
のパラメータを変えバンドギャップが閉じると、表面状態が壊れ、
系は別のトポロジーをもつ状態に転移します。バンドギャップが
閉じた瞬間、系の固有エネルギーは 

となります。図 5に様子を模式的に表します。
このエネルギーの表式は表面状態のエネルギーと似ていま
すが、こちらは 3 次元であることに注意して下さい。このように
エネルギーと波数が比例している電子を、相対論的量子力学
の創始者にちなんでディラック電子と呼びます。表面の場合は、 
2 次元ディラック電子、バルクの場合は 3 次元ディラック電子と
呼ばれます。なぜ「相対論的量子力学」なのかはこの後の
節で説明します。 

図5： 物質パラメータ（圧力や組成など）を変えていくとバンドがいったん閉
じて（真ん中の図）、再びバンドギャップが開き、トポロジカルに異な
る物質へと転移する。転移する際はバンドギャップがなくなり、 3次元
ディラック電子が現れる。

6. 固体物理学を超えて
物理学の基礎理論では、あらゆる粒子のエネルギーは 

となります。 は運動量で、 という関係式を使いました。

通常は なので、この式は 

と近似され、質量エネルギー と古典力学的な運動エネル
ギー の和となります。逆の極限（相対論的極限と呼
ばれます）、 だと 

となります。これは質量が 0の光などに当てはまる表式です。
粒子を光速近くで衝突させて反応を調べる加速器の中でもこ

の相対論的極限が実現しています。この極限は粒子の運動
エネルギー（つまり温度）が質量エネルギーよりも遙かに大き
いので、温度に換算すると何百兆度にもなります。
これとは全く逆の絶対零度におけるトポロジカル絶縁体の物
理でも、電子のエネルギーは となります。ただし、
は光速の数千分の1程度です。このように物理学では、ある
状況を記述する理論が、全く異なる状況を記述する場合がし
ばしばあります。提唱された当時は「こんなものは実用的な価
値がない」と批判された理論でも、全く違った局面で実用的
な価値が見いだされるわけです。
もちろん、「どんな非現実的な理論でも予期しない別の状況
で使えるかもしれないので、いずれ価値が出てくる」というわ
けではありません。このように全く別の状況で使える理論は、そ
れ自体がシンプルで普遍的なものでなければいけません。この
ような理論に一生に一度でも関わりたいと思い、これからも研究
を続けていこうと思っています。
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年月 氏名 所属 賞名および授与機関等
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日本機械学会

2015年 3月 服部 萌子 機能創造理工学科
高井研究室・B4

武藤栄次賞優秀学生賞
日本設計工学会

2015年 3月 野田 慶親 機能創造理工学科
宮武研究室・B4

電気学術奨励賞
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2015年 3月 宮川 倫 機能創造理工学科
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優秀ポスター賞
平成27年度日本分析化学会関東支部若手交流会
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橋本研究室・M1

ポスター賞
第13回ホスト・ゲスト化学シンポジウム（ホスト-ゲスト・超分子化学研究会）
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林 等

電気・電子工学領域
情報理工学科

優秀論文賞＊2

平成27年電気学会 電子・情報・システム部門

2015年 8月 大澤 裕輝 機能創造理工学科
坂本（織）研究室・B4

優秀発表賞
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2015年 9月 能崎 泰典 応用化学領域
板谷研究室・M2

優秀賞
第31回日本セラミックス協会関東支部研究発表会
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2015年 9月 鈴木 直人 応用化学領域
板谷研究室・M2
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2015年10月 大井 隆夫 物質生命理工学科 特別賞
日本イオン交換学会

2015年10月 小林 浩二 理工学部特別研究員
大槻研究室・PD

日本物理学会若手奨励賞
日本物理学会

2015年10月 笠井 祐那 化学領域
早下研究室・M1

優秀ポスター賞
日本イオン交換学会

2015年10月 鈴木 崇人 化学領域
早下研究室・M1

優秀ポスター賞
日本イオン交換学会

2015年11月 工藤 宗一郎 応用化学領域
板谷研究室・M2

無機マテリアル学会講演奨励賞
無機マテリアル学会 第131回学術講演会

2015年11月 司馬 慧理 応用化学領域
板谷研究室・M1

無機マテリアル学会最優秀講演奨励賞
無機マテリアル学会 第131回学術講演会

2015年11月 山﨑 亮 応用化学領域
板谷研究室・M1

無機マテリアル学会講演奨励賞
無機マテリアル学会 第131回学術講演会

2015年11月 長島 広貴・
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鈴木（啓）研究室・M2
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軽金属学会

2015年11月 宇山 聖奈 機械工学領域
久森研究室・M2

若手優秀ポスター賞
日本サンゴ礁学会第18回大会
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最新技術紹介―

日本発のペロブスカイト
太陽電池

物質生命理工学科　
准教授　竹岡　裕子

トピックス

1. はじめに
地球温暖化など様々な環境・エネルギー問題が深刻化す

る中、石油などの化石燃料の代替となるエネルギー源が注目
を集めています。太陽電池はその一つとして期待されており、
盛んに研究が行われています。シリコン系太陽電池を代表と
した太陽電池は、その生産量や市場は拡大しつつありますが、
依然として高価であり、普及のためには廉価で安定性の高い
新材料を用いた太陽電池が望まれています。そんな中、シリ
コン系太陽電池に匹敵するレベルの性能を示す新型の太陽
電池がにわかに世界規模の注目を浴びています。本稿では、
日本発の新型太陽電池として、ここ数年非常に盛んに研究が
行われているペロブスカイト太陽電池に的を絞り、その研究背
景と材料特性について紹介します。

2. 様々な太陽電池と最近の動向
図 1に太陽電池の分類を示します。現在、実用太陽電池

として主に使用されているのはシリコン系と化合物半導体系な
どの無機系材料で、その中でも、単結晶系シリコンを用いた
太陽電池は高い発電性能を示し、主流の太陽電池となって
います。一方で、高価であることやシリコンの資源量の問題な
どから、低コストが期待できるアモルファスシリコン系や微結晶
シリコン薄膜太陽電池、化合物半導体太陽電池なども実用
化されています。
無機系太陽電池とは異なり、軽量かつ低コストな太陽電池

として、色素増感型太陽電池や有機薄膜型太陽電池などの
有機系太陽電池が注目されています。有機系太陽電池は意

図1. 太陽電池の分類

図 2. 太陽電池（有機系）の変換効率の推移（National Renewable 
Energy Laboratory, BEST Research-Cell Efficiencies をもと
に作成）
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匠性や柔軟性に富むことから、無機太陽電池とは異なる部門
での利用も期待されています。太陽電池には、太陽光を吸
収する光吸収層が必須ですが、色素増感型太陽電池では
光触媒作用を有する酸化チタン（TiO2）に可視光吸収剤を
被覆したものを光吸収層として用い、酸化還元型の電解液を
接合して電池としての性能を発揮します。有機薄膜型太陽電
池はπ共役系の高分子を光吸収材料として用い、励起子の
電荷分離を利用した発電です。
図 2に有機系太陽電池の変換効率の推移を示します。横
軸は西暦を、縦軸は照射された光エネルギーをどのくらい電
気エネルギーに変換できたかを示す光電変換効率（以降発
電効率と呼ぶ）を示します。1991 年にグレッツェルらにより提
案された色素増感型太陽電池の発電効率は、緩やかな上昇
を示しているのに対し、有機薄膜型太陽電池では最近の材
料開発の進歩などから、着実に発電効率が上昇し、約 12％
の性能が報告されています。しかし、シリコン系太陽電池の
発電効率（25%超）にはまだまだ及ばず、実用太陽電池の
仲間入りをするには、低コスト化、安定性、高信頼性に加え、
変換効率を15％以上にする必要があると言われています［1］。
一方で、この数年、恐るべきスピードで変換効率を伸ばし

ている太陽電池があります。それはペロブスカイト太陽電池で
す。ぺロブスカイト太陽電池は、有機物質と無機物質を複合
化させた有機無機ぺロブスカイト型化合物を可視光吸収材と
して用いた太陽電池であり、桐蔭横浜大学の宮坂力教授の
研究グループが報告したのがそのスタート
です。そのため、日本発の太陽電池、と
注目されています。初の報告が行われた
2009 年当時の発電効率は3.8%ととても
低いものでしたが［2］、図 2より明らかなよ
うに、それ以降直線的に発電効率は上
昇し、有機系では難しいと言われていた
発電効率 20%の領域に既に達していま
す。これはぺロブスカイト太陽電池がシリ
コン結晶太陽電池のレベルにかなり近づ
いてきたことを意味しており、新しい時代
を担う可能性を示しています。効率の上
昇とともに、この日本発のぺロブスカイト太
陽電池は全世界的に広まり、研究者人口
も急激に増加しました。これまで有機薄
膜型太陽電池や色素増感型太陽電池の
研究を行ってきた研究者がこぞって、ぺ
ロブスカイト太陽電池にテーマシフトしてい
くような現象も見られています。筆者は

1998 年以降、このペロブスカイト型化合物に関する研究を継
続的に行ってきましたが、太陽電池材料としてこの材料が注目
され始める前までは、研究人口も限られており、この材料系
に関する論文数も限られていました。今となっては、一般の
新聞にもこの化合物の話が載るようになり、驚いています。

3. ペロブスカイト型化合物
ペロブスカイト太陽電池に用いられるペロブスカイト型化合
物とはどのような化合物なのでしょうか。有機・無機ペロブスカ
イト型化合物とは、無機物であるハロゲン化金属（MX2）と
有機アミンハロゲン化物（RNH3X）を複合化して得られる化
合物で、図 3（a）に示したような［MX6］4-八面体を構成単位
としています（M: 二価金属、X: ハロゲンイオン、R: 有機基）。
［MX6］4-八面体が規則的に配列し、有機アンモニウムのよう
なカチオンがその間を埋めて、構造を形作っています。メチル
アミン（CH3NH3+）やホルムアミジニウム（NH2CH=NH2+）
のような小さいカチオンを用いると、［MX6］4-八面体は隣り合う
［MX6］4-八面体と全ての頂点を共有し、ペロブスカイト型結
晶格子が三次元的に広がった結晶構造を形成します。これら
は、AMX3 （A：有機カチオン）の化学組成で表され、八面
体のネットワークが三次元的であることから、三次元（3D）
系化合物と呼ばれています。
ペロブスカイト型化合物群の特徴はその構造多様性にあり、

図3. ペロブスカイト型化合物のユニット構造（a）と多様性（b）
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ハロゲン、金属、有機アミンを変化させることにより、様 な々電
気的、光学的特性を有する化合物を自在に合成することがで
きます。金属には、Cd, Cu, Mn, Fe, Pd, Pb, Snなど多くの
二価金属を用いることができます。特に、鉛（Pb）、錫（Sn）
を含むペロブスカイト型化合物は可視光領域に吸収を示すこ
とから、光学的な応用に期待されています。現在、ぺロブス
カイト太陽電池の材料として盛んに研究されているのは、Pb
を金属種に用い、有機アミンにメチルアミンを用いた三次元系
化合物 CH3NH3PbX3 （MAPbX3とも表される）です。ハロ
ゲン種も物性に大きな影響を及ぼします。CH3NH3PbX3の場
合では、塩化物、臭化物、ヨウ化物の順で吸収が長波長側
にシフトし、ヨウ化物が最も広い吸収領域を示します。
一方で、有機アンモニウムの種類を変化させると［MX6］4-

八面体のネットワーク構造を変化させることができます。メチル
アミンの代わりに、有機カチオンとして、炭素数 n 2のアル
キルアンモニウム（CnH2n+1NH3+）やアルキルジアンモニウム
（+H3NCnH2n+1NH3+）を用いると、［MX6］4-八面体が同一
平面上にある四つの頂点を共有することにより、二次元シート
状に広がった無機［MX4］2-層が形成され、A2MX4の化学
組成を持つ層状ペロブスカイト型化合物となります。層状ペロ
ブスカイト型化合物は二次元系化合物とも呼ばれ、無機層と
有機層のバンドギャップが大きいため、無機層を井戸層、有
機層をバリア層とした量子閉じ込め構造を形成し、非常に束
縛エネルギーの大きい励起子を無機層内に形成します［3］。こ
の量子閉じ込め効果により、室温でも観察される強い発光や
優れた三次非線形光学特性が報告されているほか、シンチ
レーターなどへの応用も検討されています［4］。この他にも双
頭型のジアンモニウム化合物や環状アミンを用いると、［MX6］4-

八面体を一次元（1D, 線状）的に配列したり、ゼロ次元的（0D, 
ドット状）に点在したりすることも可能です［5］。図 3（b）のように、
［MX6］4-八面体のネットワークを幅広く変化させることができる
ところにこの材料の面白みがあり、このように次元性が変わる
ことによって、ぺロブスカイト型化合物の半導体としての性質
が変化することから、次元性と光物性の関係を明らかにする
ための有用な材料として、注目されています。
驚くことに、これらの一連のぺロブスカイト型化合物の自己

組織性は非常に高く、原料である有機アンモニウムとハロゲン
化金属を化学両論比で溶媒に溶解させ、溶液を徐々に濃縮
していく溶媒揮発法などを使うと、図 4のような単結晶を容易
に得ることができます。また、この溶液を基盤に塗布するだけ
で簡単に高品質な高結晶性の膜を得ることもできます。特別
な合成技術を必要とせず、簡便に製膜できる点がぺロブスカ
イト太陽電池がこのように早いスピードで全世界的な研究テー
マとなった要因の一つであると言えるでしょう。

4. ペロブスカイト太陽電池
2009 年に宮坂らが報告した初めてのぺロブスカイト太陽電
池は、色素増感太陽電池をベースとしています。可視光増
感剤として、酸化チタン（TiO2）の表面に三次元系化合物
CH3NH3PbX3を塗布したものを用い、酸化還元電解液と組
み合わせることにより作製したセルであり、発電効率は3.8%で
した。この時には、液体の電解質を使用していたため、ぺロ
ブスカイト材料が徐々に溶解し、発電特性が不安定であると
いう問題点がありました。その後、素子を全固体化することに
より、大幅に性能が向上することが明らかとなり［7］，［8］、2012
年には宮坂およびOxford 大学グループの共同研究により、
10.9%の発電効率が報告されました。それ以降、わずか 3年
ほどで、20%を超える発電効率が報告されることとなり、ペロ
ブスカイト太陽電池は発展を続けています。
図 5にペロブスカイト太陽電池の一般的な素子構造を示し

ます。電極にはフッ素ドープした酸化スズ（FTO）透明電極
と金属電極を用い、光はFTO基板側から照射されます。両
電極の間には、緻密酸化チタン（TiO2）層、メソポーラス
TiO2 層、ペロブスカイト層、ホール（正孔）輸送層を順に積
層します。光が照射されると、ペロブスカイト型化合物が可視
光を吸収し、励起状態となり、キャリアである電子とホールを
生成します。TiO2は電子受容層であり、ペロブスカイト層中
に生成した電子をFTO電極に受け渡す役割を果たします。
メソポーラスTiO2を利用し、ペロブスカイト型化合物とTiO2
の接触面積を増やすことで、効率よく電子を受容できるように
なります。緻密TiO2は電子とホールの再結合を抑制するホー
ルブロッキング層としての役割も果たします。一方、正孔はホー
ル輸送層を通り、金属電極へと取り出すことができます。ホー
ル輸送層には有機低分子であるspiroMeOTAD ［2,2
（7,7-tetrakis-（N,N-di-p -methoxyphenylamine）-9,9 
-spirobifluorene）］が良く用いられますが、ホール輸送層に
LiTFSiのようなLi 塩を添加することにより、さらにホール伝導
性が高まり、高効率化を可能としています。図4. 溶媒蒸発法で作製した

CH3NH3PbBr3 結晶 [6]
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ここ数年、非常にたくさんのぺロブスカイト太陽電池に関す
る報告があるにもかかわらず、材料系はほぼ CH3NH3PbI3
に限定されています。それは、太陽電池材料に必要な以下
の3つの要素をこの材料が備えているからです。それは、（1）
太陽光スペクトルの形状に一致する幅広い吸収領域を有し、
光吸収係数が高いこと、（2）キャリア移動度が高いこと、（3）
開回路電圧（Voc）が高いことです。（1）に関して、
CH3NH3PbI3 は直接遷移型半導体であり、バンドギャップ 
Eg= 1.6 eVであることから、300～800nmに及ぶ幅広い波
長領域に、強い光吸収能を示すことができます。（2）に関し
ては、CH3NH3PbI3は電子、ホールの両方を伝導することが
可能なバイポーラ―性を持っていることが明らかとなっており、
キャリアの移動できる距離（キャリア拡散長）も他の太陽電池
材料と比較して長いことも示唆されています。光吸収層が厚
いほど、太陽電池はたくさんの光エネルギーを吸収することが
できるため、光吸収層が厚い方が有利です。ペロブスカイト
は特異的にキャリア拡散長が長く、膜厚を厚くすることも可能
です。（3）については、緻密 TiO2 層とペロブスカイト、
SpiroOMETADの電子レベルの比較から、1.0Vを超える
Voc が理論的に可能です。このように（1）～（3）の必要条件を
本質的に満たし、溶液、低温プロセスで容易に多結晶の薄
膜の作製が可能であることが、この材料の強みといえるでしょ
う。

5. おわりに
初めての報告から、わずか数年のうちにシリコン太陽電池

に迫る性能を達成しつつあるぺロブスカイト太陽電池ですが、
実用化のために克服しなくてはならない点はいくつかあります。

一つは耐久性です。ぺロブスカイト型化合物はイオン結晶で
あるため、水に溶けやすく、湿気に対する不安定性が懸念さ
れています。また、光照射による蓄熱や周りからの熱の影響
により、ぺロブスカイト構造の相転移が誘発されることも、耐
久性の面からは問題とされています。これについては、疎水
性のアミンの添加やアンカー材の導入など方策が幾つか模索
されています。
もう一点は、Pbの使用です。使用量は微量ですが、体に
有害であることから、問題点となっています。光波長領域の
有利さで、Pbを超える金属は今のところ見つかっておらず、
高効率化によりPbの使用量を減らす方針が優勢です。Sn
の利用も検討されていますが、Sn化合物はPb以上に湿度、
酸素に対して不安定であり、現実的には厳しいと考えられま
す。Pbの代わりになりうる材料を見つけることができれば、さ
らにぺロブスカイト太陽電池の実用化が近くなると思われます。
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図5. ペロブスカイト太陽電池の素子構造



22

■ 企業セミナー

A  N O T I C E

本セミナーは、企業における研究・技術開発などの知識
を得るために、本会の主催により理工学研究科 1年次生
と学部 3年次生を対象に開催されているものです。
2015 年度は、本会法人会員 8社のご協力を賜り、第 16
回目の企業セミナーが開催されました。多数の学生が熱
心に拝聴していました。

本コーナーでは、2015 年度における本会主催のイベント、理工学研究科・
理工学部関連の成果・表彰・研究費情報、および学生の就職状況を報告
します。

開催日 2015年9月25日（金） 11：00～16：00
会　場 10号館B115室

●プログラム
時間 企業名 講演題目

11：00～11：30 大日本印刷㈱ 印刷技術で『未来のあたりまえをつくる。』
11：30～12：00 三機工業㈱ 『三機の誇る省エネ・創エネ技術』
12：00～12：30 日本電気㈱ NECが目指す「人と地球にやさしい情報化社会」
12：30～13：30 昼休憩
13：30～14：00 富士フイルム㈱ 富士フイルムで培った技術を応用し、新事業への挑戦
14：00～14：30 KYB㈱ KYB研究所における新製品技術開発
14：30～15：00 ㈱竹中工務店 「竹中のエンジニアリングとは」
15：00～15：30 シャープ㈱ シャープの技術開発について
15：30～16：00 ㈱ニコン 『解析的な視点から設計する、Nikonのモノづくり』

賞 研究科 専攻（領域・コース） 学生番号 氏名 論文名

金賞 グローバル・
スタディーズ 国際関係論 C1366948 西島　　佑 「特異点」と「技術」からみる言語と社会の過去と未来

－テイヤール・ド・シャルダンの思想をてがかりに

銀賞 地球環境学 地球環境学
（国際環境コース） C1395043 DORNHEGE MAREIKE 

CHRISTIN The Role of Nature for the Future of Man

銅賞

理工学
理工学

（グリーンサイエンス・
エンジニアリング領域）

B1478581 大野　友子 FROM LOVE TO A LOVING SOCIETY:
AN APPROACH TO A BETTER WORLD

地球環境学 地球環境学
（国際環境コース） B1596550 CHEN JAMES XIZHOU THE FUTURE SOCIETY AND THE NATURAL WORLD

北原隆
メモリアル賞 理工学

理工学
（グリーンサイエンス・
エンジニアリング領域）

B1478581 大野　友子 FROM LOVE TO A LOVING SOCIETY:
AN APPROACH TO A BETTER WORLD

本奨学金（懸賞論文）は、テイヤールを敬愛し、彼の理想に共鳴したベルギーの篤志家のご厚意により、生命科学
研究所の故北原隆名誉教授を通して上智大学理工学部に恵与されたものです。
2015年度は、4名の学生に授与されました。

■ テイヤール・ド・シャルダン奨学金受賞者
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理工学振興会奨学金（上智大学篤志家奨学金）は、本会が理工学研究科の大学院生に給付する奨学金です。
2015年度は、2015年6月30日（火）の授与式において、31名の学生に授与されました。
また、2016年度の奨学金は、以下の学生に給付されることが決まりました。

博士前期課程
1年次生

機械工学領域 今井 友明
電気・電子工学領域 根岸 直広

水落 空
応用化学領域 有賀 友紀

秋山 奈々子
化学領域 辨﨑 綾
物理学領域 坂井 あづみ

菱山 直樹
生物科学領域 畠山 瑛子

山田 美森
情報学領域 庄野 槙

月出 絵理香

博士前期課程
2年次生

機械工学領域 海野 龍生
阿久津 渉

電気・電子工学領域 朝倉 啓太
応用化学領域 高橋 健都
 井手 良
 古川 春香
化学領域 布施 若菜
物理学領域 金城 一哉
 佐藤 夏子
生物科学領域 日野 由佳子

博士後期課程
1年次生

機械工学領域 豊田 充
情報学領域 大澤 恵理
物理学領域 木村 直樹

博士後期課程
2年次生

情報学領域 岩上 恵梨
物理学領域 下迫 直樹
機械工学領域 沈 迅
化学領域 住毋家 友香

博士後期課程
3年次生 生物科学領域 藤原 昌也

申請学位 氏名 審査専攻領域名 論文題目

博士（工学） 林　宏暁 電気・電子工学領域 Approach for high efficient and functional visible light emitting diodes based on 
flip-chip InGaN nanocolumns system on Si wafer

博士（工学） 福山　裕之 電気・電子工学領域 InP 系化合物半導体ヘテロ構造デバイスによる通信用アナログ 回路の高速化・高機能
化の研究

博士（工学） 松本　恵一 電気・電子工学領域 Integration of ⅠⅠⅠ－Ⅴ optical semiconductor devices on silicon platform

博士（工学） 鷲見　卓也 応用化学 液体中の分子集合体に着目したマイクロ波加熱現象の解明

博士（工学） 山口　征太郎 応用化学 Synthesis and Evaluation of Zwitterion as Electrolyte

博士（理学） 小林　理 化学 Theoretical studies of molecular electron dynamics on atto- to picosecond time 
scale

博士（理学） 小杉　聡 物理学 放射光による原子分子の電子間相互作用に関する研究

博士（理学） 長澤　竜樹 生物科学 Evolution of egg envelope digestion mechanism and evolutional change of origin 
of hatching gland cell in basal ray-finned fish

博士（学術） 井下田　貴子 情報学 韓国語ソウル方言における後舌母音の言語変化

博士（工学） 小平　啓介 情報学 On the Quantum Error Correcting Codes for Amplitude Damping Channels

博士（学術） 柳澤　絵美 情報学 日本語促音知覚における先行母音末尾部の影響

2015 年度は、理工学専攻 6領域から 11 名に学位が授与される予定です。

■ 博士学位論文一覧

■ 奨学金の授与報告

奨学生



掲掲掲掲 示示示示示 板板板板
A  N O T I C E

24

企業名
2014年度 2015年度 2011年度～2015年度
男 女 男 女 男 女 総計

株式会社日立製作所 10 6 6 4 66 24 90

株式会社ＮＴＴデータ 3 2 7 5 35 16 51

トヨタ自動車株式会社 6 2 8 1 36 6 42

日本電気株式会社 4 2 3 6 21 11 32

株式会社野村総合研究所 3 1 3 1 21 5 26

富士ゼロックス株式会社 2 2 1 2 15 10 25

株式会社東芝 5 3 3 19 5 24

東日本電信電話株式会社 2 4 16 7 23

日本ユニシス株式会社 2 1 5 17 5 22

三菱電機株式会社 4 3 2 17 4 21

日産自動車株式会社 3 5 19 1 20

キヤノン株式会社 5 2 1 1 15 3 18

株式会社リコー 5 2 14 3 17

ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社 4 2 1 12 4 16

ソフトバンク株式会社 3 1 2 15 1 16

東海旅客鉄道株式会社 2 3 14 1 15

ソニー株式会社 2 1 1 9 3 12

株式会社日立システムズ 3 2 10 2 12

株式会社ＮＴＴドコモ 1 1 1 5 6 11

大日本印刷株式会社 1 1 3 2 8 3 11

アクセンチュア株式会社 2 1 8 2 10

旭化成株式会社 1 2 8 1 9

ＫＤＤＩ株式会社 2 1 2 1 7 2 9

三菱自動車工業株式会社 3 8 1 9

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 3 3 9 9

アビームコンサルティング株式会社 2 7 1 8

ＳＣＳＫ株式会社 1 2 1 6 2 8

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 2 4 4 8

日本ヒューレット・パッカード株式会社 1 1 6 2 8

東日本旅客鉄道株式会社 1 8 8

本田技研工業株式会社 3 1 8 8

株式会社アズビル 1 1 7 7

スズキ株式会社 2 1 7 7

日本オラクル株式会社 2 7 7

パナソニック株式会社 7 7

株式会社富士通ゼネラル 3 1 7 7

三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー株式会社 1 1 5 2 7

株式会社ＩＨＩ 1 1 4 2 6

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 2 2 5 1 6

ＮＴＴコムウェア株式会社 1 4 2 6

株式会社オービック 1 6 6

花王株式会社 3 2 4 6

学校法人上智学院 4 2 6

凸版印刷株式会社 1 1 2 2 4 6

日本精工株式会社 1 6 6

野村證券株式会社 2 4 2 6

富士重工業株式会社 1 3 6 6

富士通株式会社 2 6 6

みずほ情報総研株式会社 2 3 6 6

株式会社りそなグループ 1 1 5 1 6

株式会社ワークスアプリケーションズ 2 1 1 5 1 6

企業名
2014年度 2015年度 2011年度～2015年度
男 女 男 女 男 女 総計

出光興産株式会社 1 1 1 4 1 5

オリンパス株式会社 1 1 1 1 2 3 5

東京ガス株式会社 1 1 3 2 5

東京電力株式会社 1 3 2 5

東芝エレベータ株式会社 1 1 5 5

株式会社日本総合研究所 1 2 1 4 1 5

株式会社日立ソリューションズ 1 1 3 2 5

日野自動車株式会社 5 5

株式会社ブリヂストン 1 1 3 2 5

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 1 2 2 4

カシオ計算機株式会社 2 1 2 2 4

キヤノンＩＴソリューションズ株式会社 2 2 4

キヤノンソフトウェア株式会社 2 3 1 4

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 1 2 3 1 4

株式会社小松製作所 1 4 4

株式会社サイバーエージェント 1 4 4

株式会社ジェイアール東日本情報システム 1 1 4 4

新日鉄ソリューションズ株式会社 4 4

株式会社大和総研ホールディングス 1 3 1 4

千代田化工建設株式会社 1 1 4 4

長瀬産業株式会社 1 2 2 4

株式会社ニコン 1 1 4 4

日揮株式会社 1 4 4

株式会社ニトリ 2 4 4

日本アイ・ビー・エム株式会社 2 4 4

フューチャーアーキテクト株式会社 1 3 4 4

三井住友カード株式会社 4 4

横浜ゴム株式会社 1 2 2 4

アステラス製薬株式会社 2 2 1 3

株式会社ＡＤＥＫＡ 1 2 2 1 3

株式会社アドバンテスト 2 3 3

アメリカンファミリー生命保険会社 1 2 1 3

稲畑産業株式会社 1 3 3

岩谷産業株式会社 1 2 1 3

株式会社インテリジェンス 1 1 2 3

株式会社ＮＴＴデータフロンティア 1 1 2 1 3

ＭＳ＆ＡＤシステムズ株式会社 1 1 3 3

株式会社大塚商会 2 3 3

株式会社大林組 1 3 3

川崎重工業株式会社 3 3

キリンホールディングス株式会社 1 2 1 3

株式会社シグマ 1 1 3 3

株式会社ジュピターテレコム 2 1 3

新日鐵住金株式会社 1 1 3 3

スミセイ情報システム株式会社 1 2 1 3

ダイキン工業株式会社 2 1 3

武田薬品工業株式会社 1 1 2 1 3

中部電力株式会社 1 1 3 3

鉄道情報システム株式会社 1 3 3

東京海上日動火災保険株式会社 1 2 3

東レ株式会社 1 3 3

■ 理工学部・理工学研究科 就職企業一覧
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企業名
2014年度 2015年度 2011年度～2015年度
男 女 男 女 男 女 総計

日油株式会社 1 1 3 3

日産車体株式会社 3 3

日本放送協会 1 1 2 1 3

富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社 1 3 3

富士フイルム株式会社 1 3 3

古河電気工業株式会社 3 3

マツダ株式会社 1 3 3

三菱重工業株式会社 3 3

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 2 3 3

ヤフー株式会社 3 3

ライオン株式会社 1 2 1 3

株式会社リクルートホールディングス 1 1 2 3

ローム株式会社 2 1 3

ＹＫＫ株式会社 3 3 3

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 1 1 1 2

株式会社アイ・ティ・フロンティア 1 2 2

旭硝子株式会社 1 1 1 2

アトムメディカル株式会社 2 2 2

株式会社アルバック 2 2

株式会社インターネットイニシアティブ 1 2 2

株式会社ウェブクルー 1 1 1 2

株式会社内田洋行 1 2 2

株式会社内田洋行ITソリューションズ 2 2 2

宇部興産株式会社 1 1 2

株式会社栄光 1 2 2

株式会社エー・アンド・デイ 1 2 2

ＮＯＫ株式会社 1 1 2 2

ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社 1 1 1 2

株式会社オリエンタルランド 2 2

鹿島建設株式会社 2 2

株式会社カネカ 1 2 2

カルピス株式会社 2 2

キヤノンファインテック株式会社 1 1 2

株式会社クボタ 1 1 2

株式会社クリス 1 2 2

株式会社コーセー 1 1 2

株式会社コスモビューティー 1 1 1 1 2

コニカミノルタ株式会社 1 1 2 2

株式会社コモドソリューションズ 1 2 2

ＪＳＲ株式会社 1 1 2

株式会社ＪＳＯＬ 1 2 2

ＪＢＣＣホールディングス株式会社 1 1 1 2

シチズン時計株式会社 2 2

清水建設株式会社 2 2

昭和電工株式会社 2 2 2

Ｓｋｙ株式会社 1 2 2

スリーエム ジャパン株式会社 1 1 1 1 2

住友電気工業株式会社 1 2 2

株式会社セプテーニ・ホールディングス 1 2 2

株式会社セブン－イレブン・ジャパン 1 1 1 2

全日本空輸株式会社 2 2

企業名
2014年度 2015年度 2011年度～2015年度
男 女 男 女 男 女 総計

ソニー生命保険株式会社 1 1 1 2

大和証券株式会社 1 1 1 2

高砂香料工業株式会社 1 1 1 2

株式会社千葉銀行 2 2 2

蝶理株式会社 1 1 1 2

ＤＩＣ株式会社 1 1 2

株式会社ＴＳＰ 2 2

ＤＭＧ森精機株式会社 2 2

テルモ株式会社 1 1 1 2

東京急行電鉄株式会社 1 1 1 2

東京地下鉄株式会社 1 1 1 1 2

東芝情報システム株式会社 1 2 2

東燃ゼネラル石油株式会社 2 2

ＴＯＴＯ株式会社 1 2 2

成田国際空港株式会社 2 2

株式会社西日本シティ銀行 1 1 2

日機装株式会社 2 2

日拓リアルエステート株式会社 1 1 2

日本電気航空宇宙システム株式会社 2 2

日本電気通信システム株式会社 1 2 2

日本ＡＴＭ株式会社 2 2

日本化薬株式会社 1 2 2

日本航空株式会社 1 2 2

日本光電工業株式会社 1 2 2

日本電信電話株式会社 1 1 1 2

ネットワンシステムズ株式会社 1 1 1 2

農中情報システム株式会社 1 2 2

独立行政法人農林水産消費安全技術センター 2 2

パイオニア株式会社 1 2 2

株式会社パソナテック 1 1 1 2

パナソニックシステムネットワークス株式会社 1 1 1 1 2

阪和興業株式会社 1 2 2

株式会社光通信 1 1 2 2

株式会社福岡銀行 1 1 1 2

フコク情報システム株式会社 1 2 2

富士ゼロックス東京株式会社 1 1 2 2

株式会社富士通システムズ・イースト 1 1 2 2

株式会社富士通ミッションクリティカルシステムズ 1 1 1 1 2

株式会社フジテレビジョン 2 2

富士フイルムメディカル株式会社 2 2 2

株式会社不二家 2 2

プライムアースＥＶエナジー株式会社 1 2 2

ボッシュ株式会社 1 1 1 2

丸紅株式会社 1 2 2

三井住友信託銀行株式会社 2 2 2

三菱商事株式会社 1 2 2

三菱総研ＤＣＳ株式会社 1 2 2

三菱倉庫株式会社 1 1 2

三菱ＵＦＪニコス株式会社 1 1 2

株式会社明治 1 2 2

Meiji Seika ファルマ株式会社 1 2 2

■ 理工学部・理工学研究科 就職企業一覧
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研究種目 学部 学科 職名 研究代表者 直接経費（円） 研  究  課  題  名

特別推進研究 理工学部 機能創造理工学科 教授 岸野　克巳 62,000,000 ナノ結晶効果によるエネルギー・環境適合デバイスの革新

新学術領域研究（研究領域提案型） 理工学部 物質生命理工学科 教授 神澤　信行 1,900,000 LOF/MetE結合によって引き起こされる生理機能の解析

新学術領域研究（研究領域提案型） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 鈴木　由美子 2,700,000 有機分子触媒を用いた創薬への合成的アプローチ

新学術領域研究（研究領域提案型） 理工学部 物質生命理工学科 助教 ダニエラチェ
セバスチィアン 700,000 高精度理論計算による星間雲分子の紫外線スペクトル、解離反応機構および同位体

効果

新学術領域研究（研究領域提案型） 理工学部 機能創造理工学科 教授 後藤　貴行 3,000,000 トポロジカル絶縁体におけるスピンロックの超低速ミュオンによる検出

基盤研究（A） 理工学部 物質生命理工学科 教授 早下　隆士 8,700,000 ナノ空間包接場を用いる超分子計測・分離システムの開発

基盤研究（B） 理工学部 機能創造理工学科 教授 菊池　昭彦 3,500,000 ＩｎＧａＮ量子構造活性層を内在する超薄膜ＧａＮナノウォール発光デバイスの研究

基盤研究（B） 理工学部 機能創造理工学科 教授 江馬　一弘 3,300,000 無機有機ハイブリッド物質を用いた共振器ポラリトン

基盤研究（B） 理工学部 情報理工学科 教授 田村　恭久 2,700,000 ePub3電子教科書の国際的な仕様策定と実現可能性の検証

基盤研究（B） 理工学部 機能創造理工学科 教授 申　鉄龍 3,300,000 自動車エンジンの作動境界領域における動的制御による効率極限化に関する研究

基盤研究（B） 理工学部 機能創造理工学科 教授 大槻　東巳 4,500,000 トポロジカル絶縁体のスケーリング理論

基盤研究（B） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 岡田　邦宏 6,100,000 星間分子雲における低温イオン－極性分子反応の系統的測定と量子効果の観測

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 准教授 五味　靖 700,000 岩堀ヘッケ環および鏡映群の表現論

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 教授 伊呂原　隆 600,000 商品特性に応じた最適在庫補充方式に関する研究

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 教授 千葉　篤彦 500,000 学習記憶機能におけるメラトニンの抗加齢効果に関する作用機序の解明

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 教授 平野　哲文 800,000 揺らぎの入った相対論的流体力学と重イオン衝突反応への応用

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 久世　信彦 400,000 気体電子回折によるエアロゾルの構造解析に向けた新規実験装置の開発

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 小田切　丈 1,200,000 回転状態制御による水素分子２電子励起状態の動力学的研究

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 久森　紀之 800,000 電子ビーム積層造形した医療用チタン合金の高強度化と骨伝導付与技術の構築

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 教授 築地　徹浩 500,000 二つの渦流を用いた非接触把持機器に関する研究

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 教授 板谷　清司 700,000 ポリマー基板上への迅速なアパタイト膜形成による新規医療デバイスの開発と評価

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 堀越　智 200,000 マイクロ波加熱によって発生するホットスポットの生成メカニズムとその制御

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 藤原　誠 700,000 FtsZ非依存的色素体増殖機構の研究

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 准教授 矢入　郁子 1,300,000 見えないことが障害にならないコラボレーション空間デザイン

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 教授 神澤　信行 1,000,000 再生心筋組織構築のための蛍光タンパク質を用いた評価系の確立

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 教授 鈴木　教之 1,200,000 高歪み型sp炭素を有する有機金属複素五員環不飽和分子の合成と機能発現

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 藤田　正博 700,000 イオン液体型二次元超分子の創製と固体電解質としての評価

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 野村　一郎 1,000,000 タイプⅡヘテロ新材料の開拓とデバイス応用に向けた研究

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 中岡　俊裕 1,000,000 電流注入型量子もつれダイオードの研究

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 教授 澁谷　智治 900,000 フラッシュメモリの物理特性に適した記録符号の群論的設計に関する研究

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 准教授 萬代　雅希 1,200,000 複数の通信経路を弾力的に活用する高速大容量無線ネットワーク機構

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 教授 田中　昌司 700,000 共感と自己・他者理解：音楽脳ネットワークのイメージング研究

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 教授 荒井　隆行 1,300,000 子音を含む音声を生成する声道模型と音響教育への応用

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 髙橋　和夫 1,800,000 単一パルス高圧衝撃波管によるテトラフルオロエチレン爆発予知のための反応モデル
構築

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 教授 齊藤　玉緒 1,500,000 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの産物多様性創出機構の解明

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 教授 長嶋　利夫 2,000,000 ヘビサイド関数のみを拡充したXFEMの非線形構造解析への適用

■ 2015年度 科学研究費助成事業採択一覧
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研究種目 学部 学科 職名 研究代表者 直接経費（円） 研  究  課  題  名

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 准教授 TRIHAN FABIEN 1,000,000 Geometric Iwasawa Theory

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 教授 中島　俊樹 900,000 クラスター代数と結晶基底の表現論的研究

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 教授 都築　正男 1,000,000 跡公式の明示的フーリエ変換とその数論への応用

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 教授 辻　元 1,100,000 コンパクト・ケーラー多様体の極値的測度の研究

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 教授 田原　秀敏 900,000 複素領域での非線型偏微分方程式の解とその特異点の研究

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 教授 後藤　貴行 1,500,000 トポロジカル絶縁体のスピンロックを支配する非弾性散乱時間のＮＭＲによる実験的決
定

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 教授 桑原　英樹 1,300,000 スピン誘起マルチフェロイック物質群における回転磁場による電気分極ドメイン制御

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 橋本　剛 1,100,000 リン酸化合物を特異認識する超分子複合体センサーの開発

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 教授 下村　和彦 1,700,000 シリコンフォトニクス回路へのIII-V族量子ドットレーザ集積化に関する研究

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 教授 和保　孝夫 1,400,000 ニューロ非2進アナログ/デジタル変換器の研究

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 教授 末益　博志 1,500,000 切り欠きを有する炭素繊維強化複合材料積層板の圧縮強度発現メカニズム

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 谷貝　剛 3,300,000 液体ヘリウム温度下での素線配置計測に基づくＣＩＣ導体の交流損失の撚りピッチ依
存性

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 教授 大井　隆夫 1,100,000 固体電解質膜型燃料電池アノードにおける水素同位体効果に関する研究

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 鈴木　由美子 1,500,000 蛍光性キナゾリンをプローブとする生体内イオンの可視化

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 和南城　伸也 600,000 中性子星合体におけるrプロセス元素合成と重力波対応天体

挑戦的萌芽研究 理工学部 機能創造理工学科 准教授 渡邉　摩理子 500,000 燃焼場に発生した旋回上昇流による粗大粒子巻き上げメカニズムに関する研究

挑戦的萌芽研究 理工学部 機能創造理工学科 教授 申　鉄龍 1,000,000 連続域動的システムの論理化制御手法に関する研究

挑戦的萌芽研究 理工学部 機能創造理工学科 教授 坂間　弘 600,000 紫外光アシストALD法による強磁性強誘電体人工超格子の成長

挑戦的萌芽研究 理工学部 機能創造理工学科 教授 江馬　一弘 1,000,000 2次元無機有機ペロブスカイト物質の太陽電池材料への応用

挑戦的萌芽研究 理工学部 物質生命理工学科 准教授 岡田　邦宏 2,400,000 陽子-電子質量比の時間依存性研究のためのCaH+の振動回転定数の決定

若手研究（A） 理工学部 情報理工学科 准教授 古屋　晋一 16,000,000 過剰訓練が引き起こす脳神経疾患の神経リハビリテーション法の開発

若手研究（B） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 臼杵　豊展 500,000 エラスチン架橋分子の創製・構造解析とCOPD診断法の開発

若手研究（B） 理工学部 情報理工学科 助教 大城　佳奈子 900,000 カンドル理論と曲面絡み目への応用について

若手研究（B） 理工学部 研究員 猪瀬　裕太 600,000 窒化物半導体ナノ構造のキャリアダイナミクスと光機能

若手研究（B） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 一柳　満久 600,000 エバネッセント波と分子タギング法を併用した気液界面ナノスケール熱流動計測法の開
発

若手研究（B） 理工学部 情報理工学科 准教授 小川　将克 700,000 ワイヤレスネットワークを活用した局所的な移動推定に関する研究

若手研究（B） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 竹原　昭一郎 800,000 たわみ状態を積極的に活用したテザー利用技術の開発

若手研究（B） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 近藤　次郎 500,000 ナンセンス変異型遺伝性疾患への抗生物質の薬理メカニズムの解明と新規治療薬の
開発

若手研究（B） 理工学部 機能創造理工学科 研究員 石沢　峻介 1,100,000 スペックルフリーInGaN系ナノコラムフォトニック結晶レーザー

若手研究（B） 理工学部 研究員 井下田　貴子 1,200,000 韓国語音声の言語変化における共時的音響特徴と知覚判断要因の研究

若手研究（B） 理工学部 情報理工学科 准教授 中筋　麻貴 800,000 Iwahori Whittaker関数の組合せ論的表現論からの解明

若手研究（B） 理工学部 機能創造理工学科 助教 坂本　織江 2,400,000 エネルギー利用効率の向上のための解析性能の高い誘導機モデルの開発

若手研究（B） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 田中　秀岳 2,100,000 熱可塑性CFRPの任意形状の薄版成形を可能とする新規逐次3次元成形技術の開
発

研究活動スタート支援 理工学部 研究員 渡丸　嘉菜子 900,000 自動音声処理の発動がカテゴリー知覚の特性表面化に与える影響の調査

金額は2015年度交付額

■ 2015年度 科学研究費助成事業採択一覧
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委託元申込者 代表者所属 職名 研究代表者 総額 題目 研究終了日

国立研究開発法人　科学技術振興機構 理工学部情報理工学科 教授 高橋　浩 452,000 フォトニック結晶位相板による偏波ダイバーシティ微小光学素子の研究開発 2015/12/31

トーヨーカラー株式会社 理工学部物質生命理工学科 准教授 堀越　智 500,000 ─ 2015/10/1

カヤバ工業株式会社基盤技術研究所 理工学部機能創造理工学科 教授 築地　徹浩 1,300,000 油圧機器内部における流動状態の研究 2016/3/31

トヨタ自動車株式会社 理工学部機能創造理工学科 教授 高井　健一 2,750,000 ハイテン鋼板中の水素をプローブとした空孔量評価 2016/3/31

株式会社前川製作所（ＮＥＤＯ事業再委託） 理工学部機能創造理工学科 教授 高尾　智明 1,503,000 SMESコイル設計技術 2016/3/22

国立研究開発法人　科学技術振興機構 理工学部機能創造理工学科 教授 江馬　一弘 6,500,000 有機無機ハイブリッド太陽電池のキャリアダイナミクスの解明と高効率化 2016/3/31

国立研究開発法人　科学技術振興機構 理工学部機能創造理工学科 教授 高尾　智明 2,340,000 MgB2-SMESコイル設計、MgB2導体の機械的特性の研究 2016/3/31

国立研究開発法人　科学技術振興機構 理工学部機能創造理工学科 教授 宮武　昌史 650,000 エネルギー効率化社会構築に向けての省エネ列車運行制御システムの開発 2016/3/31

国立研究開発法人　科学技術振興機構 理工学部機能創造理工学科 准教授 一柳　満久 3,910,000 エンジンのモデルベースと制御用の壁面熱伝導モデルの構築 2017/3/31

国立研究開発法人　科学技術振興機構 理工学部物質生命理工学科 准教授 髙橋　和夫 3,889,300 加熱型高圧衝撃波管による実燃料の着火遅れ計測と実機関における自着火指標の
構築 2017/3/31

ＤＯＷＡエコシステム株式会社 理工学部物質生命理工学科 准教授 木川田　喜一 500,000 ─ 2016/3/31

国立研究開発法人　科学技術振興機構 理工学部機能創造理工学科 教授 申　鉄龍 5,590,000 自動車のための高エネルギー効率エンジンシステムの開発 2016/3/31

矢崎エナジーシステム株式会社 理工学部情報理工学科 准教授 林　等 ─ Ｕバスエアーにおける最適ネットワークの評価 2016/3/31

日野自動車株式会社　技術研究所 理工学部物質生命理工学科 准教授 髙橋　和夫 ─ ─ 2016/3/31

三菱電機株式会社 理工学部情報理工学科 教授 高橋　浩 ─ ─ 2016/3/15

東京計器株式会社 理工学部機能創造理工学科 教授 築地　徹浩 1,000,000 電磁切換弁の鋳物ボディ内の流れ解析 2016/3/31

日産自動車株式会社 理工学部物質生命理工学科 教授 陸川　政弘 ─ ─ 2016/3/31

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構（ＮＥＤＯ） 理工学部物質生命理工学科 教授 陸川　政弘 83,492,000 固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発/普及拡大化基盤技術開発/触媒・

電解質・ＭＥＡ内部現象の高度に連成した解析、セル評価 2018/3/20

総務省 理工学部情報理工学科 准教授 萬代　雅希 3,900,000 アプリケーショントラヒックとユーザ特性を考慮した高効率無線ネットワークアーキテク
チャの研究開発 2016/3/31

東芝機械株式会社 理工学部機能創造理工学科 准教授 久森　紀之 540,000 溶融樹脂中における金属の腐食挙動と腐食層の特性に関する研究 2016/3/31

トヨタ自動車株式会社 理工学部物質生命理工学科 教授 陸川　政弘 ─ ─ 2016/8/31

東京瓦斯株式会社 理工学部機能創造理工学科 教授 高井　健一 ─ パイプライン鋼の水素脆化感受性、および水素の有無の差異が脆化感受性へ及ぼ
す影響評価 2016/3/15

株式会社いすゞ 中央研究所 理工学部機能創造理工学科 教授 坂本　治久 1,080,000 ディーゼルエンジンの摩擦損失低減技術の開発 2016/3/31

国立大学法人　東北大学（ＮＥＤＯ事業再委託） 理工学部機能創造理工学科 教授 長嶋　利夫 7,452,000 「次世代構造部材創製・加工技術開発」うち研究開発項目⑤「航空機用構造設
計シミュレーション技術開発」 2016/3/31

株式会社東芝社会インフラシステム社 理工学部機能創造理工学科 教授 宮武　昌史 990,000 鉄道システムの制御に関する研究 2016/3/18

日本原燃株式会社 理工学部機能創造理工学科 助教 DZIEMINSKA EDYTA 14,287,320 障害物が火炎伝播挙動に及ぼす影響の調査 2016/3/25

国立研究開発法人　科学技術振興機構 理工学部物質生命理工学科 教授 齊藤　玉緒 1,040,000 細胞性粘菌を利用した世界規模の植物寄生性線虫の防除技術開発 2016/9/30

国立研究開発法人　科学技術振興機構 理工学部物質生命理工学科 准教授 藤田　正博 1,300,000 可塑性の固体電解質を実装する全固体型蓄電池の開発 2016/9/30

国立研究開発法人　科学技術振興機構 理工学部機能創造理工学科 教授 申　鉄龍 5,750,000 リーンバーンSIエンジン制御のためのモデリングとオンボード最適化手法 2017/3/31

■ 2015年度 受託研究
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委託元申込者 代表者所属 職名 研究代表者 総額 題目 研究終了日

国立大学法人新潟大学 理工学部機能創造理工学科 准教授 久森　紀之 0 医療用コーティング材料の界面強度の評価方法に関する研究 2016/3/31

独立行政法人国立高等専門学校機構沖縄工業
高等専門学校、沖縄美ら島財団 理工学部機能創造理工学科 准教授 久森　紀之 0 ミドリイシ属サンゴの骨格特性の評価と産業利用のための検討 2016/3/31

国立大学法人　東北大学 理工学部機能創造理工学科 准教授 久森　紀之 0 医療用金属材料の表面改質加工特性に関する研究 2016/3/31

科学警察研究所 理工学部情報理工学科 教授 荒井　隆行 0 法科学への応用を目的とした自然発話における日本語音素の実現形に関する研究 2016/3/31

一般財団法人　電力中央研究所 理工学部機能創造理工学科 教授 長嶋　利夫 ─ 原子炉圧力容器内のき裂進展解析 2016/3/31

公益財団法人静岡県産業振興財団ファルマバ
レーセンター 理工学部物質生命理工学科 准教授 鈴木　由美子 0 医薬シードの合成検討 2016/3/31

独立行政法人情報通信研究機構 理工学部機能創造理工学科 教授 江馬　一弘 0 導波路パルススクィーズド光源とその評価手法 2016/3/31

独立行政法人　交通安全環境研究所 理工学部機能創造理工学科 教授 曄道　佳明 0 磨耗を考慮したレール・車輪形状と車両運動特性に関する共同研究 2016/3/31

株式会社半導体理工学研究センター 理工学部情報理工学科 教授 和保　孝夫 1,028,571 ダイナミック積分回路を用いた低消費電力ΔΣ変調器とバイオセンサへの応用 2015/7/31

株式会社久保田情報技研 理工学部情報理工学科 教授 高岡　詠子 ─ 在宅医療・介護を支えるアプリケーションの開発 2016/3/31

一般財団法人　電力中央研究所 理工学部機能創造理工学科 教授 長嶋　利夫 ─ 拡張有限要素法（弾塑性）を用いた地盤破壊現象シミュレーション技術の開発 2016/3/31

国立研究開発法人産業技術総合研究所 理工学部物質生命理工学科 教授 齊藤　玉緒 0 細胞性粘菌の新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素に関する研究 2018/3/31

国立大学法人京都工芸繊維大学 理工学部物質生命理工学科 准教授 田中　邦翁 0 大気圧グロープラズマを用いたカーボンファイバ成形品の創生 2016/3/31

株式会社フジヤマ 理工学部情報理工学科 教授 荒井　隆行 0 動画のローカライズを支援するシステムに関する検討 2017/3/31

川崎重工業株式会社、住友電気工業株式会社、
及び国立大学法人横浜国立大学 理工学部機能創造理工学科 教授 高尾　智明 0 船用超電導モータに関する共同研究 2016/3/31

田辺三菱製薬株式会社 理工学部物質生命理工学科 教授 林　謙介 ─ ─ 2016/3/31

葭田歯科医院 理工学部情報理工学科 教授 荒井　隆行 0 口腔内の変化が発音に与える影響 2017/3/31

旭化成ケミカルズ株式会社 理工学部物質生命理工学科 准教授 竹岡　裕子 ─ ─ 2016/2/29

マツダ株式会社 理工学部機能創造理工学科 教授 末益　博志 648,000 炭素繊維複合材料の設計・ＣＡＥ技術の開発 2016/3/31

住友重機械工業株式会社 理工学部機能創造理工学科 教授 坂本　治久 1,080,000 砥石作用面形状の可視化と予測シュミレーション技術の共同研究 2016/3/31

パナソニック株式会社 理工学部物質生命理工学科 教授 陸川　政弘 ─ ─ 2016/3/31

国立研究開発法人情報通信研究機構 理工学部情報理工学科 准教授 矢入　郁子 0 脳波計のデザインと脳波データの視覚化 2016/3/31

国立研究開発法人物質・材料研究機構 理工学部機能創造理工学科 教授 高尾　智明 0 MgB2超伝導線材および撚線の特性評価 2016/3/31

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 理工学部機能創造理工学科 准教授 中村　一也 0 JT-60SA 超伝導コイルの交流損失及び安定性評価 2018/3/31

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 理工学部機能創造理工学科 教授 末益　博志 0 CFRPプライドロップオフ部の破壊メカニズムの解明 2018/3/31

一般財団法人　電力中央研究所 理工学部機能創造理工学科 教授 長嶋　利夫 ─ 延性破壊シミュレーションの高度化に関する共同研究 2016/3/31

国立研究開発法人　産業技術総合研究所 理工学部機能創造理工学科 教授 江馬　一弘 0 機能性材料を用いたポラリトンレーザ開発に関する研究 2016/3/31

公益財団法人鉄道総合技術研究所 理工学部機能創造理工学科 教授 曄道　佳明 ─ ─ 2017/3/15

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 理工学部機能創造理工学科 教授 坂間　弘 0 光触媒を用いた軌道上コンタミネーションの付着抑制・除去技術に関する研究 2018/3/31

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 理工学部機能創造理工学科 准教授 谷貝　剛 0 ケーブル・イン・コンジット導体内素線の電流分布に関するコンダクタンス評価研究 2016/3/31

■ 2015年度 学外共同研究



切削工具のルーツは？
　三菱マテリアルの創業は明治４年、岩崎弥太郎率いる九十九
（つくも）商会（三菱商会の前身）が鉱業分野に進出したことに
始まります。大正、昭和にかけて炭鉱と金属精錬を営んできた三
菱鉱業（当時）でしたが、加工事業の起点は、同社鉱業研究所が
タングステンを原料とする硬質材料の研究を始めた大正12年にさ
かのぼります。元々、所有する鉱山で使う工具（ビット）の刃先で
ある超硬合金が研究の目的でしたが、戦後は日本の工作機械が
日進月歩で進化・発展するのにシンクロして新開発の硬い材料を
切削工具の刃先に応用させることにフォーカスしてきました。
　現在は超硬合金に加え、サーメット、cBN（立方晶窒化硼素）／
PCD（ダイヤモンド焼結体）、セラミクス薄膜、ダイヤモンド膜／
DLC膜など多種多彩な硬質材料を切削工具のかたちで世界のお
客様に提供しています。

加工技術センターへようこそ
　三菱マテリアルは材料の研究、新製品の開発にとどまらず、実

際に工具を使う現場の加工能率や部品の品質あるいは経済性を
高められるような仕組みづくりにもチャレンジしています。加工技
術センターは切削加工に関する技術の集積基地として2010年4月
にさいたま新都心エリアに設立されました。以来、切削試験や
CAMを活用した加工プログラム提案、電話相談、講習会、技術
サービスなど、多岐にわたるソリューションをお客様に提供してい
ます。主な機能を紹介していきましょう。

切削試験をお受けします
　加工技術センターはお客様の立ち会い試験に対応できるようマ
シニングセンター、NC旋盤、複合旋盤あるいは種々の計測器を所
有しています。お客様の現場と同じ条件で切削を行い、同時に高
速度カメラ撮影することで肉眼では捉えきれない現象を観察でき
ます。また加工に影響を与えるびびり振動や切削抵抗の変動を
可視化することで加工の課題と改善ポイントを明らかにします。切
りくず処理、工具の寿命延長、加工時間の短縮など、お客様の悩
みを解決に導けるよう取り組んでいます。

ライン診断と加工シミュレーション
　加工技術センターにはテクニカルスタッフがスタンバイしてお
り、工具の選定、トラブルシューティング、製造ラインの立ち上げ、
工程見直し、お客様専用の工具開発と加工方法の提案などの技
術サービスを行っています。
　スタッフが直接お客様を訪問するライン診断では、
1：全加工工程の（刃具費／ワーク）を算出し、
2：高コスト刃具を抽出し詳細分析を行い、
3：分析結果から対象工程を選定し、実機での評価を提案する
といった活動でコスト低減の提案やトラブルシューティングを行っ
ています。

　またスタッフが訪問しない場合でもお客様が実際にお使いに
なられているCAD/CAMを使用して依頼部品の加工プログラム

ち ょ っ と 拝 見

三菱マテリアル株式会社

切りくず排出の様子を切削抵抗と同期させて考察します。

FFTアナライザーによる振動解析で加工条件を考察します。

改善効果シートや試験状況表を作成し改善策を提供します。
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をシミュレーションし、最適な工具、加工条件とサイクルタイムを
トータルに提案することも可能です。
　加工技術センターではフリーダイヤル（0120-34-4159 ミツビシ・
ヨイコウグ）で、電話技術相談を受けておりますのでお気軽にお
問い合せ下さい。

体感型の研修プログラム
　加工技術センターでは工具の基礎知識や基本的な使い方を学
ぶ新人向け研修から、中堅技術者を対象としたスキルアップ研
修、お客様のリクエスト講習会など幅広いプログラムを用意してい
ます。いずれのプログラムも講義に加え「見て」「聴いて」「触っ
て」の三感体験実習で構成されています。
　プログラムの一つとしてここでは読者の皆様が今すぐ無料で体
験できるeラーニングのサイトをご紹介します。三菱マテリアル「エ
キスパートプログラム」サイトはここ、
http://mmc-permanent.learnways.com
　ターニング、ミーリング、ドリリング、被削材や工具材料につい
て、PCやタブレット端末で学べるコースを提供しています。ご興
味のある方は是非アクセスを！

グローバルにお手伝いします
　工作機械あるところに刃物あり。三菱マテリアルは今回ご紹介
した加工技術センターを核にアメリカ、スペイン、中国、タイにテク
ニカルセンターを設置して連携しています。今後も世界のお客様に

ご満足いただけるようサービス拠点の拡充につとめて参ります。
切削加工にお困りの際は是非、加工技術センターにご用命下さ
い。

三菱マテリアル株式会社　加工技術センター
〒330-8508 
さいたま市大宮区北袋町一丁目297番地
TEL: 048-641-4220
http://www.mitsubishicarbide.com/
JRさいたま新都心駅より徒歩約１０分、首都高埼玉新都心線「新都
心」出口より1km

Corporate Profile

国内外の主要CAD/CAMでの加工シミュレーションが可能です。

ち ょ っ と 拝 見

加工技術センター（さいたま市）
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1988年物理学科に入学し、大学
4年時原子物理学の研究室に在籍
していました。在籍してから数ヶ月後、
当時田無にあった原子核研究所の
小型サイクロトロンTARN IIを使用し
てイオン分子と電子の衝突を研究す
るプロジェクトが立ち上がり、そこへ委
託研究生として派遣されることに。
そこに学生は私一人。研究所の教

授・助手・技師の方々で構成するプロ
ジェクトチームの中、研究室に入りた
て数ヶ月の青年（当時）は只々戸惑う
だけの日々。指導教員が丁寧に指導
してくれるのではなく、自主的に情報
を取り勉強していかないと置いていか
れるだけの環境でした。
当時友人には「料亭の板場に修

行に行った」と冗談めいていました
が、正直大学の研究室で指導教員と
同世代の人間のいる環境で、和気あ
いあいと卒論を書いている同期が羨
ましかったことを覚えています。やっと
役に立てるようになったのは、大学院
の1年後半からでしょうか。それまでは
プロジェクトの中で、自分にできること
を探し、解らないことは調べたり、人に
聞いたりしながら、なんとか最後は装
置の起動のほとんどを任されるほどに
なりました。
一度だけ、自分をそのプロジェクト

に派遣した上智の教授に、なぜ自分
が選ばれたのか尋ねたことがあります。
「重要なプロジェクトだから是非君に」
等の答えを期待していましたが、返っ
てきたのは「井上君は人見知りしない
から大丈夫だと思って」というなんとも
拍子抜けの回答。
その後自分は発電エンジンを開発

する企業へ就職し、エンジン設計者と
して経験を積んだ後、現在は三井物
産電力事業株式会社に勤務してい
ます。
業務の内容は、三井物産が参画し

ている世界各地の発電所管理や、新
規プロジェクトを技術面からサポート
することです。ただし技術と言いながら
も、実務としてはファイナンス・コマーシ
ャル・リーガル等も最低限理解する必
要があり、メーカー設計者として純粋
に技術経験のみを積んできた自分と
しては当初戸惑うことばかりでした。
テナー・メザニン・バルーン・ブリッ

ジ。これが全てファイナンスに関する
用語とは全くわからず、「テノール歌手
が風船を持って橋を渡ってきて、踊り
場で歌う」イメージを払拭するまでに
数ケ月を要しました。
2010年からは三井物産が買収し

たメキシコの発電管理会社へ4年間
赴任し、そこでも様々な経験をしまし
た。まず赴任当初は、なかなか現地ス
タッフに心を開いてもらえません。

人間誰でも従来やってきた方法を
変えられることへの抵抗はあるもので
す。そんな中、一つ一つの不具合・問
題を根気よく現地スタッフと協力して
解決していく。場合によっては業者と
の交渉で矢面に立ち、For Projectと
いう共通の目標を見出すことで、よう
やく認めてもらうことが出来ました。も
ちろん、テキーラの杯を重ねることも
忘れていません。
日本帰任後も、地球の裏側で発生

した不具合対応の為現場に飛んで
行き、対応したこともあります。現場の
周りには西部劇に出てくるような古び
たレストランが一軒だけ。夜は危険だ
から出歩くなと言われ、そのレストラン
のメニューを3周した所で帰国。
また、発電エンジンのメンテナンス

契約交渉を数ヶ月に渡って交渉した
り、新規のプロジェクトの入札対応の
為現地に張り付いたりしたことも。ど
の仕事も全く同じ業務はなく、場合に
よってはあまり歓迎されない立場で現
場に入り、議論したり交渉したりしてい
く中で、相手の信頼を勝ち取らなけれ
ばならないこともありました。
そういう時ふと思い出すのは、原子

核研究所での経験です。そして「井
上君は人見知りしないから」という教
授の言葉。
今から思うと、実はあれは最高の賛

辞ではなかったのかと思ったりします。

三井物産電力事業株式会社

井上 修男
卒業生紹介
活躍中！
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編集後記

　ソフィア サイテック27号をお届けいたします。2015年度より理工学振興
会は新会長・板谷清司教授の舵取りのもと活動を行っていくこととなりました。
会の設立理念に沿い、法人会員－個人会員－学生を繋ぐ提案・支援に、引
き続き尽力して参ります。
　会報誌ソフィア サイテックの刊行は1990年からの情報発信手段の1つで
す。この機会に、例年の編集の年間スケジュールをご紹介したいと思います。

　5-7月 ：執筆依頼をする候補者を運営委員会内で議論
　9月中旬 ：原稿執筆依頼
　11月末 ：原稿〆切
　1月初旬 ： 初校、「研究テーマ一覧」「掲示板」などの諸項目のチェック
　1-2月 ：再校、3校、レイアウト・表紙などの検討
　3月 ：最終稿提出、色校正、印刷

　1, 2月は大学の諸行事が目白押しで、執筆者も編集担当も繁忙期となりま
す。3月が近づく頃、号の全体が見えてくると、ようやく安堵を覚えてきます。
　この数年、本誌の編集は「専門外、しかし高い知的興味を持つ会員・大
学院生・学部生が読者層」ということを念頭に進めております。今号も、生
物学・物理学・化学、また基礎から応用に渡る研究の話題を、3先生よりご
提供頂きました。さらに法人会員の技術・サービスのご紹介、卒業生のご活
躍談もうかがうことができました。毎号の繰り言ではございますが、本号の記
事が読者の皆様それぞれのお立場で有効活用されれば、理工学振興会とし
てこれに勝る喜びはありません。 （藤原）

板谷　清司 （理工学振興会会長・物質生命理工学科教授）

築地　徹浩 （理工学振興会副会長・理工学部長・機能創造理工学科教授）

川中　　彰 （理工学振興会副会長・理工学専攻主任・情報理工学科教授）

鈴木　　隆 （SLO長・機能創造理工学科教授）

臼杵　豊展 （物質生命理工学科准教授）

岡田　邦宏 （物質生命理工学科准教授）

藤原　　誠 （物質生命理工学科准教授）

谷貝　　剛 （機能創造理工学科准教授）

渡邉摩理子 （機能創造理工学科准教授）

矢入　郁子 （情報理工学科准教授）

平田　　均 （情報理工学科講師）

ロバート・ディーターズ　（理工学振興会名誉会長・上智大学名誉教授）

篠崎　　隆 （理工学振興会顧問）

清水　伸二 （理工学振興会顧問・上智大学名誉教授）

山中喜代子 （事務局）

● 編集　株式会社DNPメディアクリエイト

● 制作　株式会社グラフト

● 印刷　大日本印刷株式会社

理工学振興会　運営委員会スタッフ

個人会員

法人会員

上智大学理工学振興会会員リスト

愛知産業株式会社
アルケア株式会社
オークマ株式会社
KYB株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社＊
シャープビジネスソリューション株式会社＊
ダイダン株式会社
大日本印刷株式会社
竹田商事株式会社

株式会社 竹中工務店＊
THK 株式会社
株式会社 東芝
株式会社 ニコン
日本精工株式会社
日本電気株式会社
株式会社 フジクラ
富士フイルム株式会社
藤森工業株式会社
株式会社 毎日コムネット

株式会社 牧野フライス製作所
株式会社 マルトー
株式会社 みずほ銀行＊
株式会社 三井住友銀行＊
三菱マテリアル株式会社
株式会社 ムラキ
DMG森精機株式会社
ヤマザキマザック株式会社
（＊印は幹事企業）

ア
相澤 守
青木 清
秋山 武夫
浅賀 良雄
東 善郎
足立 匡
荒井 隆行
井奥 洪二
井口 順弘
石井 進
石川 和枝
和泉 法夫
板谷 清司
一柳 満久
伊藤 和彦
伊藤 潔
伊藤 直紀
猪俣 忠昭
猪俣 芳栄
伊呂原　 隆
牛山 泉
臼杵 豊展
内田 寛
内山 康一
榎本 郁雄

江馬 一弘
遠藤 明
大井 隆夫
大城 佳奈子
大槻 東巳
岡田 勲
岡田 邦宏
岡部 真幸
小川 将克
小澤 忠彦
小田切　  丈
恩田 正雄
カ
梶谷 正次
片山 弘造
加藤 誠巳
加藤 剛
金井 寛
金子 和
賀谷 隆太郎
川口 眞理
川中 彰
川端 亮
河村 彰
神澤 信行
木川田 喜一

菊池 昭彦
岸本 泰志
木村 拓生
久世 信彦
工藤 輝彦
欅田 英之
黒江 晴彦
桑原 英樹
甲田 三重
小駒 益弘
後藤 貴行
小林 健一郎
五味 靖
小溝 茂雄
権田 善夫
権平 泰造
近藤 次郎
サ
齊藤 玉緒
酒泉 武志
坂田 公夫
坂間 弘
酒本 勝之
坂本 治久
坂本 織江
佐藤 弦

佐藤 正雄
Dzieminska, Edyta
篠崎 隆
筱田 健一
渋谷 智治
清水 清孝
清水 都夫
清水 伸二
清水 文子
下村 和彦
申 鉄龍
新宅 章弘
末益 博志
杉田 成久
杉山 徹
杉山 美紀
鈴木 誠道
鈴木 隆
鈴木 啓史
鈴木 教之
鈴木 伸洋
鈴木 由美子
炭 親良
関根 智幸
曽我部　 潔
タ

高井 健一
高尾 智明
高岡 詠子
髙橋 和夫
高橋 浩爾
高橋 禮司
高橋 浩
竹内 俊夫
竹岡 裕子
竹下 浩二
武野 仲勝
竹原 昭一郎
田中 邦翁
田中 昌司
田中 秀数
田中 秀岳
Danielache, Sebastian
谷口 肇
田野倉　 敦
田野倉 淑子
田宮 徹
田村 恭久
千葉 誠
千葉 篤彦
築地 徹浩
辻  元

土屋 隆英
角皆 宏
Deiters, Robert
嘩道 佳明
常盤 正之
冨田 清和
友田 晴彦
ナ
長尾 宏隆
中岡 俊裕
長嶋 利夫
中島 俊樹
中筋 麻貴
中村 一也
中村 賢蔵
中山 淑
南部 伸孝
新倉 貴子
西尾 光平
西堀 俊幸
新田 雄一
野口 敏
信川 好子
野村 一郎
野村 卓也
ハ

橋本 剛
波多野　 弘
服部 武
林 謙介
林  等
早下 隆士
原 利典
萬代 雅希
平田 均
平野 哲文
福島 敏彦
冨士 隆
藤井 麻美子
藤江 優子
藤田 正博
藤原 誠
渕野 寿子
Brenner Tom
星野 正光
堀内 四郎
堀越 智
マ
升岡 秀治
増山 芳郎
松永 大輔
松原 守

松山 定彦
水谷 由宏
三反崎 規夫
宮武 昌史
武藤 康彦
森 正雄
森本 光生
ヤ
矢入 郁子
谷貝 剛
安増 茂樹
山中 高夫
湯本 正友
横沼 健雄
吉田 正武
吉田 文彦
吉田 泰昌
ラ
陸川 政弘
ワ
渡邉 摩理子
和保 孝夫

2016年1月31日現在：法人会員28社、個人会員194人（50音順）
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