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〈表紙の写真〉
77 ケルビン（ マイナス 196 ℃）
に 冷 やされ た 高 温 超 伝 導 体
YBa2Cu3O7-δの上に浮く磁石。詳
細は今号特集 P2-7。



はじめに
上智大学は2013年に100周年を迎え、理工学

部は2012年に50周年を迎えた。本学では、現在
グランド・レイアウト2.0（2014年度から2023年度）
の計画が進行している。その重点目標の一つに、

「教育・研究の高度化・グローバル化とネットワー
ク化」が掲げられており、グローバル化を推進す
る教学計画を大学全体の大きな将来計画に位置
づけている。さらに、文部科学省の「スーパー
グローバル大学創成支援事業（グローバル化牽
引型）」に採択され、2014年度からその事業の
10年計画が始められている。以上のような背景
のもと、近年、理工学部や理工学研究科で行っ
ている主な取り組みと今後の展望を述べる。

海外での授業やインターンシップ
2016年度から大学院におけるグローバルな履

修制度がスタートした。大学院に在籍しながら海
外の著名な大学院で9月の1～2週間ほどで専門
科目を履修する制度である。現在対象となる科目
は「機械工学応用」（2単位）で、ポーランドの
ワルシャワ工科大学で授業を受ける。長期の留
学が困難な大学院生にとって、一部の科目を海
外で履修できるカリキュラムは、海外の大学院で
の授業を体験し、まさにグローバルなレベルに近
づくチャンスということができる。この科目は理工
学研究科の全ての学生が受講可能である。今
後、このような海外の大学院で履修できる科目を
増やすとともに、学部での開講も検討している。

2014年11月に、上智大学は世界的自動車メー
カーのボルボ・グループと産学教育連携協定を締
結した。ボルボ・グループは同様の産学連携協
定を世界6カ国・10校と締結しているが、日本で
は上智大学が初めてである。すでに2015年秋学
期からは、日本国内のボルボ・グループの拠点で
の短期インターンシップも行われている。募集分
野は、機械、電気、情報など理工学部の専門
分野に当てはまる。加えて2016年春学期からは、
スウェーデン、米国、フランスのボルボ・グループ
研究施設や工場において英語による3カ月のイン
ターンシッププログラムが全学共通科目「長期イン
ターンシップ」として開講されている。すでに履修
している理工学部の学生もいて、今後も履修す
る学生が増えることが期待される。

学部と研究科での英語コース
文部科学省事業「国際化拠点整備事業（大

学の国際化のためのネットワーク形成推進事業）」
いわゆるグローバル30に13大学の1つとして採択
されたことを受けて、理工学部と理工学研究科
に英語コースが設置された。学部には、2012年
秋学期から、全ての授業・実験・研究指導を英
語で行い、英語だけで学位（理工学）を取得で
きる秋入学のコースが開設された。そのコースと
は、物質生命理工学科のグリーンサイエンスコー
ス（Green Science Program）と機能創造理
工学科のグリーンエンジニアリングコース（Green 
Engineering Program）である。2013年秋学
期からは、同様の全ての教育を英語で受けられ
る大学院のグリーンサイエンス・エンジニアリング
領域が開設された。日本人学生も留学生と共に
理工学部の新しい英語プログラムを学ぶことがで
き、この共有により、グローバル社会で活躍でき
る能力（グローバル・コンピテンシー）を備えた
人材や地球環境問題というグローバルイシューに
挑む人材が育成される。卒業研究や修士論文
研究において各研究室で日本語コースと英語
コースの学生たちが一緒に議論し研究を展開し
ている。2015年9月に英語コースの修士の一期生
を2016年9月に英語コースの学部一期生と博士
後期課程一期生を輩出した。理工系の学部で
英語コースを持っている大学は全国的にも少なく、
本学部の特長の一つである。

理工学部に特化した英語教育
低学年から系統的に科学技術英語教育を行う

カリキュラムを導入し、英語を通して論理的に考
える力、意見や研究成果を英語で発表し討論す
る能力を向上させ、卒業生が科学技術者として
英語を駆使してグローバル社会で活躍することが
できるように、人材の育成に努めている。これは、
文部科学省の現代的教育ニーズ取組支援プログ
ラム（現代GP）で選定された「グローバル社会
における系統的科学英語教育（2005～2008年
度）」が基になった理工学部の取り組みである。
科学技術英語における一定の単位を修得し、か
つ卒業論文等を英語で作成し卒業する学生には

「系統的科学技術英語教育」修了認定証が授
与される。

次に、理工に特化した海外短期英語研修を
年2回実施している。技術系分野での英語力向
上を目指す学部生を対象にデザインされたプログ
ラムで、全般的な英語力だけでなく、批判的思
考法、異文化研究プロジェクトを通してのプレゼ
ンテーション技能等の習得と向上を図っている。8

月と3月に3～4週間の期間、アメリカの大学で研
修を行っている。2016年度春学期（8月）は、カ
リフォルニア大学デービス校で実施し、秋学期
（2017年2～3月）はノースカロライナ大学シャーロッ
ト校で実施予定である。理工学部共通の自由科
目として単位付与も行っており、英語力を実践す
る良い機会になっている。本学は総合大学であり
文系で英語教育の歴史があるため、言語教育セ
ンターで開講しているカリキュラムを理工学部の学
生も容易に利用できることも理工系学生の英語教
育を推進している。大学院生時代に国際会議で
発表する学生も多数おり、以上の英語教育が実
践的に役に立っている。

理工学部同窓会との連携を推進
2013年に設立された理工学部同窓会との協力

のもと、連携講座である全学共通科目「つくるⅠ
（キャリア形成Ⅰ）」が2014年秋から開講された。
講師は、各分野でご活躍されている理工学部の
卒業生である。「つくるⅠ（キャリア形成Ⅰ）」の応
用編として、2016年秋学期から「つくるII（キャ
リア形成II）」が開講されている。「つくるII」（キャ
リア形成II）では、実践的かつ主体的に講義に
参加するPBL（Project Based Learning、課
題解決型学習）型のグループ学習を行う。ハー
ドウェアのみならずソフトウェアやシステムを含む
“（広義の）ものづくり企業”が提案する“実際
的課題”をグループで解決していく。なお、この
科目は高学年（3、4年生）向けの教養科目とし
て開講される。「つくるⅠ（キャリア形成Ⅰ）」および

「つくるII（キャリア形成II）」ともに全学共通科目
として開講されているため、文科系の学生も受講
可能である。

今後の期待
以上、上智大学理工学部と理工学研究科の

主に教育面からの近年のグローバル化活動につ
いて述べた。今後研究面においては、理工学
部の教員が持っている知的資源を社会に縦横に
活かすための組織である上智大学理工学部リエ
ゾンオフィス、本誌を発行している理工学振興会、
上智大学研究推進センター、理工学部同窓会お
よび理工学部と理工学研究科が連携して広く社
会への貢献を目指し、これらを通して、教育・研
究活動をさらに活性化することが必要である。

頭言頭言頭巻巻巻頭巻頭

理工学部の現状と今後の期待
理工学部長　築地　徹浩
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機能創造理工学科　准教授　足立 匡

高温超伝導研究の最前線
－キャリア非注入型超伝導が拓く超伝導研究の新展開－

超 伝 導（Superconductivity） と は、
物質の電気抵抗がゼロになる現象のことで、
物性物理学でもっともインパクトがあるものの一
つです。このまさに Super な現象が、私たちの暮ら
しの中で使われていることはあまり知られていないかもし
れません。どんな物質にもある電気抵抗がなぜゼロになるのか
は、物理研究者の好奇心を掻き立てるテーマです。最近、常圧力で
もっとも高い温度で超伝導になる銅酸化物において、これまでの概念を
打ち破る発見があり、大きな注目を集めています。本特集では、この革命と
でも言うべき発見と、上智大学学術研究特別推進費「重点領域研究」の研究課題
として進めている私たちの研究についてご紹介したいと思います。



［1］�2015年、ドイツのグループが、150万気圧というとてつもない高圧力のもとで、水素化硫黄H3SがTc〜200ケルビン（マイナス73℃）を示すことを発見しました。このTcの値が現在の世界
最高記録です。

［2］鉄系超伝導の発見を報告した学術論文は、発表された年の自然科学の全ての分野の論文の中で、もっとも引用数が多かったそうです。その注目度の高さが伺えます。
［3］電子が抜けた穴（ホール）に隣から電子が飛び移ると穴が移動します。これが繰り返されて電気が流れます。

3

さて、リニア新幹線やMRIに使用されている超伝導物質は
ニオブ－チタン合金で、超伝導転移温度 （この温度以下で超
伝導になる）Tcは非常に低く、10 ケルビン（マイナス263℃）程
度です。したがって、高価な液体ヘリウムや高性能な冷凍機
を用いて冷やし続けないと使えません。この点が、超伝導物質
を使う上での一つのネックになっています。もっと高い温度で超
伝導になる物質があればと思うわけで、現在でも高いTcを持つ
超伝導物質の探索的研究は続いています。最終目標は、私
たちが暮らしている室温で超伝導を示す物質の発見です。冷
やすためのコストがかからないので、送電ケーブルなどへの応
用が一気に広まり、エネルギー革命が起こると予想されていま
す。発見すればノーベル賞は間違いない！と言われており、 
ニンジンを垂らして研究室の学生さんをモチベートする先生方も
少なくないでしょう。

現在、常圧力でTcがもっとも高い物質は銅酸化物の高温超
伝導体です［1］。30年ほど前に発見された後、Tcはわずか数
年で135ケルビン（マイナス138℃）まで上昇しました。この頃の
研究の世界は猫も杓子も超伝導という雰囲気だったそうで、超
伝導の専門家ではない研究者が多く参入し、Tcが高い新超
伝導物質を創り出すことを夢見て日夜研究に励んだそうです。
実際、超伝導に関するニュースが新聞の一面を飾ることもしば
しばあったようです。その後、高温超伝導ブームは落ち着きま
したが、2008年、東京工業大の細野グループが鉄系超伝導
体を発見しました。Tcが50ケルビンに達したことから、第2の高
温超伝導体として脚光を浴び、世界中の多くの研究者が研究
に取りかかりました［2］。このように、研究者を惹きつけてやまな
い高温超伝導の発現メカニズムの解明は、室温超伝導物質
の開発とともに超伝導研究者の至上命令で、今日まで地道な
研究が続いています。次に、銅酸化物における高温超伝導の
発現メカニズムに関する研究の中で、これまでの常識を覆す発
見に関してご紹介します。

今日のエレクトロニクスの基礎をなす半導体と同様に、高温
超伝導体にはホールキャリア［3］を注入して電気が流れるタイプと
電子キャリアを注入して電気が流れるタイプの2種類があります。
これまでホール注入型に関する研究は数多くなされてきたもの
の、電子注入型に関する研究はそれほど多くありませんでした。

電子注入型銅酸化物の母物質における
超伝導の発現2

皆様は「超伝導」と聞いて何を想像されるでしょうか。電気
抵抗がゼロになる、磁石の上に浮くなどの物理的性質を想像
される方もいれば、リニア新幹線や磁気共鳴診断装置（MRI）
を想像される方もいるでしょう。低温まで冷やさないと超伝導
は発現しないという知識をお持ちの方もいるでしょう。私は、
幼少の頃から乗り物が大好きで、リニア新幹線から超伝導に
興味を持ち始めました。いつになったら乗れるのかと思い続け
ていましたが、2027年に運行を開始する予定と聞いて、生き
ているうちに乗れそうだと喜んだものです。

超伝導とは1



［4］�電子間のクーロン反発力、すなわち電子相関が強くて電子が自由に動けなくなるために起こる絶縁体で、動けなくなった電子のスピン（小さい磁石）が互いに正反対に向いて整列して反強
磁性秩序が形成されます。

［5］�電子のスピンどうしが互いに正反対に向いて整列しているのが反強磁性秩序状態ですが、そこにホールキャリアが入って動き回ると、スピンの向きが正反対からずれて揺れます。このように、
スピンが互いに反対向きになろうとして揺れている状態を反強磁性的なスピンのゆらぎと呼んでいます。

ところが、2005年、東京農工大とNTTのグループは、電
子注入型の母物質であるLa2-yREyCuO4（RE：希土類元素）に
おいて、厚さ200ナノメートルくらいの薄膜試料がTc〜20ケルビ
ンの超伝導を示すと報告しました。続いて、同じグループが母
物質の+3価のNdに+4価のCeを置換して電子を注入した 
Nd2-xCexCuO4の薄膜試料で系統的な測定を行った結果、図
1（b）に示すように、母物質から幅広いCe濃度領域で超伝導
が発現することを突き止めました［6］。これまでの理解である「母
物質の反強磁性絶縁体にキャリアを注入すると反強磁性が消
失して超伝導が発現する」を覆す驚きの結果です。図1（b）の
ように物性相図に反強磁性の領域がないので、反強磁性的な
スピンのゆらぎが超伝導の発現メカニズムに関係するという考え
も怪しくなってきます。東京農工大とNTTのグループは、薄膜
試料は体積に対する表面積が大きいので、過剰酸素をこれま
でになく取り除いたために超伝導が発現したと主張しています。
言い換えると、これまでの結果である「母物質＝反強磁性モット
絶縁体」は、過剰酸素の除去が不十分だったためということで
す。しかし、この結果が報告された当時はあまりクローズアップ
されませんでした。というのも、これまでの理解とあまりに違うの
で多くの研究者が簡単には受け入れられなかったこと、薄膜試
料だったために、過剰酸素がどれくらい取り除かれたのか、反
強磁性はどうなっているのかなどの不明な点が多かったこと、
何より、母物質で超伝導を示す薄膜試料を作れるグループが
他になく、再現性がチェックできなかったことがありました。

今から5、6年ほど前、東京農工大の同じグループと東北大
のグループが、電子注入型の母物質の粉末試料を用いて超
伝導を発現させることに成功しました［7］。この頃から電子注入
型銅酸化物の母物質でのキャリア非注入型超伝導［8］が徐 に々
クローズアップされていきました。私たちのグループは、母物質
から幅広い電子濃度領域で発現する「新しい超伝導」のメカニ
ズムに迫るために、単結晶試料で超伝導を発現させることを試
みています。単結晶試料は原子の配列が試料全体に渡って
そろっているので、精密な物性測定が可能になります。単結
晶で超伝導が発現すればそのメカニズムの研究は一気に加速
するでしょう。本稿では、Ceを置換した電子注入型超伝導体
Pr1.3-xLa0.7CexCuO4の単結晶において、過剰酸素を取り除くた
めの還元処理を工夫し、これまでになく低いCe濃度の試料で
超伝導を発現させることに成功した結果と、還元処理による電
子の状態の変化を電気抵抗率とミュオンスピン緩和（μSR）の測

その理由は、電子を注入して超伝導が現れる物質の種類が
少ないことと、超伝導を発現させるのが難しいことです。ホー
ル注入型は基本となる物質（母物質）に元素置換などでホール
キャリアを注入することで超伝導が発現します。例えば、ランタ
ン系銅酸化物La2-xSrxCuO4では、+3価のLaを+2価のSrで置
き換えることでCuの価数が上がります。これはホールキャリアが
注入されることを意味します。電子注入型は母物質に電子キャ
リアを注入するだけでなく、作製した物質に含まれる余分な酸
素（過剰酸素）を取り除くことで超伝導が発現します。図1（a）に
銅酸化物高温超伝導体の物性相図を示します。これまでの理
解では、母物質（図中のx=0）である反強磁性モット絶縁体［4］

にホールか電子を注入する（xを大きくする）と、反強磁性秩序
が壊れて超伝導が発現します。ホール注入型では、ホールの
注入とともにTcが増加し、最高値を示したのちに低下します。
電子注入型では、反強磁性秩序が高い電子濃度領域まで安
定なために、電子注入によって超伝導が発現するとTcは最高
値を示し、さらに電子を注入するとTcは低下します。このように、
銅酸化物高温超伝導はホール注入型も電子注入型も大体同じ
ような相図を示すので、超伝導の発現メカニズムも同じであると
信じられてきました。それは、反強磁性的なスピンのゆらぎ［5］が超
伝導を発現させる電子の対を作るというものです。

図 1.  ホール注入型と電子注入型銅酸化物高温超伝導体におけ
る（a）これまでの物性相図と（b）電子注入型で新しく
提案された物性相図。新しい電子注入型の相図では、反
強磁性秩序領域がなく、超伝導領域が母物質（x=0）か
ら幅広いCe濃度領域で見られます。
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［6］�A.�Tsukada,�Y.�Krockenberger,�M.�Noda,�H.�Yamamoto,�D.�Manske,�L.�Alff,�M.�Naito:�Solid�State�Commun.�133,�427�（2005）.�／O.�Matsumoto,�A.�Utsuki,�A.�
Tsukada,�H.�Yamamoto,�T.�Manabe,�M.�Naito:�Physica�C�469,�924�（2009）.

［7］�S.�Asai,�S.�Ueda,�M.�Naito:�Physica�C�471,�682�（2011）.�／T.�Takamatsu,�M.�Kato,�T.�Noji,�Y.�Koike:�Appl.�Phys.�Express�5,�073101�（2012）.
［8］�これまでは、電子を注入して超伝導が現れる物質を電子注入型と呼んできました。キャリア非注入型超伝導が発現する物質の名前として、以降も電子注入型と呼んでいきます。
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定を中心に調べた結果についてご紹介します。また、電子注
入型における新しい超伝導を、強い電子相関に基づく電子構
造モデルで理解できることについて説明し、最後に、これらの
学術的な意義と今後の研究の展開について述べたいと思いま
す。

Pr1.3-xLa0.7CexCuO4の単結晶試料は、フローティングゾーン法
を用いて作製しました。これは、高品質な酸化物の単結晶（図
2）を作製するのに使われる方法で、ルビーなどの人工宝石も
作製できます。還元処理は、10-4パスカル程度の真空中で試
料を高温にすることで行いました。体積に対する表面積の割合
が薄膜試料よりも小さい単結晶から過剰酸素を取り除くために
は、長時間の還元処理が必要になります。しかし、単結晶を
強い還元雰囲気に長時間おくと、酸素の拡散速度が遅いため
に、試料の内部から過剰酸素が抜ける前に試料の表面から
必要以上に酸素が抜けてしまい、試料が分解してしまいます。

そこで、私たちは、過去に行われていた還元方法を改良して、
単結晶試料を同じ化学組成の粉末試料で覆って還元処理を
行い、単結晶試料の表面を保護しながら内部の過剰酸素を
除去することを試みました。

図3に、Ceを少しだけ置換したPr1.3-xLa0.7CexCuO4のx=0.10
における、還元処理を行っていないAs-grown試料と800℃で
還元した試料の電気抵抗率の温度依存性を示します。As-
grown試料は温度の低下とともに電気抵抗率が増大する半導
体的な振る舞いを示し、超伝導は発現しません。一方、還元
した試料では、温度の低下とともに電気抵抗率が減少する金
属的な振る舞いを示し、28 ケルビン付近で電気抵抗率がゼロ
になって超伝導を示します。x=0.10という組成試料は、これま
での還元方法では超伝導を示さなかったので、今回用いた還
元方法が効果的に働いて、今までになく過剰酸素を取り除くこ
とができたために超伝導が発現したと思われます。最近では、
さらにCe濃度が低いx=0.05でも超伝導を発現させることに成功
しています。残念ながら、まだ母物質であるx=0で超伝導を発
現させるには至っていません。これは、Ce濃度が低くなるととも
に、作製した試料の中に含まれる過剰酸素の量が多くなり、取
り除くのが難しくなるためです。今後、さらに還元方法を工夫し
て、母物質の単結晶で超伝導を発現させたいと思います。

還元して超伝導を示す試料についてさらに詳しく調べるため
に、東京大学の藤森淳教授のグループに単結晶試料を提供
し、光電子分光の測定を行ってもらいました。この測定は、試
料に光を入射して出てくる電子のエネルギーと運動量を調べる
もので、試料の物性を決めているフェルミ面の電子の情報を得
ることができます。Pr1.3-xLa0.7CexCuO4のx=0.10の単結晶を用
いた測定の結果、As-grown試料では反強磁性秩序によるエ
ネルギーギャップがフェルミ面上に形成されますが、還元した
超伝導試料ではエネルギーギャップが消えることを突き止めまし
た。これまでの電子注入型銅酸化物では、還元して超伝導を
示す試料でもエネルギーギャップが観測されていたので、世界
初の実験結果です［10］。これは、過剰酸素がこれまで以上に取
り除かれて、反強磁性秩序が抑制されたためと考えられます。

次に、還元処理による電子の状態の変化をさらに詳しく調べ
るために、μSRの測定を行いました。μSRとは、素粒子の一
つであるミュオンを利用して物質中のミクロな磁性を調べる方法

単結晶試料で母物質でのキャリア非注
入型超伝導の正体を探る［9］3
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図 2.  フローティングゾーン法で育成したホール注入型銅酸化物
高温超伝導体 La2-xBaxCuO4（x=0.11）大型単結晶。

図 3.  電子注入型銅酸化物高温超伝導体 Pr1.3-xLa0.7CexCuO4

（x=0.10）単結晶における ab 面内電気抵抗率の温度依存
性。As-grown試料では半導体的な温度依存性を示すのに対
し、800℃で還元した試料では金属的な温度依存性とTc 〜
28ケルビンでの超伝導転移が見られます。



［9］�T.�Adachi,�Y.�Mori,�A.�Takahashi,�M.�Kato,�T.�Nishizaki,�T.�Sasaki,�N.�Kobayashi,�Y.�Koike:�J.�Phys.�Soc.�Jpn.�82,�063713�（2013）.�Papers�of�Editors’�Choiceに選
出され、上智大学からプレスリリースされました。／足立匡、小池洋二：固体物理49,�No.�5,�7�（2014）.�／T.�Adachi,�A.�Takahashi,�K.�M.�Suzuki,�M.�A.�Baqiya,�T.�Konno,�T.�
Takamatsu,�M.�Kato,�I.�Watanabe,�A.�Koda,�M.�Miyazaki,�R.�Kadono,�Y.�Koike:�J.�Phys.�Soc.�Jpn.�85,�114716�（2016）.

で、本重点領域研究の柱となる実験手法です。ミュオンはスピ
ンを持つので、物質中のスピンと相互作用します。物質に打ち
込まれたミュオンは、静電エネルギーが低い位置に止まり、そ
の位置での内部磁場によってラーモア歳差運動をします。ミュ
オンは静止寿命2.2マイクロ秒で崩壊して陽電子を放出します。
崩壊した時のミュオンスピンの方向に陽電子が放出される確率
が高いので、図4のように配置した陽電子カウンターで放出され
た陽電子の数の時間変化を計測することで、物質中のスピン
と相互作用するミュオンスピンの動きの時間変化がわかります。
実験は、茨城県東海村のJ-PARC物質・生命科学実験施設
と、スイスのポールシェラー研究所で行いました。用いた試料は、
Pr1.3-xLa0.7CexCuO4のx=0.10の単結晶と、母物質で超伝導を
示すLa1.8Eu0.2CuO4の粉末試料です。その結果、As-grown
試料では反強磁性秩序が試料全体にわたって形成され、還元
して超伝導を示す試料では反強磁性秩序が形成される領域
が小さいことを突き止めました。一般には、超伝導と反強磁性
は互いに相容れない状態なので、ひとつの試料でどちらも実現
しているのは銅酸化物では珍しいケースです。この領域が小
さい反強磁性秩序は、試料中にわずかに残っている過剰酸素
が原因で形成されると考えられます。過剰酸素は試料中で-2
価になっているので、周囲の静電ポテンシャルを乱します。これ
がキャリアの伝導を妨げ、反強磁性秩序が形成されます。また、
ポテンシャルの乱れは過剰酸素の周りに限定されるため、反強
磁性秩序の領域が小さくなると考えられます。このように、過剰
酸素によって反強磁性秩序が形成されるのは、過剰酸素がな

い状態で反強磁性的なスピンのゆらぎが存在するためなので、
電子注入型銅酸化物の新しい超伝導が、強い電子相関によ
る反強磁性的なスピンのゆらぎと深く関わっていることを意味し
ています。

ホール注入型銅酸化物の母物質は絶縁体なのに、電子注
入型の母物質は超伝導体なのはなぜでしょうか。私たちのグ
ループでは、これまで述べた実験結果をもとに、電子注入型
銅酸化物で見られる新しい超伝導を説明する電子構造モデル
を提案しています。図5（b）のように、ホール注入型の母物質
では、電子相関が強いので銅の3dx2-y2軌道のエネルギーバンド
が上部ハバードバンドと下部ハバードバンドの2つに分裂してい
ます。その間に酸素の2p軌道バンドの上端が位置して、銅の
3dx2-y2軌道の上部ハバードバンドと酸素の2pのバンドの間にエネ
ルギーギャップが開いて絶縁体になっています。これまでは電
子注入型の母物質も同じ電子構造モデルで理解できると考えら
れてきましたが、これは絶縁体のモデルなので超伝導は発現し
そうもありません。

図 5.  ホール注入型と電子注入型における（a）結晶構造と（b）
母物質の電子構造モデル。ホール注入型はCuが6つの酸
素に囲まれた8面体構造を有するのに対し、電子注入型は
Cuが4つの酸素に囲まれた平面構造を有します。ホール
注入型では、Cu3dx2-y2 の上部ハバードバンドと酸素の2p
バンドの間にエネルギーギャップが開いているため、フェ
ルミエネルギーEF に電子の状態はありませんが、電子注
入型ではギャップが閉じているため、EFに電子の状態が存
在します。
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図 4.  µSR 測定におけるミュオンビーム、試料、前方（後方）
陽電子カウンターの配置の概略図。右から試料に入射し
たミュオンは試料内で止まった位置での内部磁場を感じ
てラーモア歳差運動をします。その後、崩壊する瞬間に
ミュオンスピンが向いていた方向に陽電子 e+ が放出さ
れ、陽電子カウンターで検出します。



［10］�M.�Horio,�T.�Adachi,�Y.�Mori,�A.�Takahashi,�T.�Yoshida,�H.�Suzuki,�L.�C.�C.�Ambolode�II,�K.�Okazaki,�K.�Ono,�H.�Kumigashira,�H.�Anzaki,�M.�Arita,�H.�Namatame,�M.�
Taniguchi,�D.�Ootsuki,�K.�Sawada,�M.�Takahashi,�T.�Mizokawa,�Y.�Koike,�A.�Fujimori:�Nature�Commun. 7,�10567�（2016）.�東京大学、上智大学、東北大学、高エネル
ギー加速器研究機構から共同でプレスリリースされました。
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ここで重要なのがホール注入型と電子注入型の結晶構造
の違いです。図5（a）に示すように、ホール注入型の結晶構造に
は6つの酸素が銅を取り囲んだ8面体構造があります。一方、
電子注入型には4つの酸素が銅を囲んだ平面構造があります。
酸素は-2価なので、取り囲む酸素の数が少ない方が銅に電子
キャリアが入りやすいため、電子注入型の方が銅に電子が入
りやすい環境にあります。これを電子構造モデルで考えると、
銅の3dx2-y2軌道のエネルギーが下がることに相当します。銅の
3dx2-y2の上部ハバードバンドのエネルギーが下がって酸素の2p
バンドと重なったら、エネルギーギャップが閉じます。また、重な
り合ったバンドの間で電子が再分配され、銅の3dx2-y2の上部ハ
バードバンドには電子が、酸素の2pバンドにはホールがそれぞ
れ注入されて、金属的な伝導と超伝導が実現することを説明
できます。過剰酸素が入ると、銅の周りの酸素の数が増えるの
で、銅の3dx2-y2バンドのエネルギーが上がってエネルギーギャッ
プが開きます。したがって、過剰酸素が多く入ったAs-grown
試料は絶縁体になるのです。このように、バンドのエネルギーを
コントロールすることでキャリアを注入する方法は、これまでの主
流であった元素置換や軽元素の注入などの方法とは異なりま
す。いわば第3のキャリア注入方法と言えます。

電子注入型銅酸化物における新しい超伝導はどんな意義
を持つのかを考えてみます。これまでの銅酸化物における高
温超伝導は、母物質の反強磁性絶縁体にキャリアを注入す
ることで発現すると考えられてきました。これは鉄系高温超伝
導体でも同様です。しかし、電子注入型銅酸化物では、結
晶構造の特徴がもたらす特異な電子構造のためにキャリアが
存在して、超伝導が発現している可能性が高いです。これは、
新しい超伝導物質を創製する一つの道筋を与えるかもしれま
せん。いろいろと制約が多い元素置換によるキャリア注入に頼
らずに、新たなルートで超伝導を発現させられる可能性を秘
めているからです。また、過剰酸素を入れると超伝導が壊れ
て絶縁体になります。これは、わずかな量の酸素を物質に出
し入れすることによって電気伝導性が劇的に変化する魅力的
な現象です。この「酸素エンジニアリング」とでも言うべき手法
が、今後、様々な機能性物質の開発に用いられていくかもし
れません。

電子注入型銅酸化物の母物質にホールキャリアを注入する
アイデアも生まれています。図1（b）に示す新しい相図のように、
電子キャリアを注入していくとTcは単調に下がっていきます。こ
の理由は明らかではありませんが、逆に母物質にホールキャリ
アを注入していくとTcは単調に上がっていくかもしれません。より
高いTcを持つ超伝導体の創製につながる可能性があります。

最後に、今後の展望について述べます。現状の問題は、
還元処理によって試料のどこからどれくらいの酸素が抜けてい
るのかがわからない点です。還元処理によって過剰酸素が抜
けているのは間違いないと思われますが、それ以外の酸素は
抜けていないのか、試料の表面と内部では酸素の量が異なっ
ているのかどうかなど、不明な点が多くあります。結晶の中の
各位置での酸素の量は中性子回折で調べることができます
が、還元処理によって変化する酸素の量がわずかなので簡
単ではないようです。

試料の表面と内部の違いに関しては、本重点領域研究の
目玉である「超低速ミュオンビーム」を用いて調べることができ
ます。超低速ミュオンビームは、J-PARC物質・生命科学実
験施設に建設された次世代の量子ビームで、ミュオンのエネ
ルギーをコントロールすることで試料の表面から内部への侵入
深さを自由に変えることができます。表面では深さ1ナノメートル
の距離でミュオンを止めることができます。これは、原子5、6
個分の極めて薄い領域に相当します。超低速ミュオンを用い
て、試料の表面から内部に向かって少しずつ侵入深さを変え
ることで、表面から内部までの電子スピンの状態を詳しく調べ
ることができます。超低速ミュオンビームは今年度のうちに利用
できる予定なので、今後、私たちのグループは超低速ミュオン
ビームを用いて電子注入型高温超伝導のメカニズムの解明を
目指していきます。

本稿の内容は、上智大学学術研究特別推進費「重点領
域研究」：超低速ミュオンビームによる次世代機能性材料の表
面／内部スピン状態の解明（平成26 – 28年度、理工学部機
能創造理工学科、足立匡、後藤貴行、大槻東巳）の援助
のもとに実施されました。

キャリア非注入型超伝導の意義と今後
の展望4
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上
智
大
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理
工
学
部

物質生命理工学科
Department of Materials and Life Sciences

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 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 准教授 魚類の多様性進化と環境適応進化
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
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 特別契約教授 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 生物活性・機能性物質の合成と有機分子触媒反応の開発
ダニエラチェ セバスチィアン 准教授 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 無機材料薄膜の堆積プロセス開発および高機能化
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 特別契約教授 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

2016年度・上智大学学部学生数　12,634名
理工学部 男 女 計

物質生命理工学科 300 236 536

機能創造理工学科 498 93 591

情報理工学科 457 133 590

計 1,255 462 1,717

2016年度　
理工学部・理工学研究科
プロフィール①　
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見えないものを見えるように─分子認識と超分子─
物質生命理工学科　分析化学研究グループ

教授　早下 隆士　准教授　遠藤 明　准教授　橋本 剛

日本語で「分析」と訳される「analysis」はギ

リシャ語の“αναλυσιζ”が語源のようです。これ

は前置詞の「ana」（upon, on）と分解するとい

う意味の“lysis”から成り立ち、直訳すると「バ

ラバラにする」「完全に解きほぐす」といった意味

になるでしょうか（諸説あります）。分析化学の原

点は「溶液における化学的挙動」（=“湿式”）で、

我々は水溶液中での分析、特に「分子認識化学」

を研究の中心にしています。分子認識化学とは、

ある特定の分子（化合物）に応答してシグナルを

出す化学系を開発し、主として蛍光や色の変化な

ど、分光学的手法で解析する研究です。やや乱

暴に例えると、「新しい指示薬」を作るようなイメー

ジでしょうか。リトマス試験紙や BTB 溶液では酸

性／アルカリ性（pH; 水素イオン濃度の関数）

の変化により色が変わります。そのような変化をあ

る特定の分子に対してだけひき起こそう、つまり「新

しい指示薬を作ろう」というわけです。

水溶液中のターゲット分子としては、単糖類、

リン酸（塩）誘導体化合物が中心です。グルコー

ス（ブドウ糖）やフルクトース（果糖）に代表され

る単糖は、互いに分子量が同じで可視部に吸収

帯はなく、どちらも複数の立体構造の平衡状態に

あります。このため「目で見てわかる」分析試薬

の開発意義が出てくるのです。リン酸誘導体の中

では生体内で重要な働きをしているATP（アデノ

シン三リン酸）やその類似化合物に注目していま

す。これらの分子を見分けて、色や光の変化でわ

かるような人工系の化学センサー分子を開発して

います。

目的を達成するための分子内の仕掛けとして

「超分子（Supramolecular）」構造を利用してい

ます。あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、

超分子とは「分子間に働く複数の弱い相互作用

（配位結合、水素結合、静電相互作用など）の

組み合わせによって通常の化学結合（= 共有結

合）では得られない機能を引き出すこと」という意

味です。今年のノーベル化学賞は超分子化学分

野の分子マシーンに関する研究について、フラン

スのジャンピエール・ソバージュ（Jean-Pierre 

Sauvage）、英国の J・フレーザー・ストッダート（J 

Fraser Stoddart）、オランダのバーナード・フェリ

ンガ（Bernard Feringa）の 3 氏が受賞しました。

超分子構造を実現するために、我々はシクロデ

キストリンという分子に注目して研究を行っていま

す。シクロデキストリンはグルコースが 1,4-グリコシ

ド結合で環状につながった天然のオリゴ糖で、バ

ケツの底が抜けたような形をしています。上下の

縁に水酸基（-OH）が並ぶため水溶性があり、

内側に有機化合物のような水に溶けにくい化合物

を疎水性相互作用（水に溶けにくいもの同士が

集まろうとする力）によって取り込む（包接する）

ことができます。食べても安全な物質なので、難

消化性を生かしてダイエット食品に使われていた

り、疎水性化合物の包接機能を生かして機能性

食品や消臭剤に使われていたりします。

このシクロデキストリンに分子認識機能を持つ

疎水性化合物（プローブと呼んでいます）を包接

させると、水中で分子認識機能を持たせることが

できます。プローブとシクロデキストリンの間には結

合がないため、プローブはシクロデキストリンの中で

（限度はありますが）自由に動くことができます。そ

のため、ターゲット分子を認識しやすいように包接

構造が変化し、それを蛍光／吸収スペクトルや誘

起円二色性スペクトルのシグナルとしてとらえること

ができます。

シクロデキストリンの他にも、デンドリマーという

樹木上に枝分かれした高分子化合物を用いた研

究も行っています。ポリアリルアミンデンドリマーと

いう、末端にアミノ基（-NH2）をたくさん持つ化

合物の表面の一部にプローブ分子を化学修飾す

ると、プローブ分子単体とは異なる分子認識挙動

が現れます。さらに、デンドリマーの代わりに金ナ

ノ粒子を用い、プローブ分子とルテニウム錯体を

修飾した系では、分子認識に伴うルテニウム錯体

の電子移動反応（還元あるいは酸化のことです）

の増幅により感度が飛躍的に増加することがわ

かってきました。現在これらの系を細菌認識に応

用することを考えて研究を進めています。細菌表

面にある糖鎖やリン酸誘導体を簡易迅速に検出

できれば、衛生面での需要は非常に大きいと考え

ています。

分析化学研究グループは 3 人の教員が集まっ

て学生約 30 名（2016 年度は学部生 8 名、修

士課程 19 名（グリーンサイエンス＆エンジニアリ

ング領域 1 名を含む））と1 つの研究グループを

形成しています。実験室・装置や学生の居室は

共用であり、ゼミや研究室行事も一緒に行ってい

ます。勿論研究指導は個々で行っていますが、

他の先生がセカンドオピニオンを述べたり、2 名の

特別研究員（藤原章司さん、土戸優志さん）を

含むスタッフ 5 名全員が協力・分担して 1 人の学

生の指導に当たることも少なくありません。教員の

発想や着眼点の違いから新しいアイデアが出て、

より興味深く研究を進められることもまた面白味の

一つだと思います。また、細菌の取扱いや蛍光

発光機構の解明には、生物科学領域あるいは物

理学領域の先生方の協力が欠かせません。これ

らの共同研究が、また新しい発見を生み出していま

す。

分析化学グループを理工学部創設当時の分析

化学講座の時代から歴史的に振り返ってみます

と、1960 年代後半の水銀滴下電極を用いたポー

ラログラフィーから始まり、固体電極を用いた非水

溶媒中のボルタンメトリー測定法の開発、電極反

応活性なルテニウム錯体の化学と混合原子価状

態、溶質の溶媒和や拡散に注目した溶液化学を

長年にわたり研究してきました。早下教授が着任

した 2005 年度からは溶液内での溶質間特異的

相互作用に注目した超分子分析化学を中心に、

高分子・ナノ粒子や膜なども用いた分子認識化

学へと研究テーマは様々に進化しています。しか

し、一貫して「溶液とその周辺（界面）での分

子の性質と反応」にこだわり、「分析化学」の

精神を持って研究を進めることが出来たらと考えて

います。〈文責　橋本〉

ただい
ま

研究中
ただい

ま

研究中
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部

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

●● 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 特別契約教授 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

2016年度・上智大学大学院学生数　1,267名
博士前期課程 男 女 計

理工学研究科理工学専攻 334 86 420

博士後期課程 男 女 計

理工学研究科理工学専攻 26 12 38

2016年度　
理工学部・理工学研究科
プロフィール②　
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宇宙のどこでレアアースや
貴金属がつくられたのか

IoT時代を支える
基幹半導体デバイス

機能創造理工学科　
特任準教授

片山 弘造

機能創造理工学科
特任准教授

和南城 伸也

私たちの体をつくる炭素や酸素などの元素はど
こからきたのでしょうか。138 億年前に宇宙が誕
生したときにつくられたのは、水素、ヘリウム、リ
チウムのような軽い元素だけでした。それより重い
元素は太陽よりはるかに重い星の中でつくられたこ
とが分かっています。水素核融合に始まり、やが
てその燃え残りであるヘリウムが核融合して炭素が
つくられ、最終的に鉄がつくられます。鉄は核融
合せず、最終的に星は超新星爆発を起こして一
生を終えます。このときに放出された炭素や酸素
などが私たちの体の原料となったのです。言いか
えれば、私たちの体をつくっている元素は超新星
爆発を経験しているのです。

鉄より重い元素、例えば私たちになじみの深い
レアアースや貴金属などはどこでつくられたのでしょ
うか。これらの元素は中性子を吸収する核融合に
よりつくられます。つい最近までは、超新星爆発
の際に残される中性子星付近でつくられると考えら
れて来ましたが、今、その常識が覆されつつありま
す。最新のコンピューターシミュレーションにより、
超新星爆発により放出される物質には中性子がほ
とんど含まれていないことが明らかにされたのです。

それでは、金などの鉄より重い元素はどこでつく
られたのでしょうか。私たちが提唱しているのは、
二つの中性子星の合体です。実は、太陽のよう
な単独の星というのは宇宙ではむしろ少数派で、
半数以上の星は二つの星がお互いの周りをぐるぐ
る回る連星であることが分かっています。重い星
の連星の場合、超新星爆発の後に残された中性
子星は重力波を放出することによりエネルギーを失
い、次第に近づいていきます。やがて合体して爆
発を起こし、このときに大量の中性子を撒き散らす
と考えられています。私たちの最新のコンピューター
シミュレーションにより、中性子星合体の際に、
金やウランなどを含む鉄より重い元素が確かにつく
られることが示されました。

どうすれば私たちの研究結果が正しいことが証
明できるのでしょうか。中性子星合体によりつくら
れる元素には大量の放射性元素が含まれているた
め、その崩壊熱により超新星のように明るく輝くと
考えられています。私たちは、コンピューターシミュ
レーションに基づきその明るさやスペクトルの時間
変化の予測を行っています。ハワイのマウナケア
山頂にあるすばる望遠鏡などを用いて中性子星合
体直後に観測を行い、私たちの予測が正しいこと

が示されれば、レアアー
スや金などの鉄より重
い元素の起源が中性
子星合体であると言う
ことができるでしょう。

その観測を実行するには、広大な宇宙のどこで
中性子星合体が起きたのかを直ちに突き止めなけ
ればなりません。その鍵は、重力波にあります。
2016 年 2月に、アメリカの研究チームが初めて
重力波をとらえたというニュースが世界を駆け巡りま
した。これはアインシュタインが予言したものであり、
それからちょうど100 年を経てついにその存在が
証明されたのです。このときの重力波は、13 億
光年の彼方で起きたブラックホール連星の合体に
より生じた時空のさざ波でした。これと同様に、近
い将来、中性子星合体からの重力波も検出され
ると期待されています。そのとき、世界中の大型
望遠鏡が、光り輝く中性子星合体の名残を求め
て重力波の発生源に向けられるに違いありませ
ん。元素の起源が完全に解明される日はそう遠く
ない未来に迫っているのかもしれません。

トランジスタがアメリカで1947 年、DRAMが
1967 年に発明されて以来、半導体素子製造技
術の目覚ましい進展により電子デバイスの微細化、
高集積化、高性能化が進みました。その結果もた
らされたコンピュータの計算能力と記憶容量の飛躍
的増大は人類史上類を見ないほど急速な技術発展
であったといえるでしょう。パソコンはもとより情報端
末を使って個人でもその恩恵に直接与る時代となり
ました。そしてこれからは私たちを取巻くあらゆるもの
に、センシング、情報通信処理、制御を司る超小
型半導体デバイスが組込まれようとしています。こう
したIoT 時代の基幹デバイスがマイクロコントローラ
（MCU）です。
MCUはセンサなどから送られたデータを演算処理

し、接続された機器を制御する半導体デバイスです
が、その中核をなすのは演算を行う論理回路とそれ
に必要なプログラムとデータを蓄える不揮発性メモリ
です。当研究室ではこれまでMCUに組込むため
の新たな不揮発性メモリ方式の検討を行ってきまし
た。あらゆる場所で使われることを想定した場合、
最大の問題は信頼性と低消費電力性です。安定
な電源を確保できない環境下では不慮の電源喪失
からデータを守るため、不揮発性メモリを使うことが
必須ですが、データ書替を低電力で高速に行う必
要があります。また、高温となる機器中では熱によ
るデータ損失が問題となります。こうした要求に応え
るため新たに提案し、実用化されたのが離散トラッ

プ型メモリセルとその回路動作方式で、自動車制
御用MCU、セキュリティカードなど多様な応用分
野で使われています。
従来の不揮発性メモリではトランジスタのゲート

電極下に絶縁膜で囲まれたフローティングゲートと
呼ばれる導体を設け、そこに電荷を蓄積していまし
た。しかし、導体を囲む絶縁膜に欠陥があるとデー
タとして蓄えた電荷が欠陥を介して逃げてしまいま
す。また書替を繰返して絶縁膜が劣化してくると同
様のことが生じます。それにたいして離散トラップ型
では電荷蓄積層自体が絶縁体なので局所的な欠
陥があってもデータを消失する心配がありません。ま
た、フローティングゲート方式ではセル毎にフローティ
ングゲートを分割する加工が必要ですが、離散トラッ
プ方式はその必要がなく、微細なメモリセルを容易
に作製できる利点があります。こうした離散トラップ

メモリ技術は、従来フ
ローティングゲート型が
専ら使われていた大容
量NANDフラッシュメモリにおいても採用されるよう
になりました。最新のフラッシュメモリでは集積度を
あげるため、メモリセルを従来の2次元格子から3
次元格子上に配置する複雑な構造が必要となって
いますが、高い信頼性を確保するため、離散トラッ
プ型セルを用いています。最新のゲート長～20nm
のセルでは、数十個の電子が1ビットの情報を担う
までになっています。こうした極限に達しつつある電
子素子において、電子が担う情報を巨視的に安定
に観測するにはどうしたらよいのかが今後の研究
テーマです。

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

離散トラップ型フローティングゲート型
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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 リモートセンシング、波動信号処理、生体医工学（超音波、電磁波計測、治療）、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、テラヘルツ回路、フォトニック結晶

林　 等 准教授 IoT、センサネットワーク、無線通信システム、情報通信工学

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 講　師 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 16（1）18（3）3（0） 37（4）

機能創造理工学科 22（0）16（2）1（1） 39（3）

情報理工学科 16（1）15（4）3（1） 34（6）

計 54（2）49（9）7（2） 110（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 8（0） 7（2） 0（0） 15（2）

応用化学領域 3（0） 6（1） 0（0） 9（1）

化学領域 6（0） 4（1） 2（0） 12（1）

数学領域 4（0） 4（1） 3（1） 11（2）

物理学領域 8（0） 7（0） 0（0） 15（0）

生物科学領域 5（1） 6（2） 2（0） 13（3）

情報学領域 9（1） 7（1） 0（0） 16（2）

計 52（2）47（9）8（2） 107（13）

＊2016年12月現在。特別契約・非常勤教員は除く。
 （　）内は女性教員数。

2016年度　
理工学部・理工学研究科
プロフィール③　
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関数空間上の発展方程式
情報理工学科
講師

平田 均

ただい
ま

研究中
ただい

ま

研究中

教育工学の分野開発
情報理工学科 
教授

田村 恭久

今、学校における授業の風景が変わりつつあり
ます。日本の文部科学省や教科書会社、教材
会社は、2020 年に全国の小中高でデジタル教
科書や教材を使った授業を始められるよう、準備
を進めています。生徒ひとりひとりの手元にノート
PC やタブレットPC があり、それを使って教科書・
ドリル・参考書・辞書・ノートを見たり、書き込ん
だりして学習を進められるようになります。こういった

「教育の情報化」の動きは日本だけでなく、アジ
アや欧米各国で進んでいます。

こういった変化をコンピュータによって支えるのが
「教育工学」という分野です。教育工学の研究
は 1950 年代から始まり、コンピュータが生徒の
状況を把握したり、人工知能を利用するアイデア
が沢山出されました。しかし、これらが授業の現場
で実現するには、60 年以上の期間が必要でした。
これからの 10 年間は、今まで研究者が提案して
きた様々なアイデアが授業の現場で実際に役立っ
ていく時代になります。

研究室で取り上げているトピックの一つに、
Learning Analytics= 学習履歴分析があります。
これは、生徒の学習行動や振る舞いをPC やセ
ンサーで検知し、そこから内容の理解や学習スキ

ルを測ろうとするものです。研究室では、教員や
生徒全員が授業中に見ている講義スライドのペー
ジを検出する機能を開発しました。グラフの横軸は
授業時間 90 分、縦軸は授業で用いるスライドの
番号です。太い線は教員が説明しているスライド、
細い線は生徒が見ているものです。授業の前半
は教員が説明し、後半は演習を行っています。演
習が始まったとたん、多くの生徒が今まで説明を
受けたスライドを振り返っているのがわかります。ま
た、教員の説明するスライドを生徒全員が見てい
ないこともわかります。

しかし、この挙動と課題の点数を
比較すると、興味深いことがわかり
ました。教員の説明するスライドと
生徒が見ているスライドの違いを距
離とし、それと課題の点数との相関
を計算すると、「有意な相関がない」
ことがわかりました。従来の教育では、

「先生の説明をきちんと聞いている
生徒は成績が良い」「聞いていな
い生徒は成績が悪い」と考えられて
きましたが、それが必ずしも正しくな
いことがわかったのです。このように、

教え方や学び方を議論
する際の証拠（エビデン
ス）を取得し、それをも
とに科学的に議論する世界が開かれつつあるので
す。Learning Analytics は、教育や学習におけ
る思い込みを排除し、科学として成り立たせる基
盤を作りつつあるのです。上記の例以外にも、研
究として明らかにしなければならない事柄は山のよ
うにあり、また研究成果を授業の現場に展開して
いく必要もあります。今後、多くの人が研究開発
に携わってほしい分野です。

ただい
ま

研究中
ただい

ま

研究中

　自然科学におけるさまざまな現象は、差分方

程式や微分方程式によって記述される事が多

く、その中でも多くの現象に登場するのが偏微

分方程式です。例えば、熱伝導体における温

度変化を記述する熱方程式や、非圧縮性流体

の運動を記述するナビエ・ストークス方程式は、

自然科学に登場する代表的な偏微分方程式で

あり、その他にもさまざまな偏微分方程式が知ら

れています。独立変数が複数である偏微分方

程式は、独立変数が 1 つである常微分方程式

よりも数学的な扱いが難しく、全てのタイプを統

一的に扱える一般的手法は多くありませんが、

時間変数と空間変数とを含む偏微分方程式を

関数空間上の常微分方程式と見なして解析す

る、発展方程式としての扱いは、一つの有力

な手法です。例えば、熱方程式

の場合、時間変数 と空間変数 との関数

を、時間 を変数として関数空間に値を取るベ

クトル値関数と見なし、その関数空間上の を

独立変数とする常微分方程式として扱います。

このとき、空間方向の微分作用素 は関数空

間における線形作用素と見なされ、時刻 0 に

おける初期状態に対して時刻 の状態を対応さ

せる解作用素は、 を生成作用素とする1 パ

ラメータ半群 として与えられま
す。この場合に問題となるのは、関数空間をど

のように設定すればよいか、またその空間にお

ける微分作用素や解作用素の性質の解析であ

り、方程式に応じてさまざまな工夫が必要となり

ます。また、特定の時刻 における状態
ではなく、解 自体を含む時間と空間の両方を

変数とする関数空間を考え、その関数空間上

の写像の不動点として解を探す手法もあり、こ

の場合もその空間における写像の性質や、そ

の空間自体の性質の解析が重要です。

　このところ興味を持っているのは、年齢構造

を持つ生物集団の個体数モデルなどの、時間遅

れや過去の履歴を持つ微分方程式の解析です。

例えば

という定時間遅れを持つ単純な1 階常微分方

程式は、 の大きさによっては振動する解を持

つ事が知られており、時間遅れのない 1 階常

微分方程式とは大きく性質が異なります。この

ような方程式の場合、初期状態としては長さ

の時間区間における関数を与える事になり、必

然的に時間を変数とする関数空間上での常微

分方程式を考える事になります。感染症や人

口のモデルなどでは積分型の時間履歴を持つ

偏微分方程式などのより複雑な式となりますが、

それらの場合にどのように関数空間を設定して

方程式を扱うのか、そしてそこからどのような性

質が導かれるのかなどに興味を持ち研究を進め

ています。
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最新技術紹介―

制御工学とは？

機能創造理工学科
教　授　武藤　康彦

1. はじめに
J.ワットの蒸気機関に使われたガバナーは負荷が変化しても

出力軸の回転数を一定に保つような制御器でした。それまで
に風車にも使われており、ワットとの共同事業を始めたボールト
ンがこれに目をつけたものです。つまりこのころから、ある装置
の性能を十分発揮させるための“制御の重要性”が認識され
ていたわけです。この部分が制御工学として独立したのはそ
んなに古いことではありません。私が「制御をやってます」と
言うと「何を制御するんですか？」と“絶対に”聞かれます。「特
にこれといったものは無いですけど…式ですかね。」と言ったり
すると、「？」となります。ちょっと分かりにくそうなこの分野は多
くの工学にとって必要不可欠で重要な役割を持っています。
以下では、制御工学はどんなことをしているのかを最近の話題
も含めて四方山的に述べてみたいと思います。

2.フィードバック
我々の制御対象は図 1のように入力と出力を持つ動的なシ

ステムです。よく行われる制御は図2のようなフィードバックです。
出力の目標値をコマンドとして入力し、これと現在の出力との
差を使って制御します。実際には3つの調整パラメータを持っ
たPIDと呼ばれるフィードバック制御系を用います。このパラメー
タを調整すればたいていはそこそこうまく機能します。3つのパ
ラメータでは細かい性能は出せませんが、現場ではほとんど
PID制御を使います。“とりあえず使う…”という感じですかね？
うまく行かないこともありますが、そんな場合はさらに情報を使っ
て高度な制御系を利用します。

3. 数学モデル
入力が一つで出力が一つのシステムをSISOシステムと呼び

ます。この場合、入力は出力に直接関与しているので、コマ
ンドと出力の対応がはっきりしていて制御系も作りやすそうです。
一方、入力と出力が複数あるようなシステムを多変数系
（MIMOシステム）と呼びます。これは図 3のように、それぞ
れの入力が全ての出力に影響を及ぼすので複雑です。それ
ぞれの出力の目標値や動きを決めても、どこにフィードバックす
ればいいのでしょう。このような場合には、制御対象の数学モ
デルに基づいて制御系を考えることが必要です。数学モデル
には入出力以外にシステムの内部変数である状態変数を使い

図1.　制御対象

図2.　フィードバック制御 図3.　他変数系の構造
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ます。入力、出力、状態変数をそれぞれ を時間として、
、 、 とします。これらは適当な次元のベクトル変

数です。制御の分野でよく扱われる制御対象は
　　　　　　　　　　　　　　　 ［状態方程式］

　［出力の式］
で表されるアファイン型非線形系と呼ばれるシステムです。特
色は線形システムと似た形だということです。したがって、線
形システムに対する制御系設計と似た方針で制御系を設計し
たり解析したりできます。非線形系ですから実はうまく行かない
ことも多いですが、体系的に扱える非線形系の一つのクラスで
す。なので、例えばこの式を制御対象として、出力 を思い
通りに制御できるような入力 を設計し、また全体のシステム
の安定性を証明したりするのが制御系設計問題となります。

4. 非干渉化
数学モデルに基づく制御系設計の一例として、多変数系に

特有な非干渉化を考えてみます。これは状態フィードバック（状

態変数をフィードバックすること）により、図 4のように閉ループ
系へのコマンド入力の 1 番目 は 1 番目の出力 だけに影響
を与え、2 番目のコマンド は2 番目の出力 だけに…と閉ルー
プ系を対角構造を持った SISOシステムの集まりにしてしまう手
法です。数学モデルにある出力 を何回か続けて微分して
得られる“Decoupling 行列”が正則であれば、その多変数
系は状態フィードバックにより非干渉化できることが知られていま
す。そのための非干渉化フィードバックも数学モデルの情報を
用いて設計することができます。一旦、SISOシステムの集まり
に分離できれば、それぞれの出力を理想的な位置や軌道に
沿って動くようにすることは簡単な問題となります。もちろん、こ
れ以外の制御系についても数学モデルを利用して設計するこ
とが可能となるわけです。入出力が複数個あって、どこにフィー

ドバックをかければいいのかを直感的に探るより本質的であり、
可能性も大きいことが予想されます。

5. 数学モデルの不確かさ
ところで、このような数学モデルを対象に制御系を設計して

安定性などを証明したとしても、実際の制御対象はこの数学
モデル通り動くのでしょうか？　制御入力は数学モデルではなく
実際の制御対象に入力されるからです。実は、制御系を設
計するための数学モデルは制御対象を低い次数で近似してあ
るとか、実際の制御対象のパラメータが変わっていたりなど、
数学モデルは実際の制御対象と多少異なっていると考えたほ
うがより現実的でしょう。そんな場合についても安定性や所定
の性能を維持するには大きく分けて二つの手法があります。一
つは適応制御というアプローチで、これは制御対象のパラメー
タが未知だったり、変化した場合にも制御系が制御対象を追
いかけて常に正しい制御入力を保証しようとするものです。こ
れが理想的に機能すれば究極の制御系になるでしょう。もう一
つは、ロバスト制御というアプローチです。これは数学モデル
と実際の制御対象との違いがこのくらいだったら大丈夫という
お墨付きを数学的に出すという方法です。前者が「攻め」な
らば、後者は「守り」でしょう。このように制御系設計はいろ
いろな側面を持っており、どんな工学の分野にとっても必要不
可欠な要素といえるでしょう。

6.クアドコプターの例題
ここでは、最近特にいろいろと話題になっているクアドコプター

を使って、上述の制御系がどう使われるのか見ていきます。ク
アドコプターは図 5のように 4 つのロータを持ち、これらの回転
速度に応じ機体に上下方向のスラスト、および、ピッチ、ロール、
ヨーに関するトルクを与えます。出力は機体の位置（3 次元）
と水平面内における回転角（ヨー）です。すなわち、4 入力
4 出力で 12 次のアファイン型非線形多変数系です。その数
学モデルは図 6です。ここではただ“そんな感じ”としておき

図4.　非干渉化

図5.　クアドコプターのモデル
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ます。変数の定義は省きますが、機体の位置と姿勢（角度）
とそれらの速度です。
ところで人間が機体を見ながら操縦する場合は主にスラスト、
ピッチ、ロールを使って機体を制御します。もちろん私達は制
御対象の数学モデルなんかは気にしません。人間はすぐに慣
れていい制御系になります。
人間が操縦しない制御系の場合は位置や角度を計測しな

がら理想的な飛行軌道に追従するように自動で制御します。
当然 PIDを使ったフィードバックが考えられます。これもクアドコ
プターの数学モデルはあまり考えることは無いでしょう。例えば
ピッチ角を傾ければ、機体はその方向へ移動しますし、傾け
るためのトルクはピッチの前後のロータの回転差によります。こ
れより、ピッチ方向の移動に関してはこれらのロータの回転差に
フィードバックすればいいかもしれません。このようにしてどの入
力がどの出力に一番きいているかを考えながらフィードバック系
を構成していき、あとはパラメータを調整したら制御系ができま
す。入出力は互いに干渉してはいますが、機体の姿勢をあま
り傾けたりしなければ、うまくいくでしょう。もっとも、これでどんな
軌道に対しても制御系が安定に動作するという保証があるわ
けではありません。性格のいい制御対象ということでしょうか。
もう少し高級な制御系を考えましょう。クアドコプターの4出
力をフルに自由に制御し、かつ安定性についても保証した制
御系はどうすればいいでしょう。姿勢が大きく変化するとそれだ
け干渉も大きくなるでしょうし、なによりヨー角を変化させると軌

道制御が大きく影響を受けます。このためには4つの入力と4
つの出力に互いの干渉がなくなるような非干渉化制御を利用
すべきでしょう。先に述べたようにこのためにはどうしても図 6に
示したクアドコプターの数学モデルが必要です。この出力を必
要なだけ微分してDecoupling 行列を調べます。ところが、
残念なことにこの行列は非正則となり状態フィードバックによる
非干渉化ができないという結果となります。理論的にはここで
終わりで、じゃあ動的フィードバックを駆使すればどうなるかとか、
対角化がだめなら三角化はできないかと進むのが理論としては
王道にみえます。でも少し悪あがきして、上下方向の理想軌
道は一定加速度を持つという制約と、さらに指数的に0に収
束するある信号を設計の際に無視するというなんとも技術者的
な対策を講じてみると、状態フィードバックにより非干渉化可能
であるための条件をなんとかクリアすることができます !　制御
理論と制御技術の両方に気を使う制御工学らしいところでしょ
うか。また、安定性についても数学モデルに対して非線形座
標変換を用いて示すことができます。図 7は機体の3つの位
置座標とヨー角の4つの出力に独立に勝手な目標軌道を設定
し、その通りに制御できたことを示すグラフです。点線が目標
の軌道で実線が制御応答です。機体は地面からある螺旋を
描いて上昇し、同時にヨー角を±30°振らすという制御目標で
す。
さて、クアドコプターはただ飛ぶだけではなく、いろいろなも図6.　クアドコプターの数学モデル

図7.　�非干渉化を利用したクアドコプターの応答
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のを運ばなくてはなりません。軽いものも重いものもあるでしょう。
これを機体の質量と合わせたものを改めて機体の質量とみなし
ます。図 8は機体の質量が制御系を設計したときの数学モデ
ルの2倍だったときの応答です。制御系はもちろんこのことを知
りません。飛ぶには飛びますが、目標軌道には追従できず、
やはり大きな影響を受けています。もちろんこれは制御対象の
数学モデルと実際の対象が異なったことが原因です。数学モ
デルに基づいて制御系を設計すれば、かなり細かい制御や安
定性の証明など、高性能の制御系が設計できますが、数学
モデルはそのぶん実際の制御対象を正確に表している必要が
あります。そこで、ここで設計した制御系にさらに適応機構を
付加して機体の質量がどのような値でも制御系がその値を推
定して制御系を構成するようにグレードアップしてみましょう。こ
こでは理想的な制御応答と実際の応答の差を利用して質量を
推定する機構を利用しました。このようにして“未知”パラメータ
を持った制御対象を追いかけながら非干渉化制御系を構成し
て制御目標を達成している様子が図 9です。以上いくつかの
制御系の例を示してみました。このように、制御系は一通りの
ものではなく、いろいろなアプローチがあることが分かります。

7. おわりに
今、クアドコプターは大量に売られています。そのほとんどは
人間が制御するタイプか、数学モデルを使わないPIDが主流

でしょう。なんといっても簡単で安くすみます。いくら高度な制
御系を作ってもその実装に多額のお金がかかれば売れません。
しかし、近い将来には、これらがコストをかけずに実現できるよ
うになる時が来るでしょう。
制御工学のアプローチは多岐にわたります。一般的には、
制御対象を抽象的な式として表し、数学的な手法を用いなが
ら制御系の導出、性能や安定性の証明を行うことが制御工学
の最初のフェーズです。さらに、これらの理論的な知識に基づ
き具体的な制御対象個々の情報を利用して実装に向けた制
御系開発というフェーズに進むことになります。制御工学は、
日夜このどこかのフェーズの問題に挑戦しています。
“技術とは自然界を貫く合理的な因果関係を知的に把握し
て、それに裏付けられてなければならない”とは2000 年以上
前にプラトンが、そして、“科学は実験を重んじ、数学的にこ
れを記述できたときに完成する”とはR. ベーコンが 800 年近く
も前に述べたことです。もう、驚くしかありませんね。そして工
学も然りです。

［Reference］
Y. Mutoh, S. Kuribara, L. Awatsu, Adaptive Decoupling Control of 
the Quadcopter, Proceedings of the 42nd Annual Conference of 
IEEE Industrial Electronics Society, 2016

図8.　�機体の重さが2倍だったときの応答
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図9.　�適応型の非干渉化を利用した応答
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最新研究紹介―

COPDバイオマーカー
desmosine 研究の新展開

物質生命理工学科
准教授　臼杵　豊展

1. はじめに
当研究室では、自然界が司る神秘に満ちた営みの中で生産

（創製）する特異的な物質に着目した学際的な研究を展開し
ている［1］。その物質とは、神が創り賜うた摩訶不思議な有機
化合物のことであり、生物活性天然有機化合物ともいう。そ
の実質的な生産主は、微生物のみならず、植物や動物であっ
てもよく、研究の出口において世のため人のために貢献しうる
テーマを敢えて選択している。学問としての基礎研究の追求
だけでなく、自由な学問の場を生かしてこそ実現可能な社会
貢献の道も、限られた時間と環境の中で探究している。こうし
て当研究室は 2008 年の発足以来、あくまでも純粋な化学（ケ
ミストリー）を基盤として、具体的にはアフリカ睡眠病治療薬の
研究開発や、高効率的な天然有機化合物の抽出・単離法
の確立、COPD（慢性閉塞性肺疾患）バイオマーカーの開
発などの実学志向の研究を中心に、鋭意推進してきた。本稿
ではその一例として、生体由来有機化合物 desmosine 類の
化学合成（全合成）に基づくCOPD バイオマーカーに関する
研究について紹介したい。

2. COPDとは？
COPD（Chronic Obstructive Pulmonary Disease、慢

性閉塞性肺疾患）は、気管支炎や肺気腫などの総称であり、
肺の生活習慣病である［2］。WHO（世界保健機関）によると、
世界で 2 億人以上の患者が存在し、2012 年における全死亡
原因の第 3 位である［3］。別名「たばこ病」とも呼ばれる
COPD［4］は、喫煙などの有害な煙ないしは微粒子の持続的
かつ長期間の吸入により、健常者と比較して気管支の収縮と
肺胞の不可逆的破壊が引き起こされるため、呼吸機能が低下
し、やがて呼吸困難に陥る。破壊された肺胞を再生しうる根
本的治療薬は存在せず、緩和薬（主に気管支拡張薬）と
酸素吸入で延命処置する。COPD に関連する高額な医療費

負担も、深刻な問題となっている。臨床では、喫煙歴の有無
やスパイロメトリー法、画像解析などの総合評価によって
COPD の診断を下しているが、時間やコストが甚大である。
しかも多くの患者は、深刻な症状を呈してから初めて受診する。
今世紀、先進国における高齢化現象、発展途上国での喫煙
者の増大や大気汚染の拡大、治療薬の未開発などの諸々の
要因によって、世界規模での COPD 患者の急増が危惧され
ている。したがって、バイオマーカーや診断薬を用いた迅速か
つ簡便な検査法の確立は、緊急の至上命題となっている。

一方、肺胞や皮膚、血管、靭帯などに存在する弾性線維
の主要タンパク質として、エラスチンが知られている。このタン
パク質は、哺乳類や魚類に含まれ、約 780 残基のトロポエラ
スチン単量体同士が複雑に架橋し、多量体を形成したファイ
バー構造をもつ。その架橋に寄与する最小構成単位のアミノ
酸 desmosine および isodesmosine は、ピリジン環に炭素鎖
の異なるアミノ酸が四つ置換した構造を有している（図 1）。こ
れらの化合物は、1963年にケンブリッジ大学のPartridgeらが、
牛の項靭帯のエラスチンの加水分解産物から初めて単離・構
造決定した［5］。そして、COPD 患者の痰・血清・尿を酸加
水分解処理し LC–MS 分析すると、desmosine 類の存在量
が健常者よりも多いことがコロンビア大学の Linら共同研究

図1. Desmosine および isodesmosine の化学構造
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者により示唆されていた［6］。これは、COPD の進行に伴う過
剰な炎症反応により肺胞エラスチンが破壊され、生体内エラ
スチン分解ペプチドの濃度が上昇するためとされる。このように、
エラスチン架橋アミノ酸 desmosine 類は COPD のバイオマー
カーとして有望視されてきた。

当研究室がこの分野に参入した同時期、Pfi zer、Roche、
Astrazenecaなどの大手海外製薬企業は、臨床試料中の
desmosineのLC-MS/MS測定を試みたが、正確なdesmosine
の定量分析に難航していた［7］。その理由の一つとして、有機
合成化学によるdesmosine類の合成の報告が世界的に前例
がなく、化学的に確実な構造をもつ同位体標識体が欠如して
いたことが挙げられる。さらに、有効なdesmosineの抗体も見
つかっていないため、簡便な検査法の確立も全く進展していな
い。同時に、新薬開発についても停滞気味である。このよう
にCOPDは、深刻な現代病であり、かつ世界の死亡原因第3
位の重篤な疾患の一つであるにも拘わらず、そのバイオマー
カーに関わる研究は立ち遅れている状況である。そこで、洗
練された有機合成化学を基盤とし、バイオマーカーによる
COPD診断法確立を目指したdesmosine類の全合成研究を
想起した。本稿では、同位体希釈LC–MS/MS分析による
desmosine厳密定量法の確立に向けた、天然型および重水
素標識desmosine類の合成研究を中心に紹介する。なお、
臨床研究とLC-MS/MS分析については、米国コロンビア大学
のSt Luke's-Roosevelt病院（現所属：マウントサイナイ医科大
学）の研究グループとの国際共同研究として遂行した。

3. Desmosineおよびisodesmosineの
全合成

目的の desmosine は、炭素鎖の異なる四置換ピリジンとい
う稀有な構造をもつため、有機合成化学的観点からとても挑
戦的なプロジェクトであった。試行錯誤の結果たどり着いた合
成戦略として、ピリジン環とアミノ酸間の炭素－炭素結合の構
築を、遷移金属であるパラジウムを触媒に用いるクロスカップリ
ングを鍵反応として達成するルートを見出した（スキーム1）。
まず、4-hydroxypyridineを出発物質として、3 段階・総収
率 88％で 3，4，5-triiodopyridineとした。これと、別途調製し
た炭素鎖 4 のアセチレンとの薗頭クロスカップリングにより、3、
5 位選択的な導入をおこなった。この選択性については、
ortho 位に置換基（ヨウ素）のある4 位よりも、3、5 位の方
が立体的に空いているためと考察した。その後、さらに別途
調製した炭素鎖 5 のアセチレンとのピリジン環の 4 位とのカップ
リングによって、三置換ピリジンの構築に成功した。得られた
三置換ピリジンの 3 つのアセチレンを一挙に還元した後、保護
基を除去し、アルコールとした。これを2 段階の温和な酸化
反応により、カルボキシ基とした。最後に、別途合成した炭素
鎖 6 のアミノ酸とのピリジニウム構築と保護基の除去を経て、
4-hydroxypyridineより13 段 階・総 収 率 11％で、目的の
desmosine の世界初の全合成を達成した［8］。得られた合成
化合物の各種スペクトルデータは、天然物のものと良い一致を
した。このような天然有機化合物の最初の全合成（化学合成）
は、険山の初登頂に例えられる。科学者の自然界への挑戦は、
これからも続くであろう。

スキーム1. 薗頭クロスカップリングによるdesmosine の最初の全合成
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しかし、本合成ルートでは、クロスカップリング反応の収率は
良いものの、保護基の変換などのためにその後の段階数を余
計に要しており、より効率的なルートの確立が求められた。そ
こで、根岸クロスカップリング（2010 年ノーベル化学賞の反応）
も合成反応の一つとして採用することにした（スキーム2）。す
なわち、3，5-dibromo-4-iodopyridineを出発物質として、ま
ず炭素鎖 5のアルキンと4位選択的な薗頭クロスカップリング
をおこなった後、別途調製した炭素鎖 4のヨードアミノ酸との3、
5位への根岸クロスカップリングによって、三置換ピリジンを得た。
なお、このカップリングの順序を逆にすると、目的の生成物は
得られなかった。そして、炭素鎖 6のアミノ酸とのピリジニウム

構築と保護基の除去を経て、望みのdesmosineの全合成に
成功した。本ルートは出発物質より5段階・総収率 22％であり、
以前よりも飛躍的に短段階かつ高効率な改良全合成法を確
立できた［9］。

同様の薗頭－根岸クロスカップリングを組み合わせた合成法
により、desmosineの異性体であるisodesmosineの全合成
も検討した（スキーム3）。この isodesmosineは、desmosine
と異なり非対称な化合物であるため、その合成は困難を極め
た。出発物質 2-hydroxypyridineから3段階・55％で得た2，3，
5-triiodopyridineに対して、炭素鎖 4のヨードアミノ酸との根

スキーム3.クロスカップリングによる isodesmosine の全合成

スキーム2. 薗頭－根岸クロスカップリングによるdesmosine の改良全合成



21

岸クロスカップリングを試みたところ、46％の収率で 5 位選択的
にアミノ酸が導入された。次に、炭素鎖 5 のアセチレンとの薗
頭クロスカップリングに供したところ、43％で 2 位選択的にアセ
チレンが導入された。そして、残る3 位に炭素鎖 4 のヨードア
ミノ酸を根岸クロスカップリングにより挿入することで、目的の三
置換ピリジンの構築を完了した。最後に、炭素鎖 6 のアミノ酸
挿入と保護基の除去を経て、2-hydroxypyridine から9 段階・
総収率 1.2％で isodesmosine の初の全合成を達成した［10］。

しかし、クロスカップリングを利用した isodesmosine の合成
では段階数が多く総収率が低いため、別ルートでの合成を検
討した。そこで、1905 年にロシアの化学者 Chichibabin によっ
て報告された、Chichibabinピリジン合成［11］を採用することに
した（スキーム4）。この反応は、アルデヒド 3 分子とアンモニ
ア 1 分子の脱水縮合環化反応により、ピリジン環が一挙に構
築されるというもので、生合成を模倣した手法となる。購入可
能なアミノ酸保護体から2 段階・95％で誘導できるアミン塩酸
塩と、別途調製したアルデヒドについて、プラセオジムトリフラー
トという特殊な試薬を用いることにより、温和な条件下、ピリジ
ニウムの構築に成功した。そして、保護基の除去を経て
isodesmosine の全合成を達成した［12］。この合成ルートでは、
出発物質より4 段階・総収率 35％と、劇的な段階数の縮小と
収率改善が図れた。

4. 重水素標識 desmosine の合成と 
　 同位体希釈 LC-MS/MS

以上のように目的の desmosine 類の合成ルートが確立した
ため、次に安定同位体標識体の調製に取り掛かった。同位
体標識する原子として、合成化学的に
重水素がもっとも容易と考えられた。種々
検討の結果、desmosine の改良全合
成における中間体を基質としたアセチレ
ンの接触水素化反応において、水素ガ
スの代わりに重水素ガスを用いることで、
desmosine の母骨格に重水素を 4 つ
導入することに成功した（スキーム5）。
保護基を除去して最終的に得られた
desmosine-d4 は、共同研究先のマウン

トサイナイ医大のグループによって、臨床試料
（血清、尿、気管支肺胞洗浄液）の LC-
MS/MS 測定における内部標準物質として
の有用性が確認された（図 2）。すなわち、
臨床試料に予め濃度既知の desmosine-d4

を混合させておき、LC-MS/MS のクロマト
グ ラ ム に お い て、 標 準 物 質 で あ る
desmosine-d4（m/z 530）を基準にして、目
的の desmosine/isodesmosine（m/z 526）
の量を決定するというものである（同位体希
釈 LC-MS/MSという）。同一の元素に基づ

く化学構造を有し、質量の若干異なる化合物が、同位体希
釈 法における内 部 標 準 物 質として最 適 である。この
desmosine-d4 こそ、これまでなし得なかった臨床試料中に含
まれる極微量の desmosineを高感度かつ選択的に LC-MS/
MS で定量分析を実現可能にした化合物である。本成果は、
コロンビア大学と上智大学の国際特許共同出願（上智大学と
して初）という形で知的財産化し ［13］、もちろん学術論文でも
発表した［14］。現在、当研究室で合成した desmosine-d4 を
用いて、共同研究先の研究室では世界中から依頼された大
量の COPD 患者由来の臨床試料の分析を精力的におこなっ
ている。

5. おわりに
本研究では、COPDのバイオマーカーによる診断法確立を

目的として、純粋な有機化学を基盤としたエラスチン架橋アミ
ノ酸であるdesmosine類の全合成とその同位体標識体の合成
をそれぞれ達成した。このように、基礎化学を土台として、広
く社会に貢献しうる応用研究を展開できた事例を示した。今回
の国際共同研究で開発したdesmosine類の分析法は、近年
開催されているCOPD関連のワークショップの中でも主要トピッ
クスとして取り上げられており、FDA（米国食品医薬品局）から
の問い合わせも来ている状況である。近い将来、本手法が
未だ存在しないCOPDに対する有効な新薬の開発研究におけ
る重要な指標となることを確信している。そして、desmosine
類の全合成を世界で唯一達成している当研究室では、さらな
る研究の進展を目指して、これからも日夜実験・研究に邁進し
たい。同時に、他の天然有機化合物をモチーフとした実学志
向型学際研究も推進したい。

スキーム5. Desmosine-d4 の合成

スキーム4. Chichibabinピリジン合成による isodesmosine の全合成
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■ 企業技術研究セミナー
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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。
2016 年度は、本会法人会員 7社のご協力を賜り、第 17
回目の企業技術研究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、2016 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 2016年9月28日（水） 11：00～15：30
会　場 2号館508室

申請学位 氏名 審査専攻領域名 論文題目

博士（工学） 市来　誠 機械工学領域 CFRP積層板の衝撃損傷問題に関する解析的研究

博士（理学） 太田　亜由美 化学領域 Theoretical study of chemical dynamics for condensed phase

博士（理学） 深井　恵 化学領域 群馬県万座温泉地域浅層熱水系における希土類元素の分別挙動に関する実験的研究

博士（理学） 金久保　有輝 数学領域 Cluster Algebras and Crystal Bases

博士（理学） 泉　秀蕗 物理学領域 変位操作 + 光検出器を用いた量子雑音限界での光通信・計測

博士（学術） 石田　真子 情報学領域 Perceptual Restoration of Degraded Speech by Native and Non-native Listeners

博士（学術） 粕谷　麻里乃 情報学領域 言語リズムと習熟度別学習者の音韻・音響構造
－ドイツ語弱化母音の習得の解明－

2016 年度は、理工学専攻 5領域から 7名に学位が授与される予定です。

■ 博士学位論文一覧

時間 企業名 講演題目

11：00～11：30 富士フイルム㈱ 富士フイルム株式会社～上智大学　企業技術研究セミナー～富士フイルム株式会社～上智大学　企業技術研究セミナー～
11：30～12：00 三機工業㈱ 設備における総合エンジニアリング設備における総合エンジニアリング
12：00～12：30 ㈱竹中工務店 建設業界で働く設備系エンジニアの魅力建設業界で働く設備系エンジニアの魅力
12：30～13：30 昼休憩
13：30～14：00 大日本印刷㈱ 印刷技術で『未来のあたりまえをつくる。』印刷技術で『未来のあたりまえをつくる。』
14：00～14：30 KYB㈱ KYB における新製品技術開発KYB における新製品技術開発
14：30～15：00 愛知産業㈱ 愛知産業の取り組みと金属積層造形技術（金属3Dプリンター）愛知産業の取り組みと金属積層造形技術（金属3Dプリンター）
15：00～15：30 ㈱ニコン 『解析的な視点から設計する、Nikon のモノづくり』『解析的な視点から設計する、Nikon のモノづくり』

●プログラム
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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。
2016年度は、2016年6月28日（火）の授与式において、30名の学生に授与されました。
また、2017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 KIM YEONG WOO
坂井 創

電気・電子工学領域 大場 直樹
応用化学領域 三好 美優
化学領域 喜多村 文

富岡 望
森脇 健太

生物科学領域 原 萌夏
佐々木 寧音

情報学領域 阿保 遼
古賀 隆行

博士前期課程
2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

博士後期課程
1年次生

機械工学領域 徐 梓丹

博士後期課程
2年次生

機械工学領域 豊田 充
情報学領域 大澤 恵里
物理学領域 木村 直樹

博士後期課程
3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

■ 奨学金の授与報告

奨学生

■ 受賞一覧

年月 氏名 所属 賞名および授与機関等

2016年 1月 長谷川 泰彦 物質生命理工学科
堀越研究室・B4

JEMEAベストペーパー賞
第9回日本電磁波エネルギー応用学会シンポジウム

2016年 1月 片山 玲大 物質生命理工学科
B2

平成27年度パテントコンテスト「特許出願支援対象者」
文部科学省，特許庁，日本弁理士会，工業所有権情報・研修館

2016年 1月 Kang Inho 機能創造理工学科
B2

平成27年度パテントコンテスト「特許出願支援対象者」
文部科学省，特許庁，日本弁理士会，工業所有権情報・研修館

2016年 2月 高橋 浩 情報理工学科 The Rank Prize for Optoelectronics＊1

The Rank Prize Funds

2016年 3月 池田 亜梨紗 機能創造理工学科
高井研究室・B4

2016年度 日本機械学会畠山賞
日本機械学会

2016年 3月 平田 優 機能創造理工学科
竹原研究室・B4

武藤栄次賞優秀学生賞
日本設計工学会

2016年 5月 鳥居 靖子 化学領域
早下研究室・M2

若手ポスター賞
第76回分析化学討論会（日本分析化学会）

2016年 6月 住毋家 友香 化学領域
長尾研究室・D2

学生講演賞
日本化学会 第96春季年会(2016)

2016年 7月 長嶋 利夫 機能創造理工学科 The 2016 JACM Fellow Award（日本計算力学連合フェロー賞）
日本計算力学連合

2016年 7月 井上 敬太 化学領域
遠藤研究室・M1

優秀ポスター賞
平成28年度東日本分析若手交流会（日本分析化学会関東支部）

2016年 9月 荒井 隆行 情報理工学科 学術研究奨励賞＊2

日本音声学会
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■ 受賞一覧

年月 氏名 所属 賞名および授与機関等

2016年 9月 小川 将克 情報理工学科 通信ソサイエティ活動功労賞
電子情報通信学会 通信ソサイエティ

2016年 9月 林 等 情報理工学科 通信ソサイエティ活動功労賞
電子情報通信学会 通信ソサイエティ

2016年 9月 萬代 雅希 情報理工学科 通信ソサイエティ活動功労賞
電子情報通信学会 通信ソサイエティ

2016年 9月 竹原 昭一郎 機能創造理工学科 部門貢献表彰
日本機械学会 機械力学・計測制御部門

2016年 9月 米沢 諭・
重松 桃子・林 謙介

生物科学領域
物質生命理工学科

日本組織細胞化学会論文賞＊3

日本組織細胞化学会

2016年 9月 Team Sophia
（林等研究室）

情報理工学科
電気・電子工学領域

評価指標(1)部門 優秀賞
2016年度学生マイクロ波回路設計試作コンテスト（電子情報通信学会マイクロ波研究専門委員会）

2016年 9月 野田 慶親 電気・電子工学領域
宮武研究室・M2

平成27年優秀論文発表賞
電気学会 産業応用部門大会

2016年 9月 山田 樹 化学領域
早下研究室・M2

ポスター賞
第33回シクロデキストリンシンポジウム（シクロデキストリン学会）

2016年 9月 水田 祐司 化学領域
橋本研究室・M1

ポスター賞
第33回シクロデキストリンシンポジウム（シクロデキストリン学会）

2016年 9月 山崎 亮 応用化学領域
板谷研究室・M2

優秀賞
第32回日本セラミックス協会関東支部研究発表会

2016年 9月 秋山 奈々子 応用化学領域
板谷研究室・M1

Young scientist presentation award
The 9th International Symposium on Inorganic Phosphate 
Materials (ISIPM-9)

2016年10月 宮武 昌史 機能創造理工学科 M. Barry Carlton Award
IEEE Aerospace & Electronic Systems Society

2016年10月 炭 親良 情報理工学科 Outstanding Attendance賞
The 15th International Tissue Elasticity Conference (ITEC)

2016年10月 笠井 祐那 化学領域
早下研究室・M2

ベストポスター賞
Shanghai International Symposium on Analytical Chemistry

2016年10月 納富 菜々 化学領域
早下研究室・M1

優秀ポスター賞
第32回日本イオン交換研究発表会

2016年10月 岸 弓乃 化学領域
橋本研究室・M1

優秀ポスター賞
第32回日本イオン交換研究発表会

2016年10月 鈴木 もえ 機械工学領域
久森研究室・M1

優秀講演賞
日本材料学会関東支部学生研究交流会

2016年10月 堀越 泉 情報学領域
田村研究室・M1

Best Paper Award
International Association for Development of the Information Society (IADIS)

2016年11月 大槻 東巳 機能創造理工学科 JPSJ Papers of Editors' Choice Award＊3

日本物理学会

2016年11月 坂本 織江 機能創造理工学科 第64回 電気科学技術奨励賞＊1

電気科学技術奨励会

2016年11月 国谷 龍登 応用化学領域
板谷研究室・M2

講演奨励賞
無機マテリアル学会 第133回学術講演会

2016年11月 秋山 奈々子 応用化学領域
板谷研究室・M1

最優秀講演奨励賞
無機マテリアル学会 第133回学術講演会

2016年11月 赤井 遥 機能創造理工学科
谷貝研究室・B4

Asian ICMC Outstanding Poster Presentation Award
1st Asian ICMC and CSSJ 50th Anniversary Conference

2016年11月 高橋 拓弥 情報学領域
伊呂原研究室・M2

Best Presentation Award
日本経営工学会 2016年秋季大会

2016年12月 岩下 洸 生物科学領域
千葉研究室・D3

若手研究者最優秀発表賞
第41回日本比較内分泌学会大会

共同受賞：＊1他研究者2名、＊2他研究者8名、＊3他研究者1名
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企業名
2015年度 2016年度 2012年度～2016年度

男 女 男 女 男 女 総計

株式会社日立製作所 6 4 1 2 30 17 47

キヤノン株式会社 1 1 1 2 23 11 34

株式会社NTTデータ 7 5 24 10 34

日産自動車株式会社 5 3 1 29 3 32

日本電気株式会社 3 6 4 2 19 11 30

トヨタ自動車株式会社 8 1 4 2 23 6 29

ソニー株式会社 1 1 3 3 20 4 24

株式会社リコー 2 2 1 19 2 21

本田技研工業株式会社 1 2 1 15 3 18

株式会社東芝 3 13 3 16

株式会社野村総合研究所 3 1 1 1 11 3 14

日本ユニシス株式会社 5 1 12 2 14

富士通株式会社 2 2 14 0 14

オリンパス株式会社 1 1 8 5 13

富士ゼロックス株式会社 1 2 1 1 7 6 13

大日本印刷株式会社 3 2 1 7 5 12

日本アイ・ビー・エム株式会社 2 1 9 3 12

ソフトバンク株式会社 2 2 2 7 3 10

東日本電信電話株式会社 4 1 6 4 10

凸版印刷株式会社 1 2 3 7 3 10

日本ヒューレット・パッカード株式会社 1 1 9 1 10

KDDI株式会社 2 1 3 7 2 9

アクセンチュア株式会社 1 2 7 2 9

三菱電機株式会社 3 2 7 2 9

NTTコミュニケーションズ株式会社 1 1 6 2 8

株式会社日本総合研究所 2 1 1 7 1 8

富士重工業株式会社 3 2 1 7 1 8

みずほ情報総研株式会社 3 1 1 6 1 7

株式会社NTTドコモ 1 1 3 1 5 2 7

株式会社日立システムズ 2 2 5 2 7

東海旅客鉄道株式会社 3 1 6 1 7

東京電力株式会社 1 1 7 0 7

東日本旅客鉄道株式会社 1 6 1 7

日本放送協会 1 1 5 2 7

SCSK株式会社 2 1 2 5 1 6

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 4 2 6

株式会社三菱東京UFJ銀行 3 6 0 6

スズキ株式会社 1 5 0 5

フューチャーアーキテクト株式会社 3 1 5 0 5

ローム株式会社 4 1 5

旭化成株式会社 2 2 5 0 5

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 2 1 5 0 5

YKK株式会社 3 1 4

カシオ計算機株式会社 1 2 2 4

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 2 1 3 1 4

企業名
2015年度 2016年度 2012年度～2016年度

男 女 男 女 男 女 総計

ケイディーディーアイ（KDDI）株式会社 4 0 4

コニカミノルタ株式会社 1 1 1 1 3 4

パナソニック株式会社 3 1 3 1 4

株式会社ワークスアプリケーションズ 1 3 1 4

株式会社電通 1 3 1 4

株式会社富士通ゼネラル 1 4 0 4

日本精工株式会社 1 1 4 0 4

TIS株式会社 1 1 2 3

アステラス製薬株式会社 1 3 0 3

アビームコンサルティング株式会社 1 2 1 3

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 3 0 3

キリンホールディングス株式会社 2 3 0 3

テルモ株式会社 1 2 3

ニッセイ情報テクノロジー株式会社 1 3 0 3

フューチャーシステムコンサルティング株式会社 3 0 3

ボーダフォン株式会社 2 1 3

ヤフー株式会社 3 3 0 3

花王株式会社 3 0 3 3

株式会社ADEKA 2 2 1 3

株式会社NTTデータ 2 1 2 1 3

株式会社グラクソ・スミスクライン 1 2 3

株式会社ナビタイムジャパン 3 3 0 3

株式会社三菱東京UFJ銀行 2 1 2 1 3

株式会社電通国際情報サービス 2 1 3

三菱自動車工業株式会社 3 0 3

住商情報システム株式会社 2 1 3

出光興産株式会社 1 2 1 3

新日鉄ソリューションズ株式会社 3 0 3

新日鐵住金株式会社 1 1 3 0 3

森永乳業株式会社 3 0 3

積水化学工業株式会社 1 1 2 1 3

大日本製薬株式会社 3 0 3

東京ガス株式会社 1 1 1 2 3

日野自動車株式会社 3 3 0 3

野村證券株式会社 2 1 3 0 3

MS＆ADシステムズ株式会社 1 2 0 2

NECソフト株式会社 1 1 2

NECフィールディング株式会社 1 1 2

NOK株式会社 1 2 0 2

NTTアドバンステクノロジ株式会社 2 0 2

NTTコムウェア株式会社 1 1 2 0 2

TDK株式会社 1 2 0 2

TOTO株式会社 1 1 2 0 2

アジレント・テクノロジー株式会社 1 1 2

アトムメディカル株式会社 2 2 0 2

■ 理工学部・理工学研究科 就職企業一覧
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企業名
2015年度 2016年度 2012年度～2016年度

男 女 男 女 男 女 総計

アメリカンファミリー生命保険会社 1 1 1 2

エクソンモービル・コーポレーション 1 1 2

キヤノンソフトウェア株式会社 2 0 2

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 1 0 2 2

シンプレクス株式会社 1 1 0 2 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 2

パナホーム株式会社 1 2 0 2

みずほ証券株式会社 1 2 0 2

ヤマハ株式会社 2 0 2

ヤマハ発動機株式会社 1 2 0 2

株式会社IHI 1 2 0 2

株式会社NTTデータフロンティア 1 1 1 1 2

株式会社SCSアビームテクノロジー 2 0 2

株式会社UFJ日立システムズ 1 1 2

株式会社アズビル 1 2 0 2

株式会社アドバンテスト 2 0 2

株式会社コーセー 2 0 2

株式会社コスモビューティー 1 1 1 2

株式会社ジェイアール東日本情報システム 1 2 0 2

株式会社シグマ 1 2 0 2

株式会社セールスフォース・ドットコム 2 2 0 2

株式会社デンソー 1 1 2

株式会社ニコン 1 2 0 2

株式会社ニトリ 2 2 0 2

株式会社バンダイナムコエンターテインメント 1 1 1 1 2

株式会社ブリヂストン 1 2 2 4

株式会社メイテック 2 0 2

株式会社りそなグループ 1 2 0 2

株式会社光通信 1 2 0 2

株式会社三井住友銀行 2 2 0 2

株式会社資生堂 1 1 2

株式会社小糸製作所 2 0 2

株式会社千葉銀行 2 2 0 2

株式会社大塚商会 2 0 2

株式会社読売広告社 1 1 1 1 2

株式会社内田洋行 1 1 2 0 2

株式会社内田洋行ITソリューションズ 2 0 2

株式会社日本エアシステム 2 0 2

株式会社日本システムディベロップメント 2 0 2

株式会社日本経済新聞社 1 2 0 2

株式会社日立ソリューションズ 1 1 1 2

株式会社日立産業制御ソリューションズ 1 1 2 0 2

株式会社富士通システムズ・イースト 1 2 0 2

企業名
2015年度 2016年度 2012年度～2016年度

男 女 男 女 男 女 総計

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

株式会社明治 1 2 0 2

丸紅株式会社 2 0 2

三井住友信託銀行株式会社 2 2 0 2

三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社 1 1 2

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2 0 2

三菱重工業株式会社 2 0 2

山崎製パン株式会社 1 1 1 2

住友スリーエム株式会社 1 1 1 2

小田急電鉄株式会社 1 2 0 2

昭和電工株式会社 2 2 0 2

松下通信工業株式会社 2 0 2

石川島播磨重工業株式会社 2 0 2

雪印メグミルク株式会社 1 1 0 2 2

千代田化工建設株式会社 1 2 0 2

千葉県警察本部 1 1 2

川崎市（公務員） 2 0 2

全日空システム企画株式会社 1 1 2

全日本空輸株式会社 1 1 1 1 2

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 2 0 2

大和証券グループ本社株式会社 2 0 2

中部電力株式会社 1 2 0 2

長瀬産業株式会社 1 2 0 2

鉄道情報システム株式会社 1 2 0 2

東ソー株式会社 2 0 2

東レ株式会社 1 1 2 0 2

東京地下鉄株式会社 1 1 2

東芝エレベータ株式会社 1 2 0 2

東陶機器株式会社 1 1 2

東武鉄道株式会社 1 2 0 2

日本オラクル株式会社 2 0 2

日本工営株式会社 1 1 1 2

日本航空株式会社 2 0 2

日本航空電子工業株式会社 1 1 2

日本電信電話株式会社 1 1 1 2

日油株式会社 1 2 0 2

日立システムアンドサービス株式会社 1 1 2

農林中央金庫 1 1 1 2

富士ゼロックス東京株式会社 1 2 0 2

富士ソフトエービーシ株式会社 1 1 2

富士フイルムメディカル株式会社 2 2 0 2

富士電機株式会社 1 2 0 2

武田薬品工業株式会社 1 1 1 1 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 57，500，000 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

基盤研究（A） 理工学部 物質生命理工学科 教授 早下　隆士 5，800，000 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 情報理工学科 教授 田村　恭久 3，900，000 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 3，600，000 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 900，000 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 5，200，000 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（B） 理工学部 機能創造理工学科 教授 江馬　一弘 5，800，000 2次元無機有機ペロブスカイト材料によるハイブリッド特有の光学応答

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 1，000，000 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 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

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 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 500，000 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 1，200，000 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 900，000 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 1，200，000 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 高橋　和夫 900，000 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 1，000，000 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 900，000 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

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 准教授 TRIHAN FABIEN 900，000 Geometric Iwasawa Theory

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 教授 中島　俊樹 700，000 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 900，000 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 機能創造理工学科 教授 後藤　貴行 1，100，000 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 1，200，000 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 1，000，000 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 800，000 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 1，200，000 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 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 800，000 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

■ 2016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 物質生命理工学科 准教授 鈴木　由美子 1，100，000 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 情報理工学科 教授 伊呂原　隆 1，000，000 商品特性を考慮したハイブリッド型物流センターの設計

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 欅田　英之 2，300，000 二光子生成コヒーレントフォノン‐プラズマ結合モードによる半導体キャリア特性の解明

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 黒江　晴彦 2，000，000 マルチフェロイック物質の磁化プラトーに対する不純部効果

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 足立　匡 1，700，000 T'型銅酸化物におけるドーピングを要さない新しい超伝導の発現メカニズムの解明

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 星野　正光 2，500，000 高振動励起水素分子の電子分光法による核融合周辺プラズマ診断

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 竹岡　裕子 1，200，000 人工骨材料を目指した有機無機ハイブリッド材料の機能化

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 久森　紀之 2，200，000 3D造形カスタム関節運動器の耐高疲労強度化と骨機能付与の一体化創製技術の
構築

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 教授 坂本　治久 1，600，000 作業面プロファイルと砥粒支持剛性の精密計測に基づく研削面粗さシミュレーション法

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 教授 鈴木　隆 1，800，000 ガソリンエンジンの燃焼変動低減を目的とした高精度シリンダ内状態予測法の開発

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 中村　一也 1，400，000 JT-60SA用CSにおける熱的安定性評価

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 教授 高尾　智明 1，500，000 機能性プラスチック導入による高温超伝導コイル耐クエンチ性向上と巻線部高電流密
度化

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 准教授 林　等 1，700，000 メモリスタによる高効率な高調波発生とそのミリ波回路への応用

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 教授 宮武　昌史 1，700，000 災害，機器故障にレジリエントな電気鉄道システム構築に向けた方法論

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 内田　寛 1，100，000 酸化物ナノシート表面におけるPZT薄膜の配向成長およびドメイン形成機構の解明

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 物質生命理工学科 准教授 岡田　邦宏 500，000 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

挑戦的萌芽研究 理工学部 情報理工学科 准教授 古屋　晋一 1，700，000 連続運動の神経機序解明に向けた閉ループ非侵襲脳磁気刺激システムの開発

挑戦的萌芽研究 理工学部 機能創造理工学科 教授 菊池　昭彦 1，000，000 AlGaN/GaNナノ結晶光共振器を用いた有機半導体レーザの開発研究

挑戦的萌芽研究 理工学部 物質生命理工学科 准教授 堀越　智 1，700，000 マイクロ波刺激を利用した植物の有効育成法に関する研究

若手研究（A） 理工学部 情報理工学科 准教授 古屋　晋一 1，200，000 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 情報理工学科 准教授 小川　将克 800，000 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 500，000 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 700，000 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 380，114 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 500，000 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 准教授 田中　秀岳 1，100，000 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

若手研究（B） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 坂本　織江 500，000 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 研究員 渡丸　嘉菜子 1，400，000 母語・外国語音声知覚における「音素としての知覚的許容度」の影響

若手研究（B） 理工学部 情報理工学科 助教 大城　佳奈子 700，000 カンドル代数を用いた結び目不変量の再定式化と一般化および応用

若手研究（B） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 川口　眞理 1，300，000 孵化酵素の多重コピー遺伝子がもたらすメダカ属魚類の孵化環境への適応進化

金額は 2016年度交付額

■ 2016年度 科学研究費助成事業採択一覧

29



掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲 示示示示示示示示示示 板板板板板板板板板板
A  N O T I C E

30

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 理工学部機能創造理工学科 准教授 一柳　満久 10,350,000 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 2018/3/31

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 3,677,700 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 2018/3/31

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 99,979,000 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

国立大学法人　東北大学（NEDO 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」 2018/3/31

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 8,618,400 非公開 2016/8/31

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 教授 齊藤　玉緒 650,000 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 260,000 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 5,957,000 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 2018/3/31

総務省 理工学部情報理工学科 准教授 萬代　雅希 3,250,000 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 2017/3/31

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 坂本　織江 1,235,000 水素・電力協調エネルギーシステムの導入効果検討 2018/3/31

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 江馬　一弘 4,550,000 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 2018/3/31

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 9,880,000 MgB2線を用いた大電流導体,AMESコイルの解析・試験・評価による研究開発 2018/3/31

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 非公開 非公開 2017/3/31

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 非公開 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 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 教授 木川田　喜一 非公開 非公開 2017/3/31

三菱電機株式会社　情報技術総合研究所 理工学部情報理工学科 教授 高橋　浩 非公開 非公開 2017/3/15

日本ケミコン株式会社 理工学部物質生命理工学科 准教授 藤田　正博 非公開 非公開 2017/3/31

日本原燃株式会社 理工学部機能創造理工学科 助教 DZIEMINSKA EDYTA 5,400,000 障害物が火災伝播挙動に及ぼす影響の調査（フェーズ 2） 2017/3/24

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 10,772,906 非公開 2018/7/31

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 臼杵　豊展 1,700,000 エラスチン架橋アミノ酸誘導体の効率的な化学合成方法の開発 2017/3/31

国立研究開発法人産業技術総合研究所
（NEDO 再委託） 理工学部機能創造理工学科 教授 高尾　智明 14,985,000 「高温超電導高安定磁場マグネットシステム技術開発」のうち、「コイル保護・焼損

対策手法の開発」 2019/3/31

株式会社本田技術研究所 理工学部機能創造理工学科 教授 申　鉄龍 非公開 外界認識パワートレイン制御の制御設計, および ,MIL 環境検証 2018/3/30

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 2017/3/31

自然科学研究機構アストロバイオロジーセンター 理工学部物質生命理工学科 助教 DANIELACHE SEBASTIAN 1,300,000 有機分子の近赤外スペクトルによる大気系外惑星における新バイオマーカー特定 2017/3/31

株式会社東芝　インフラシステムソリューション社 理工学部機能創造理工学科 教授 宮武　昌史 500,000 鉄道システムの制御に関する研究 2017/3/24

九州電力株式会社 理工学部機能創造理工学科 准教授 坂本　織江 486,000 再エネ大量導入時の配電系統における系統シミュレーション手法の評価について 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 藤田　正博 6,500,000 高イオン伝導性プラスチッククリスタルの創製と全固体型電気二重層キャパシタの開
発 2017/10/31

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 非公開 パイプライン鋼X80の破壊過程に及ぼす水素ひずみ誘起格子欠陥の影響 2017/3/15

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 内田　寛 2,243,800 非鉛圧電配向体の焼結しない低温作製法の確立　～ IoTセンサーおよびエネルギー
ハーベスター応用に向けて 2021/3/31

※他社名非公開企業10社

■ 2016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

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

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

株式会社フォトニックラティス/ 慶應義塾大学 理工学部情報理工学科 教授 高橋　浩 0 フォトニック結晶を用いた超小型光学素子及び光集積回路の研究 2020/12/31

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

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 非公開 非公開 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

一般財団法人沖縄美ら島財団　
総合研究センター 理工学部機能創造理工学科 准教授 久森　紀之 0 μCTを用いたミドリイシサンゴ骨格標本の撮影技術の確立と計測部位の検討 2017/3/31

株式会社エレニックス 理工学部機能創造理工学科 准教授 久森　紀之 非公開 プラズマ放電焼結装置を利用してハイドロキシアパタイトおよびサンゴを用いた焼結」
に関する共同研究 2019/3/31

パネフリ工業株式会社 理工学部物質生命理工学科 教授 齊藤　玉緒 非公開 細胞性粘菌を利用したネコブセンチュウに対する忌避資材の開発（Ⅱ） 2017/3/31

旭化成株式会社（旧旭化成ケミカルズ） 理工学部物質生命理工学科 准教授 竹岡　裕子 非公開 非公開 2017/3/31

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 医薬品として開発可能な医薬品シードの探索 2018/3/31

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 非公開 在宅医療・介護を支えるアプリケーションの開発 2018/3/31

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 2021/3/31

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 2019/3/31

学校法人東京理科大学 理工学部物質生命理工学科 准教授 堀越　智 非公開 非公開 2017/3/20

シチズンマシナリー株式会社・
シチズン時計株式会社 理工学部機能創造理工学科 教授 坂本　治久 非公開 自動旋盤を用いた複合加工プロセスに関する研究 2017/3/31

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 早下　隆士 非公開 各種分子・イオン認識反応に基づいたケミカルバイオセンサの開発 2018/3/31

横浜ゴム株式会社 理工学部機能創造理工学科 教授 曄道　佳明 非公開 タイヤの動的挙動と周期的形状変化に関する研究 2017/3/31

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 2017/3/31

国立研究開発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 導波路パルススクイーズド光源とその評価手法 2021/3/31

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 2017/3/31

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 2019/3/31

国立研究開発法人物質・材料研究機構/ 大学
共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 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 2017/3/31

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 表面テクスチャリングによるバイオインプラント摺動面の摩擦・摩擦低減に関する研究 2019/3/31

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 540,000 砥石作用面形状の可視化と予測シミュレーション技術の共同研究 2017/3/31

日産自動車株式会社/ 三菱マテリアル株式会社/
三菱マテリアル電子化成株式会社 理工学部物質生命理工学科 准教授 藤田　正博 非公開 非公開 2017/3/31

学校法人聖マリアンナ医科大学 理工学部物質生命理工学科 准教授 鈴木　由美子 非公開 非公開 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 ─ 原子炉圧力容器のき裂進展解析（フェーズ 2） 2019/3/31

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 1,080,000 病態における軸索構造の評価研究4 2017/3/31

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 非公開 多言語医療情報システム　言語データベースの開発 2018/9/30

株式会社ケーヒン 理工学部機能創造理工学科 教授 鈴木　隆 800,000 カーエアコンの省エネ型冷凍サイクルに関する研究 2017/3/31

日本ケミコン株式会社 理工学部物質生命理工学科 准教授 藤田　正博 非公開 非公開 2017/10/31

株式会社ニトリ 理工学部機能創造理工学科 准教授 竹原　昭一郎 非公開 非公開 2018/3/31

■ 2016年度 学外共同研究
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建物に命を吹き込む仕事
　ダイダンは、オフィスビルや病院、工場、データセンターといった
様々な建物の電気設備、空調設備、給排水衛生設備を手掛ける
総合設備工事業を営んでいます。1903年（明治36年）に創業し、
2017年3月で創業114年目を迎えます。この間、日本の工業化と経
済発展に歩調を合わせて施工実績を積み、技術を培ってきまし
た。
　設備工事業は、建物に命を吹き込む仕事です。建物に必要なす
べての設備を提供できる総合設備工事業ならではの技術とノウハ
ウで、お客様の事業活動に最適な機能を有する建物を実現しま
す。

スマートエネルギーに対する取り組み
　東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故以降、日本のエ
ネルギー環境は大きな変革を求められています。2014年4月に改
定された「エネルギー基本計画」では、2020年までに新築の公共
建築物等で、2030年までに民間も含む新築建築物の平均でZEB
※（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）を実現することを目指すこと
が決定されています。
　一般的なオフィスビルでは、エネルギーの約7割が照明や空調
といった設備関連で使用されていて、建物のZEB化を進める上
で、設備工事業が果たす役割が非常に大きくなってきています。
　ダイダンの建物の省エネルギー化に関する取り組みの特徴は、
自社の建物で最先端の開発技術を実証実験し、データを収集し
て、その結果に基づいて、お客様の事業計画に沿った最適な諸設
備やシステムを提案していることです。
　このため、2013年に技術研究所（埼玉県入間郡三芳町）にス
マートエネルギーに関する最先端技術の研究・検証を行う「新研
究棟」を建設、2015年には、既存の研究棟をスマートエネルギー
化実現のために改修を行い、当社の開発技術の検証を行ってきま
した。
　そして、2016年5月、九州支社の改築を機に、ダイダン九州支

社・スマートエネルギーラボ「エネフィス九州」（福岡市中央区）を
完成させました。

※ZEB（Net�Zero�Energy�Building）：建築・設備の省エネ化や太陽光
発電の様な再生可能エネルギーの活用により、化石燃料などから得られ
る一次エネルギー消費量をゼロ、あるいは概ねゼロとした建築物。

建築設備からのZEBの発信 -エネフィス九州
　エネフィス九州の建設の目的は、建築設備からのZEBの発信を
目指して、実際に事務所機能を有する自社の建物でスマートエネ
ルギーに関する最新の技術を実証することにあります。単にエネ
ルギー消費量を削減するのではなく、働く人の執務向上確保と快
適性を損なうことなく大幅な省エネを実現するため、最先端技術
を導入するとともに様 な々チャレンジを行っています。

エネフィス九州に導入した主な技術は以下の通りです。
・�太陽光発電の直流電流を交流変換せずに、直接、照明や換気
設備に利用することで、変換ロスをなくしています。
・�地中熱を熱源とする冷水、温水を有効に取り込んで、建物の躯
体に組み込んだ配管に通して建物そのものを冷やしたり、温め
ることで空調エネルギーの省エネ化を図っています。

ダイダン株式会社

ダイダン九州支社・スマートエネルギーラボ「エネフィス九州」全景
地中熱の採熱方法

「エネフィス九州」のZEBへの取り組み
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・�気流感のない放射空調による人に優しい空調システムを採用し
ています。
・�壁の一部に緑化壁や日本家屋の障子と同じ効果のある膜ルー
バーを設置し、日射による熱の侵入やまぶしさを減少させてい
ます。
・�当社が独自に開発した照明・空調（又は防災設備）一体型機器
「CEILING�FREE（シーリングフリー）」を導入して、検証を
行っています。
・�静電気で体に付着した花粉やPM2.5などの粉じんの払い落とし
を、イオンの力で容易にする「ion-DROP（イオン・ドロップ）」を
導入して、検証を行っています。
・�屋上に光ダクト（スカイライト）を設置し、地下1階まで木漏れ日
の様な光を届け、照明がなくても明るく開放的で快適な空間を
実現しています。

省エネ性能や環境総合性能での高い評価
　これらの技術の導入により、エネフィス九州は、建築物の省エ
ネ性能や環境総合性能で高い評価を受けています。
・�国土交通省の建築物省エネルギー性能表示制度に基づく
「BELS」の評価で、一次エネルギー削減量59％を達成し、最高
ランクの5☆を取得
・�建築物省エネ法第36条の基準適合認定で福岡市の認定第1号
を取得

　エネフィス九州は、研究開発の推進を図る拠点であるとともに
お客様が体感できるショールームとしての役割を果たしています。
また、ダイダンの技術社員に対する教育の場としても有効に活用�
しています。

ダイダンが目指しているもの
　お客様が必要としている環境は、お客様ごとに異なります。病
院には病院の、工場には工場の、オフィスにはオフィスの、それぞ
れ求められる最適な環境があります。
　ダイダンは、これまで培った最先端の空間制御技術で、お客様
に最適な環境を提供することで、経営理念に掲げる「より良い地
球環境の実現と社会の発展に貢献する」ことで常に新たな価値
の創造に挑戦し続けます。目指しているのは、お客様の環境構築
パートナーです。

■エネフィス九州の概要
・所在地：福岡市中央区警固三丁目 1 番 24 号
・規　模：敷地面積 =760㎡、延床面積 =1,384㎡
・構　造：鉄骨構造、地下 1 階・地上 3 階

「CEILING FREE」の設置イメージ

スカイライトからの光

ダイダン株式会社
〒550-8520 
大阪市西区江戸堀一丁目9番25号
TEL: 06-6447-8000
http://www.daidan.co.jp/

Corporate Profile
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2025年の竹中グループ成長戦略：
グループで、グローバルに、まちづくりにかかわる
　竹中工務店は、国内外における様々な社会の課題を解決し、
人々が豊かで明るく、そして安心して暮らすことができるサステナ
ブル社会を実現することを使命としています。そのために、グルー
プ全体の事業領域を「まち」として捉え、企画・計画から建設、維
持運営まで「まち」のライフサイクル全てにおいて貢献し、社会と
お客様にとって最良のパートナーとなることを目指しています。

竹中グループの技術開発
　竹中グループにおいて、2025年のグループ成長戦略を「技術」
の観点で担っているのが竹中技術研究所です。竹中技術研究所
は、最先端の技術開発及びイノベーションを指向した独創的な
シーズ技術の研究開発を推進し、社会とお客様の期待に応えるソ
リューションを提供します。具体的には、サステナブルな社会の実
現に向けて、「地球環境への貢献」、「安全・安心の向上」、「最

先端の空間創造」、「高度な建設技術」の4つの領域に取り組ん
でいます。

【1】地球環境への貢献
　竹中工務店は、低炭素社会に向けてネット・ゼロエネルギービル
（ZEB）を2030年に定着させるため、2020年にリーディングプロ
ジェクトを実現するというロードマップを設定し、省エネルギービ
ル、ZEB、更にエネルギー消費量を創エネルギー量が上回るネッ
ト・プラスエネルギービル（PEB）の実現に取り組んできました。
2016年3月に、前倒して自社の既存建物を改修してZEBを実現さ
せました。このプロジェクトでは、築12年の実用オフィスにおいて
執務をしながら改修を行いました。改修にあたっては、既存外装
の省エネ化や照明・空調機器の改修に加え、ワークスタイルや意
識の変革によるエネルギー使用量の大幅低減を、健康・快適性に
も踏み込んで計画し、最終的にPEBを達成する見込みです。

【2】安全・安心の向上
　南海トラフ地震のような規模の大きい地震が発生すると、周期
の長いゆっくりとした大きな揺れが生じます。このような揺れを長

株式会社竹中工務店

グループ成長戦略

竹中工務店東関東支店ZEB化改修プロジェクト

竹中技術研究所
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周期地震動といい、社会の関心が高まっています。竹中工務店で
は、揺れの周期が短い直下型地震動から建物を守る免震・制震
技術に加え、この様な長周期地震動に対する予測・対策に関する
さまざまな耐震技術を開発し、プロジェクトに適用しています。
2016年に超高層ビルの長周期地震動対策工事に適用した「デュ
アルTMD－NT※1）」は、建物の揺れ幅が小さい時は積層ゴムが、
揺れ幅が大きい時はリニアスライダーが建物屋上に設置したおも
りを支持するスライド式の機構で、建物の揺れを小さくする制震
構造に改修しました。
※1）「デュアルTMD-NT」における制振装置の構成については、
野村不動産・竹中工務店の2�社共同で特許出願済です。「デュア
ルTMD」は、竹中工務店の登録商標です。

【3】最先端の空間創造
　竹中工務店は、先端医療・医薬品関連施設の計画・運用に係る
知見の蓄積と建築主が抱える課題解決を目的に、再生医療、バイ
オ創薬、感染症対策施設の安全性確保の検証等関連分野の研
究開発を推進するバイオクリーン・バイオセーフティ実験施設を竹
中技術研究所内に構築しました。施設の気密性に関しては、完成
後の検証結果から国内最高レベルの気密性能を有することを確

認しました。今後は、急速な市場拡大が見込まれる「再生医療」、
「バイオ創薬」関連市場に向けたオープンイノベーションの場とし
て活用し、技術・産業の発展に貢献していきます。

【4】高度な建設技術
　竹中工務店は、JAXA「太陽系フロンティア開拓による人類の
生存圏・活動領域拡大に向けたオープンイノベーションハブ」の平
成27年度研究提案募集に採択され、JAXA・竹中土木と共同で
「環境適応型不整地自律走行プラットフォームの研究」を推進し
ています。この共同研究では、JAXAの保有技術である環境適応
型不整地自律走行プラットフォームを、地上での建築・土木生産
に活用するための研究開発を推進しています。月面や火星を探査
するロボットのために培われた最新の環境適応・自律走行技術を
活かすことで、工場や物流施設等とは異なり、環境が必ずしも整
備されていない建築・土木生産現場におけるロボット活用を実現
します。

お客様とともに、新たな価値を創る
　近年急速な展開を見せるIoTやビッグデータはまちづくりに大き
な影響を及ぼし、建物の価値を大きく変える可能性を持っていま
す。このように、社会が抱える課題やニーズに応えていくことは、
ただ建物をつくることだけでは実現できません。竹中工務店は社
会の変化に敏感に応え、建設技術、先端技術、そしてサービスが
融合した新しいソリューションで、まちに新しい価値を提供し、サ
ステナブル社会の実現を目指します。

株式会社竹中工務店
〒541-0053 
大阪市中央区本町4丁目1-13
TEL: 06-6252-1201
http://www.takenaka.co.jp/

Corporate Profile

バイオクリーン・バイオセーフティ実験施設

デュアルTMD-NT

環境適応型不整地自律走行プラットフォーム
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卒業生紹介
活躍中！

2011年3月11日14時46分、私は北海
道・函館にいました。交通が遮断され、情報も
充分入手できない中、空路函館から羽田へ、
さらに山形まで臨時便で飛び、山形からバス
利用という迂回ルートで仙台に向かいました。
バスが灯の消えた仙台に近づくにつれ、世界
はつい数日前とは全く変わってしまったという
感覚が押し寄せてきました。その感覚は、以来
片時も去ることなく私の内に在り、同時に私
自身の教育・研究者としての生き方も、この巨
大地震とそれによって引き起された福島原発
事故によって決定的に方向付けられたので
す。

私は、上智大学でイエズス会の教育理念
に基づいた教育を受け、理工学部化学科を
1978年3月に卒業しました。そして、40年以
上も前に学んだ、その理念は、筆舌に尽くし難
い災禍を目の当たりにした筆者が前進するた
めの駆動力となったのでした。本稿では、決し
て忘れてはいけない、3.11の災禍の地を活動
の場とする上智大学出身者として、日頃想うこ
とを綴ります。

頭より心、イエズス会の教育理念
「イエズス会の教育理念」は、六つの原則

（表1）と八つの柱（表2）から成ります。自然科
学に携わる者にとって、特に重要なのは、第
一原則「知的なものよりも道徳的なものが大
事（頭より心）」及び第二原則「手段として知
的なものの育成が大事（しっかりした知識で
社会に奉仕）」の2つです。

第一原則の理念は、研究者が優秀であれ
ばあるほど疎かになりがちです。自分の研究
が社会や人類の未来に対してどんな影響を
及ぼしうるか、それをしっかり自覚した上で正し
い道徳的判断を下していかないと、時に研究
者本人も想定できなかった方向に暴走してし
まいます。例えば原爆開発につながる研究を
推進したのはノーベル賞を受賞した非常に優
秀な物理学者たちでしたが、その結果もたらさ
れた大惨禍、国際社会の構造変化を考えます
と、慄然とするばかりです。

第二原則の理念は「自分の知的能力を社
会貢献のための一つの「手段」と捉え、倫理
観や正義感をその上位に置く研究者を育てる
こと」（筆者の意訳）を意味します。これは、大
学の教育現場、特に理科系の研究で今求め
られている最重要事項と考えられます。さら
に、知的能力を社会貢献のために駆使するた
めには、複雑化した社会・資本主義経済構造

を掌握し、かつ天文学的な数の情報の中から
真実（本質）を見極める力も要求されます。

法律と経済至上主義との関連性
軍事産業への転用の可能性が常に付きま

とうなど、科学技術は両刃の剣と言われます。
また最近の資本主義経済構造特有の事象と
して、「合法性と安全性とは一致しない」という
新しい問題が発生しています。法律で定めら
れている（最低の）基準さえ満たしていれば問
題が無いという考え方です。

例えば、食品衛生法では、飲食によって生
ずる危害の発生を防止するために、添加物の
種類や量の基準が定められています。しかし、
法律の逆用的発想、つまり、法律で規制され
ていない添加物は何を使用しても構わない、
基準値以下であればよい、のような発想に繋
がります。同様に、建築基準法では、国民の
生命、健康及び財産の保護を図るために、建
築物の構造に関する最低の基準が定められ
ています。少しでも利益を上げるために、コスト
を削減する…その結果、将来多数の人命に
係わる事態が予測される。しかし法的には何
の問題もない。ここに大変危険な落とし穴が
あると感じます。法律があるから逆に全てが許
され、倫理的な思考をストップさせてしまう悪癖
が、今の世の中には蔓延しているのではない
でしょうか。

こうしたことが起きる背景には、より安全を
目指すのではなく、より経済性を目指すという
経済至上主義的な歪んだ精神構造がありま
す。

情報の背後に想像力を働かせること
研究が及ぼす社会的影響を予測し、道徳

的な判断を下していくためには、当然のことな
がら専門の学問以外に広く社会事象につい
ての正しい理解が必要です。学問を通じて物
事を考える力を養うと同時に、その力を社会事
象へも向けていく。その際私たちの最初の手
がかりは、新聞・雑誌、テレビ・ラジオ、インター
ネットなどが提供する情報でしょう。しかしなが
ら、私たちの眼にふれる情報というものは、
往々にして、物事のある部分を特化して伝え
ているに過ぎない、と認識することが重要にな
ります。政治、外交、経済、医療、福祉、教育、
環境…あらゆる社会事象に当てはまる共通
の問題でもあります。私たちに求められるの
は、事実の断片しか伝えていない情報の背後
に想像力と知性とを働かせる、受け手の側の

真摯な努力と言えるかもしれません。

未来をつくるオプティミズム
科学技術の進歩によって、私たちの世界

は便利になると同時に高度に専門化され、複
雑になりました。しかし、「幸福」や「正しさ」の
基準が、見えないところでいつのまにか不問
にふせられてはならないと私は思います。

科学技術の土台となる根本的な「哲学」に
関しては、私たち一人ひとりが自分の意見を
持てるはずです。福島原発事故という未曽有
の災禍を体験した私たちは、便利であればそ
れでよいのか、という根源的な問いも含めて、
人間にとって何が本当に正しく幸福なことか
を考え、実践していくことが重要だと思います。
同時に、未来に対して、希望を抱くためのメカ
ニズムも必要になってきます。そのヒントが、

「イエズス会の教育理念」の八つの柱（表2）
の最終項目「簡単に喜ぶが、決して満足しな
い精神」に見出すことができます。

ある仮説を立て、非常に努力して実験をし
た結果、仮説を裏切るデータしか得られないと
いうことが研究の現場ではよく起こります。「自
分の努力は無駄だった」とがっかりしがちな学
生たちですが、そうではなく、たとえ期待通りで
はなかったにしても、一つの結果を導き出した
ことにまずは喜ぶ。喜んだ上で、次のステップ
を真剣に模索する。そのプロセスの中で、物事
を簡単にあきらめない強い人格がつくられま
す。

未曽有の被害をもたらした東日本大震災
の傷跡が癒える間もなく、2016年には、熊本
の地震、岩手の台風、阿蘇の噴火、糸魚川
の強風火事…自然の猛威に私たちは晒され
続けています。しかし、物心両面での復興の
過程において、どんな小さな達成にもまずは喜
び、次を目指すオプティミズムがあらゆる場面
で実現されていけば、未来を切り拓くことがで
きる…今、私はそのように考えています。

上智大学理工学部・化学科を卒業して凡
そ40年…本稿で言及したイエズス会の教育
理念は特別ではなく、これからの時代に皆が
心に留め置くべき、普遍的な指針を与えるでし
ょう。それは、自然科学的な思考能力を有し、
同時に高い倫理観と社会の事象に対し深い
洞察力とを兼ね備えた人材が、これほどまでに
複雑化した社会で、今まさに求められているか
らです。

東北大学・多元物質科学研究所
教授

垣花 眞人

表1 :イエズス会の教育理念の六つの原則

原則 内　　容
第一 知的なものよりも道徳的なものが大事（頭より心）

第二
手段として知的なものの育成が大事（しっかりした知識で社
会に奉仕）

第三 計画性。順序よく勉強をする。

第四
ひとりひとりがはっきりした責任をもち、心の一致した共同
体を建設する。

第五 教育の目的に達するための一番いい方法を探す。
第六 人、時、場所などに適応した教育。

表2 :イエズス会の教育理念の八つの柱
柱 内　　容

（1） cura personalis ひとりひとりを大切にする
（2） 全人教育
（3） 価値判断力をつける
（4） 卓越性の追求
（5） たえず刷新を求める教育
（6） より人間的な社会の建設に貢献する人を育てる
（7） 協力して働く
（8） キリスト教に根ざす教育→「簡単に喜ぶが、決して満足しない」精神
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編集後記

ソフィア サイテック28号をお届けします。巻頭言には、2014年
度から理工学部長を務められております築地徹浩教授にお願いしま
した。理工学部のグローバル化に向けた活動や、同窓会との連携
推進の紹介がありました。研究発表の推進という観点では、2016
年度に大学院生に対して学会参加に関わる費用を支援する制度が
新設されたことも新しい点です。また、理工学部同窓会の連携講
座が開設され、講師は卒業生です。ご活躍されている人が理工学
部の卒業生であるケースが増え、とても励みになります。最近でも、
ニュースを見ていましたら、社長交代で、次期社長が理工学部の
卒業生であったこともあります。本誌の卒業生紹介記事では、東北
大学 垣花眞人教授に執筆をお願いしましたので、ご一読いただけ
ればと思います。

特集記事では、「高温超電導研究の最前線」について解説を頂
きました。超電導からは、リニア新幹線で採用、冷却が連想されます。
高温超電導が確立した社会が、どのような革新をもたらすのか楽し
みです。

本誌は、ご支援を頂いている個人会員、法人会員の皆様への活
動 報 告や情 報 提 供でありますが、WEBサイト（http://www.
st.sophia.ac.jp/scitech/）でも活動状況を公開しております。本
誌と併せてご閲覧いただければ幸いです。引き続き、理工学振興
会にご支援をよろしくお願いします。 （小川）

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）

岡田　邦宏 （物質生命理工学科教授）

鈴木由美子 （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）

田中　秀岳 （機能創造理工学科准教授）

小川　将克 （情報理工学科准教授）

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コミュニケーションデザイン

● 制作　株式会社グラフト

● 印刷　大日本印刷株式会社
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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＊
株式会社 東芝
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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
荒木 剛
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
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
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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
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 聡
後藤 貴行
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五味 靖
小溝 茂雄
権田 善夫
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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
笹川 展幸
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
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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
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高柳 和雄
竹岡 裕子
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竹原 昭一郎
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Danielache, Sebastian
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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
松原 守

松山 定彦
水谷 由宏
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宮武 昌史
武藤 康彦
森 正雄
森本 光生
ヤ
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