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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。

上智大学は2013年に迎える創立100周年を達成目標とした

上智大学グランドレイアウト構想が理事長から提案され、そ

の実現に向かって現在、その具体化が精力的に進められてお

ります。理工学部は1962年、科学と技術とを融合した学部を

目指して開設され、昨年創立40周年を迎えました。大学が

100周年を迎える前年には、記念すべき50周年を迎えること

になります。この間には、理工学部の新棟が建設される予定

となっています。この新棟の完成に目標を定めて、理工学部

はこれまでの点検・評価を踏まえて、組織としての学科の再

編を含めた見直しを検討中であります。この中で、理工学部

は上智大学の自然科学・技術の教育およびその発信基地とし

て、学部内に生命科学と情報科学の教育・研究を強化するこ

とが重要であるとする認識に至っております。日本の理工学

系学部を取り巻く学外環境の厳しさの中にあって、本理工学

部は次の10年間に、新たに成長・発展し、成熟するためには、

理工学部教職員が自らの職責を果たすと共に、学部の未来に

思いを馳せることが重要です。それは、数ある日本の理工学

部の中にあって、大学生・大学院生に求められている資質を

高めるための基礎的・実践的な知識や能力を育むためにどの

ように個性化を図るべきかを真剣に考えることにあります。

言い換えれば、上智大学で理工学を学ぶ学生に「発見と創造

の喜び」を伝え育てる教育は、どのようにしたら実現できる

かに答えを出すことであると思っています。

上智大学理工学振興会は理工学部における教育・研究の強

化と推進を図り、優秀な人材養

成のための援助目的として、理

工学部の25周年記念事業の一環

として設立されて以来、15年を

経過いたしました。振興会はこ

れまでの法人会員および個人会

員のご支援により、博士課程の

学生に対する奨学金給付や海外

での研究発表の援助をしてまいりました。これまでのご支援

に対して心から感謝申し上げますと共に今後も引き続いてご

支援下さいますようお願い申し上げます。これまで振興会が

行ってきた理工学の教育・研究に対する支援・活動を点検・

評価し、今後の振興会のあり方について、抜本的な見直をも

視野に入れた検討を行う時期に来ていると思われます。昨年

度は振興会の新規事業として、産学連携ネットワークを構築

するためのSLO（ソフィアリエゾンオフィス）を発足させ、

研究に係わる相談、共同研究などの仲立ちとなるべく精力的

に活動中です。本会報「ソフィアサイテック」は、理工学部

の教員・学生と企業会員との相互のコミュニケーションを密

にするために発刊されました。この会報を通じて理工学振興

会の活動状況、理工学部・研究科の現状と今何を目指してい

るかを企業の方にご理解を頂くと共に、法人会員の立場で、

振興会に対して何を望んでおられるかを知るための橋渡しに

なれば幸甚です。

理工学振興会副会長
理工学部長
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上智大学理工学部リエゾンオフィス（通称SLO）

は、2001年11月1日に設立され、早や1年が経過し

た。2002年4月に設立記念シンポジウムを開催する

とともに、ホームページを立ち上げるなど、広報活

動も広く展開しているが、まだ十分なネットワーク

が確立されたとは言い難いと思われる。しかしなが

ら、このような状況下でありながら各種依頼が多数

寄せられ、産業界からの期待の大きさを感じ、更に

有効活用して頂くべき、体制を整えていく必要性を

感じているところです。

本特集では、SLOの今後目指すべき道について考

えてみることとし、今後取り組むべきテーマの提案、

産業界への貢献が期待できる実用研究テーマ、是非

使って欲しい研究成果などについて、SLOメンバー

各位に執筆いただいた。ご一読いただき、今後の

SLOへの期待、ご要望などをお寄せいただき、今後

の目指すべき道をより明確にしていきたい。これが

本特集の意図でもあります。

初心にかえり、SLOが掲げている本組織の特徴を

列挙すると以下のようになります。

幅広い分野・技術レベルに対応

理工学部：5学科（機械、電気・電子、物理、

数学、化学）、生命科学研究所

大学院：7研究科（機、電気・電子、応用化学、

化学、数学、物理、生物科学）

境界領域への対応

情報、材料、生命科学

文理融合領域への対応

Hard、Soft、Humanの調和を目指す

抜群の立地条件でサービスを受けやすい、行い

やすい

セミナ・講習会・シンポジウム・技術相談・共

同研究

幅広い社会貢献を目指す

中学校、高等学校への教育支援、生涯学習プロ

グラムの企画・実施

国際的ネットワークを生かした対応

コンパクトな組織でOne Stop Serviceの実施

研究機関とのネットワークを持っていない中小

企業にもきめ細かな対応

強力なテクノセンター（研究教育支援センター）

の全面支援

研究装置の設計、試作、組立・調整までの一貫

サービス体制

と で述べるまでも無く、本特集でもSLOのカバ

ー分野の広さはお感じ頂けるものと思う。また、本

特集でも取り上げているが、環境への取組みなど、

SLOがコーディネートし、理工学部の総力を持って

推進するプロジェクトの立ち上げ準備も開始してい

る。 については、まだ、多くの実績はないが、本

学はそのための十分な環境を有している。その必要

性については、本学の季刊誌「ソフィア」51巻1号

の「文理融合特集」の誌上シンポジウム「生産技術

と文化の融合」（12-46頁）でも明らかにされている。

是非ご一読頂きたい。また の国際的ネットワーク

も、本学であればこその環境であり、大いに活かし

ていきたい。 に挙げられている理工学部の研究教

育支援センターであるテクノセンターは、他大学に

は無い特徴と言える。殆どの研究装置は外注するこ

となく、学内で設計製作し、世界に一つしかない最

先端の研究装置として研究に利用されており、各分

野の学会で、研究論文はもとより研究装置面でも高

い評価を受けている。本センターについては、工業

調査会の月刊工業雑誌「機械と工具」2002年9月号

92-93頁に「都心のものつくり教室　テクノセンタ

ー」として紹介されている。是非ご一読頂きたい。

以上、本特集を通して、SLOをご理解いただき、

大いに有効活用して頂きたい。それが、本学理工学

部の更なる発展につながり、更に皆様のお役に立て

るようになるものと確信しております。

特集 
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のは、設立まもないSLO企画委員会が大型

研究公募のコーディネート活動の一環として

取り組もうとする意欲の現われでした。特に、

意欲的で先進的な田中衛教授は、健保の医療

費削減（最適問題となる）を目的として、

「データマイニングの対象をレセプト情報と

し、医者と患者の行動パターンを分類（クラ

スタリング）し、予測する本研究を、単なる

論文作成のための研究ではなく、大量の実レ

セプト情報（レセプト解析会社より提供）を

用いて、前処理、マイニング、分散型データ

ベース、視覚化インターフェースのすべてを

含むプロトタイプのプログラムを作成し、そ

れを技術移転（TLO）化すること」を目標と

しています。さらに、国際的水準での共同研

究として、アリゾナ大学の博士課程で研究経

験のある伊藤裕康（理電51卒）が、恩師で

あるB.R.Hunt名誉教授より持ちかけられた、

超解像度画像復元理論を土台として、その理

論がどのように「生物に学ぶ次世代情報処理

パラダイム」にもたらすかという点を検討し、

新しい視覚系あるいは網膜画像情報形成シス

テムの工学モデル創出を狙うというのが提案

の由縁です。残念ながら、平成14年度は、

採択されずに終わりましたが、来年度も、陣

容もあらたに再挑戦の姿勢をとることにして

います。

過去20年間程の研究成果を振り返り、

SLO企画委員の一人（伊藤裕康）が留学し

たアリゾナ大学でのハイブリッドオプチカル

デジタル処理研究、および、田中衛教授が

CNN研究を行なった上智大学での成果を比

較対照し、アナログ―デジタル処理とオプチ

カルーデジタル処理の2つのアプローチの違

いや長所・短所を明確にしながら、それぞれ

の研究の発端たるアリゾナ大学やカリフォル

ニア大学などと国際的な研究連携を確立し、

曳いては、世界に並び立つ上智大学のCOE

にせしめようというのが、研究提案の動機で

した。本研究では人間の視覚系、聴覚系、大

脳前頭葉系に学ぶハイブリッド（デジタルオ

プティカル、アナログデジタル）信号処理研

究を行なうことが、田中衛教授、田中昌司教

授、荒井隆行助教授との間で合意され、田中

衛教授が研究代表者となって、人間の視覚系

の生理心理学特性およびシリコン網膜を説明

する工学モデルであるコンピュータビジョン

システムアーキテクチャーの比較研究を手始

めにし、聴覚系、大脳前頭葉系から学ぶ新し

いパラダイムとその工学モデルを研究すると

いう提案書にまとめられました。普通の受託

研究なら、各研究室単位で公募研究を提案し、

受託するのが従来の方法であったのですが、

信号処理関係の研究室がまとまって提案した

今から200年ほど前、伊能忠敬が10年余の

歳月を費やし、日本の海岸線3万キロを徒歩

で測量し日本地図を完成した。ただただ尊敬

する他はないのでありますが、同時に当時の

海岸はさぞ美しかったのではないかと想像す

ることが多い今日この頃です。2年ほど前か

ら偶然海岸清掃用の道具を開発することにな

り、あちこち調査するにつけ「白砂青松今い

ずこ」と憂うばかり、日本の海水浴場1550箇

所、よほど管理の行き届いた所を除けば、悪

臭すら発するぐらい汚れている所もあります。

海岸は正に現代世相の鏡みたいなもの、快

適さを求め続けてきた人間生活の垢がたまっ

た場所のように思えます。この海岸ゴミの多

くは日本各地の内陸から河川で海に運ばれ、

波で打ち上げられたゴミですが、黒潮や対馬

海流に乗ってはるか大陸、台湾からも流れつ

いて来るゴミも少なくない。さらに海水浴客

の多く集まる砂浜となるとタバコの吸殻、花

火カス等が断然増え、これらは細かすぎて清

掃が困難な故、どんどん砂浜が汚れていくこ

とになります。また食品の包装類、ペットボ
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トル等のプラスチックは紫外線等で劣化が進

み細分化し、けっして分解されることなく食

物連鎖に紛れ込み、何時か人の体内に入り込

まないとは限らない、考えてみれば恐ろしい

事になりつつあるようです。

話は変わりますが、大気中の二酸化炭素が

急激に増えだしたのも200年前、素人ながら

このままでは人類の危機は近いのではと心配

になってくる。と言って心配しているだけで

は何の問題解決に繋がらないわけで、自分で

出来る事から、まずは見える環境問題、海岸

ゴミの清掃から出発し無闇やたらに物を捨て

ないマナーを取り戻すことから始めてみたい

ものです。

1）海岸清掃の実態

初めに海岸の汚れの実態を数値で示してみ

よう。1990年から継続して、国際クリーン

アップ活動組織の正式団体JEAN（クリーン

アップ全国事務局）のデーターから一部を示

すと表1のようになる。JEANのデーターは

毎年決まった場所で人の手で集めたゴミをカ

ウントする方法をとっている。従って劣化し

細分化したプラスチック類はカウントするの

も困難になっていて、おおげさな話、この量

は砂との混合比で話が出来るできるぐらいに

なっているのではないかと心配されます。

海岸清掃は管理責任者である自治体が自ら

実施するか、業者に委託するかのケースであ

り、いずれも予算の枠に縛られ、海岸利用者

のボランタリーに頼ることも少なくない。

道路ローラーのような大型清掃機を導入して

いる自治体も少なくないが、費用、メンテ、

等の問題があり必ずしも生かし切れていると

はいいがたいようです。

2）清掃作業の技術的問題

海岸ゴミは実に様々であり、大型清掃機で

簡単にかたずく話ではない。特に清掃作業に

とって厄介なゴミは漁具類、流木、ロープ類

で、要は回転体に絡みつくものは機械の故障

の原因となり易いからです。又たばこの吸殻

等も小さすぎて清掃機に拾い上げることすら

難しい。そこで多少原始的ではあるが誰にで

も扱え、シンプルで故障しにくい牽引式ビー

チクリーナーを開発したので紹介します。図

1で示すように、ATV（不整地走行用バギー）

で清掃用アッタチメントを牽引する構造で、

軽量と言う事もポイントになる。と言うのも、

砂浜は水際、陸地に大別出来、それぞれ多彩

な微生物が多く生息している貴重な場であ

り、大型ビーチクリーナーで砂を踏み固める

のは問題があるとされているからです。

アタッチメントは、流木、漁具類、漂着海 図1 牽引式ビーチクリーナ

タバコのフイルター 13.87
破片 10.77
破片大 8.63
破片小（1m3以下） 5.91
飲料缶 4.59
破片 4.06
プラボトル 4
シートや袋の破片 3.78
ふた、キャップ 3.44
食品の袋 3.36
ガラスの破片 3.08
花火 2.81
飲料ビン 2.1
自然ゴミその他 29.6

アイテム名 固体数割合　％
表1 海岸廃棄ゴミの種類と割合

草類を引っ掛けて除去するレーキと、砂とゴ

ミを空中に飛ばし、篩いで砂とゴミを分離す

るタイプの2種を使い分けます。

特に、後者はATVの機動力を生かせ、

100m四方程度の砂浜は20～30分で清掃が可

能です。砂の状態（乾燥度合い）にもよるが、

篩いのメッシュを細かいものにすればタバコ

のフイルター程度のゴミは困った事に面白い

ほど取れる。

3）今後の清掃技術

さて集めたゴミの最終処分は市町村の焼却

炉で消去する事になりますが、自然ゴミ、金

属、ガラス、プラスチックが混在したままで

はまたまた公害の元になりかねません。

とにかく分別作業が必要なのです。残念なが

らこの作業は今の所手作業以外うまい方法が

ない。加えてゴミのなかには鋭利な金属類も

混じっているので手作業では衛生上も問題が

あります。

この作業はいくらボランタリーと云ってもあ

まりに不衛生かつ忍耐を要求されるので、分

別機（仮称）があればぜひとも欲しいところ

です。海岸清掃はもともとある種の達成感が

あるので、ハンデイで取り扱い性のよい分別

機を開発導入できれば楽しい作業にもなるは

ずです。
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要素法を結合させた簡便な計算法を開発して

いる。この方法は、次のような特徴を持って

いる。

1.物体の複雑な三次元形状をCADに入力し、

それを利用した計算が簡単にできる。

2.物体が移動や振動する場合の取り扱いが容

易である。

3.パソコンを用いて、簡単な操作で三次元の

流れ計算ができる。

4.乱流モデルを使用しない乱流計算が可能で

あり、空間でのメッシュが不必要である。

5.キャビテーション流れや圧縮性流れの計算

にも拡張できる。

現在、機器の小型化、効率の向上および騒

音や振動低減などの環境向上のために、この

流れ解析手法を用いて機器の設計開発を行っ

ており、同時に実験的な検証も行っている。

さらに、流れ解析を行う機器を含むシステム

のシミュレーションプログラムと結合させる

ことにより、高精度なシステムシミュレーシ

ョンプログラムの開発を行っている。

実験的流れ解析装置として、粒子画像流速

測定器（PIV）を備えている。この計測器の

特徴は、流れ場空間の多点の速度を、同時に

計測できることであり、さらに同時に機械の

動きも可視化することができる。その後、得

られたデータに画像処理を施すことにより、

渦度や圧力分布などの流体力学的諸量の算出

が可能である。最近は、このPIV計測器を使

用して、実験的な流れ解析を行い、現象の解

明を行うとともに理論計算結果の信頼性の確

認を行っている。一方、高速度ビデオカメラ

を用いて高速現象の撮影も行っている。

ある企業の場合、ある機器内の弁の振動を

抑制したいのだが、原因が明確に分からない

ので、調べて欲しいとのことであった。さら

に、振動を抑制する機器の改良と今後の系統

近年、電子計算機技術の発達ともに流動現

象をシミュレートできるプログラムの開発が

盛んに行われており、ある程度プログラムの

研究開発は飽和したかのように見える。この

計算機により流動現象をシミュレートする分

野を数値流体力学（CFD：Computational

Fluid Dynamics）と言う。流れ解析を理論

的に行うために、このCFDが企業でも設計

開発のツールとして使用され始めている。し

かしながら、現場の使用者から次のような声

をよく聞く。

1.市販のCFDプログラムは高価で、熟練に時

間がかかる。

2.多少大雑把でよいので、パソコンレベルで

簡単な計算をしたい。

3.シミュレーション結果の信頼性が分からな

い。

4.思考錯誤の中ですでに改良開発された製品

の流れ解析技術に基づいた学術的な裏づけ

が欲しい。その結果をもとに、もっと系統

的な製品開発を行いたい。

5.流れ解析に基づいた説得力のあるユーザー

からのクレーム処理をしたい。

などである。さらに、実際の機械機器やシス

テムに関して、「普段見えない機器内の実際

の流れや機械の動きの様子を見たい。」など

の声もよく聞く。これらの要望に答えつつ私

の研究グループでは、理論的および実験的な

流れ解析技術の開発とそれらの適用研究を行

っている。

ポンプやエンジンなどのものの内部流れや

自動車や飛行機などのものの外部流れを理論

的に解析すると次のようなことが分かる。

1.渦の有無やはく離位置などの流れの状態

2.圧力分布、抗力や揚力などものが受ける力

3.流動によって振動を誘起されるものの振動

状態とその周りの流動状態

これらの情報を知る方法として、渦法と境界

海岸清掃というテーマでも要求される技術

は結構、難易度が高いように思われます。

従って、もし分別技術が完成すればいろん

な方面に応用が考えられるのではないでしょ

うか。

とにかく効率一辺倒作り続けた20世紀の

つけを清算する自然に戻す技術が必要とされ

る時代になってきたように思われます。まず

は身近なテーマから取り組んで役に立つ技術

を世の中に提供して行きたいものですね。
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究を行い、研究論文、場合によっては特許と

して発表することである。

今後も基本的な流れ解析技術や計算手法の

開発は大学を中心に行われるであろう。その

結果を共同研究として企業にどの程度浸透さ

せることができるかが問題となる。さらに、

企業からの要望も念頭に置き、大学でプログ

ラム開発を行うことも必要である。実験的流

れの解析技術に関しては、ここで紹介した

PIV計測技術から三次元非定常流れに対し

て、どの程度の信頼性が得られるかが今後重

要である。本報で紹介した理論的および実験

的な流れ解析技術の目的や意義を理解しても

らい、各分野で役に立てていただければ幸い

である。

的な新製品開発のための基礎データを得たい

との事であった。気体が内部を流れているの

で、気体の流動状態が、振動の大きな原因の

一つと考えられるが、会社では流れ解析を行

う余裕がないので、こちらに依頼された。こ

のような共同研究で得られる企業にとっての

メリットは大きく、特許申請にもつながる。

研究によっては1－2ヶ月オーダーで結果を

急ぐ研究もあるが、大学としては最低1年計

画でお願いしたい。約1－2年計画の基礎研

究が企業と大学との共同研究として向いてい

るであろう。一方、大学にとってのメリット

は、現場での問題点を認識して基本的な問題

設定を行い、次にその問題に関しての基礎研

開口部を所望の導波路パターン形状に加工し

て選択成長を行うと、半導体のエッチング工

程を用いずに導波路パターンの形成が可能と

なり、光集積回路で不可欠な分岐導波路や、

素子間の光配線などの実現に有望と考えられ

ます。我々は、この選択成長技術を用いて並

列状の導波路の屈折率すなわち層厚が階段状

に変化する階段屈折率型アレイ導波路の作製

を行っています。図1のようなアレイ導波路

の片端に広い幅を持つ非対称形のマスクに選

択成長を行うと、各アレイ導波路内で井戸層

厚が異なり、そのため異なるバンド端を持つ

アレイ導波路が作製可能となります。この階

段屈折率型アレイ導波路の応用として図2の

ような波長分割光スイッチを提案していま

す。アレイ導波路は各々屈折率が異なるため、

各導波路を通過した光は各々異なる位相差を

持ちます。従ってアレイ導波路から出射した

光が回折により集束する位置はアレイ導波路

出射端の位相差、すなわちアレイ導波路の屈

折率差によって異なります。元々のアレイ導

最近の光通信技術の急速な進展とともに、

波長軸及び時間軸上での光多重化技術を駆使

したフォトニックネットワークの構築が実現

しつつあります。その実現に向けては波長領

域及び時間領域での各種の光信号処理技術が

不可欠となりますが、こうした処理技術には

信号速度やパルス形状などに依存せずに動作

する光デバイスの実現が必要不可欠です。

我々の研究室ではこれらの光デバイスの実現

を目的とした研究を行っています。

本研究室では、有機金属気相成長装置を用

いて光デバイスの元となる結晶成長を行って

います。材料原料は 族がTMI、TEG、 族

がtBA、 tBPのすべて有機金属を用い、

GaInAsP系結晶を作製しています。選択成

長は、面内においてバンド端の異なる材料を

一回の成長で作製する技術であり、半導体レ

ーザと変調器を集積化した光源に用いられて

います。マスクで結晶表面が覆われていると、

適当な成長条件下では基板表面が露出してい

る部分にのみ結晶成長が起きます。マスクの

図2：アレイ導波路の波長分割光スイッチへの応用図1：選択成長用マスクパターンと階段型屈折率アレイ導
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次世代に必要とされる大容量の情報を超高

速に処理する技術を確立するためには、新し

い高機能の材料を開発することが必要不可欠

です。材料といっても、無限ともいえる元素

の組み合わせがあり、その組み合わせによっ

て多種多様な機能を発現します。例えば電気

抵抗がゼロでエネルギー・ロスなしに電気を

運ぶことができる超伝導材料や、熱を電気に

変えることができる熱電変換材料、あるいは

モーターなどに使われる強い磁石の性質を持

つ強磁性材料などがよく知られている機能性

材料の例ですが、まだまだ我々の知らない高

機能の材料が埋もれているに違いありませ

ん。我々の研究室ではそのような次世代の電

子デバイスに応用できるような役に立つ材料

を開発しようとしています。

現在我々が研究対象としているのは、いわ

ゆる「強相関電子材料」と呼ばれる物質群で

す。「強相関電子材料」では多数の電子がク

ーロン相互作用によりお互いに強く影響を及

ぼしあいながら存在していて、このような状

態は従来の材料（例えば半導体）を理論的に

説明したバンド理論では理解できません。理

論的な枠組みを超えた「強相関電子材料」に

は従来材料にはない特長があり、次世代の電

子材料として大変魅力的で多くの研究者の注

目を集めています。先にあげた超伝導材料の

うち高い温度でも動作する高温超伝導体も

「強相関電子材料」から発見されました。

現在研究室で特に注目している機能として

磁気抵抗効果があげられます。パソコンに入

っているハード・ディスクの読み取りヘッド

や次世代不揮発メモリーとして有望視されて

いる磁気ランダム・アクセス・メモリー

（MRAM）などに応用が期待されているもの

です。磁気抵抗効果とは磁場をかけた時に抵

抗が変化する現象をさし、通常の金属では普

通、磁場の自乗に比例したごく小さな正の磁

気抵抗効果を示すのみで、これは磁場の持つ

エネルギーが小さいためです。これに対して、

約15年程前に金属多層膜で非常に大きな負

の磁気抵抗効果が発見され、巨大磁気抵抗効

果（Giant Magnetoresistance：GMR効果）

と呼ばれ、現在のハード・ディスクの読み取

りヘッドはこのGMR素子を使っています。

さらに大容量の情報記録のためには高密度化

が必要となり、そのためには大きな抵抗変化

をより小さな磁場で起こす材料を見出さなけ

ればなりません。我々の研究室で発見したペ

ロブスカイト型マンガン酸化物ではGMR素

子の抵抗変化に比べてさらに大きな磁気抵抗

値が得られており、より巨大な磁気抵抗効果

を意味するコロサル磁気抵抗効果（Colossal

Magnetoresistance：CMR効果）とも呼ばれ

ています。実用化のためには動作温度が低い

ことやデバイス形成のための薄膜化技術が確

立していないことなど多くの課題が残されて

いますが、次元性を制御したトンネル磁気抵

抗効果（TMR効果）を利用するなどして展

開を試みています。

また、ペロブスカイト型マンガン酸化物の

魅力は、ただ単に磁気抵抗の値が大きいとい

うことだけでなく、電子の内部自由度すなわ

ちスピンと電荷それに電子軌道という3つの

波路間の屈折率差は選択成長条件によって決

定されてしまいますが、さらにアレイ導波路

に電界を印加した場合、導波路コアである量

子井戸内の量子閉じ込めシュタルク効果

（QCSE）によって屈折率変化が生じ、外部

から屈折率を制御することが可能となりま

す。この効果を用いて出射光の位置を連続的

に変えようとしたものが光偏向器になりま

す。さらにこのアレイ導波路において、出射

光の集束位置は波長によって異なり、波長分

波器として用いることが可能です。このアレ

イ導波路は導波路長は同一で屈折率を変えた

ものであり、直線型アレイ導波路になります。

これにより導波路内での曲がり損失の低減や

素子の小型化が可能になると考えられます。

さらに導波路に電界を印加した場合の屈折率

変化を用いることにより、波長ごとの出射位

置を動的に変化する波長分割光スイッチへの

応用も可能となり、これらのデバイスの研究

試作を行っています。
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生物科学専攻における
最近の研究

生物は、進化により複雑化して、その進化

は連続的である。哺乳類の形態形成プログラ

ムをつかさどる遺伝子の多くが、ショウジョ

ウバエのそれらと類似性のあることが明らか

深刻なシックハウス症候群を引き起こす元

凶であるアルデヒド、トルエン、ベンゼン、

CO等の有害な気体は大量の空気で希釈され

ている上、難分解性で有るため除去困難であ

った。この研究では上記希薄気体物質を含む

空気流を、簡易で低消費電力のプラズマ－

UV照射装置を用いて分解し、清浄空気流を

回復する。図1に装置概略を示した。装置は

主にコロナ放電部とUV反応器に分かれてい

る。トルエン等の有機気体数百ppmを含む汚

染空気は適量の水分と混合された後、コロナ

放電部に通される。コロナプラズマ中での

H2O分解で発生したヒドロキシラジカル

（OH）によりトルエンは 式で一部分酸化分

解される。一方プラズマ中では 及び 式に

より大量のオゾンO3が副生する。

2CH3C6H5＋28OH＋11O2→14CO2＋

22H2O

O2＋Electron→2O＋Electron

O＋O2＋O2→O3＋O2

コロナで酸化しなかった残留トルエンは更

にUV照射部を通過する。 、 式でUVと

H2Oから再発生したOHラジカルにより、二

回目の酸化を受け、殆どCO2とH2Oに分解し

てゆく。

O3＋hν（253.7 ）→O＋O2

O＋H2O→2OH

この技術は極めて低消費電力で有るため、

空気清浄化のみならず、車載燃料電池用燃料

メタノールの水素改質時に副生するCOによ

る電池触媒の被毒を防ぐ事にも有効である。
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図1：コロナUV放電管 図2：100ppmのトルエンとCOの分解率

を劇的に変化させられる可能があり、外場制

御によって未知の新しい現象が期待されます。

そのような観点から「強相関電子材料」を用

いて光誘起相転移メモリーや超高速巨大非線

形光学材料の開発にも取り組んでいます。

自由度が複雑に絡み合った多彩な現象を示す

点にもあります。通常の金属状態とは異なり、

種々の相互作用が競合する「強相関電子材料」

では、外部からのほんのわずかな刺激（外場）

によって、その磁気的・電気的・光学的物性

－遺伝子研究の世界－
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開口分泌では、分泌部位にドックしていた

分泌小胞と細胞膜との融合が起こり分泌小胞

の内容物が細胞外へ分泌される。この様式は

ニュ－ロンからの神経伝達物質分泌および内

分泌細胞からのホルモン分泌にも共通する。

融合過程にはシナプス終末や分泌細胞また分

泌小胞に局在する種々の蛋白質の相互作用、

さらにそれらを制御するカルシウムイオンな

どの小分子が必要であると考えられている。

筆者はごく最近開発された微小炭素繊維電

極‐アンぺロメトリィー法を主要な解析法と

して、ニューロンのモデルである副腎クロマ

フィン細胞を用い、分泌小胞と細胞膜との融

合反応と分泌小胞の供給過程の調節機構の解

明を目的とし研究している。

本稿では、新しく研究室にセットアップし

た微小炭素繊維電極‐アンぺロメトリィー法

を紹介したい。この方法では単一クロマフィ

ン細胞（直径約30μm）の表面に＋650 Vの

電圧を印加した微小炭素電極（直径5μm）を

静置する。各種刺激によって単一分泌小胞

（直径約300 ）から分泌されたカテコラミ

ンはこの電極上で酸化されてo－キノン体と

なり、2H＋と2e－を放出する。この電解電流

を検出し、分泌量の時間変化を電流－時間曲

線として記録する。電極反応は極めて迅速な

ためリアルタイムに測定可能であり、単一小

胞の開口分泌過程を単一のスパイクシグナル

として検出・記録することができる。したが

ってスパイクの出現頻度、および個々の形状

や各種パラメーターから一つの小胞の膜融合

現象が解析できる（図参照）。この実験法で

は、特異抗体・発現プラスミドなど開口分泌

に関わる機能分子に対応するプローブを単一

細胞内に微量注入して、開口頻度と開口分泌

過程の変化を解析しうるので開口分泌の各過

となったことより、遺伝子レベルの研究は動

物種を超えて進められる。魚と人の遺伝子は

80％共通しているといわれ、アメリカが国

家戦略としてゼブラフィシュという名の小さ

い魚に膨大な研究資金を投じているのは、魚

の研究が医学に直接結びつくと考えたからで

ある。遺伝子の配列をすべて解明するゲノム

プロジェクトもヒトだけでなく、多彩な動物

種で進んでおり、最近、メダカでも日本でそ

の計画がスタートした。医学と基礎生物学の

境界が低くなりつつある。筆者は、メダカを

材料として研究を進めている。しかし、遺伝

子の世界に入ると、そこから、ヒトに研究を

移すことも容易にできる。コンピューターク

ローニングという言葉がある。これは、コン

ピューターで理想的な遺伝子をデザインする

ことでなく、遺伝子バンクなどに登録されて

いる塩基配列をつなぎあわせて目的の遺伝子

を解明することである。つまり、コンピュタ

ーと向き合うことで、実験もせずに遺伝子が

クローン化できるのである。筆者は、哺乳類

の孵化酵素の探査を試みた。メダカの孵化酵

素と良く似た配列の遺伝子をヒトとマウスの

ゲノムプロジェクトのウエッブサイトで検索

を行い、ある遺伝子（機能不明）を見つけた。

次にその遺伝子発現を知るため E S T

（Expressed Sequence Tag）クローンを検

索した所、その遺伝子はマウスの初期胚で発

現するESTに存在していた。哺乳類は、着床

前に卵膜を脱ぎ捨て孵化するので、この遺伝

子は哺乳類の孵化酵素遺伝子の有力な候補で

あると考えられる。コンピュターでやるのは

ここまでで、その後、実際のマウスの卵を用

いて研究を行い実験的に証明していく。筆者

はコンピューターの前に座っているより、実

験している方が性にあっているので、今後の

結果を楽しみにしている。

特
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 technology Liaison O
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1.活動の概要

2.産学公マッチング交流会に参加して

程が各種分子の相互反応過程として理解され

ることが特徴である。この方法を用い興味あ

る知見が得られつつある。

（Ann. N.Y. Acard．Sci.，（2002），971，273.，

EMBO J.，（2002），21，3970，J. Neurosci.，

（2002），22，3342.）

最近の活動状況

特
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上智大学理工学部

研究テーマ一覧
●機械工学科

●電気・電子工学科
●数学科
●物理学科
●化学科

●生命科学研究所

上智大学・教員数　548名
理工学部教員数　　教授 助教授　講師　　助手　 合計

機械工学科

電気・電子工学科

数学科

物理学科

化学科

生命科学研究所

計

上智大学・学部学生数　10,650名
理工学部学生数

機械工学科　　　　　　　　　　　　

電気・電子工学科　　　　　　　　　

数学科　　　　　　　　　　　　　　

物理学科　　　　　　　　　　　　　

化学科　　　　　　　　　　　　　　

計　　　　　　　　　　　　　　

上智大学・大学院学生数　1,008名
理工学研究科学生数　 前期　 後期　　合計

機械工学専攻
電気・電子工学専攻
応用化学専攻
化学専攻
数学専攻
物理学専攻
生物科学専攻
計　　　　　　　　　
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教員名 主な研究テーマ

繊維強化複合材料・構造の損傷および破壊
骨類似コンポジットの高靭化メカニズム
計算力学
構造最適化
宇宙構造物と構造設計

制振材料の動特性
免震・防振装置の研究
機器・配管系の耐震設計
マルチボディシステムのダイナミクスと制御
機械振動におけるパターン形成現象の解明
数値積分法の特性評価

内燃機関における熱伝達の研究
燃焼空燃比、シリンダ内圧力および吸入空気量の計測法
壁面消炎の実験的解析
小型ガソリンエンジンの空燃比、点火時期制御
ラジカル発光計測による燃焼解析

環境融和型水圧駆動システム
油圧駆動システムの省エネルギ化
小型高速ターボ機械の性能
流体機器内の流れの解析
機能性流体の特性解析

精密機械の性能評価法（静特性・動特性・熱特性・運動精度）
知的生産システム（IMS）における要素研究
工作機械の超高速化、高剛性化、複合化技術の開発
熱変形フリー精密機械構造に関する研究
環境対応型生産加工技術

適応制御系の設計理論および実験的研究
多変数制御系の設計法
H∞制御系の設計および実プラントへの応用
確率システムの解析と制御システムへの応用

金属材料の強度と破壊に及ぼす水素の研究
セラミックス材料の環境脆化メカニズム
石英系光ファイバの環境強度と水、水素の存在状態解析
骨類似生体材料の構築
機能性材料の創製

輸送システム・生産システムの計画と解析
工場計画における物流システムの最適化
数理計画法
待ち行列ネットワーク

ソフトウェア生産技術
ドメイン分析・モデリング
システム評価技術
コラボレーション／コンカレントエンジニアリング
教育工学・e-Learning

教　授・林邦夫 材料・構造力学、技術史・技術論

教　授・池尾茂
教　授・築地徹浩
助　手・伊藤和寿
助　手・小薮栄太郎

教　授・石塚陽
助教授・伊呂原隆
助　手・白井裕
助　手・宮本裕一郎

教　授・田村捷利
教　授・武藤康彦
講　師・笹川徹史
助　手・申鉄龍

教　授・曽我部潔
助教授・曄道佳明
講　師・佐藤美洋
助　手・鈴木幸雄

教　授・末益博志
助教授・長嶋利夫
助　手・間島理
助　手・郷津勝久

教員名 主な研究テーマ
教　授・井内一郎 受精膜形成機構、グロビン遺伝子の構造と発見
教　授・熊倉鴻之助 神経伝達物質放出の分子機構と細胞内調節に関する研究
助教授・千葉篤彦 脊椎動物の生物時計に関する神経生物学的研究
助教授・牧野修 DNA組換えや遺伝情報の翻訳調節に関する酵素・蛋白質の構造と機能
助教授・乗越皓司 霊長類の社会構造の進化に関する研究
助教授・笹川展幸 神経細胞の情報伝達機構に関する研究
助教授・安増茂樹 発生過程における細胞分化の研究
講　師・小林健一郎 両生類の環境適応の生化学
助　手（博士研究員）・村山典恵 分泌調節機構に関する分子生物学的研究

教　授・吉田正武
助教授・鈴木隆
助　手・内田敬介

教　授・清水伸二
講　師・坂本治久
助　手・今井登

助教授・高井健一
助　手・鈴木啓史
助　手・久森紀之

教　授・伊藤潔
講　師・田村恭久
助　手・川端亮

Researchgroups
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教員名 主な研究テーマ
教　授・服部武 モバイルインターネット、移動通信方式、QoSパケット通信方式、位置検出、無線LANとその応用
教　授・加藤誠巳 画像・CG・音声・ニューロ・AI・ファジィ・経路探索・インターネット・ITS・モバイル
教　授・川中彰 画像情報処理、高能率符号化、パターン認識・理解
教　授・金東海 パワーエレクトロニクス、電気機器理論、回転機制御
教　授・岸野克巳 半導体レーザ、光集積デバイス、超薄膜半導体工学、ワイドギャップ半導体
教　授・中山淑 医用信号処理、医用光工学
教　授・小関健 光通信・光回路・非線形光学・光交換システム・光ネットワーク・量子光波工学
教　授・田中衞 計算機応用、CAD、ニューロ、非線形情報処理、網膜の情報処理に関する研究、データマイニング
教　授・田中昌司 脳のアーキテクチャと動作原理、前頭前野機能回路システム、ワーキングメモリ
教　授・和保孝夫 量子効果素子、多値回路、Ａ／Ｄインターフェイス、超高速集積回路
教　授・ 尾智明 超伝導マグネット技術、電力用超伝導機器、新機能極低温材料、高温超伝導体、磁気浮上
教　授・下村和彦 光電子集積回路、光インターコネクション、光制御デバイス、半導体結晶成長
助教授・荒井隆行 信号処理、音声言語処理、聴覚情報処理、音響情報処理
講　師・宮武昌史 パワーエレクトロニクス、電気エネルギーシステム、交通システム
講　師・炭親良 医用生体工学、可視化情報学、計測システム工学
講　師・藤井麻美子 医用生体工学、医用光工学、生体物性学
講　師・工藤輝彦 光通信・光回路・非線形光学・光交換システム・光ネットワーク・量子光波工学
講　師・村原雄二 信号処理、医用生体工学
助　手・福田光一 画像情報処理
助　手・神谷利雄 遮断器内アーク放電パラメータの研究
助　手・菊池昭彦 半導体レーザ、光集積デバイス、超薄膜半導体工学、ワイドギャップ半導体
助　手・中野求 パワーエレクトロニクス、電動機理論とその制御、マイクロコンピュータ応用
助　手・野村一郎 半導体デバイス、半導体結晶成長、 - 族半導体、光量子エレクトロニクス
助　手・大竹敢 画像情報処理、非線形情報処理、ニューロ
助　手・鈴木彰文 肺音計測、生体の音響特性

Researchgroups

教員名 主な研究テーマ
教　授・江馬一弘 光物性、量子エレクトロニクス、非線形光学
教　授・伊藤直紀 宇宙論・宇宙物理学
教　授・大槻東巳 固体における輸送現象の理論
教　授・関根智幸 光物性および固体物理学に関する実験的研究
教　授・清水清孝 原子核物理学に関する理論的研究
教　授・高柳和雄 凝縮系物理学に関する理論的研究
教　授・田中大 気相および固体表面の低エネルギー電子分光による原子・分子物理学の実験的研究
助教授・後藤貴行 低次元・強相関物質のNMR
助教授・桑原英樹 強相関電子系における電子物性
助教授・坂間弘 表面界面の構造、薄膜の成長、光触媒、新物質創製、環境触媒
助教授・高柳俊暢 原子およびイオンの内殻励起、多電子励起に関する研究
講　師・水谷由宏 原子、分子のレーザー分光
助　手・廣田登 大学初年級の物理実験に関する研究
助　手・市川能也 遷移金属酸化物における強相関電子系の諸物性および応用
助　手・北島昌史 放射光、電子ビーム、イオンビームを用いた原子・分子物理学の実験的研究
助　手・欅田英之 超高速非線形分光
助　手・黒江晴彦 強相関系の光物性
助　手・野田和彦 炭化水素の燃焼における素過程
助　手・岡田邦宏 イオントラップによる原子および原子核の分光学的研究
助　手・鈴木邦夫 情報構造と神経回路網
助　手・鈴木栄男 ペロブスカイト系酸化物の磁気的及び電気的性質
助　手・和南城伸也 超新星爆発における素粒子・原子核反応と元素の起源
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教員名 主な研究テーマ
教　授・加藤昌英 複素多様体の幾何学的構造
教　授・大内忠 複素領域における偏微分方程式
教　授・筱田健一 代数群と有限群の表現、代数的組み合わせ論
教　授・田原秀敏 特異点をもつ偏微分方程式の研究
教　授・辻　元 複素多様体論
教　授・内山康一 微分方程式の漸近的方法による研究
教　授・和田秀男 整数論、コンピュータによる整数論
教　授・横沼健雄 群とリ一環
助教授・谷口肇 微分可能多様体の不変量
助教授・横山和夫 組合せ位相幾何学
助教授・中島俊樹 量子群、量子展開環
講　師・角皆宏 整数論、基本群とガロア表現
講　師・吉野邦生 解析汎関数の研究
助　手・青柳美輝 複素解析学
助　手・五味靖 代数群、Hecke環の表現論
助　手・後藤聡史 作用素環論、パラグループ理論
助　手・平田均 非線形偏微分方程式、数理物理
助　手・石田政司 ４次元多様体論、ゲージ理論
助　手・加藤誠 計算機による距離正則グラフの研究
助　手・田丸博士 リー群と等質空間
助　手・都築正男 保型形式と整数論
助　手・梅垣敦紀 整数論、アーベル多様体の数論

教員名 主な研究テーマ
教　授・F.S.ハウエル 日本で教育を受けた科学者（特に化学者）のための英語教育法・教授法
教　授・池内温子 拡散係数、NMR縦緩和時間、同径置換X線回折等による有機溶媒中錯体の溶存状態の研究
教　授・猪俣忠昭 高温における反応速度定数の測定・反応機構
教　授・梶谷正次 外部刺激により制御可能な新規有機金属錯体の創製と構造・性質の解明と機能性材料への応用
教　授・小駒益弘 低温プラズマを用いた固体の表面処理および機能材料合成
教　授・幸田清一郎 粒子界面や凝縮相における反応プロセスの解析と制御
教　授・栗栖安彦 酵素活性をモデルとした金属錯体の合成とそれを用いるグリーンケミストリーを目標とする酸素酸化反応
教　授・大井隆夫 同位体化学・地球化学
教　授・酒泉武志 不安定分子の生成とその分子構造の研究および星間分子探索へのサポート
教　授・讃井浩平 新しい分子複合材料および機能性高分子に関する研究
教　授・瀬川幸一 環境調和型高機能触媒の開発研究
教　授・清水都夫 金属錯体分子設計と電子移動反応
教　授・土屋隆英 動・植物タンパク質の機能解明
助教授・板谷清司 新規酸化物および非酸化物セラミックスの開発と評価
助教授・長尾宏隆 金属錯体の合成と配位子反応
助教授・恩田正雄 ファンデルワ－ルス錯体の構造
助教授・陸川政弘 高分子電解質形燃料電池用電解質膜およびプラスチックエレクトロニクスに関する研究
助教授・田宮徹 蛇毒タンパクをコ－ドする遺伝子の解析
講　師・遠藤明 金属錯体の合成、反応、機能、および電子移動反応
講　師・増山芳郎 有機合成反応の開発とその応用
講　師・杉山徹 有機光化学、有機金属化学
講　師・横山保夫 有機金属化合物の特徴を活かした、有用な含フッ素有機化合物の高効率合成法の開発の検討
助　手・相川隆志 微生物の応用に関する研究
助　手・藤見峰彦 遺伝子構造と転写調節領域の解析からみた蛇毒の進化と多様化プロセスの解明
助　手・橋本剛 金属錯体の合成、反応および電子移動反応
助　手・猪俣芳栄 生体関連物質を配位子とする金属錯体の合成、性質および構造
助　手・神澤信行 運動タンパク質の細胞生物学
助　手・木川田喜一 地球化学・火山化学、火山地域における物質移動に関する研究
助　手・久世信彦 気体電子線回折による分子構造の研究
助　手・高橋和夫 燃焼の化学反応における機構の解明と速度定数の測定
助　手・竹岡裕子 機能性材料の創製と構造解析、及び電気・光学特性評価
助　手・田中邦翁 プラズマによる薄膜堆積・表面改質およびプラズマ診断
助　手・内田寛 有機金属原料を用いた機能性セラミックス薄膜の作成

Researchgroups
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た だ い ま 研 究 中
上智大学理工学部内のいくつかの研究室の研究内容とメンバーを紹介します。

●材料力学講座／機械工学科

●管理工学講座／機械工学科

●加藤誠巳研究室・マルチメディア・ラボ・e-Lab.／電気・電子工学科

●前頭前野神経回路システムの研究／電気・電子工学科　

●量子群と結晶基底／数学科

●等質空間の幾何学／数学科　

●低次元物質の電子やスピンの不思議な振る舞いを見る／物理学科

●科学英語／化学科　

●ヘビ毒をコードする遺伝子とその発現調節／化学科　

●野生霊長類の海外調査／生命科学研究所　
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当講座では、おもに繊維強化複合材料や生体
材料の構造強度を研究しています。方法論とし
て実験、理論解析、コンピュータシミュレーシ
ョンが用いられますが、ここではとくにコンピ
ュータシミュレーションを用いた応力解析に関
連する研究について紹介しましょう。

構造物（たとえば、航空機、車輌、発電プラ
ントなど）には様々な荷重（たとえば、空気力、
重力、熱荷重など）が加わりますが、構造設計
においては構造内部に生ずる応力を定量的に評
価する必要があります。構造物を「連続体と仮
定」すると、応力場についての偏微分方程式を
導くことはできますが、厳密解を求めることは
極めて困難です。そこで台頭してきたのが、有
限要素法（Finite Element Method:以下FEM）と
いうコンピュータによる数値シミュレーション
手法です。FEMでは構造物の形状を単純な立体
要素でメッシュに分割すれば、構造物の応力の
近似値が求められるのですが、その歴史は古く
（約50年）、すでに構造設計においては当たり前
のように汎用されています.最近では設計で用い
られる３次元CAD（Computer Aided Design）ソ

フトウェアからFEM解析を直截に実行でき、
FEM解析ソフトウェアは、今やブラックボック
スとして利用されるに至っています。

そうなるとFEMは完全かつ万能で、まったく
研究の余地のない方法のように思えますが、本
当にそうでしょうか？いいえ、ものづくりの現
場は仮想ではなく泥臭い現実なのです。さきに
３次元CADから直接FEM解析が可能と言いまし
たが、実際にFEM解析で用いるメッシュデータ
をCADから作成することは実はそれほど容易な
ことではありません。なぜなら、ほとんどの構
造物は多数の複雑な形状を有する部品から構成
されています。ボルトの孔、溶接部などもあり
ます。また、部品同士の接触部分や構造物内部
の割れなどの欠陥が存在することもあります。
つまり構造物の複雑化にともない、最初に述べ
た「連続体仮定」が成立しなくなる部分が厳然
としてあるわけです。よって現実と仮想をいか
に一体化するか、｢いかにしてCADとFEMを連係
させて上手に計算モデルを作るか」が、私の研
究テーマのひとつになっています（モデリング
の研究）。
一方、FEMの理論において、多数のメッシュ

を用いれば計算精度が向上することがわかって
います。しかしながら、計算精度を上げるため
にメッシュ数を多くすると、計算量が増え、当
然膨大な計算時間がかかります。そこで、計算
プログラムを工夫して計算時間を短縮すること
が急務であり｢いかにして大規模な問題を高速に
解くか｣も、私の研究テーマとなっています（計
算技術の研究）。

FEMによる応力解析に係わる研究を紹介しま
したが、現状の応力計算では構造物の破壊現象
を完璧に再現するまでには至っていません。し
かし、大規模かつ綿密な計算モデルによる応力
解析を追究し続けることは、構造強度を高精度
に予測できるシミュレーションにつながるもの
と確信し研究に取り組んでいます。

インターネットを利用して書籍やパソコンな
どを購入したことはありますか？最近は、企業
対企業の取引から一般の消費者への販売に至る
までネットワーク上の情報交換により様々な経
済的活動が行われる時代となりました。このよ
うな仕組みを構築するためにはインフラとして
のネットワーク技術の向上は当然のことながら、
注文された商品を如何に短い期間で生産し要求
された場所まで届けるかということに様々な技
術が必要となります。例えば、 多数の顧客か
らの多種多様な受注情報をどのような順序で処
理し生産するべきか、 その生産現場としての
工場内では部品や在庫品などの膨大な物の流れ
を効率化するために機械や生産工程の配置をど
うするべきか、また 出来上がった製品をどの
ようなルートで顧客まで届けるかといった様々
な問題を解決しなければなりません。一般に、
はスケジューリング問題、 は工場のレイア

ウト問題、 は輸配送計画問題などと呼ばれ次
に示すような問題として定式化されます。

それぞれの注文ごとに、使用する機械の順
序や各機械での加工時間などが与えられた

もとで注文の処理順序を決定
する問題。如何に短い時間で
すべての注文を処理できる
か、如何に少ない在庫で顧客
の指定した納期通りに生産を
行うかなどが目標となる。イ
ンターネット上で受け付ける
注文や顧客の要求にダイナミ
ックに対応するために高速な解法が求めら
れている。

生産に用いる機械の大きさ及び機械間の物
流量などが与えられたもとで機械の配置位
置を求める問題。基本的には物流量の大き
な機械同士をより近く配置することによっ
て、工場全体の物流コストを最小化するこ
とが目標となる。特に、多層階工場の場合
などは建屋の構造に関する様々な制約条件
を考慮する必要が生じる。

工場で完成した製品が物流センター等を経
由して多数存在する小売店にまで物を届け

る際に、経由するべき物流センターや小売
店を巡る順序を決める問題。利用するトラ
ック台数を最小化したり総走行距離を短く
したりするような配送経路を求めることが
目的である。最近の配送問題では配送時間
枠の指定などが重要な制約条件となる。
管理工学講座では、このようなシステムの設

計問題に対して企業との共同研究などを行いな
がら従来よりも実用的な新たな数理的モデルの
提案、提案モデルに対する効率のよい解法の構
築などを行っております。

助教授

機械工学科

教授

助教授

助手

助手

機械工学科
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昭和48年４月に上智大学に着任以来、コンピ

ュータ応用システムの研究を行っています。昭

和63年の末に、「マルチメディア」と言う用語に

出会ったのを契機に、平成元年1月に、研究室を

「マルチメディア・ラボ」と命名しました。最近

ではe-Lab.と言う名称も併用しています。

研究対象は交通ネットワークにおける経路案

内システムを中心に据え、３次元コンピュー

タ・グラフィックス応用システム、音声の認

識・合成応用システム、人工知能（AI）、ニュー

ラルネット、遺伝アルゴリズム（GA）、移動体

通信応用・携帯情報端末（PDA）応用システム、

インターネット応用システムと多岐に亘ってい

ます。

中心をなす経路探索・案内システムとしては、

乗換時間・待ち時間を考慮した電車網の最短時

間経路探索システム、最低料金経路探索システ

ム、航空機・新幹線・在来線特急の時刻表を考

慮に入れた最適乗継経路探索システム、日本全

国道路網における最適経路探索システム等があ

ります。

３次元コンピュータ・グラフィクスの応用シ

ステムとしては、３次元立体計測された頭部形

状データを用いて、自分でデザインした眼鏡を

かけた状況を、任意の方向から見ることの出来

る3DCG眼鏡オーダメイド支援システム、同様

のデータを利用した3DCGメーキャップ

支援システム、山岳地帯等の地形を考慮

した道路網立体経路案内システム等があ

ります。

インターネット応用システムとしては、

アップ・ダウンを考慮した3DCG案内地

図を生成・送出する歩行者用ナビゲーシ

ョン・システム、インターネットのブラ

ウザ上で３次元物体の表示を可能にする

VRML（Virtual Reality Modeling

Language）を用いた3DCG四谷周辺街

路・景観案内システム、3DCG上智大学

キャンパス案内システムがあります。

その他、電子メールの本文中で送るこ

とが出来るテキスト記号化した地図の自

動生成、ICラベルに記憶された情報を

RFIDシステムによって読み取って無線イ

ンターネット接続により位置と関連する

脳の高次機能（思考、会話、判断、行動制御

など）は全て回路でつくられると我々は考えて

います。おそらく人格も、心も。たとえば、大

脳皮質の前頭前野には、working memory 機能を

ベースとする思考プロセスを司っていると考え

られる回路がある、という実験結果が現在蓄積

されてきています。いわゆる「思考回路」です。

ただし、思考のような高次機能は前頭前野内の

ローカルな回路だけでつくられるものではなく、

大脳皮質のそれ以外のエリアや大脳皮質以外の

部位にも及ぶグローバルな回路（ネットワーク）

でつくられると考えるのが自然でしょう。

前頭前野はネットワーク全体の活動を制御し

ているので、脳の中の司令塔のようなものだと

位置づけられています。ただし、外界との入出

力回路をもっているエリアとの直接的な結合は

なく、高次エリアとだけ結合しています。これ

は、脳のアーキテクチャに階層構造が存在する

ということを意味しています。前頭前野はその

最上位にあって、他の高次エリアと feedforward/

feedback 回路を介して結合しています。我々は、

この feedforward/feedback 回路が脳のはたらき

を理解するひとつの鍵ではないかと考え、回路

の設計原理を研究するとともに、回路シミュレ

ーションによってアイデアの検証を行っていま

す。「脳の回路を正しく読むこと」が大切で、研

究の成否がかかっています。そのため、当研究

室は最近、前頭前野を中心とした神経解剖学研

究で世界的に有名な Helen Barbas 教授（Boston

大学）との共同研究を始めました。神経解剖学

の最新の実験技術を用いて脳の回

路を読み、その結果を回路シミュ

レーションに取り込み、議論を展

開していくという新しい戦略です。

脳のアーキテクチャと回路が解

明されていくと、いよいよ心の領

域です。心のはたらきをコントロ

ールしているのは、dopamine,

serotonin, norepinephrine などの

neuromodulators です。これらが

ニューロンの電気特性をどのよう

に変えるかが少しずつわかってき

たので、我々の回路シミュレーシ

ョンによる新しい心の研究の可能

性が出てきました。Working memory 研究をリー

ドしてきた Yale 大学にはこの分野のトップクラ

スの研究者が多数いて、世界のメッカになって

います。私もサバティカルで1年間滞在して以来、

数多くの研究者との交流が続いています。研究

室では、いつか心の回路を解明することができ

る日を夢見て、毎日研究に励んでいます。

教授

電気・電子工学科

教授　

電気・電子工学科

情報を取得するシステム、音声の認識と合成を

利用し一人暮らしの老人などの話し相手となる

会話CGロボット「茶飲み友達」なども手掛けて

います。
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最も簡単な例として球面を考えます。球面上

の勝手な２点を選んだとき、その一方の点を他

方の点に、距離を保つような変換によって移動

させることが出来ます（球面を適切な方向に回

せば良い）。このような性質を持つ多様体を「リ

ーマン等質空間」と呼びます。勝手に選んだ２

点を変換で移すことが出来るということは、ど

の点を選んでもその周辺での状況は同じである

（性質が等しい）ということになります。数学的

に言うと「対称性が高い」。球面・射影空間・双

曲空間・グラスマン多様体などは等質空間の典

型的な例ですし、ハイゼンベルグ群や一般のリ

ー群なども範疇に入ります（それ以外にも、名

前も付いていないような等質空間はいくらでも

あります）。そのような空間の幾何学的な性質を

調べること、良い幾何学的な性質を持つ空間を

構成すること、が研究テーマです。特に最近興

味を持っているのが、等質空間の中の等質な部

分空間です。例えば、そのようなもので余次元

が１になるものはどのくらい存在するか、極小

になるものはどのくらい存在するか、といった

問題を研究しています。良く知られている等質

空間の中で、良い性質を持つ等質部分空

間を考えても、その部分空間自体は見た

ことも無いような空間になることもあ

り、なかなか複雑かつ面白いです。

「戦争を山登りに例えると、どの山に

登るかを決めるのが政治、その山に登る

ルートを決めるのが戦略、実際に山に登

る為の技術が戦術」という言葉がありま

す（小説に書いてあったのですが）。こ

の言葉は、「困難をいかに分割するか」

「何かをするときにどの部分が一番重要

か」に対する解答であると思います。数

学の研究をする場合には、まず「政治」

とは「何を研究するか、研究する問題を

与えること」となり、これが最も重要で

す。次の「戦略」が「その問題を解決す

る為にどのような理論を使うか」。最後が「戦術」

で「実際に証明すること」。数学の研究をしてい

ると言うと、「何か計算してるんですね」とか

「定理を証明してるんですよね」などと言われる

ことが多いのですが、それは重要度が低い部分

であると考えます。ということでこの原稿では、

最も重要であると思われること、現在の研究対

象および考えている問題について、簡単に書か

せて頂きました。

助手

数学科

私が現在専門として研究しているのは量子群

と呼ばれるものの表現論です。まず、量子群と

は何でしょうか？量子という名の示すとおり、

もともとは数理物理の方から来ています。しか

し、現在では、純粋に数学的対象として研究が

なされています。また、群とは何でしょうか？

これは、抽象的に定義される代数系です。しか

し、点対称や線対称などの日常的な対称性や、

物体の運動や回転など、はたまた、あみだくじ

やルービックキューブまでも群という概念でと

らえることができます。そういった意味で群は、

とても応用範囲の広いものです。量子群はこう

した群の拡張概念であるホップ代数というもの

の一種としてとらえることもできます。具体的

なイメージが持ちにくいものですが、古典的に

知られた微分作用素環は微分と掛け算として関

数に作用します。この微分を ‐差分に置き換

えるとある種の量子群が得られます。ここで、

はパラメーターのようなもので、つまり、古

来あるものを を用いて変形することによって

新しい代数を得ることができるわけです。こう

した考え方は、広く数学で行われています。さ

て、表現論とは、対象とする代数

をよく知っている線形空間に落し

て、そこでの構造を調べることを

目的をする分野です。単に代数だ

けでなく幾何や解析など色々な物

を駆使して研究が進められる複合

領域的なもので、多くの研究者が

活躍しています。

さて、上で述べたパラメーター

を色々な値にとると何が起こる

でしょうか？たとえば、 ＝１と

すると変形する前の代数の表現論

に戻ります。では ＝０はどうで

しょうか？実はこのとき、今まで

にない現象が現れ、多くのおもしろい結果が得

られました。これが結晶基底の理論です。この

理論は量子群の表現論のみならず、関係する多

くの分野：組合せ論や数理物理学などに多大な

貢献をしました。結晶基底という名前は を温

度のパラメーターとみなし、それを０つまり絶

対零度にするというところからきています。こ

の理論では、今まで複雑過ぎてよく見えなかっ

たものが色々な点で簡単化され、計算可能にな

っているのです。私はこの理論に修士の学生の

とき出会い、大きな衝撃を受けたことを今も覚

えています。現在は学生諸君にこの理論のおも

しろさを知ってもらおうと日夜研究に勉強にと

勤しんでいます。

助教授

数学科
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My recent research has involved various

aspects of English written by Japanese scientists.

Such English naturally contains various problems

caused by interference from the scientists’ first

language, 日本語. Referees for scientific journals

are seldom satisfied with the English in articles

submitted by Japanese scientists. The faults in the

English often hinder the communication of the

scientific content and cause far too many

rejections.

One field of applied linguistics is ESP: English

for Special Purposes, such as business or

science. There are many studies about scientific

writing and a few studies about scholarly writing in

Japan. There are a very large number of textbooks

and books of advice about writing scientific

English. Many of these books of advice are written

in Japanese, while including many examples of

suitable and defective English sentences. I am

interested in the philosophies behind such books;

very few other cultures create such specific books

of advice for a reading audience whose first

language is not English.

Each scientific journal has its own set of

Instructions for Authors. Some academic societies

publish stylebooks. Yet the style formats

demanded in such instructions (for example,

references to earlier publications) are never

consistent, and I wonder why.

New problems and new solutions are arising

recently because word-processing software

packages now include spelling and grammar

checks. I am very interested in how these work

when applied to materials written by scientists,

especially by Japanese scientists. I dream of a

checking program that will focus specifically on the

popular mistakes made by Japanese scientists

who write in English, such as the misuse of

uncountable nouns. 

化学科

教授

我々の住んでいるのは３次元の世界ですが、

物質の中には、電子がある方向だけ運動し易く、

電流が流れ易い擬一次元金属や、格子をつくる

イオンのスピンがある方向にだけ強く相互作用

した擬一次元反強磁性体があります。そうした

擬一次元系では、異方性の弱い３次元的な金属

や反強磁性体と違う特異な相転移や電子物性、

磁性を示すことが分かってきました。我々の研

究室では、この次元性をキーワードに擬一次元

系の物性を、低温・強磁場・高圧下での電気伝

導や、光の非弾性散乱であるラマン散乱等で研

究しています。

擬一次元系ではもともと金属状態が不安定で、

下地にある格子と強く結合して、自ら格子変形

を起こし電荷密度の定在波を生成するパイエル

ス転移を起こしたり、電子間のクーロン相互作

用のためスピン密度波を形成し、低温では金属

から絶縁体または半導体になります。普通、こ

の密度波は固体中の不純物などの欠陥にピン止

めされ動きませんが、ある閾値以上の電場を印

加すると、ピン止めがはずれて電気伝導に寄与

します。普通の金属では個々の電子が電気伝導

を担っていましたが、これは電子がつくる密度

波の集団運動によるもので、全く新しい伝導機

構です。主にスピン密度波による伝導機構を、

集団運動の速度変調からくる電流成分の狭帯域

雑音や、交流伝導度、誘電率等を測定して調べ、

またその磁場効果を研究しています。

スピン系は一見、電子系と全く異なるものと

思えますが、実はある数学的変換を施すと、一

次元電子系と全く同等に記述できます。で

すから、スピンと格子が強く相互作用した

系では電子系で見られるパイエルス転移

（この場合スピン・パイエルス転移という）

が起こり、格子が変形し全てのスピンが死

んだスピン一重項状態になり、三重項・励

起状態との間にスピン・ギャップが現われ

ます。我々はラマン散乱の手法を用いて、

このスピン・パイエルス転移を調べ、不純

物や圧力、磁場効果を詳細に研究していま

す。

これらの相転移は一次元性のために現われも

ので、磁場や圧力の外場を印加すると一次元性

を強めたり弱めたりできます。また、相互作用

している1022～1023個／ の電子やスピンが協力

して一つの新しい状態をつくる、多体効果によ

る新しい物理現象です。最近では、スピン、電

荷、電子軌道と格子が強く結合し、多彩で新規

な物性を示すマンガン酸化物にも興味を持ち、

研究し始めています。研究室のメンバーと楽し

く研究しながら、日々固体物理学の面白さを味

わっています。

物理学科

教授

助手

技術員

With Kansas University professor

who specializes in teaching English

to Japanese adults
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地球上には約2600種以上のヘビがいるといわ
れている。毒を持つのは、コブラ科（Elapidae）、
クサリヘビ科（Viperidae）、モールバイバー科
（Atractaspididae）、ナミヘビ科（Colubridae）の
ヘビで、およそ450種である。上記4科のうちナ
ミヘビ科を除く3科に属するヘビは全て毒を持っ
ている。中でもコブラ科に属するコブラやウミ
ヘビなど固定前牙を持つヘビ（約240種）は非常
に危険である。毒の強さは、マウスに対する半
致死量（LD50）で表される。固定前牙を持つヘ
ビの毒のLD50値はおよそ数十 / から数 / の
間である。大型のコブラであれば、300 程度の
毒を蓄えることが可能なので、人に換算すると
体重60 の人間を2.5人殺せることになる。

毒液には種々の成分が含まれているが、コブ
ラ科のヘビに噛まれると、噛まれた動物は横隔
膜がマヒし、窒息死する。この作用を担う毒と
して、α神経毒と、ホスホリパーゼA2があげら
れる。

α神経毒は、動物の神経・筋接合部の筋肉側
にあるニコチン作動性アセチルコリン受容体に
結合し、神経伝達を遮断するアミノ酸残基数60-
74の毒タンパク質である。アミノ酸残基数60-62
のものを短鎖神経毒、66-74のものを長鎖神経毒
とよぶ。全てが三本指のアヒルの足状の構造を
とっている。α神経毒はコブラ科以外の毒ヘビ、
クサリヘビ科のマムシやガラガラヘビの仲間か
らは、まだ見つかっていない。

ホスホリパーゼA2は、神経・筋接合部の神経
側に作用し、アセチルコリンの放出を妨げる。
この毒は、a神経毒と異なり、コブラ科だけでな
く、クサリヘビ科の毒液にも含まれる。ヘビ毒
ホスホリパーゼA2は酵素活性の強いもの、弱い
もの、毒性のまったくないもの、強いものまで
様々であり、一般に、酵素活性と神経毒活性と
の間に相関は無い。この毒は、アミノ酸残基数
118ほどからなる。

毒蛇の毒腺は高度に分化した組織で、毒液を
構成する毒タンパクを特異的にかつ大量に生合
成している。沖縄からフィリピンに生息するコ
ブラ科のエラブウミヘビでは、毒液中の全タン
パク中、短鎖神経毒のしめる割合が、平均で約
40％、高いものになると80％以上のものもある。
私たちは現在までに、エラブウミヘビから短鎖
神経毒1-3）、長鎖神経毒4）、PLA25,6）をコードする
遺伝子の構造を明らかにしてきた。これら遺伝
子の塩基配列の解析から、ヘビ毒遺伝子はエラ
ブウミヘビに限らず、多重遺伝子族を形成し、
加速的に進化してきたと考えられている7）。

以上のことから、毒腺細胞内での毒遺伝子の
大量発現系を利用して、外来遺伝子を毒腺細胞
内で大量に発現させる系の構築が可能なはずで
ある。現在までのところ、毒遺伝子がどのよう
な発現調節を受けているのかは明らかになって
いない。また、毒腺細胞の培養についても成功

に至っていないが、タンパク薬剤の生産等、こ
の大量発現系は応用分野が非常に広いと考える。
現在、毒遺伝子（上流を含む）クローン数種類
の上流配列の解析を行っている。

1）T. Tamiya, A. Lamouroux, J. F. Julien, B.
Grima, J. Mallet, P. Fromageot and A. Menez,
Biochimie, 67, 185 (1985).

2）K. Obara, N. Fuse, T. Tsuchiya, Y. Nonomura,
A. Menez and T. Tamiya, Nucleic Acid Res.,
17, 1049 (1989)

3）N. Fuse, T. Tsuchiya, Y. Nonomura, A. Menez
and T. Tamiya, Eur. J. Biochem. 193, 629
(1990).

4）T. Tamiya, S. Ohno, E. Nishimura, T. J. Fujimi
and T.Tsuchiya, Toxicon, 37, 181 (1999).

5）T. J. Fujimi, T. Tsuchiya and T. Tamiya,
Toxicon, 40, 873 (2002).

6）T. J. Fujimi, Y. Kariya, T. Tsuchiya and T.
Tamiya, Gene, 292, 225 (2002).

7）M. Ohno, R. Menez, T. Ogawa, J. M..Danse,
Y. Shimohigashi, C. Fromen, F. Ducancel, S.
Zinn-Justin, M. H. Le Du, J-C. Boulain, T.
Tamiya and A. Menez, Prog. Nucleic Acid
Res., 59, 307 (1998).

環境生物学部門における私の研究テーマの一

つは、哺乳類、特に霊長類を対象とした保全生

態学、環境適応に関する諸問題である。ニホン

ザルの生息地をはじめ、東南アジアやアフリカ

など海外で行なう現地調査が基本的な研究スタ

イルです。そのため、2002年度後期の在外研究

は大変有効で、台湾、インドネシアおよびタン

ザニアに出かけタイワンザル、オランウータン

とテナガザルおよびチンパンジーの調査を行な

ってます。そこで、途中報告ですが、その調査

内容をお話しします。

タイワンザル、ニホンザル、アカゲザルおよ

びカニクイザルの４種は、15種のマカク属中で

同一の近縁グループに属しており、これら 種間

の比較社会学的研究として、私は1980年代から

現地調査を行なってきた。台湾では捕獲や低密

度のため観察が大変困難であったが、伊豆大島

では野生化したタイワンザルの個体群を10数年

前から研究している。今回10数年ぶりに台湾の

再調査となったが、1989年に施行された動物保

護法が効果的で、個体数の増加

と観察の容易さが印象的でし

た。また、ニホンザル不在の大

島では起こりえないが、日本本

土の数地域でタイワンザルやア

カゲザルが野生化して、近隣の

ニホンザルとの雑種化が現在深

刻な問題となっている。

私は1975～77年の２年間に、タンザニアのマ

ハレ地域においてチンパンジーを中心とする国

立公園設立を目的とした国際協力事業団の長期

派遣専門家として、生態学の調査に従事した。

その後３回の学術調査では、アリ釣りなどの道

具行動、利き手、メンタルマップなどの新たな

テーマとともに、国立公園で保護された自然環

境の変化にも関心を持ってきた。今回の調査目

的は、1975年以前に現地住民の生活場所でもあ

ったチンパンジー生息地域が公園として管理・

保護された25年後の現在にどの程度植生の回復

と変化を見たか、そしてチンパンジーとの共生

関係について、である。

オランウータンと８種のテナガザルを含む東

南アジアの類人猿は、熱帯林の消失で絶滅が心

配されている。今回の主な研究テーマは、イン

ドネシア、東カリマンタンのクタイ国立公園に

おけるオランウータンとミューラテナガザルに

対する森林火災の影響評価である。

助教授

生命科学研究所

助教授

化学科

ボートでオランウータンの調査に向う
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研究の概要

研究開発プロジェクト

図1.（RNH3）2MX4による2次元量子閉じ込め構造

1

有機バリア層

RNH3

無機井戸層

MX4

有機バリア層

RNH3
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これまでの成果

［１］新規量子閉じ込め構造の構築

上智大学　　　陸川　政弘 
　　　　　　　竹岡　裕子 
東京工芸大学　手島健次郎 

上智大学　　　江馬　一弘 
　　　　　　　欅田　英之 
明治大学　　　伊藤　良一 
東京大学　　　浅井　圭介 
　　　　　　　近藤　高志 

佐賀大学　　　江良　正直 
　　　　　　　山里　将朗 プロセス・応用検討グループ 

物性・構造評価グループ 

基礎材料設計グループ 

研究代表　上智大学理工学部　讃井浩平 
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［２］低次元系量子閉じ込め構造の電子状態と励

起子

［３］有機・無機超格子構造の新規構築方法

陽イオン種 

陽イオン 

陰イオン 

金属 
陽イオン 

1次元量子閉じ込め構造 0次元量子閉じ込め構造 

2次元量子閉じ込め構造 

ペロブスカイト型有機・無機ハイブリッド化合物による、量子ドット（左上）、量子細線（右上）、
量子井戸（左下）、およびバルク（右下）の構築例

本研究で実現した低次元系化合物
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［４］層状ペロブスカイト化合物の応用

シリアル→パラレル変換の原理図。シリアル信号を通常
の回折格子で回折させると、時間波形が空間波形に投影さ
れる。その空間波形を読み出しパルスを使って、リアルタ
イムホログラムとして読み取ると、時間波形が空間パター
ンとして現れる。

（a）（C6H13NH3）2PbI4の大きな非線形性を利用したシリア
ル→パラレル変換の実験配置。シリアル信号は回折格子で
回折されてから、（C6H13NH3）2PbI4に入射し、呼び出しパルス
がリアルタイムホログラムとして空間パターンを切り出す。

（b）シリアル→パラレル変換の一例。30ps離れた4ビット
のシリアル信号をパラレル信号にに変換したもの。下がス
トリーク像で、シリアル信号が空間パターンに変換されて
いるのがわかる。
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海外研究発表の援助

海外で開かれた国際会議における研究発表のため助成金を受けた方は2002年度は次の16名です。

掲示板 

an
ot
ice

助成金は本学理工学研究科の大学院生が海外で研究発表する場合に５万円を支給します。

規程、申請書類は理工学振興会事務局にありますで、お問合わせください。

（大学院生）

氏　名 専攻／指導教員 発　表　学　会 渡　航　先 期　間

焦　暁紅 機械工学／田村捷利 2002 Chinese Control Conference 中国 8／13～8／15

青木雄一郎 機械工学／末益博志 10thJapan-US Conference on Composite
Materials アメリカ 9／15～9／22

三谷　剛 機械工学／築地徹浩 International Mechanical Engineering
congress アメリカ 11／17～11／23

川北泰雅 電気・電子工学／下村和彦 2002 Conference on Lasers and Electro-
Optics アメリカ 5／18～5／25

石崎隆一郎 電気・電子工学／服部　武 VTC Spring 2002 アメリカ 5／6～5／10

田淵善規 電気・電子工学／田中昌司 CNS 2002, Computational Neuroscience
Meeting アメリカ 7／18～7／28

小林真也 電気・電子工学／和保孝夫 32 International Symposium For Multiple-
Valued Logic アメリカ 5／14～5／20

関根直樹 電気・電子工学／高尾智明 2002 Applied Superconductivity Conference アメリカ 8／4～8／10

崔　成伯 電気・電子工学／岸野克巳 2002 IEEE International Semiconductor ドイツ 9／27～10／8

酒井　優 物理学／江馬一弘 EXXON ’02 オーストラリア 7／21～7／27

古市幹人 物理学／清水清孝 The second AsiaPacific Conference on
Few-Body physics 中国 8／26～9／3

星野正光 物理学／田中　大 11th International Conference on the phisics
of highly Charged Ions フランス 8／31～9／7

上田晃弘 化学／大井隆夫 35th International Conference on Coordination
Chemistry ドイツ 7／18～7／28

野村光城 化学／梶谷正次 35th International Conference on Coordination
Chemistry ドイツ 7／17～7／29

北島誠司 化学／土屋隆英 The American Society for Cell Biology アメリカ 12／13～12／21

野崎純子 応用化学／岡田　勲 15th Annual Meeting of the International
Society for Bioceramics in Medicine オーストラリア 12／4～12／8

援助額（円）

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000
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公開講座

現在、ビジュアリゼーション（可視化）技術は、科学技術の分野のみならず文化や芸術など我々の身の回りで多く利用されている。この
技術は、現在、CG（Computer Graphics）技術およびVR（Virtual Reality）技術などとともに大きく発達している。
本講座では、現在のビジュアリゼーション技術が、どのような分野でどういう目的を達成するために利用されているのかを講義する。今
回は、機械、宇宙、自然現象、土木・建築、都市環境、医学、教育、芸術、文化など幅広い分野において，CG技術およびVR技術などを含め
たビジュアリゼーション技術に関して、具体例を取り入れ、この技術を利用して得られた成果などを紹介しつつ、私たちの生活に関係付け
て分かりやすく講義する。なお、本講座は日本SGI株式会社の寄附講座である。
【コーディネーター】 上智大学理工学部　機械工学科　築地　徹浩、生命科学研究所　笹川　展幸、 電気・電子工学科　炭　親良
【会　　場】 上智大学8号館410室（予定）
【日　　時】 毎週木曜日　午後5時～6時35分

掲示板 

an
ot
ice

【申込方法】法人会員　無料かつ手続き不要です。受講希望の日に直接会場におこしになり、受付にお申し出ください。

個人会員　公開学習センターを通してお申込ください（有料）。

受講申込期間は2月下旬です。詳しくは上智大学公開学習センター（03-3238-3551）まで。

回数 月日 題目（仮） 講師

1. ４月10日 コンピュータを用いたグラフィクスと画像処理技術 橋本　昌嗣（日本SGI）

2. 17日 コンピュータシミュレーションの可視化　―ガイダンスとして－ 長嶋　雲兵（産業技術総合研究所）

3. 24日 生きた細胞機能の可視化 寺川　進（浜松医科大学）

4. ５月８日 文理融合へのチャレンジ　－作家の心を可視化する－ 堀井　清之（白百合女子大学）

5. 15日 認知科学と脳の可視化 道又　爾（上智大学）

6. 22日 自然現象の可視化技術 西田　友是（東京大学）

7. 29日 デジタルエンタテイメントにおけるCG技術 稲蔭　正彦（慶応義塾大学）

8. ６月５日 コンピュータグラフィックスによる芸術表現 河口　洋一郎（東京大学）

9. 12日 日本における実践的ディジタル映像 坂　美佐子（CGプロデューサー）

10. 19日 文化財のディジタル保存（仮） 西岡　貞一（凸版印刷 ）

11. 26日 メディアアートの可能性 内山　博子（女子美術大学）

12. ７月３日 宇宙とハイビジョン 為ケ谷　秀一（女子美術大学）

13. 10日 天文データマイニングにおける可視化 水本　好彦（国立天文台）

回数 月日 題目（仮） 講師

1. 10月２日 進化する可視化技術 小野　謙二（東京大学）

2. ９日 教育工学における可視化技術の応用 田村恭久（上智大学）

3. 16日 超音波関連の可視化技術 炭　親良（上智大学）

4. 23日 変形や力の可視化 長嶋　利夫（上智大学）

5. 11月６日 顔とその印象の可視化 原島　博（東京大学）

6. 13日 医用画像に基づく血流のシミュレーションと可視化 大島　まり（東京大学）

7. 20日 ライフサイエンスとコンピュータグラフィックス 広川　貴次（産業技術総合研究所）

8. 27日 土木・建築における可視化事例 萩原　豊（電力中央研究所）

9. 12月４日 都市の大気環境シミュレーションと可視化 神田　学（東京工業大学）

10. 11日 建設技術と可視化 森川泰成（大成建設）

11. 18日 VRを用いた教育コンテンツ 井門　俊冶（埼玉工業大学）

12. １月８日 仮想と現実の融合 田村　秀行（キヤノン ）

13. 15日 VRとビジュアライゼーション 廣瀬　通孝（東京大学）

プログラム
●前期

●後期
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物理学専攻

2002年9月1日から6日までフランスのCAENで開催された11th International

Conference on The Physics of Highly Charged Ions（第11回多価イオン国際会

議）に出席してきました。この国際会議は、物質を構成する原子や分子内の電

子を多数はぎ取った多価イオンと呼ばれる粒子を用いたさまざまな理論的・実

験的研究の成果を発表する場として世界各国から多価イオン専門分野の人たち

が集まる会議です。私は、理化学研究所との共同研究に参加させていただくこ

とでこの多価イオン分野での研究を進め、今回Selected Topicsとして20分間の

オーラル発表とポスター発表を行ってきました。私自身英語は得意なほうでは

なかったのですが、この発表をきっかけに外国の方と臆せず話せるようになり、

特に論文などですばらしい業績を上げている人と直接話す機会が与えられるな

ど大変勉強になった国際会議でした。

また国際会議終了後、理化学研究所の先輩（写真左）と私（写真右）は

Mulhouseというフランスとドイツの国境付近にあるフランス人の友人の実家に

と立ち寄らせていただき、フランスの家庭料理をご馳走になったり、ご家族の

方とフランスの文化について話したりと一般の観光とはまた一味違ったホーム

ステイのようなフランス旅行を体験できました。Mulhouseの後、スイス

Geneve郊外のフランス国境付近にあるCERNという加速器施設を見学させてい

ただきました。この施設は素粒子物理・原子核物理の研究所で世界でもかなり

大規模な実験施設です。ここで反粒子の研究を行っているグループに実験装置

を見学させていただき、その説明を受け最先端の実験技術、実験成果に触れる

ことができました。スイスからTGVでパリへ戻り最後の2日間はパリに滞在しま

した。パリでは数々の観光名所を周り大変有意義な時間を過ごせました。私に

とってヨーロッパは初めての経験で国際会議での物理の口頭発表はもちろんの

こと、見るもの、聞くものがとても新鮮で非常に貴重な体験をさせていただき

ました。

最後になりましたが、このような機会を与えてくださった理工学振興会のみ

なさま、理化学研究所原子物理研究室のみなさま、また物理学科田中大教授に

深く感謝いたします。

機械工学専攻

2002年9月16日から18日まで、アメリカ・カリフォルニア州のPalo Altで開催

された第10回日米複合材料会議（The 10th Japan - U.S. Conference on

Composite Materials）に末益博志教授と共に参加し、研究発表をおこなって参

りました。本会議の会場となったスタンフォード大学は全米屈指の学力水準、

伝統、規模をもつ私立大学といわれるだけのことはあり、キャンパス内を歩く

学生、広い敷地に点在する美しい校舎、開放的な空気が流れる広場などいたる

ところに洗練された雰囲気を感じました。また、大学のシンボルであるフーバ

ータワーの展望デッキから周囲を見渡すと、乾燥した空気と緑の木々に囲まれ

た広大な大地にアメリカを代表するIT関連企業の建物や研究所が点在しており、

改めてこの大学がシリコンバレーの中心にあることも実感できました。

私の研究は複合材料積層板の衝撃損傷問題に関するもので、主に複合材料積

層板内部に発生する損傷累積メカニズムを解明することを目的としています。

複合材料は軽くて強く、従来の金属材料では持ち得ない特性を持つ材料なので

先進の航空機開発において更なる適用が期待されています。しかし、複合材料

積層板は外部から衝撃を受けると比較的容易に内部損傷が生じ、強度を大きく

低下させてしまうという欠点を持っています。したがって、現在複合材料の損

傷に関する研究は国内外で盛んにおこなわれています。今回の私の発表題目は

「Finite Element Study on Delamination Propagation in Composite Laminates

Using Interface Element」で複合材料積層板中の損傷進展をシミュレートする

ための新しい解析的手法を提案しました。複合材料に関する約20のテクニカル

セッションのうち「Modeling and Finite Element Methods」で発表をおこない

ました。張りつめた雰囲気での発表はたいへん緊張しましたが、多くの研究者

と意見を交わすことができ今後の研究活動に有益な情報を得ることができまし

た。また何よりも世界の第一線で活躍している研究者と同じ場所で発表し、交

流できたことは大きな刺激となりました。

最後になりましたが、このような貴重な機会を与えてくださいました理工学

振興会の皆様方に心から感謝の意を表したいと思います。

国際会議レポート

理工学振興会では、海外で学会発表する大学院生に渡航費を援助しています。

2002年度は、多数の応募の中から前頁のように16人の方に支給しました。その中から次の4人の方のショートレポートを紹

介します。

掲示板 
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電気・電子工学専攻

理工学振興会の援助を受け、５月６日から９日までアメリカ・アラバマ州の

Birminghamで開催されたVTC 2002 Spring（Vehicular Technology Conference）

に参加し、発表して参りました。この都市の地名から私たちはまずイギリスだ

ろうと決めてかかり、いざ論文提出で原稿を送るときまで疑うこともしなかっ

た結果航空券の手配等で慌てふためくことになりました。

今回私は「Forward Link Capacity Evaluation for W-CDMA with Amplitude

Limiter and Forward Error Correction」という題目で発表してまいりました。こ

の論文ではCDMA（符号分割多重方式）を用いて信号が多重化された結果ダイ

ナミックレンジが広がってしまい増幅器によって歪むという問題点に対して、

リミッタを用いてダイナミックレンジを抑え、それによる劣化を誤り訂正符号

によって補償するという提案を行いました。発表自体は2回目の国際学会という

こともあり、割合落ち着いて行うことができました。私が発表したCDMAに関

するセッションは他にもDS-CDMA、W-CDMA、MC-CDMAなど合わせて10個

ほどあり、盛んに議論されていました。また、他の発表を見て回ったところ現

在無線LANなどを中心に実用化が行われ始め、第4世代の中心となる変調方式、

OFDM（直交周波数分割多重方式）に関しての発表が多かったのが特に印象に

残っています。こうした技術動向を知ることは貴重な体験でした。

発表の他にはBreakfast Meeting等における同じセッションの方たちとの交流、

IEEE VTS JAPAN Chapterからの研究活動奨励賞として表彰していただいた際

に知り合った先生方、また各研究室の学生とも意見交換ができたことが大きな

刺激となったと同時に研究活動の励みにもなりました。

最後になりましたが、このような機会、また援助を賜った理工学振興会の皆

様方へ感謝いたします。

化学専攻

理工学振興会の援助を受け、2002年7月21日から26日にドイツのハイデルベ

ルグで開催されたICCC 35（International Conference on Coordination

Chemistry）に参加し、ポスター発表を行って参りました。ドイツは2002年

FIFA Ｗ杯サッカーの準優勝国ということもあり、学会とは別に行く前からと

ても楽しみでした。しかし、終わってからだいぶ期間が過ぎたということもあ

り、思っていたよりは盛り上がっていませんでしたが、公園や広場では多くの

人達がボールを蹴って遊んでいました。夏であるにもかかわらず日本とは異な

り、湿度が低くとても過ごしやすい毎日でした。多くの自然に囲まれながら、

現地の人達はとてもゆったりとして生活を送っていて、優雅な雰囲気を感じる

ことができました。

開催期間中は天候にも恵まれ、会場では多くの人が片手に飲食物を持ち、か

なりリラックスした雰囲気で行われました。初めての国際学会ということもあ

り、始めはとても緊張していましたが、次第に周りの雰囲気にもなれ、充実し

た発表ができました。私の発表題目は「FORMATION OF IMINO COMPLEX

BY REACTION OF AZIDORUTHENIUM COMPLEX WITH CH3I」でした。イミ

ノとは2価の置換基 =NHです。今回私が発表したものはNH=CH2（メチレンイ

ミン）であり、これはとても不安定な分子であります。しかし金属に配位させ

たN3配位子とCH3Iを反応させることにより、見かけ上電子を必要としない

NH=CH2が配位した、安定なイミノ錯体を単離することに成功しました。この

錯体は珍しい例であり、今回の発表のポイントです。そのこともあり、思って

いたよりも多くの人に質問され、とても好評でした。多少あたふたした面もあ

りましたが、アドリブや同行していただいた先生に助けてもらい、楽しみなが

ら発表ができました。また様々な国の研究者と意見を交わすことができ、とて

も貴重な経験ができたと思います。新たに学ぶことも多く、今後の研究活動に

有用な情報も得ることができました。

最後になりますが、このような貴重な経験を援助してくださった理工学振興

会に深く感謝いたします。
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企業セミナー

理工振興会では理工系大学院１年次生と学部３年次生を対象とした３回目の企業セミナーを2002年９月26日（木曜日）に四谷キャンパスの９号館
255室で開催しました。実施にあたり本会の法人会員12社のご協力を賜りました。今年度も学生の関心度は高く夏期休暇最終日で、職業指導部主催
のセミナー日と重なったにもかかわらず、多数の学生が出席し、熱心に拝聴していました。学生の関心も高いので今年度も企業セミナーを開催する
予定にしております。セミナー終了後の懇親会には参加企業、学生、教職員が参加しました。セミナーの時には聞けなかった事について、企業の
方々に学生から質問がなされ、和やかなうちにも有意義な懇親会になりました。当日の企業セミナーのプログラムと関連したスナップ写真を掲載致
します。

掲示板 
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10:35～11:05 日本電気（株）

11:05～11:35 三機工業（株）

11:35～12:05 日本ヒューレット・パッカード（株）

12:05～12:35 （株）竹中工務店

12:35～13:05 （株）東芝

13:05～13:35 （株）フジクラ

13:35～14:05 磐田電工（株）

14:05～14:35 シャープ（株）

14:35～14:45 休憩

★企業名★

IT業界の展望例

社内ベンチャー

新生HPの概況

建築設備エンジニア
リングの魅力について

東芝の概要説明

フジクラのMEMS技術

世界初のステンレス
カメラカバー

シャープの技術開発に
ついて

休憩

★講演題目★

★2002年9月26日　★会場：9-255室
10：30～10：35 理工振興会会長挨拶

■懇親会
17：15～　上智会館第六会議室

14:45～15:15 （株）ニコン

15:15～15:45 大日本印刷（株）

15:45～16:15 富士通（株）

16:15～16:45 （株）本田技研工業

★企業名★

光学設計について

印刷技術から様々な分
野への広がり

富士通ビジネスの展開

Hondaと二輪研究開発
のおもしろさ

★講演題目★
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奨学金の授与報告

理工学振興会奨学金（上智大学第３種奨学金）奨学生氏名
理工学振興会奨学金とは当振興会が上智大学理工学研究科に在籍する大学院生のために給付する奨学金です。
2003年度在籍者および2003年度入学者のうち、次の学生に給付することが決まりました。

松本賞

化学科の松本重一郎名誉教授のご遺族の寄付金をもとに2001年度より応用化学専攻及び化学専攻の大学院生を対象とする松本賞が発足しました。2002
年度は下記の２名に賞状と賞金15万円が授与されました。

博士前期課程1年次生

機械工学専攻 君 島 信 彦
松 原 悠 子
木 村 　 恵

電気・電子工学専攻 齋 川 貴 彦
下 嶋 育 美
降 旗 康 敬
矢 部 俊 治

応用化学専攻 川 越 卓 也
化学専攻 近藤麻利子

田 辺 絵 梨
数学専攻 阿 部 友 紀
物理学専攻 大 橋 義 裕
生物科学専攻 佐 伯 真 美

博士前期課程2年次生

博士後期課程2年次生

博士後期課程3年次生

2002年度テイヤール・ド・シャルダン奨学金受賞者氏名

掲示板 

an
ot
ice

電気・電子工学専攻 中 村 一 也

博士後期課程1年次生

機械工学専攻 中 茎 　 隆
応用化学専攻 菊池健太朗
数学専攻 星 野 　 歩
物理学専攻 山 本 真 幸

機械工学専攻 竹原昭一郎
化学専攻 野 村 光 城
物理学専攻 吉澤香奈子
生物科学専攻 生 澤 昌 之

標記奨学金（懸賞論文）は右記の学生に授与されました。
この奨学金は、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。

機械工学専攻 大曽根淳雄
電気・電子工学専攻 蔭 山 貴 幸
応用化学専攻 竹内かおり
化学専攻 小 林 寛 子
数学専攻 五十嵐真奈
物理学専攻 長 田 元 気

応用化学専攻 井 口 友 紀
化学専攻 帯刀俊太朗

2002年度博士学位論文一覧

審査専攻名 氏名 申請学位 論文題目
機械工学専攻 早瀬健夫 博士（工学） ドメイン指向に基づくオブジェクト指向開発手法の研究
機械工学専攻 坂本治久 博士（工学） 研削砥石作業面状態のインプロセス評価法に関する研究
機械工学専攻 佐々木正和 博士（工学） 電気二重層キャパシタ蓄電装置および高膨張比天然ガスエンジンを用いた高効率ハイブリット自動車に関する研究
機械工学専攻 青木雄一郎 博士（工学） 繊維強化複合材料積層板の衝撃損傷問題に関する研究
機械工学専攻 長谷川明子 博士（工学） 協調エンジニアリングのためのフレームワークに関する研究
電気・電子工学専攻 福田光一 博士（工学） 非線形計画法による変換符号化画像の復元に関する研究
電気・電子工学専攻 崔　成伯 博士（工学） Research on - Compound Semiconductors Grown on InP Substrates for Yellow-Green Laser Diodes
電気・電子工学専攻 中口俊哉 博士（工学） 人工神経回路網を用いた組合せ手法に関する研究
電気・電子工学専攻 高橋伸彰 博士（工学） Research on Cellular Computing and its Applications
電気・電子工学専攻 小川将克 博士（工学） 無線パケット通信におけるQoSのためのHACプロトコに関する研究

応用化学専攻 遠藤　健 博士（工学） Study on Syntheses and Properties of Regioregular Poly（thiophene）Derivatives
（仮題）「立体規則性を有するポリ（チオフェン）誘導体の合成とその特性に関する研究」

化学専攻 木川田喜一 博士（理学） 火山地域における岩石の酸性変質現象に関する実験的研究
化学専攻 高橋宏明 博士（理学） 高リチウム同位体選択性リン酸ジルコニウム／チタン系イオン交換体の創製
化学専攻 平野敏行 博士（理学） ニトロシルルテニウム錯体の新規反応に関する研究

化学専攻 藤見峰彦 博士（理学） Studies of Toxin Genes from Sea Snake, Laticau semifasciate-Molecular
evolution from structure of the genes and their regulation mechanisms．

物理学専攻 吉田順司 博士（理学） 変調磁場中２次元電子系における輸送現象
物理学専攻 酒井　優 博士（理学） 励起子共鳴におけるフエムト秒光パルス伝播

生物科学専攻 福島康弘 博士（理学） The neuroethological approach of the sex differences in the vocal control
system  for distance call production in Bengalese
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2002年度科学研究費補助金採択一覧

立体規則性と光学活性を協奏的に利用した高分子EL素子の研究

半導体光偏向器の波長分割光スイッチへの応用に関する研究

スマートメンブレンの創成

注意とワーキングメモリの制御に関する神経回路モデル・シミュレーション研究

軌道整列酸化物結晶における超高速光学応答と外場誘起電子相制御

広い可視光領域をカバーする光デバイス用材料の開拓

水素結合性相互作用を組み込んだ燃料電池用高分子電解質膜の合成

サブバンド間遷移を用いた光通信域光半導体の基礎的研究

開口分泌素過程の分子機構とその制御機構に関する研究

有機・無機複合型物質におけるエネルギー移動の研究

In-situ重合法による複合材料の高次構造制御とその力学特性に関する研究

光パラメトリック増幅と光積演算による非線形信号処理を用いる光分散等化方式の研究

カイラルクォーク模型によるバリオン及びバリオン間相互作用の研究

電子間有効相互作用の量子ドットへの応用

量子群の組合せ論的表現論

漸近解析的方法による微分方程式の研究

銀河団における相対論的スニャエフ・ゼルドビッチ効果の研究

耐遠心力性を付与した超高速主軸対応工具把持メカニズムの開発

低次元量子井戸構造を用いた広帯域全光一括波長変換器に関する研究

擬似ティッシュエンジニアリング技法による自家骨誘導型骨類似コンポジットの創製

環状アミン類合成触媒の開発研究

ドメインモデルに基づくソフトウェア開発のための知識ベースの構成法

鳥類の性差を伴う発声行動に関する中脳神経核における神経機構の解明

有限簡約代数群の既約表現に付随するゼータ関数の研究

微分方程式と部分多様体論

複素領域での偏微分方程式の解の特異点の研究

不規則電子系におけるdephasingの数値的研究

遷移金属錯体上の含窒素小分子の特性反応および変換反応

ヨウ化物イオンによる塩化スズ（Ⅳ）の還元を経たアリルスズ新規発生法とその応用

制限給餌による視交叉上核非依存性の概日リズムに関与する生物時計機構の解析－Cryptochromeノックアウトマウスを用いた解析－

テザードシステムによる小型海洋探査機構の開発

共鳴トンネル素子を用いた超高速バンドパス型ΔΣ変調器

希土類酸化物－窒化ケイ素系化合物セラミックスの創製と材料科学的評価

開口分泌制御の分子機構の研究：単一神経細胞でのアンペロメトリー法による解析

学習分野や学習者の理解状況に応じた誘導機能を持つ個別学習システムの研究

励起子共鳴領域におけるフェムト秒パルスの異常伝搬

BP/GaN超格子結晶による青色～緑色域光デバイス新素材の開拓

パラグループ理論と量子群、位相的場の理論、共形場理論等との関わりの研究

波動方程式と熱方程式を補間するある種の非線形積分微分方程式の解析

超新星爆発におけるr過程元素合成と爆発メカニズムの解明

波長可変フェムト秒光源を使ったコヒーレントフォノンの生成と制御

高スピン偏極・軌道整列酸化物結晶の合成と電子物性制御

空間的に分子軸を固定した分子による電子散乱実験

オジギソウ屈曲運動におけるチロシン脱リン酸化とアクチン繊維ダイナミクスの解析

作業面トポグラフィに基づく研削砥石の加工性能のインプロセス評価法に関する研究

高温超伝導コイルに生じる機械損に関する研究

分子線エピタキシー法による1μm波長帯GaN/AlN量子カスケードレーザの開発

有機金属溶液のミスト供給による多成分系酸化物薄膜のCVD成膜プロセス

複素超球上のある幾何的調和形式の数論的研究

代数曲線に関するアルゴリズムとアーベル多様体及びそのモデュライ空間の数論的研究

対称空間内の超曲面

レーザー励起Ca+とH2Oの低エネルギーイオン－分子反応と生成イオンの光解離

二酸化硫黄の有効利用を目指した錯体触媒反応の開発

生体骨組織を誘起する生体融和チタン合金の創成と生体適合性

セルラーニューラルネットワークによる領域分割を用いた画像符号化

工場建屋の建築制約と物流コストを考慮した新たな工場レイアウト問題に関する研究

多目的最適化における配送・回収（収集）計画問題に対する技法の開発

研究　 研究代表者 研究課題名 補助額

掲示板 

an
ot
ice
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委託研究担当者 委託研究費 研究完了（予定）日 研究題目研究委託者

2002年度受託研究

2002年度学外共同研究

共同研究者 共同研究担当者 共同研究費 研究完了（予定）日 研究題目

ニイガタ・メーソンネーラン（株） 機械工学科
教　授・田村捷利 500,000 2003.3.31 スマートポジショナの最適制御理論の研究

（社）日本フルードパワー工業会 機械工学科
教　授・池尾　茂 2,463,000 2003.3.20 アクアドライブ技術の実用化に関する調査研究

東日本電信電話株式会社 機械工学科
助教授・高井健一 1,000,000 2003.2.28 プレストレストコンクリート鋼棒の緊張力下における

吸蔵水素状態の解析
大日本インキ化学工業（株）
グラフィックアーツ研究所

化学科
教　授・栗栖安彦 460,000 2003.5.31 鉄錯体の合成とそれを用いる酸化反応

SMC（株） 機械工学科
教　授・池尾　茂 1,000,000 2003.3.31 数値解析による空気圧制御弁の流量特性の解明

日立電線（株） 機械工学科
講　師・田村恭久 1,500,000 2003.3.31 リアルタイム遠隔学習における教授法と技術環境の調

査研究

松下電器産業（株） 電気・電子工学科
教　授・加藤誠巳 2,000,000 2003.3.31 自動車内空間「会話CGロボット」の研究

三菱重工業（株） 機械工学科
助教授・長嶋利夫 1,000,000 2003.3.31 蒸気タービンISBの振動特性解析の研究

日本アイ・ビー・エムロジスティクス（株） 機械工学科
助教授・伊呂原隆 1,000,000 2002.12.31 工場レイアウトソフトウェアの開発

（株）いすゞ中央研究所 機械工学科
教　授・清水伸二 945,000 2003.3.31 エンジン起振力に対するボルト締結部を含む構造物の

振動低減技術の開発

文部科学省 機械工学科
助教授・高井健一 9,563,000 2003.3.31 結合様式が異なる材料の脆化に関与する環境因子の抽出

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 電気・電子工学科
教　授・服部　武 3,000,000 2003.3.31 無線LANに代表される高速・広帯域無線システムの広

域エリア展開に関する研究

（株）東芝 電気・電子工学科
教　授・小関　健 400,000 2003.3.31 超高速光伝送技術の研究

（株）エー・アンド・デイ 機械工学科
教　授・吉田正武 300,000 2003.6.30 DSPダイナモコントローラの開発・検証

日産ディーゼル工業株式会社 機械工学科
教　授・吉田正武 945,000 2003.3.31 キャパシタハイブリッド制御手法に関する研究

独立行政法人　航空宇宙技術研究所 機械工学科
教　授・末益博志 1,575,000 2003.3.28 複合材料平板の衝撃後圧縮挙動に関する数値解析

コスモ石油（株） 化学科
教　授・瀬川幸一 1,575,000 2003.1.31 FCC前処理触媒担体の酸性質の詳細解析

（財）化学技術戦略推進機構 化学科
教　授・瀬川幸一 3,411,450 2003.3.31 次世代化学プロセス技術開発 新固体酸触媒プロセス技術

開発（層状無機有機複合材料の分子設計と触媒化学的研究）

日本原子力研究所 物理学科
教　授・田中大 750,000 2003.2.28 原子・分子・イオンの衝突に関する調査（炭化水素分子

の低エネルギー電子による反応断面積）

（株）フジクラ 電気・電子工学科
教　授・小関　健 3,000,000 2003.3.31 パラメトリック光増幅に関する研究

（株）ビーマップ 電気・電子工学科
教　授・加藤誠巳 3,064,000 2003.2.28 首都圏対象歩行者用VMLを用いた経路案内システム

科学技術振興事業団 化学科
教　授・讃井浩平 138,384,000 2002.10 自己組織化量子閉じ込め講座（研究代表）

科学技術振興事業団 物理学科
教　授・江馬一弘 137,007,000 2002.10 自己組織化量子閉じ込め講座（研究分担）

（株）岩根研究所 電気・電子工学科
教　授・川中　彰 1,500,000 2005.3.31 地図とリンクした道路沿道ビデオの多機能検索システム

独立行政法人　産業技術総合研究所 電気・電子工学科
助教授・ 尾智明 ─ 2003.3.31 超電導線の横圧縮応力と特性劣化に関する研究

独立行政法人　産業技術総合研究所 化学科
助教授・板谷清司 1,000,000 2003.3.31 窒化ケイ素マグネシウム粉末の合成

トヨタ自動車（株） 機械工学科
教授・吉田正武 ─ 2003.3.31 吸気系の伝熱機構の解明と熱伝達率のモデル化

財団法人　石油産業活性化センター 化学科
教授・瀬川幸一 5,008,500 2003.3.31 水素化能向上のための最適触媒組成の探索
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日立製作所 8 3 6 3 34 9 43

キヤノン 10 1 5 3 29 10 39

ソニー 9 7 32 5 37

ＮＴＴデータ 8 9 1 33 3 36

富士通 9 1 6 33 1 34

日本アイ・ビー・エム 3 1 7 2 17 9 26

日本電気 6 5 24 1 25

日本ヒューレット・パッカード 3 1 4 21 3 24

エヌ・ティ・ティ・ドコモ 4 2 2 2 15 7 22

本田技研工業 5 1 4 2 17 4 21

コンパックコンピュータ 5 1 11 4 15

東京電力 2 3 14 1 15

日産自動車 3 5 1 12 3 15

東日本旅客鉄道 2 2 1 10 2 12

日本電信電話 1 9 3 12

リコー 2 1 6 9 2 11

旭化成 2 9 1 10

三菱重工業 4 1 10 10

松下通信工業 1 2 10 10

松下電器産業 3 10 10

日立ソフトウェアエンジニアリング 1 8 2 10

東京三菱銀行 1 5 4 9

日本放送協会 2 3 8 1 9

野村総合研究所 2 2 8 8

プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク 5 3 8

ローム 2 4 1 7 1 8

図研 2 7 7

いすゞ自動車 7 7

オリンパス光学工業 1 3 6 1 7

カシオ計算機 1 7 7

アルファシステムズ 1 5 1 6

ブリヂストン 1 1 1 5 1 6

ＴＩＳ 2 1 1 4 2 6

アクセンチュア 1 6 6

アジレント・テクノロジー 2 1 1 5 1 6

サン・マイクロシステムズ 2 6 6

新日鉄ソリューションズ 2 1 6 6

石川島播磨重工業 1 5 1 6

東日本電信電話 5 1 6

凸版印刷 1 1 1 5 1 6

大和総合研究所 2 2 3 2 5

電通国際情報サービス 2 1 4 1 5

ＪＡＬインフォテック 1 2 3 5

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 3 5 5

パイオニア 1 1 5 5

マツダ 1 1 5 5

警視庁 1 1 4 1 5

企業名
2002年度 1998年度～2002年度2001年度
男男 女女 男 女 5年間の総計

大日本印刷 1 2 3 5

富士ゼロックス 1 2 1 4 1 5

富士重工業 1 5 5

ＣＳＫ 2 2 4

東芝 3 1 4

東陽テクニカ 1 4 4

有線ブロードネットワークス 1 4 4

ＮＥＣソフト 1 4 4

ＮＴＴアドバンステクノロジ 2 2 4

アイ・ビー・エムビジネスコンサルティングサービス 1 3 1 4

アルプス電気 3 4 4

エヌ・ティ・ティ・コムウェア 1 2 2 4

ケイディーディーアイ（ＫＤＤＩ） 2 4 4

トヨタ自動車 1 1 1 2 2 4

みずほフィナンシャルグループ 2 1 3 1 4

横河電機 1 2 2 4

三菱自動車工業 1 4 4

住友電気工業 2 4 4

大日本製薬 3 4 4

大和証券グループ本社 1 2 4 4

東京エレクトロン 4 4

富士ソフトエービーシ 1 1 2 2 4

味の素 2 2 4

日立システムアンドサービス 1 1 2 2 4

エスアイティ 3 3

グラクソ・スミスクライン 1 1 1 2 3

ニプロ 1 1 3 3

村田製作所 2 3 3

日本総合研究所 1 2 1 3

ＪＳＲ 3 3

ＮＴＴソフトウェア 1 2 1 3

ＴＤＫ 1 2 1 3

伊藤忠商事 3 3

興銀システム開発 1 1 2 3

三菱商事 1 3 3

三菱電機 2 3 3

松下電工 1 1 3 3

森永乳業 2 3 3

雪印乳業 3 3

川崎重工業 3 3

第一勧銀情報システム 1 2 1 3

東ソー 2 1 3 3

東芝セラミックス 1 1 2 3

日本オラクル 1 2 3

（学校）佐藤栄学園 2 2

クラレ 1 2 2

ケンウッド 2 2

企業名
2002年度 1998年度～2002年度2001年度
男男 女女 男 女 5年間の総計



33

ジェイティービー 1 2 2

ジェーシービー 1 1 1 2

ソニー・ミュージックエンタテインメント 2 2

ボッシュオートモーティブシステム 1 1 2

よみうりランド 1 2 2

リクルート 1 2 2

荏原製作所 1 1 1 2

小松製作所 2 2

早稲田アカデミー 1 1 2

島津製作所 1 1 2

日本エアシステム 2 2 2

日本興業銀行 2 2

豊田自動織機 2 2

ＫＤＤ 2 2

ＳＡＰジャパン 1 2 2

アイワ 2 2

アストラゼネカ 1 1 2 2

イーエムシージャパン 1 2 2

インフォテック 1 1 1 1 2

エクソンモービル・コーポレーション 1 1 1 1 2

エッソ石油 2 2

エヌ・ティ・ティ・データ・クオリティ 2 2

コニカ 1 1 2

ジェイフォン 1 1 1 1 2

ジョンソン＆ジョンソンメディカル 1 1 1 2

スズキ 1 2 2

セイコー 2 2

ドコモエンジニアリング 1 1 1 1 2

ノキアジャパン 2 2

フューチャーシステムコンサルティング 2 2 2

ヤマハ 1 2 2

ヤンセンファーマ 2 2 2

伊藤忠テクノサイエンス 2 2

京セラ 2 2

興和 1 1 1 1 2

古河電気工業 2 2 2

三井住友海上火災保険 1 1 1 1 2

三共 2 2

三菱ガス化学 2 2

三菱鉛筆 1 2 2

三菱化学 2 2

三菱信情報システム 1 1 2

山之内製薬 1 2 2

住商情報システム 1 1 2 2

住友商事 1 2 2

松下システムエンジニアリング 1 1 1 2

松下情報システム 2 2

企業名
2002年度2001年度
男男 女女 男 女 5年間の総計

新日本石油 1 2 2

川崎市（公務員） 2 2 2

全日空システム企画 1 1 1 2

全日本空輸 1 2 2

第一生命保険（相互） 1 2 2

中央三井信託銀行 2 2

東京ＮＴＴデータ通信システムズ 2 2

東京海上システム開発 1 2 2

東京瓦斯 1 2 2

東京三菱インフォメーションテクノロジー 1 1 1 1 2

東洋インキ製造 1 1 1 2

東洋ビジネスエンジニアリング 2 2

特許庁 1 2 2

日商岩井 2 2

日動火災海上保険 1 2 2

日本イーライリリー 1 1 1 2

日本たばこ産業 1 1 1 2

日本ユニシス 2 2

日本ユニシス・ソフトウェア 1 2 2

日本移動通信 2 2

日本銀行 2 2

日本生活協同組合連合会 1 1 2

日本精工 1 2 2

日本電気航空宇宙システム 1 1 1 2

日立ビジネスソリューション 1 2 2

能美防災 2 2

富士写真フイルム 1 1 1 2

北海道電力 1 2 2

北陸ガス 1 2 2

万有製薬 1 1 2

ＮＥＣフィールディング 1 2 2

栗田工業 1 2 2

中部電力 1 1

中国電力 1 1

（学校）共立女子学園 1 1 1

（学校）上智学院 1 1

（学校）信州学園（信学会） 1 1

（学校）聖望学園 1 1 1

（学校）西武学園文理中学・高等学校 1 1

ケミトックス 1 1

さくら銀行 1 1

三井住友銀行 1 1

富士銀行 1 1

アンテナ技研 1 1

ヤマハ発動機 1 1

長瀬産業 1 1 1

日本ＳＧＩ 1 1 1

企業名
2002年度2001年度
男男 女女 男 女 5年間の総計

2003年2月5日現在

1998年度～2002年度 1998年度～2002年度



ちょっと拝見
「ちょっと拝見」は、上智大学理工学振興会の会員企業を紹介するページです。

毎回、各企業の方から、会社概要や所属セッションの研究をレポートしていただきます。

●カヤバ工業株式会社

●株式会社フジクラ

●株式会社本田技術研究所

●帝人製機株式会社 津工場

CHOTTOHAIKEN
Reports of the Enterprises-The Member of Sophia Sci-Tech"
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カヤバ工業は、1919年に創業者である萱場資郎が萱場発明研究所を開

設したのをルーツとして、1985年に現在の社名となった会社です。カヤ

バというと、皆様は自動車のショックアブソーバを想像されるかと思い

ます。もしくはミキサー車でしょうか。これらはもちろん正解ですが、

それだけではありません。カヤバは従来から持つ油圧技術をベースに電

子技術や制御技術を複合することで、自動車・建設・鉄道・航空機・船

舶、その他では環境や福祉など、さまざまな分野に製品を提供していま

す。そして、これらの製品群を分担するため東京本社をはじめ全国に８

か所の工場と、２か所の研究所、またヨーロッパ・アメリカ・アジアの

数か国に工場や支店があります。また、カヤバには上智大学の卒業生も

多く、社長の小澤忠彦も理工学部の出身です。

私の勤務する基盤技術研究所は、神奈川県相模原市を主体に岐阜県可児

市に分室を持ち、計７つの研究室で構成されています。そして先行技術

の研究開発や製品開発、社内事業部へのバックアップを行っています。

この中で私が所属するシステム研究室は、主にシステム製品の制御・設

計・解析を受け持っています。

自動車に限らず多くの製品は、設計→試作→評価の手順を通りますが、

評価した結果がNGであれば、再度このループを回すことになり、時間

と費用が余計に発生してしまいます。現代の企業では開発期間の短縮が

大きな課題となっており、シミュレーショ

ン解析は開発期間を短縮させる有効なツー

ルとなっています。私は入社以来、システ

ム製品の制御系設計・シミュレーション解

析・評価を行ってきており、高層ビル用制

振装置・油圧試験機・自動車用パワーステ

アリングなどの開発に携わってきました。

現在は、自動車走行時のシミュレーション

解析業務を担当しています。今後は、製品

開発に有効なツールとなりうる解析を行う

とともに、ひとつの分野に限定せず幅広く

対応できる技術者を目指しています。

さて研究所の雰囲気ですが、比較的若い20

～30歳代の従業員が多く、外国人の方も正

社員または留学生、夏期には大学実習生と、

活気にあふれた職場です。また、ここ数年

は海外企業との仕事も増え、海外出張先で

カヤバの社員と偶然出会うといったことも

ありました。このように仕事で海外に行く

ことも多くなったため、研究所では英語・ドイツ語・中国語のレッスン

を提供しています。

最後に、カヤバについて興味を持たれた方は是非とも弊社ホームページ

（http://www.kyb.co.jp）をお訪ね下さい。「空に海に大地に　カヤバは地

球が舞台です」この意味が分かっていただけると思います。

カヤバ工業株式会社
上妻　文英　基盤技術研究所　システム研究室

プロフィール
上妻　文英
こうづま　ふみひで
1991年：上智大学　理工学部　機械工学科卒
勤務先：カヤバ工業株式会社　基盤技術研究所　システム研究室

〒228-0828
神奈川県相模原市麻溝台１-12-１
TEL：042-745-8115
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フジクラは1885年に創業した大手電線メーカーです。これまで主に光

ファイバを中心とした各種通信ケーブルや電力ケーブルを製造、販売し

てきました。特に光ファイバでは、長距離通信用の極低損失光ファイバ

の研究開発における貢献が認められ、世界の光ファイバ市場でリーディ

ングカンパニーとしての地位を築いています。今後も、光ファイバを中

心とした光通信関連事業は、世界規模の情報通信インフラの整備に伴い、

順調に成長することが期待されることから、引き続きフジクラのコアビ

ジネスとなっていくことに間違いありません。一方、更なる事業の拡大

を目指し、既に成熟産業となっている電線関連事業から、成長が著しい

エレクトロニクス分野へ原資のシフトを積極的に行っています。特に、

携帯電話や携帯情報端末、ノートブックパソコン、ディジタルカメラ等

に多数使用されているフレキシブルプリント基板（FPC）事業は、ここ

数年飛躍的に拡大し、フジクラの第二のコアビジネスになりつつありま

す。今後も、これらコンシューマーエレクトロニクスで求められる高密

度実装技術の研究開発に集中的に原資を投下し、この分野でもリーディ

ングカンパニーなろうとしています。

さて、以下に私が所属する電子デバイス研究所について少し紹介させ

ていただきます。私が1982年に入社した当時は、電子デバイス研究室と

いう半導体圧力センサの研究開発を担当していた小さいグループでし

た。フジクラにとってはそれまで未知の、シリコ

ン・プレーナ・プロセスと半導体デバイスの組立、

測定技術を開発し、まさに製品の量産を開始する

直前の時期に新入社員として配属され、以後半導

体圧力センサの事業展開にずっと関わってきまし

た。お陰様でフジクラのシリコンピエゾ抵抗型圧

力センサは、家庭用電子血圧計やその他の医療機

器、工業計測、自動車、家庭用電気掃除機、気圧

計測機能付きウォッチ等、幅広い用途にご使用い

ただく様になりました。自分にとってはこの仕事

を通じて、単なる技術開発だけではなく、多くの

お客様と直接触れ合い、事業開発まで含めた展開

を経験することができたことが大きな収穫だと思

っています。

さて、現在の電子デバイス研究所では、半導体

圧力センサの開発で培ったMEMS（マイクロ・エ

レクトロ・メカニカル・システム）技術をコアに

した新しいMEMSデバイスの開発を行っているこ

とと併せて、シリコンへの表裏貫通配線を形成す

る技術等、MEMS技術を高密度実装に役立てるた

めの開発を行っています。例えば、シリコン・プ

レーナー・プロセスとFPCの回路形成技術を融合

させたウエハ・レベル・パッケージを開発し、そ

の受託加工サービスを事業化に向けてスタートさ

せました。また、MEMS技術は、光MEMS、バイオMEMS、RF MEMS

等幅広い応用分野が考えられ、弊社の既存技術である光部品や光ファイ

バーの接続技術と組み合わせた光電子複合実装に向けた取り組みも行っ

ています。

フジクラのことをもっと詳しく知りたい方は、直接弊社のホームページ

http://www.fujikura.co.jp/

にアクセスして下さい。

株式会社フジクラ
滝沢　功　電子デバイス研究所

プロフィール
滝沢　功
たきざわ　たかし
1982年：上智大学理工学部電気・電子工学科卒
勤務先：株式会社フジクラ電子デバイス研究所

〒135-8512 東京都江東区木場1-5-1
TEL：03-5606-1073 Fax.03-5606-1516
E-mail：ttakizaw@fujikura.co.jp



37

CHOTTOHAIKEN
Reports of the Enterprises-The Member of Sophia Sci-Tech"

本田技術研究所の業務を一言にまとめると、個人の能力を発揮できる

組織により優れた商品を開発することです。そして、私の勤務する栃木

研究所は、主に自動車の研究開発を行っています。

自動車の開発は、まず自動車の構想を練り、それに基づき試作図面を

作成します。そして試作車を実際に作り、それを用いて様々なテストを

行い、商品としての機能が満足されている事を確認します。その結果か

ら仕様と図面のリファインを行い、その図面に基づき本田技研工業の製

作所で自動車の生産を行います。これらの量産機種開発業務をD開発と

呼んでいます。（DevelopmentのD）

また、新たな将来技術を構築するため、R研究も行われています。

（ResearchのR）R研究は自由な発想の下、様々なテーマに取り組んでい

ます。研究所の場所は違うのですが、人型ロボットのASIMOを造ってし

まうほど自由な発想が溢れています。

私は、入社以来、空調部品の設計（D開発）を行ってきましたが、こ

の10月から空調関連のR研究に業務が替わりました。

D開発は自由な発想が許されるのですが、その結果が量産車に直結する

ため、その発想の根拠、妥当性が求められます。逆に言えば、根拠と妥

当性がしっかりしていれば、自分の発想が量産車の開発に生かされる事

となります。

R研究は、その目的が将来技術の構築である

ため、D開発以上に自由な発想が受け入れら

れ、テーマの提案が可能です。採用された

テーマは、自分で考え（新技術は、提案し

たその人が時代の最先端を歩む事となりま

す。このため、相談できる相手は限られて

きます。）、トライを行い、考察し、評価を

重ねて次世代の新技術となります。

今までの経験を通し、自分の業務や会社

について感じたのは以下の2点です。

・モノ造りは、辛く楽しい。

D開発にせよ、R研究にせよ、無から有を造

る作業に苦労は尽きません。毎日が困難の

連続です。でも、それらの困難を乗り越え、

自分の関わった部品や技術が、Honda車と

して街を走っているのを見ると、辛かった

苦労も報われます。

・Hondaは個人の生活を大切にする。

自分のために働く、という本田宗一郎の考え方が今でも残っています。

このため、有給休暇の完全取得や、一定の残業時間内に仕事をやりきる

など、社内には個人の生活を重視した雰囲気があると同時に、それらは

確実に実行されています。

このような働きやすい環境の下、モノ造りと言う奥の深い仕事に従事

しています。もちろん、とても遣り甲斐のある仕事であると感じていま

す。

株式会社本田技術研究所
垣内　修司　栃木研究所A6開発ブロック

プロフィール
垣内　修司
かきうち　しゅうじ
1992年　上智大学理工学部機械工学科卒
勤務先：株式会社本田技術研究所栃木研究所A6開発ブロック

〒321-3393 栃木県芳賀郡芳賀町下高根沢4630番地
TEL：028-677-3311
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帝人と言うと皆さんはやはり“繊維”というイメージが最初に浮かぶ

のではないでしょうか？実は私たちの会社は航空機のフライトコントロ

ールやパワーショベルの駆動用減速機付き油圧モータ、産業用ロボット

の核となる精密減速機を生産する帝人グループの機械部門に属する会社

です。これらの中で私たち津工場は産業用ロボットをより滑らかに高精

度で回転させるための精密減速機（RV減速機）を生産しています。

現在、この種のロボットは自動車の車体を溶接する用途のスポット溶

接ロボット、アーク溶接ロボット、自動車の塗装及びシーリング用のロ

ボット、加工するためのワークを定位置に移動させるハンドリングロボ

ット、製粉工場などでパレット（製品を積み上げる）を移動させるパレ

タイジングロボット等、製造業の様々な分野で活躍しています。これら

のロボットの駆動源は回転数が1分間に3000～4000回転に及ぶACサーボ

モーターです。

私たちが生産している減速機により、この高速回転を100～200分の1

に減速（自動車のギアをトップからローに落とすことをイメージして下

さい。）、大きなトルク（回転力）を得ることができます。それによりロ

ボットは数キロから数百キロに及ぶ重いものを持ち運ぶ力を得ることが

できるわけです。

垂直多関節ロボットの開発が本格化した1980年代後半から90年にかけ

て、技術上の問題点は大きく分けて2つありま

した。まず第1はロボットがある物に衝突した

ときあるいは非常停止したときに減速機が破

損してしまう問題です。

第2はロボット先端部分（手首）での振動が

大きいためにアーク溶接、シーリングの作業

品質が非常に悪かったことです。このため信

頼性が高く、振動も少ない減速機が欲しいと

いう各メーカーの強い要望がありました。そ

れに対し当社はパワーショベルの油圧モータ

ーの減速機部分において開発されたRV機構の

改善・改良という形で答えを出すことができ

ました。その結果誕生したのがRV減速機です。

RV減速機は衝撃に強く非常に信頼性の高い減

速機となりました。具体的にはサーボモータ

ーの非常停止時は減速機の性能上のトルクを

大きく上回るトルクがかかりますが、このような衝撃に対する許容量が

定格トルクの5倍まで（他の減速機は2倍程度）といった他に類を見ない

信頼性を実現しました。また振動においても2段減速機構（特許取得済）

により振動レベルを従来の1/3～1/5に抑制することで、アーク溶接やシ

ーリングの品質を大きく向上させることができました。その結果、垂直

多関節ロボットの市場に大きなインパクトを与えただけでなく、ロボッ

トの信頼性・作業品質向上に大きく貢献することができました。そして

開発から20年近くを経た今日、ロボットの最大可搬重量（持ち上げ可能

重量）も当初の100 から500 超と大型化し、RV減速機も大型を中心

に生産量を大きく増加しました。今や全世界の垂直多関節ロボットの6

割以上に私たちのRV減速機が搭載されています。私たちは今後もこれに

満足し、また奢ることなく、これまで培った精密回転制御技術を駆使し

て半導体製造分野等の新たな市場への取り組み等を続けていきたいと思

っています。

帝人製機株式会社 津工場
児山　立平　精機カンパニー津工場

プロフィール
児山　立平
こやま　りゅうへい
1968年　上智大学理工学部　機械工学科卒
勤務先：帝人製機株式会社　精機カンパニー津工場

〒514-8533
三重県津市片田町壱町田594
TEL：059-237-4600
E-mail：r-kayama@teijinseiki.co.jp
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アレンジト・テクノロジー株式会社

アルケア株式会社

アンテナ技研株式会社

石川島播磨工業株式会社

磐田電工株式会社

カシオ計算機株式会社

カヤバ工業株式会社

株式会社　関電工

株式会社　ケミトックス

国際電気株式会社

三機工業株式会社

清水建設株式会社

シャープシステムプロダクト株式会社

昭和シェル石油株式会社

新日本製鐵株式会社

住友化学工業株式会社

ダイタン株式会社

大日本印刷株式会社

＊株式会社　竹中工務店

帝人製機株式会社　津工場

電気化学工業株式会社

東京製鐵株式会社

東京電力株式会社

＊株式会社　東芝

東洋通信株式会社

東レ株式会社

＊トヨタ自動車株式会社

長瀬産業株式会社

＊株式会社　ニコン

＊日本電気株式会社

＊日本アイ・ビー・エム株式会社

日本エス・ジー・アイ株式会社

日本光電工業株式会社

日本ヒューレット・パッカード株式会社

株式会社　フジクラ

富士写真フイルム株式会社

富士通株式会社

＊本田技研工業株式会社

前田建設工業株式会社

松下電工株式会社

＊株式会社　みずほ銀行

＊株式会社　三井住友銀行

三菱自動車工業株式会社

三菱重工業株式会社

三菱電機株式会社

株式会社　明電舎

ヤマハ発動機株式会社

雪印乳業株式会社

上智大学理工学振興会法人会員リスト

上智大学理工学振興会個人新入会員リスト（2002年3月～2003年2月入会）

2003年1月31日現在

法人会員48社（50音順）

＊印　幹事企業

佐々木節子　　鈴木彰文　　竹岡裕子　　武野仲勝　　（50音順）



40

相澤守

青木清

青木義一

赤堀真琴

秋山武夫

浅賀良雄

荒井隆行

井奥洪二

井口順弘

池内温子

池尾茂

石井進

石川和枝

石川徳治

石塚陽

井田明夫

板谷清司

伊藤和彦

伊藤潔

伊藤直紀

伊藤裕康

伊藤和寿

猪俣忠昭

猪俣芳栄

伊呂原隆

岩井恭一

牛山泉

内田寛

内山康一

榎本郁雄

江畑謙介

F.Howell

上智大学理工学振興会個人会員リスト

江馬一弘

遠藤明

大井隆夫

大槻東巳

大橋修

岡井通浩

岡田勲

緒方直哉

岡部眞幸

岡村秀勇

小澤忠彦

小関健

恩田正雄

笠嶋友美

笠間隆

梶谷正次

加藤誠巳

金井寛

金子和

神谷利雄

賀谷隆太郎

茅原正子

川中彰

川端亮

河村彰

神沢信行

木川田喜一

菊池昭彦

木下眞喜雄

木村拓生

金東海

久世信彦

熊倉鴻之助

公文哲

栗栖安彦

黒川恒次

畔柳文雄

小駒益弘

小溝茂雄

権田善夫

権平泰造

斎藤直人

酒泉武志

坂田公夫

酒本勝之

坂本治久

笹岡健三

佐々木節子

佐瀬弘恵

佐藤弦

讃井浩平

筱田健一

清水清孝

清水都夫

清水伸二

清水文子

下村和彦

庄野克房

白砂洋志夫

申鉄龍

新宅章弘

末益博志

杉田成久

杉山徹

2003年1月31日現在

会員数186名　総口数235口

杉山美紀

鈴木京二

鈴木誠道

鈴木隆

鈴木啓史

鈴木彰文

炭親良

瀬川幸一

関根智幸

曽我部潔

高井健一

高尾智明

高橋和夫

高橋浩爾

高橋禮司

高山千佳

竹内俊夫

竹岡裕子

武野仲勝

武村永一

田中邦翁

田中昌司

田中秀数

棚川司

谷ロ肇

田野倉敦

田野倉淑子

田宮徹

田村捷利

田村恭久

築地徹浩

土屋隆英

土屋仁司

嘩道佳明

富田清和

友田晴彦

長尾宏隆

中田透

中野求

中野芳夫

中山淑

西尾光平

西堀俊幸

新田雄一

信川好子

野村一郎

野村卓也

波多野弘

服部武

林邦夫

平井鷹雄

平田均

福島敏彦

富士隆

藤井麻美子

藤生崇則

藤江優子

渕野寿子

星義之

堀内四郎

堀川博昭

升岡秀治

松島民夫

松富瑛

松永大輔

松原守

松山定彦

三反崎規夫

宮岡礼子

宮武昌史

武藤康彦

村田隼人

村原雄二

森正雄

森本光生

山口達郎

山本勝弥

湯本正友

余語信一

横沼健雄

吉田正武

吉田裕一

吉田文彦

米村征一郎

陸川政弘

笠耐

R.Deiters

若井由太郎

和田秀男

和保孝夫

（50音順）
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会 員 募 集 中

上智大学理工学振興会

●法人会員　年会費：一口100,000円（何口でも結構です）
●個人会員　年会費：一口 10,000円（何口でも結構です）
●賛助会員　寄付をしてくださった個人または企業が、当該年度会員になる制度です。

上智大学理工学振興会事務局●〒102-8554  東京都千代田区紀尾井町７－１

上智大学理工学部長室内

TEL  03-3238-3300 FAX  03-3238-3500

ホームページ : http://www.me.sophia.ac.jp/～scitech/

編
集
後
記

サ
イ
テ
ッ
ク
製
作
ス
タ
ッ
フ

2002年のノーベル物理学賞と化学賞を日本人がダブル受賞しました。特に化
学賞は3年連続の受賞です。理科離れがひどくなり、日本の将来の科学技術を危
ぶむ声が多いですが、このノーベル賞受賞のような嬉しいニュースを聞くと、
日本もまだまだ捨てたものじゃないと思います。それどころか、これからます
ます日本の科学技術は伸びて行く予感を感じさせます。では将来の科学者・技
術者を輩出する大学のレベルはどうなっているのでしょうか。大学生の学力低
下が問題にされていますが、私は学生の能力が落ちたとは思いません。確かに
学部学生に昔と同じ問題を解かせると、平均点は明らかに落ちています。しかし、
その学生が卒業研究を行い、大学院に進み、修士の学位を取る頃には昔の学生と
変わらないレベルになっています。ですから能力が落ちたのではなくて、勉強の
仕方がわからなかっただけなのです。ゆとり教育のために、高校までの教育に
問題が生じている今は、大学での教育が特に重要になっていると考えています。
さて、この会報の目的は振興会会員の皆様と理工学部の教職員・学生との相
互コミュニケーションにあります。事業実施委員会では、これからも振興会の
活動をさらに充実させて、会員企業との共同体制の推進、上智大学理工学部の
発展、科学技術の健全な発展に寄与していくように努力したいと思います。今
後ともよろしくお願いいたします。
最後になりますが、本号が無事発行されたのも、すべて大日本印刷 の横山さん
と振興会事務局の山中さんのおかげです。ここに感謝いたします。（江馬一弘）

● 上智大学理工学振興会事業実施委員会
ロバート・ディーターズ（理工学振興会会長・上智大学名誉教授）
清水都夫（理工学振興会副会長・理工学部長・化学科教授）
中山　淑（理工学振興会副会長・理工学研究科委員長・電気・電子工学科教授）
岡村秀勇（上智大学名誉教授）
鈴木　隆（機械工学科助教授）
和田秀男（数学科教授）
江馬一弘（物理学科教授）
土屋隆英（化学科教授）
清水伸二（SLO長・機械工学科教授）
山中喜代子、半澤佐喜子、高橋節（事務局）

● 編集　大日本印刷株式会社
● 製作　株式会社グラフト
● 印刷　大日本印刷株式会社


