研究室紹介
名古屋大学工学研究科
電気工学専攻
電子工学専攻
情報・通信工学専攻

電気工学専攻

電子工学専攻

情報・通信工学専攻

電気エネルギー貯蔵工学
福塚研究室

プラズマエレクトロニクス
豊田研究室

画像情報学
藤井研究室

エネルギー制御工学
横水研究室

プラズマナノプロセス科学
石川研究室

情報ネットワーク
長谷川研究室

電力機器・エネルギー伝送工学
早川研究室

生命エレクトロニクス
田中研究室

先端情報環境グループ
河口研究室

電力機器・エネルギー伝送工学 (S)
栗本研究グループ

ナノバイオセンシング
高橋研究室

数理情報工学
岩田研究グループ

エネルギーシステム工学
加藤 ( 丈 )・杉本研究室

知能デバイス
内山研究グループ

無線通信システム
片山研究室

エネルギー制御工学
田畑研究グループ

知能デバイス
新津研究グループ

通信理論
山里研究室

パワーエレクトロニクス
山本研究室

機能集積デバイス
宮崎研究室

インテリジェントシステム
佐藤研究室

プラズマエネルギー工学
大野（哲）研究室

先端デバイス
須田研究室

制御システム
道木研究室

機能性・エネルギー材料工学
吉田研究室

量子光エレクトロニクス
西澤研究室

核融合電磁物性工学
中村研究室

量子集積デバイスシステム
藤巻研究室

宇宙電磁観測
塩川研究室

光エレクトロニクス
川瀬研究室

宇宙情報処理
三好研究室

ナノ情報デバイス
天野研究室
ナノスピンデバイス
加藤（剛）研究室
ナノ電子物性
五十嵐研究室
ナノ電子デバイス
大野（雄）研究室

個別研究室見学
連絡先
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transmission
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ǨȍȫǮȸǷǹȆȠܖᄂᆮǰȫȸȗ ьᕲ ɣ ᄂᆮܴ
Ტசஹ૰ȷǷǹȆȠᄂᆮȷңщᜒࡈᲣ

ȕȬǭǷȖȫƳᩓщȷǨȍȫǮȸǷǹȆȠ২ᘐư
ਤዓႆޒӧᏡƳᅈ˟ǛૅƑǔ
2050ᖺ䜹䞊䝪䞁䝙䝳䞊䝖䝷䝹䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䚸⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛾㔞ᑟධ䜔ᾏእ䛛䜙
䛾Ỉ⣲➼䛾ㄪ㐩䛺䛹䚸ᵝ䚻䛺ྲྀ䜚⤌䜏䛜ᚲせ䛷䛩䚹ᮏ◊✲ᐊ䛷䛿䚸 䛣䜜䜙䛻㈨䛩䜛ᰂ㌾
䛺㟁ຊ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏䜢┠ᣦ䛧䚸ᵝ䚻䛺䜰䝥䝻䞊䝏䛾◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹
Ჴьᕲɣ̀Ŵ+/C55ܲՃᲴ$GXTCPK *CUUCP
ܖဃᲴ&gӸŴ/gӸŴ/gӸŴ$gӸ

electricity demand [GW]

ᲢϋŴᅈ˟ʴ&ӸŴသܖဃ&ӸᲣ
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ᩓщᩔዅᚐௌƷƨǊƷᩓщᩔᙲᲦ
ϐǨȍЈщኒЗȇȸǿƷನሰ
ᩓщᩔዅᢃဇƷ᭗ࡇ҄ƴƢǔ
᭗ችࡇȷ᭗̮᫂ƷϐǨȍЈщʖ
ยඥƷႆ

Forecasted
residual load

UC model

residual load

Operation schedule

Pumped hydro
㻢㻝㻴㼦

EDC

㻡㻥㻴㼦

䠇

Oil

㻢㻜㻴㼦

LNG200
Ⓨ㟁㟁ຊ
Supply

䠉

䠇
䠇䠇

ǻP

䠇

ǻf
1
Ms  D

LNG700

> Supply ࿘Ἴᩘపୗ
=> frequency drop
㟁ຊ㟂せ
Demand Demand
㟂せ䠚Ⓨ㟁
㟂せ䠘Ⓨ㟁
Demand
< Supply ࿘Ἴᩘୖ᪼
=> frequency rise

LFC

LNG CC
Coal

ϐǨȍٻݰλƴࣖݣƢǔ
ᩓщᩔዅСࣂඥƷನሰ

Hydro
Nuclear
Id_ref

P [W]

f
Pmpp

LPF

į

Vsys
Qref
ͤ Vsys =

ᩔዅǤȳȐȩȳǹƷЪถƷƨǊ
Ʒᩔᙲܼೞ֥СࣂඥƷನሰ

㸩

P0

f [Hz]

㸫

PI

㸩
㸫

59.8 60 60.2

P-f Droop
(fast & slow)

P

PI
㸩
㸫

PI
dq

Iq_ref

Q [Var]
Q0

㸩
V0

V [V]

Q-V Droop

㸫

Q

PI

Vd_ref
㸩

Va

Iq

wt_pll
dq

PWM

㸩

Vb
Id

Space PWM

Vq_ref Vector

abc
PLL

Ia

Ib

Vu
Vw

abc

Iu
Iw

ᩔዅСࣂƴƢǔЎᩓщೞ֥ƷСࣂඥƷನሰ

ᩓщȷǨȍȫǮȸǤȳȕȩ
ƷƋǓ૾Ǜ౨᚛ƢǔƨǊע
؏ȇȸǿșȸǹƷನሰ

⏣⏿◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
㟁ẼᕤᏛᑓᨷ 㟁Ẽ䜶䝛䝹䜼䞊ㅮᗙ㻌 㻌
䜶䝛䝹䜼䞊ไᚚᕤᏛ◊✲䜾䝹䞊䝥㻌 㻌
䠘㐃⤡ඛ䠚㻌 tabata@nuee.nagoya-u.ac.jp䠈IB 㟁Ꮚሗ㤋Ჷ 3 㝵ᮾഃ

࠙◊✲ෆᐜࠚ
ኴ㝧㟁ụࡸⓎග⣲Ꮚ࡞ᛂ⏝ࡉࢀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ኚⷧ⭷ᮦᩱࡢ◊✲㛤Ⓨ࡞ࡽࡧ㛤Ⓨࡋࡓⷧ⭷
ᮦᩱࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ኚࢹࣂࢫࡢᛂ⏝㛵ࢃࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ࣍ࢵࢺ࣮࣡ࣖᏛ
Ẽ┦ᡂ㛗ἲࡸ࣐ࢢࢿࢺࣟࣥࢫࣃࢵࢱࣜࣥࢢἲᇶ࡙ࡃ᪂ࡓ࡞ᶵ⬟ᛶⷧ⭷స〇ࡸࠊస〇ࡋࡓⷧ⭷ࡸࢹ
ࣂࢫࡢᛶ⬟ྥୖࡢࡓࡵࡢᢏ⾡㛤Ⓨࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
1) ࣔࣝࣇࢫ࠾ࡼࡧࢼࣀ⤖ᬗⷧ⭷ࡢ㧗ᛶ⬟ࢹࣂࢫᛂ⏝
2) ᪂ወࢼࣀ⤖ᬗⷧ⭷ࡢప ᙧᡂࢹࣂࢫᛂ⏝
3) H ࣛࢪ࢝ࣝฎ⌮ࡼࡿࢹࣂࢫ≉ᛶࡢྥୖ㛵ࡍࡿ◊✲
4) ࣛࢪ࢝ࣝᚋฎ⌮ࡼࡿ⾲㠃ᨵ㉁ࢹࣂࢫ≉ᛶྥୖ㛵ࡍࡿ◊✲
5) ࣛࢪ࢝ࣝἲࢆే⏝ࡋࡓᶵ⬟ᛶⷧ⭷స〇ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ

ᕓᐏ૰Ʒႆ

ȇȐǤǹǁƷࣖဇ

ᕓᐏ˺ᙌ২ᘐƷႆ

~ⷧ⭷ᮦᩱ~
䛆䜰䝰䝹䝣䜯䝇ⷧ⭷䛇
䜰䝰䝹䝣䜯䝇ⷧ⭷䛿䚸ᵓᡂඖ⣲䛜↓⛛ᗎ䛻㓄䛧䛯䝷䞁䝎䝮䝛䝑䝖䝽䞊
䜽ᵓ㐀䛛䜙䛺䜛ⷧ⭷ᮦᩱ䛷䛩䚹ྠ䛨ඖ⣲䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜䛶䛔䛶䜒⤖ᬗᮦᩱ䛸
䛿␗䛺䜛≉ᛶ䜢ᣢ䛳䛶䛔䜎䛩䚹⤖ᬗᮦᩱ䛸ẚ㍑䛧䛶ప

䛷స〇䛷䛝䜛䛣䛸

䛺䛹䛾Ⅼ䛜䛒䜚䜎䛩䚹䛣䜜䜎䛷䜒ᵝ䚻䛺䜰䝰䝹䝣䜯䝇ⷧ⭷䛻䛴䛔䛶ከ䛟
䛾◊✲䛜⾜䜟䜜䛶䛝䛶䛔䜎䛩䛜䚸᭦䛺䜛ᛶ⬟ྥୖ䜢┠ᣦ䛧䛶◊✲㛤Ⓨ䜢
⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹

䛆䝘䝜⤖ᬗⷧ⭷䛇

ᅗ 1 䜰䝰䝹䝣䜯䝇䛾ᵓ㐀

䝘䝜⤖ᬗⷧ⭷䛿䚸ᩘ nm 䛛䜙ᩘ༑ nm 䝃䜲䝈䛾⤖ᬗᏊ䛸䜰䝰䝹䝣䜯䝇┦䛛䜙䛺䜛ⷧ⭷ᮦᩱ䛷䛩䚹䝘䝜⤖ᬗ
Ꮚ䛾䝃䜲䝈䜔⤖ᬗᛶ䛾ไᚚ䛺䜙䜃䛻䝘䝜⤖ᬗᏊ⾲㠃䛻Ꮡᅾ䛩䜛䜰䝰䝹䝣䜯䝇┦䛾ไᚚ䛜䝘䝜⤖ᬗⷧ⭷䛾
ᛶ⬟䛻䛝䛟㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䚹

~ⷧ
ⷧ⭷స〇ᢏ⾡~
䛆䝩䝑䝖䝽䜲䝲䞊ᏛẼ┦ᡂ㛗䠄HW-CVD䠅ἲ䛇

ཎᩱ䜺䝇ศᏊ

䝩䝑䝖䝽䜲䝲䞊ᏛẼ┦ᡂ㛗䠄HW-CVD䠅ἲ䛿䚸㏻㟁ຍ⇕䛧䛯㔠ᒓ
⥺䠄W ⥺䛺䛹䠅䛻䜘䛳䛶ཎᩱ䜺䝇ศᏊ䜢ศゎ䛧䛶䝷䝆䜹䝹䜢⏕ᡂ䛧䚸䛭
䛾䝷䝆䜹䝹䜢ᇶᯈୖ䛻ሁ✚䛥䛫䛶ⷧ⭷䜢ᙧᡂ䛩䜛ᢏ⾡䛷䛩䚹
䛾ⷧ⭷〇ἲ䛸ẚ㍑䛧䛶䚸ཎᩱ䜺䝇䛾ศゎຠ⋡䛜㧗䛟䚸ప

䛷〇

䝷䝆䜹䝹

⭷䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛣䛸䛛䜙䚸ప䝁䝇䝖䚸┬䜶䝛䛷〇⭷䛷䛝䜛ᢏ⾡䛸䛧䛶
ὀ┠䜢㞟䜑䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯䚸䜲䜸䞁䛾⏕ᡂ䛜䛺䛔䛾䛷䚸⭷ᡂ㛗⾲㠃䜈

ⷧ⭷

䛾䜲䜸䞁⾪ᧁ䛜䛺䛟䚸㧗ရ㉁䛺ⷧ⭷䛜ᐜ᫆䛻స〇䛷䛝䜎䛩䚹

ᇶᯈ
ᅗ 2 䝩䝑䝖䝽䜲䝲䞊CVD ἲ

䛆䝬䜾䝛䝖䝻䞁䝇䝟䝑䝍䝸䞁䜾ἲ䛇
䝇䝟䝑䝍䝸䞁䜾ἲ䛿䚸┿✵䝏䝱䞁䝞䞊ෆ䛻ⷧ⭷䛾ཎᩱ䛸䛺䜛䝍䞊䝀䝑䝖

ᇶᯈ

䜢タ⨨䛧䚸䝥䝷䝈䝬䜢Ⓨ⏕䛥䛫䚸㧗㟁ᅽ䛷ຍ㏿䛥䜜䛯䜲䜸䞁䛜䝍䞊䝀䝑䝖
⾲㠃䛻⾪✺䛧䛯䛸䛝䝍䞊䝀䝑䝖䜢ᵓᡂ䛧䛶䛔䜛ཎᏊ䜢㣕䜀䛧䛶䚸ᇶᯈୖ䛻

䝥䝷䝈䝬

ሁ✚䛥䛫䜛᪉ἲ䛷䛩䚹䝍䞊䝀䝑䝖䛾ഃ䛻Ọஂ☢▼䛜タ⨨䛥䜜䛶䛔䛶䚸
䝍䞊䝀䝑䝖㏆ഐ䛷㧗ᐦᗘ䛾䝥䝷䝈䝬䜢స䛳䛶䛔䜎䛩䚹䛣䜜䛻䜘䜚㧗㏿䛷⭷
స〇䛜䛷䛝䜎䛩䚹᭷ẘ䛺䜺䝇䜢⏝䛫䛪䛻䚸ᵝ䚻䛺ᶵ⬟ᛶⷧ⭷䜢స〇

㧗ᐦᗘ䝥䝷䝈䝬

䛷䛝䜛䛺䛹䛾Ⅼ䛜䛒䜚䚸ᵝ䚻䛺ᶵ⬟ᛶ䜢᭷䛩䜛ⷧ⭷䛾స〇䛻ᛂ⏝䛥䜜

䝍䞊䝀䝑䝖

䛶䛔䜎䛩䚹

Ọஂ☢▼
ᅗ 3 䝇䝟䝑䝍䝸䞁䜾ἲ

~䝕䝞䜲䝇䜈䛾ᛂ⏝~
䛆䝅䝸䝁䞁䝦䝔䝻᥋ྜኴ㝧㟁ụ䛇
䝅䝸䝁䞁䝦䝔䝻᥋ྜኴ㝧㟁ụ䛿䚸⤖ᬗ䝅䝸䝁䞁ᇶᯈୖ䛻␗✀䛾ⷧ⭷䜢

ⷧ⭷

ሁ✚䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚ᙧᡂ䛧䛯 pn ᥋ྜ䜢ᇶᮏᵓ㐀䛸䛧䜎䛩䚹◊✲㛤Ⓨ䛧䛯ⷧ

c-Si

⭷ᮦᩱ䛜ඃ䜜䛶䛔䛶䜒ᚲ䛪䛧䜒⣲Ꮚᛶ⬟䛜Ⰻ䛔䛸䛿㝈䜚䜎䛫䜣䚹㛤Ⓨ䛧
䛯ⷧ⭷ᮦᩱ䜢䝅䝸䝁䞁䝦䝔䝻᥋ྜ⣲Ꮚ䛻ᛂ⏝䛧䛶䚸䝕䝞䜲䝇䛾ほⅬ䛛䜙䜒
ඃ䜜䛯䜶䝛䝹䜼䞊ኚⷧ⭷ᮦᩱ䛾◊✲㛤Ⓨ䜢㐍䜑䛶䛔䜎䛩䚹

ᅗ 4 ⤖ᬗ䝅䝸䝁䞁䝦䝔䝻
᥋ྜኴ㝧㟁ụ䛾ᇶᮏᵓ㐀

䠘୍㐌㛫䛾䝇䜿䝆䝳䞊䝹䠚
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核融合プラズマ物性の理解と制御
融合プラズマ物性の理解と制
新領域プラズマへの挑戦
領域プラズマへ
電気 学専攻
電気工学専攻
先端エネルギ 講座
先端エネルギー講座
プラズマエネルギー工学グループ
ズマエネルギ 工学グル
大野（
大野（哲）研究室
野（哲）研究室
研


     

―プラズマって何？−
私たちの周りには、空気と呼ばれる主に窒素分子で構成された気体が漂っています。彼らはお互い衝突しあいながら、ランダム
に漂っています。これら分子の平均速度によって温度というものは決められています。それではこの速度（温度）をさらに上げて
いったらどうなるのでしょう？今まで原子と原子で構成されていた分子はもはや分子としていられなくなって、ついに原子は壊れ
電子が飛び出し、正の電荷を持つイオンに電離します。つまり電離したときに飛び出した自由電子と、かつて原子だった正イオン
粒子の集団となります。このような状態をプラズマと呼びます。

―核融合反応、核融合発電って何？−
かつての研究者らは、太陽内部で起こっている現象に着目しました。太陽内部では水素の原子核どうしが合体してヘリウム原子
を作る「核融合（フュージョン）」が起きているのです。彼らはその大量のエネルギーを発生させる核融合反応を地上で実現でき
ないか、クリーンなエネルギー源として利用できないかと考えました。核融合反応は原子核同士が衝突して合体し、より大きな原
子核をつくる反応のことです。その過程で、核分裂同様質量差が前後で生じます。その質量エネルギーは中性子の運動エネルギー
となり、それが発電に利用されます。しかも分裂炉と異なり炉の暴走などはありません。
核融合発電が実用化すれば、人類のエネルギー需要を1000万年でも確保することができるだけでなく、エネルギーをめぐる争い
が解消されるのではないでしょうか。核融合は「安全利用と平和確保が保障できる技術」としても注目されているのです。

大野哲靖教授

梶田信准教授

田中宏彦助教 桒原竜弥特任助教 高木誠技術補佐員

国内外との共同研究
プラズマ・核融合研究では，国内外の研究機関との共同研究が必須です。そのため、積極的に外部の研究機関との
共同研究を進めています。研究室においては、頻繁に海外からの研究者を迎え活発な議論・研究を行っています。こ
のような環境を設けることで、日ごろから「自分が行っている研究はどのような位置づけになるのか？」「これから
の課題は何か？」「国内外の研究の方向性はどのように進
んでいるのか？」といったことを意識しながら研究を進め
主な国際共同研究機関
ることができます。また，多くの学生が修士課程在学中に
英語で学術論文を発表しています。このような経験は、必
ITER 機構
ず研究室を卒業したあとで役立ちます。
カルフォルニア州立大学サンディエゴ校

オランダDIFFER 研究所で実験を行う大学院生

マサチューセッツ工科大学プラズマ核融合研究センター
ジェネラルアトミック社
オーストラリア国立大学
合肥電離気体研究所
中国科学技術大学
マックスプランク研究所ユーリッヒ研究センター
オランダDIFFER 研究所
モスクワ物理工学研究所(MEPhI)
クルチャトフ研究所

研究テーマの概要
プラズマは，荷電粒子（イオン，電子）の集合体であり，高い化学反応性を有し，多様なエネルギー変換が可能で
あるという性質を有する魅力的な媒質です．その特性を利用して，「プラズマエネルギー」応用という観点から研究
を行っています．

１）核融合発電実現のための境界プラズマ計測・制御と材料相互作用
温暖化や資源の枯渇などの地球環境問題の解決には，環境と調和した恒常的基幹エ
ネルギー源の開発が必要です。プラズマを利用した核融合発電の実現に向けて，日本，
米国，欧州，ロシア，中国，韓国，インドが参加する国際プロジェクトとして国際熱
核融合実験炉(ITER)の建設が進められています．当グループはITERプロジェクトの主
要メンバーとして活動し，高温・高密度プラズマ維持のための境界プラズマ制御とプ
ラズマ計測技術の開発，太陽表面に匹敵する超高熱流プラズマと壁材料相互作用に関
する研究を世界各国の研究者と共同で実施します．

２）新しいプラズマ生成法の開発と応用
プラズマには様々な工学的応用があります．このプラズマ理工学の発展には，
新しいプラズマ生成法の開発が大切です．この研究では，スパイラル磁場構造に
よる低温高密度プラズマ生成と窒化への応用，高密度プラズマ照射-イオンビーム
解析装置の開発，超高密度プラズモイド・定常高密度プラズマ複合照射装置の開
発などを行います．

３）機能性ナノ構造金属の創成と応用
金属へのヘリウムプラズマ照射により，金属表面にナノ構造ができることが当
グループの研究により見出されてきました。これらの材料は，特異な光学的性質
を持ち，かつ，今後触媒や電子放出材料などへの応用が期待されます．プラズマ
を金属に照射し，その光学特性，物性評価，触媒活性評価を行い，これまでにな
い機能性ナノ構造材料金属の創成を行います．

４）計算機シミュレーションによるプラズマモデリング
プラズマ・核融合研究において計算機シミュレーションは
重要な研究ツールとなっています。慶應義塾大学，核融合科
学研究所，量子科学技術研究開発機構などとの共同研究によ
り，粒子ならびに流体シミュレーションコードによるプラズ
マ中の物理現象解析を行います。

研究を支える多様な実験装置
研究室で独自に開発された多様なプラズマ実験装置群がユニークな研究を生み出します。研究室メンバーの努力
で，装置は日々進化しています。

直線型ダイバータ模擬実験装置NAGDIS-II

トロイダル・ダイバータ
模擬試験装置 NAGDIS-T

トカマク型核融合装置
HYBTOK-Ⅱ

プラズモイド−定常高熱流プラズマ
複合照射装置NAGDIS-PG

高性能プラズマ照射装置 プラズマ照射-マグネトロン
スパッタリング複合装置
Co-NAGDIS

昇温脱離ガス分析装置
TDS

電気工学専攻
機能性エネルギー材料工学グループ

吉田研究室
伝
伝導体の次世代電力機
器応用に向けて、技術革新と
学理探究を目指しています

教授
授

吉田
田隆
客員教授
員教授
授

一野
野 祐亮
助教
教

土屋
屋 雄司

研究内容は
次ページ



博士後期 1名
博士前期 7名
学部生 4名

吉田研究室
研究内容紹介

高温超伝導テープ線材
1987年ノーベル物理学賞を飾った高温超伝導体
の発見から30年以上が経ち、電動航空機などの
次世代電気機器に向けた1本1,000A以上の容量
を持つ高温超伝導テープ線材を開発しています。

超伝導ダイオード
超低損失で大電流の整流を可能にす
る超伝導ダイオード素子を開発しま
す。ワイヤレス電力伝送への活用を
目指しています。

直流超伝導ケーブル
自己磁界を活用することで、電流容量が増加する
ケーブルを作製し、コンパクトな直流送電網への
活用を目指しています。

高速かつ高品質な結晶
高速かつ高品質な結晶化のため、気
体-液体-固体(結晶)の３態をフル活用
した結晶化プロセスを開発していま
す。高温超伝導線材の低コスト化に
貢献します。
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ȬɔɚɡɭȬɜɨȐཽǂǤᗛǗȉƪ
ɬݥᆈʪǬɔɟ̑༴ᚍ
ɬᠸއɡɨȯȐཽǂǝόᇵᗲᗣ
ɬ୫ૂǶǬبݜݜ༴ᚍ
>@ཹ̢Ч܀Ǭౝឬ٭ҕȬɔɚɡɭȬɜɨ
Ɏɭȴ߀ْǩȆȉɍɟțɕ᭸ǶǬْ٭ǩȆȉཹ̢Ч܀Ǭౝឬ٭ҕȐ᭱
ӪϣǈȆǱᠶ܀Ч܀ѷѡȬɔɚɡɭȬɜɨȐཽǂǤᗛǗȉƪ
>@ᥚ႖بݜǬᠶ܀ᥚ႖എؗժᧆ
ɌɞȯɓǩȆȉό༴ᚍȐᆪҵҕǕǝƳѣឫǗȉᥚ܀ǉȇǬᥚ႖ب
ݜƴȐǄƪǑǬᇵǬɄɔɠȽɀȗɨǭǀȉെʛǥǭᖜለה
ͱȐǦȉƳϟᫍेƴǩǨȉƪᘐሏǩᘬǷȉǑǦǥƳᣜӟᝀݘწ
ࣕǬၷȊƴǦǂǄ໔༷ǬؗႧժᧆᗛǩਁঞǗȉƪ

ଽોপ৾প৾ੵ৾ଢ଼ఐ ਗ਼ਞੵ৾௧వ
ഈ崐崵嵓崖صౠ ற়ਗ਼ਙੵ৾ଢ଼崘嵓嵤崿

ཨଞಬ
̰͔˵̾ɤۜЪᄲϘаႅ
ԯࠈտթࠖ˰͙̿͌Ͳ˰͐ͧ

ᩢᆞ๛Йଢ଼
NKjK˰͙̿͌Ͳ˰͐ͧ

ᡲዂέᾉఋᗡӳᅹܖᄂᆮ
ẖᵓᵎᵗᵋᵓᵐᵗᵐ ࠊޟםɦჽထᵑᵐᵐᵋᵔ
ᾉɶීᇘίᶆᶌᵿᶉᵿᶋᶓᶐᵿᵞᶌᶇᶄᶑᵌᵿᶁᵌᶈᶎᵇ

᰾⼥ྜ⛉Ꮫ◊✲ᡤ࠶ࡿࣉࣛࢬ࣐ᐇ㦂⨨LHD(Large
Herical Device)ࡣࠊ☢ሙࢆ⏝࠸࡚1൨ᗘ௨ୖࡢ㧗 ࣉࣛ
ࢬ࣐ࢆ㛢ࡌ㎸ࡵࡲࡍࠋ1൨ᗘࡢࢥࣉࣛࢬ࣐ࡽᑡࡋ
㞳ࢀࡓ࿘㎶ࡢࣉࣛࢬ࣐ࡢ୍㒊ࡣࠊ☢ຊ⥺ࡼࡗ࡚ࢲ
ࣂ࣮ࢱᯈᑟࢀࡲࡍࠋࢲࣂ࣮ࢱᯈࣉࣛࢬ
࣐ࡣ┤᥋᥋ゐࡍࡿࡓࡵࠊࢲࣂ࣮ࢱᯈ⾲㠃ࡢᦆ⪖ࡀ
ၥ㢟࡞ࡾࡲࡍࠋ᰾⼥ྜ⅔ᐇ⌧ࡢࡓࡵࡣࠊࢲ
ࣂ࣮ࢱᯈࣉࣛࢬ࣐ࡢ┦స⏝ࢆゎ᫂ࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡾࡲࡍࠋ
LHDࡢࢲࣂ࣮ࢱᯈࡣࢢࣛࣇࢺ࡛࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᡃࠎࡢ◊✲ᐊ࡛ࡣࠊࢢࣛࣇࢺỈ⣲ཎᏊࡀධᑕ
ࡋࡓࡁࠊࡢࡼ࠺ࢢࣛࣇࢺࡀᦆ⪖ࡍࡿࡢ
࠸࠺ࡇࢆࠊศᏊືຊᏛἲ㸦Molecular Dynamics㸧
࠸࠺ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᢏἲࢆ⏝࠸࡚
ཎᏊࢫࢣ࣮ࣝࡽゎ᫂ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࣉࣛࢬ࣐ࡢ㟁Ꮚຍ⇕࡛ࡣࠊࢧࢡࣟࢺࣟࣥ࿘Ἴᩘ(50㹼
200GHz)ࡢ࣑ࣜἼ㡿ᇦᖏ࡛ࡢ㧗ฟຊࡢ㟁☢Ἴࡢ౪⤥ࡀᚲ
せ࡛ࡍࠋࡇࡢຍ⇕⨨ࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ࣑ࣜἼⓎ⏕※ࡢࢪࣕ
ࣟࢺࣟࣥࡽࠊ࣑ࣜἼఏ㏦⣔ࢆ⤒⏤ࡋ࡚ࠊࣉࣛࢬ࣐
⨨୰ࡢࣥࢸࢼࡽ↷ᑕࡍࡿᵓᡂ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ
ఏ㏦⣔࡛ࡣࠊࢪࣕࣟࢺ࡛ࣟࣥⓎ⏕ࡍࡿ㟁☢Ἴࢆࠕ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ᦆኻࢆᑡ࡞ࡃఏ㏦ࡍࡿ(㧗ຠ⋡)ࠖࠊࡘࠊࠕఏ
㏦ࡉࢀࡿ࣑ࣜἼࡢ┦࣭೫Ἴ㠃ࡸ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࣉࣟࣇ
ࣝࡀࠊࣉࣛࢬ࣐ຍ⇕㐺ࡋࡓ≧ែࢆ⥔ᣢ(㧗ရ㉁)ࡍ
ࡿࠖࡇࡀせồࡉࢀࡲࡍࠋᡃࠎࡢ◊✲ᐊ࡛ࡣࠊ㟁☢Ἴఏ
ᦙࢆFDTDࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⏝࠸࡚ィ⟬ࡍࡿࡇ࡛ࠊ࣑
ࣜἼఏ㏦⣔ࡢ㧗ຠ⋡࣭㧗ရ㉁ࢆࡵࡊࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

K_Dᢴ֝ݵ
ԯࠈտթࠖ˰͙̿͌Ͳ˰͐ͧ

ࢺࣜࢳ࣒࢘㸦୕㔜Ỉ⣲㸧ࡼࡿDNAᮏ㙐ษ᩿
ࡢᶵᵓࢆᐃ㔞ⓗ᫂ࡽࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࠊ
ᅜෆࡢ」ᩘࡢᏛඹྠ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡇ
ࡢඹྠ◊✲࡛ࡣࠊࢺࣜࢳ࣒࢘≉᭷ࡢቯኚຠᯝ
ࡋ࡚ࠊDNA ศᏊ୰ࡢ㍍Ỉ⣲⨨ࡋࡓࢺࣜࢳ
࣒࢘ࡀ࣒࣊ࣜ࢘3 ȕ ቯኚࡍࡿࡇࡼࡿᏛ⤖
ྜࡢษ᩿╔┠ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢᏛ⤖ྜࡢษ
᩿క࠺DNA 㒊ศᵓ㐀ࡢኚࢆࠊᡃࠎࡢ◊✲ᐊ
࡛ࡣศᏊືຊᏛἲࢆ୰ᚰࡍࡿィ⟬ᶵࢩ࣑ࣗ
࣮ࣞࢩࣙࣥࡼࡾヲ⣽ㄪ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ⤖
ᯝࢆࠊᐇ㦂ࡢඹྠ◊✲⪅ࡼࡿ ᐃ⤖ᯝẚ㍑
ࡋࠊࢺࣜࢳ࣒࢘ቯኚࡢᮏ㙐ษ᩿ࡢᐤࢆᐃ
㔞ⓗ᫂ࡽࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

Ᏹᐂ㟁☢ほ

䜾䝹䞊䝥䠄Ᏹᐂᆅ⌫⎔ቃ◊✲ᡤ䞉༠ຊㅮᗙ䠅





ᆅ⌫࿘㎶ࡢᏱᐂ✵㛫㉸㧗ᒙẼࢆほ ⓗ◊✲ࡋࠊᮍ▱ࡢ⌧㇟ࡢⓎぢ
ࡑࡢཎᅉࡢゎ࣭᫂ே㢮ࡢᏱᐂ⏝ࡢᛂ⏝ࢆࡵࡊࡍࠋ

 ⚾㐩ࡣࠊᆅ⌫࿘㎶ࡢᏱᐂ✵㛫㸦ࢪ࢜ࢫ࣮࣌ࢫ㸧ࡑࢀ⧅ࡀࡿ㉸㧗ᒙẼࡢኚືࢆほ ⓗ◊✲
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࢪ࢜ࢫ࣮࣌ࢫ࡛ࡣࠊኴ㝧ࡽࡢࣉࣛࢬ࣐ࡀᆅ⌫ࡢ☢ሙᤊ࠼ࡽࢀ࡚☢Ẽᅪࢆᙧᡂࡋࠊ
ࡉࡽẼ㝆ࡾ㎸ࢇ࡛࣮࢜ࣟࣛࢆගࡽࡏࡓࡾẼࢆຍ⇕ࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓᆅୖ㏆ࡢẼ
ࡽࡢἼࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀ㉸㧗ᒙẼఏࢃࡗ࡚ኚືࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍୗࡽࡢ㐣⛬ࡶ࠶ࡾࠊࡇࡢୖୗ
ࡽࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ὶධࡼࡗ࡚ࢪ࢜ࢫ࣮࣌ࢫࡣᖖኚືࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡓࡕࡢ◊✲ࡣࠊࡇࡢ㡿ᇦ࡛Ⓨ
⏕ࡋ࡚࠸ࡿᮍ▱ࡢ⌧㇟ࡢⓎぢࡑࡢཎᅉࡢゎ᫂࠸࠺⌮Ꮫⓗ࡞ഃ㠃ࠊࡇࡢ⌧㇟ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡍேᕤ
⾨ᫍࡢ㞀ᐖࡸ࣮࢝ࢼࣅࡢ㞀ᐖ࡞ࡢᏱᐂ⏝ࡢᙳ㡪ࢆㄪࡿࠊ࠸࠺ᕤᏛⓗ࡞ഃ㠃ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ


◊✲ᡭἲࡋ࡚ࠊ࣮࢜ࣟࣛ࡞ࡢẼⓎගࡢ㧗ឤᗘศගᶵჾࠊᆺ࣮ࣞࢲ࣮ࠊ࣮ࣞࢨ࣮࣮ࣞࢲ
࣮ࠊ*36 ཷಙᶵࠊ☢ຊィࠊ㟁Ἴࣥࢸࢼࠊ࣑ࣜἼ࣭ࢧࣈ࣑ࣜἼศගィࠊேᕤ⾨ᫍࡢᦚ㍕ᶵჾ࡞ࢆ
㛤Ⓨࡋࠊほ ᇶ࡙࠸ࡓ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢᶵჾࢆᅜෆ࣭ᾏእࡢࣇ࣮ࣝࢻほ Ⅼタ
⨨ࡋࠊᆅ⌫つᶍࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞◊✲ࢆᅜ㝿༠ຊࡢࡶ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡶ≉ᚩ࡛ࡍࠋ⚾㐩ࡢ◊✲ᐊ
ࡣࠊᕤᏛ⣔ࡢᏛ⏕⌮Ꮫ⣔ࡢᏛ⏕ࡀ୍⥴◊✲ࢆࡋ࡚࠸ࡿࣘࢽ࣮ࢡ࡞◊✲ᐊ࡛ࡍࠋࡉࡽࣇ࣮ࣝ
ࢻほ ࡢࡓࡵᾏእࡢほ Ⅼฟᙇࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࡶࠊᅜ㝿ඹྠ࡛ୡ⏺᭱ඛ➃ࡢ◊✲ࢆࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࡛␃Ꮫ⏕ࡸእᅜேࡢ◊✲⪅ࡀ◊✲ᐊᅾࡍࡿ࡞ࠊᅜ㝿ⓗ࡞◊✲⎔ቃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

✲◊࡞ڦෆᐜ
䕕 䜸䞊䝻䝷䜔㟁☢ሙほ

䜢㏻䛧䛯㟁☢Ẽᅪ䛾◊✲

䋻 㧗⦋ᗘ䛾䜸䞊䝻䝷䜔୰ప⦋ᗘ䛾ኪ㛫Ẽග䜢㧗ឤᗘ䛾ศගほ
Ẽ䛾ኚື㐣⛬䛸䝆䜸䝇䝨䞊䝇䛾䝥䝷䝈䝬⎔ቃ䜢◊✲䛩䜛

⨨䜔㟁☢ሙィ

ჾ䛷ほ

䛧䚸㉸㧗ᒙ

䕕 GPS ⾨ᫍ㟁Ἴ䛾㟁㞳ᅪఏᦙ䛾◊✲
䋻 ᅜෆ䜔䜲䞁䝗䝛䝅䜰䚸䝜䝹䜴䜵䞊䛷 GPS ⾨ᫍ㟁Ἴ䜢ཷಙほ 䛧䚸ఏᦙ㏵୰䛾㟁㞳ᅪ䛻䜘䜛 GPS 㟁Ἴ䛾ᨐ
㐣⛬䜢ㄪ䜉䛶䚸⾨ᫍ㏻ಙ䜔 GPS 䜈䛾ᙳ㡪䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛

䕕 ᆺ▷Ἴ䝺䞊䝎䞊䛻䜘䜛㟁㞳ᅪ䞉⇕ᅪኚື䛾◊✲
䋻 䝆䜸䝇䝨䞊䝇䛾୰䛷≉䛻㟁㞳ᅪ䛾䝥䝷䝈䝬⎔ቃ䜢䚸ᾏ㐨䜔䜲䞁䝗䝛䝅䜰䚸䝜䝹䜴䜵䞊䛻ᘓタ䛥䜜䛯ᆺ䝺
䞊䝎䞊䛷ほ 䛧䚸Ᏹᐂ✵㛫䛷䛾㟁Ἴఏᦙ≉ᛶ䛸㟁㞳ᅪ䛾ᵓ㐀䜢◊✲䛩䜛

䕕 ᆅୖ䛸⾨ᫍ䛾☢ሙィ

ჾ䛻䜘䜛☢Ẽᅪ⎔ቃ䛾◊✲

䋻 ᪂䛧䛔ཎ⌮䜢⏝䛔䛯☢ሙ䝉䞁䝃䞊䜢⏝䛧䛯ᆅ☢Ẽィ 䞉グ㘓䝅䝇䝔䝮䜢㛤Ⓨ䛧䚸ᆅ⌫䛾ᣢ䛴ᅛ᭷☢ሙ䛾
ኚ䛻䜘䛳䛶ᘬ䛝㉳䛣䛥䜜䜛☢Ẽᅪ⎔ቃኚື䛾≀⌮䝯䜹䝙䝈䝮䛾ゎ᫂䜢┠ᣦ䛩

䕕 ḟୡ௦䝭䝸Ἴ䝷䝆䜸䝯䞊䝍㛤Ⓨ䛸୰ᒙẼᚤ㔞ศᏊ䛾◊✲
䋻 ㉸ఏᑟ䝕䝞䜲䝇䜢⏝䛔䛯᳨ฟჾ䝅䝇䝔䝮䜢㛤Ⓨ䛧䚸ᆅ⌫䛾୰ᒙẼ䛾ศᏊ⤌ᡂ䜔≀⌮≧ែ䛾ኚື⌧㇟䜢䝭
䝸Ἴ䞉䝃䝤䝭䝸Ἴᖏ䛾䝇䝨䜽䝖䝹ほ 䛛䜙᫂䜙䛛䛻䛩䜛

ǫȊȀưƷǪȸȭȩᚇย    ᄬئᚇยȇȸǿ̊Ʊעᄬൢǻȳǵȸ

ȟȪඬȩǸǪȡȸǿƷႆ

✲◊ڦᐊࡢ≧ἣ
䕕 ᡤᒓᏛ⏕㸦ᕤᏛ㒊ᕤᏛ◊✲⛉㸤⌮Ꮫ◊✲⛉ࠊ ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧


༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸸 ྡ㸦⌮Ꮫ  ྡ㸧



༤ኈ๓ᮇㄢ⛬㸸 ྡ㸦⌮Ꮫ  ྡ࣭ᕤᏛ  ྡ㸧



Ꮫ㒊⏕㸸 ྡ㸦ᕤᏛ  ྡ㸧


 ✲◊ڦᐊࡢ㐃⤡ඛ



䕕 ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪ㸸 http://www.isee.nagoya-u.ac.jp/dimr/
䕕 㐃⤡ඛ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫ㸸 shiokawa@nagoya-u.jp㸦ሷᕝ㸧

ࢀ࣪ڂݜ
ుָـߊʀӋநๅॴཀྵήϩʖ
ుָـߊʀӋநๅॴཀྵήϩʖϕ
Email: miyoshi_kyouin@isee.nagoya-u.ac.jp
Web: https://is.isee.nagoya-u.ac.jp/miyoshilab/

ࢀ ༟९ گद

ഗీ ཾߨ ०گद

ಝঁ໌̏گɼर࢞̐೧̒໌ɼर࢞̏೧̒໌ɼָ෨̒೧̒໌

ๅָదघ๑Ͷ͚ͰخଢཇஏܧځՌָ;ٶӋநϕϧθϜ
ՌָڂݜͶΓΕɼӋநஏڧځรಊΝմ͢ɼӋந
ళـΝ༩͢Ήͤɽ
ਕӶυʖνմੵͶΓΖζΨηϘʖη;ٶڧଢཇـڂݜ
Ӷ
մੵ
ٶڧ
ཇ ڂݜ ـ

ζΨηϘʖηΝ୵ࠬͤΖʰ͍Δͦʱ
Ӷ (© ERGγΦϱηοʖϞ)
ζΨηϘʖηͲً͞Ζ༹ʓ͵ݳে͑ͬɼΨʖ
ϫϧΏ๎ࣻતଵ߶Φϋϩάʖཽࢢรಊգఖ
Ͷͯ͏ͱڂݜΝྙదͶΌͱ͏Ήͤɽଢཇ
෫รಊͶͮͱɼ๎ࣻતଵ߶Φϋϩάʖཽ
ࢢ͗͏ͯɼʹ͚Δ͏ଁ͓Ζ͖Ν༩ͤΖ͞
ͳ͗ՆͶ͵ΗͻɼਕӶඅ֒ΝܲͲݰ
͘ΖՆ͍͗ΕΉͤɽJAXAՌָӶʰ͍Δ
ͦʱ࠹υʖνΝ༽͏ͱɼ͞߶Φϋϩ
άʖཽࢢรಊգఖڂݜΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

ଢཇΝ؏ͤΖʰͽͲʱӶ
(© ISAS/JAXA)
ζΨηϘʖηڧรಊक͵ݬҾͲ͍Ζଢཇ
ـಊͶͯ͏ͱɼJAXAՌָӶʰͽͲʱɼ
NASAՌָӶʰSDOʱΏஏԗͲںखಚ͠
ΗͪժΝմੵ͢͏ͱ͢ڂݜΉͤɽ͵͖Ͳஏ
ڧځͶ࠹ӪڻΝͤ·ٶϓϪΠΏαϫψ࣯ྖ
๎ड़ʤCMEʥ͗ɼ͏ͯʹ͞ͲʹΓ͑Ͷ͢ͱً
͞Ζ͖Ͷ͢ɼগཔదͶϓϪΠ༩ๅΝࢨ
͢ڂݜΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

υʖνಋԿΏؽփָसΝ༽͏ͪଢཇΏΨʖϫϧݳেڂݜ
ಋԿ ؽփָस
ཇ
ݳে ڂݜ

ԦͲύηϒʖχΩϟϧΝઅͤΖָਫ਼
ͳࡳӪͪ͢Ψʖϫϧ

ΨʖϫϧͲڂݜͺɼԦΏธͶ
ύηϒʖχΩϟϧΝઅ͢ɼϋρ
φϭʖέࡳεητϞΝߑ͢Ήͤɽ
͖ͨ͞ΔಚΔΗΖ߶࣎ؔʀ߶ؔۯ
մΨʖϫϧ؏ժմੵΝ
ߨ͏ɼಝྖΝபड़ͪ͢Εɼҡ͵Ζ
ഀௗͲखಚ͠Ηͪυʖν͖ΔΨʖϫ
ϧΝӀً͘͢͞ͱ͏ΖుࢢΦϋϩ
άʖΝਬఈͤΖघ๑Ν͢Ήͤɽ
ΉͪɼΠϧηΩͲϫίρφͬ
͝ߨ͏Ήͤɽ

ଢཇͲڂݜͺɼʰͽͲʱӶΝͺͣΌ
ͳͪ͢ଢཇ؏Ӷ͗खಚͪ͢߶մౕ
ժυʖνͶଲ͢ͱɼࠉ఼Ώαϫψϙʖϩ
ͳͻݼΗΖҮΝࣙಊͲபड़ʀ௧ͤΖΠ
ϩβϨθϞڂݜΝΌɼଢཇ༹ʓ
͵ξψϝέηڂݜΝߨͮͱ͏Ήͤɽ
ΉͪɼωϣʖϧϩϋρφϭʖέΝͺͣΌͳ
ͤΖؽփָसघ๑ͶΓΕɼ1800೧େࠉ
఼ηίρο͖ΔɼଢཇࣕΝ࠸ͤݳΖڂݜ
ߨͮͱ͏Ήͤɽ

քਦॽؙͶເΖ1800೧ࠔࠉ఼ηίροࣁྋ(ӊ)Ν۹͢ɼ
ؽփָसͶΓͮͱ1802೧9݆27ೖࣕ(ࠪ)Ν࠸ݳ

ηʖϏʖαϱϒϣʖνΝ༽͏ͪζΨηϘʖη;ٶڧଢཇـ
η
ϱϒϣ νΝ༽
ؽࢋܯ
ؽࢋܯεϝϣϪʖεϥϱ
ଢཇϓϪΠΏଢཇ෫ͳஏݏـࣕځ૮ʹ͵༽ࡠޕࢻڌ
దݳেͺుࣕླྀରྙָʤMHDʥ๏ఖࣞͶΓͮͱىफ़͠Η
ΉͤɽҲ๏ͲɼϕϧθϜΝߑͤΖుࢢΏΨϱ͵ʹཽ
ࢢ̏ͯ̏ͯӣಊͳుࣕͳ૮༽ࡠޕͶًҾͤΖඏࢻ
దݳেͺӣಊ๏ఖࣞͲىफ़͠ΗΉͤɽ͞ΗΔ༹ʓ͵
๏ఖࣞܧΝ਼దͶմ͚ͪΌΠϩβϨθϞΏดε
ϝϣϪʖεϥϱαʖχΝύϏϓΧʖϜϱηαϱϒϣʖ
τΡϱήʤHPCʥٗढ़ΝखΕΗͱ͢ɼॶڂݜΏ໌
ݻԲָηʖϏʖαϱϒϣʖνͲࣰߨ͢Ήͤɽ

Ӌநஏॶڂݜڧځαϱ
ϒϣʖνεητϞ

໌ݻԲָηʖϏʖαϱ
ϒϣʖν©ๅخ൭ιϱνʖ

MHDεϝϣϪʖεϥϱͲ࠸ͪ͢ݳ
ஏݏـࣕځ࣏̑ߑݫଆ

㟁ᏊᕤᏛᑓᨷ
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ᮍ᮶䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇㐀ㅮᗙ
䜽䝇㐀ㅮᗙ 䝥䝷䝈䝬䜶䝺䜽䝖
䝥䝷䝈䝬䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇䜾䝹䞊䝥
䠄ప 䝥䝷䝈䝬⛉Ꮫ◊✲䝉䞁䝍䞊ව௵䠅
䝇䝍䝑䝣
Ꮫ⏕䠄㻞㻜㻞㻝ᖺᗘ䠅
ᚋᮇㄢ⛬
䠖㻠㻌ྡ 㻔ෆ䚸♫ே㻞㻌ྡ㻕
๓ᮇㄢ⛬ 㻞ᖺ 䠖㻠㻌ྡ
๓ᮇㄢ⛬ 㻝ᖺ 䠖㻠㻌ྡ
Ꮫ㒊㻠ᖺ⏕ 䠖㻠㻌ྡ
ᩍᤵ䠖㇏⏣ ᾈᏕ

ຓᩍ䠖㕥ᮌ 㝧㤶

⛎᭩ 㻝㻌ྡ

ஜᄂᆮܴưƸŴž
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ƳɭမưǪȳȪȸȯȳƷǪȪǸȊȫȗȩǺȞᘺፗǛႆƠŴƜǕǒǛငಅࣖဇƴޒƢǔᄂ
ᆮǛᡶǊƯƍǇƢᲨ ǇƨŴƍǖƍǖƳȗȩǺȞǛ̅ƍƜƳƢƨǊŴȗȩǺȞƷɶưƓƜƬƯ
ƍǔႸƴᙸƑƳƍƞǇƟǇƳྵᝋǛᚐଢƠƯƍƘᄂᆮǋᡶǊƯƍǇƢᲨ

◊✲ᐊ䛾䜲䝧䞁䝖䜹䝺䞁䝎䞊
5᭶

᪂ධ⏕Ḽ㏄

8᭶

䝊䝭᪑⾜䞉ኟ䛾୰㛫Ⓨ⾲

8᭶

Ꮫ㝔ධヨ

9᭶

⛅䛾Ꮫ 1

11᭶ ⛅䛾Ꮫ 2
12᭶ ᛀᖺ

2᭶

ಟኈㄽᩥⓎ⾲

3᭶

༞ᴗ◊✲Ⓨ⾲䚸㏣䛔䝁䞁

3᭶
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䛆HP䛇 https://www.nuee.nagoya-u.ac.jp/labs/toyodalab/
䛆ぢᏛ䛇 ྡྂᒇᏛᮾᒣ䜻䝱䞁䝟䝇 IB㟁Ꮚሗ㤋Ჷ2㝵209ᐊ
䛆㐃⤡ඛ䛇 㕥ᮌ㝧㤶 䠄Email䠅hsuzuki@nuee.nagoya-u.ac.jp 䠄Tel䠅052-789-4697
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Ẽ୰䛷㧗㏿䞉㠃✚䛾⾲㠃ฎ⌮
䜸䝸䝆䝘䝹䛾᪉ᘧ䜢⏝䛔䛯᪂䛧䛔䝥䝷䝈䝬※䛾ᥦ
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¾ ┿✵⨨せ, 㧗ᐦᗘ䝥䝷䝈䝬䛻䜘䜛᪂䛧䛔䝥䝻䝉䝇
¾ ẅ⳦䚸⾲㠃䛾Ὑί䚸ᨵ㉁ฎ⌮䚸ⷧ⭷ᙧᡂ

¾
¾

ప 䠘1000 K
ぶỈ, 㑏ඖฎ⌮➼

¾
¾

㛗ᑻ~1 m
㧗ᐦᗘ ~1014 cm-3

ᐇ⏝ⓗ䛺㠃✚⾲㠃ฎ⌮⨨䛸䛧䛶ὀ┠
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Normalized
MB Concentration C

ـѻϕϧθϜͺɼॊཔݰѻϕϧθϜͶେΚΖ͢͏ϕϧθϜͳ͢ͱ͠Ή͡Ή͵Ԣ༽
͗غଶ͠Ηͱ͏Ήͤɽຌ࣪ڂݜͺɼֆͲॵΌͱϟʖφϩγθͲۅΌͱۋҲ͵ـѻϕϧθϜ
ਫ਼Ͷޯ͢ɼ͞ϕϧθϜͺ͠Ή͡Ή͵ࢊۂֆ͖ΔΝཌྷ;ͱ͏Ήͤɽනέ
ϨʖωϱήɼϓϪΫεϔϩుࢢυώη߶ଐՅٗढ़͵ʹɼ͠Ή͡Ή͵ఴΝΌ͢͡
ͱ͏Ήͤɽ
1

Previous work
This study
1/e

2 times faster
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50

OH䝷䝆䜹䝹
䝥䝷䝈䝬⏕ᡂ 㧗ὶ㏿㡿ᇦ

䠙పᅽ

H2O2 , O3
䝥䝷䝈䝬Ⓨග

➼䛻䜘䜛ศゎ

䝧䞁䝏䝳䝸ຠᯝ䛸䝬䜲䜽䝻Ἴ䝥䝷䝈䝬䜢⤌䜏ྜ䜟䛫
ᚑ᮶䛻䛺䛔㧗㏿䛷䛾ᾮయ䛭䛾ሙฎ⌮䜢ᐇ⌧

䝘䝜⢏Ꮚ䛾
㧗㏿㔞ྜᡂ

ᐇ⏝ⓗ䛺ᾮయฎ⌮⨨䛸䛧䛶ὀ┠

ϕϧθϜΝ༽͏ͪӹରॴཀྵٗढ़ͺॊཔ༂ࡐͶབΔ͵͏ڧͶ༑͢͏ٗढ़Ͳͤɽ͞ڂݜͺɼ
ըʓ͗ಢࣙͲͪٗ͢ढ़ͶΓΕ߶ືౕϕϧθϜΝླྀରͶંৰͦ͠Ζ͞ͳͲɼ߶ଐ͖ͯྖӹ
ରॴཀྵΝՆͶ͢ͱ͏Ήͤɽ͞ΗͶΓͮͱɼཻڧඏྖ༙࣯֒ঈڊɼ༂ࡐͶབΔ͵͏ψό
ཽࢢ͵ʹؽوࡒྋ҈ՃͲྖ͵Νࣰ͘͏ͱ͢ݳΉͤɽ

㉸㧗࿘Ἴᐜ㔞⤖ྜᆺ䝥䝷䝈䝬䛾ゎᯒ

༙ᑟయຍᕤ䛻䛚䛡䜛䝥䝷䝈䝬䝥䝻䝉䝇
1. Layer Deposition 2. lithography
Electrode

Insulator Light

3. Etching

䝥䝷䝈䝬䝅䝭䝳䝺䞊䝍䞊䜢
⏝䛔䛯䝥䝷䝈䝬ゎᯒ

䝥䝷䝈䝬ィ 䛻䜘䜛
ᣲືゎᯒ
ᙉLF䝞䜲䜰䝇ୗ䛾O2䝥䝷䝈䝬

4. Deposition

Plasma

䝥䝷䝈䝬䛾ゎᯒ䛜㔜せ

ᐇ

㦂

䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁

䝥䝷䝈䝬䛾⥲ྜⓗ⌮ゎ
ྜⓗ⌮
⌮
⌮ゎ
→ ຍᕤ䛾㧗ᛶ⬟

ݳେൔରଆͶϕϧθϜͺ͖ܿͦΉͦΞɽ͞Ͳڂݜͺɼ߶ືౕϓϧρεϣϟϠϨࡠ
Ͷ͖ܿͦ͵͏߶ΠηϘέφർϙʖϩܙ͵ͳેخΖϕϧθϜૹմੵΝɼࣰ͕ݩΓ;εϝϣ
ϪʖεϥϱΝݫͶ͕͞͵͏Ήͤɽ͞Վͺɼࠕޛๅྖലద͵ଁͶଲԢͤΖͪΌܿ
͖ͦ͵͏͏ͱͮ͵ͳڂݜΉͤɽ
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ుࢢָߊਫ਼ໍΦϪέφϫωέηߪ࠴
ఁԻϕϧθϜՌָڂݜιϱνʖʤీ࣪ڂݜʥ
ਕྪͺɼుָࣕـΓ͑͵ָରܧΝߑͤΖҲ๏Ͳɼ
ՊుɼαϱϒϣʖνʖɼϱνʖϋρφͳऀճΝ͘
͚รַͤΖՌָٗढ़Νఴͦ͠ͱ͘Ήͪ͢ɽీڂݜ
࣪Ͳͺɼਫ਼ໍΦϪέφϫωέηΝ୕ͤΖ͞ͳͶΓΕ
͢͏ָରऀͳܧճخ൭ߑΝࢨ͢Ήͤɽ
گद ీথ

ీͲ࣪ڂݜͺɼ੶ઔ
ͳ࣪ڂݜ࿊ͱ͢ܠɼఁ
ԻϕϧθϜՌָڂݜι
ϱνʖڧΝ࠹ݸ
Ͷ͢༽ɼఁԻϕϧθ
ϜҫྏԢ༽ɼۂԢ
༽Ͷͪ͜υώη
Νߨ͏ɼࢢߑؽ
ΝҪఽࢢϪϗϩͲմ
ͤΖ͞ͳͶΓΕɼਫ਼ໍ
ΦϪέφϫωέη
୕Νࢨ͢Ήͤɽ

ըʓͺֆͶۨ͜ͱ
ϕϧθϜ༻ӹΝ
͢ɼ͗Ξ࣑ྏɼউ
࣑༌͵ʹྡজԢ༽
ڂݜΝΌͱ͏Ήͤɽ
ϕϧθϜ༻ӹ
ਭࢊۂԢ༽ఴ
͢ɼଡ༹͵ਫ਼ཀྵదൕԢ
Νࣖͤࢢߑؽմ
ΝΌͱ͏Ήͤɽ

ϐφകࡋ๖ɼड़լ߮ɼϕϧψϨΠ͵ʹ༹ʓ͵Ϡυϩਫ਼Ν༽͏ͱɼ
ఁԻϕϧθϜҫྏԢ༽ͪ͜ڂݜેخΝߨ͏ɼҫָ෨ͳڠಋڂݜ
ͶΓΕಊࣰݩʤϜΤηʥɼϐφ݄ӹΝ༽͏ࣰͪͳݩఴ͢ɼ໌බ
ӅͲं׳Νଲেͳͪ͢ಝఈྡজڂݜͶΓΕࣰ༽ԿΝࢨ͢ͱ͏Ήͤɽ

ϕϧθϜͲ࣪ݩࣰۂϋɼοβΝ༽͏ࣰͪݩɼϕϧθϜਭࢊָࣰ
Ͳ࣪ݩ֦झྪڗΝ༽͏ࣰͪݩͶΓΖఁԻϕϧθϜਭࢊۂԢ༽
Ͷͪ͜ڂݜેخΝߨ͏ɼָ෨ɼۂةɼஏ๏࣑ࣙରͳڠಋڂݜͶΓ
ΕϓΡʖϩχΝཤ༽ࣰͪ͢ͳݩఴ͢ɼࣰ༽ԿΝࢨ͢ͱ͏Ήͤɽ
ఁԻϕϧθϜՌָڂݜιϱνʖHPʁhttps://www.plasma.nagoya-u.ac.jp/
͕͏Κͦʁhtanaka@plasma.engg.nagoya-u.ac.jpʤీথʥ
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ৈଶଢ଼

1DJR\D8QLYHUVLW\*UDGXDWH6FKRRORI(QJLQHHULQJ 'HSDUWPHQWRI(OHFWURQLFV
,QIRUPDWLRQ'HYLFH(QJLQHHULQJ5HVHDUFK*URXS1DQR%LR6HQVLQJ*URXS

7DNDKDVKL/DERUDWRU\

ଢ଼ઍ 5HVHDUFK7RSLFV

੶༨峘嵉崓崳崢嵈峕峵ઋ৽ఐ৾

᪂䛧䛔ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ䛩䜛䛣䛸䛷䚸䜎䛷䜟䛛䜙䛺䛛䛳䛯䛣䛸䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹ㄡ䜒⾜䛳䛯䛣䛸䛜䛺䛔䛣
䛸䜀䛛䜚䛷䛒䜚䚸᪥䚻ᕤኵ䜢จ䜙䛧䛶◊✲䜢㐍䜑䛶䛔䜎䛩䚹㛤Ⓨ䛧䛯⨨䛷⣽⬊䛾㐃⥆䜲䝯䞊䝆䠄ᾏ㤿䛾ᡂ㛗㗹䚸䜹䞊
䝂㍺㏦䚸䝅䝘䝥䝇ᙧᡂ䠅䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛧䛯䚹䛣䜜䜎䛷ྍど䛷䛝䛺䛛䛳䛯⌧㇟䜢ྍど䛩䜛ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䜔䚸᪂
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䛩䠊≀⌮ᴟ㝈䛻㏕䜛ప䜶䝛䝹䜼䞊ሗฎ⌮ᅇ㊰䛻䜘䜚䠈䝫䝇䝖䝮䞊䜰௦
䜢ᨭ䛘䜛㧗ຠ⋡㉸㧗ᛶ⬟䝇䞊䝟䞊䝁䞁䝢䝳䞊䝍䜔䝇䝬䞊䝖䝹䞊䝍, Ꮫ⩦ᶵ
䝅䝇䝔䝮䛾ᐇ⌧䜢┠ᣦ䛧䜎䛩䠊䜎䛯᭱㏆䛷䛿䠈ᚑ᮶䛾ྂ䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛾
ᛶ⬟䜢㥙䛩䜛䛣䛸䛜ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜛㔞Ꮚ䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛻㛵䛧䛶䜒䚸᪂ወ
䛺㉸ఏᑟ⣲Ꮚᢏ⾡䜢䝧䞊䝇䛸䛧䛶◊✲㛤Ⓨ䜢㐍䜑䛶䛔䜎䛩䠊


ᅗ ◊✲ᐊࡢᐃ࣑࣮ࢸࣥࢢ㢼ᬒ

3. ◊✲䝔䞊䝬
䐟 ༢୍☢᮰㔞Ꮚᅇ㊰䛻䜘䜛㉸㧗㏿䞉㉸పᾘ㈝㟁ຊሗฎ⌮
㻌 ༢୍☢᮰㔞Ꮚ䠄SFQ䠅ᅇ㊰䛿䠈㉸ఏᑟ䝹䞊䝥ෆ䛷㔞Ꮚ䛥䜜䛯☢᮰䛾᭷
↓䜢‘1’䛸‘0’䛻ᑐᛂ䛥䛫䛶₇⟬䜢⾜䛖䝕䜱䝆䝍䝹ᅇ㊰䛷䠈ᩘ༑ GHz 䛛䜙 100
GHz ௨ୖ䛾㧗㏿ືసᛶ䛸䠈ᚑ᮶䛾༙ᑟయ䝕䝞䜲䝇䛻ẚ䜉䛶 3 ᱆௨ୖᑠ䛥
䛺పᾘ㈝㟁ຊᛶ䛜㨩ຊⓗ䛺ḟୡ௦㞟✚ᅇ㊰ᢏ⾡䛷䛩䠊䛣䜜䜎䛷䠈つᶍ
SFQ ᅇ㊰䛾䛯䜑䛾タィ䞉ᐇドᇶ┙ᢏ⾡䛾☜❧䜢䛾◊✲ᶵ㛵䛸༠ຊ䛧䛶
㐍䜑䛶䛝䜎䛧䛯䠊ᅗ 2 䛿䝯䝰䝸䜢ᦚ㍕䛧䛯 8 䝡䝑䝖 SFQ 䝬䜲䜽䝻䝥䝻䝉䝑䝃䛷
䛩䠊タィ䛧䛯ᅇ㊰䛿⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ䛷ヨస䛥䜜䛶䛔䜎䛩䠊䛣䛾䝥䝻䝉

ᅗ 㻞㻌 ḟୡ௦䝇䞊䝟䞊䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛻ྥ
䛡䛶ヨస䛧䛯㉸ఏᑟ㞟✚ᅇ㊰䝏䝑䝥䠊㻌

䝑䝃䛷䛿䚸䝯䝰䝸䛻ෆⶶ䛥䜜䛯䝥䝻䜾䝷䝮䜢 50GHz 䛷ᐇ⾜䛩䜛䛣䛸䛻ᡂຌ䛧䜎
䛧䛯䠊᭱㏆䛷䛿䠈᭦䛺䜛 SFQ ᅇ㊰䛾పᾘ㈝㟁ຊ䛻㛵䛩䜛◊✲䜢㐍䜑䛶䛚䜚䠈≀⌮ⓗ䛺ᴟ㝈䛻㏕䜛✲ᴟ䛾ሗฎ⌮
ᅇ㊰䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䜎䛩䠊
䐠 ᙉ☢ᛶ䝆䝵䝉䝣䝋䞁⣲Ꮚ䜢⏝䛔䛯ḟୡ௦㔞Ꮚ䝕䝞䜲䝇䛾ᐇ⌧
㻌 ᙉ☢ᛶయ䛸㉸ఏᑟయ䛾䝝䜲䝤䝸䝑䝗ᵓ㐀䛷䛒䜛ᙉ☢ᛶ䝆䝵䝉䝣䝋䞁⣲Ꮚ䜢
⏝䛔䜛䛣䛸䛷䠈ᵝ䚻䛺ඃᛶ䜢䜒䛴㔞Ꮚ䝕䝞䜲䝇䛾ᐇ⌧䛜ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜎
䛩䠊ᮏ◊✲ᐊ䛷䛿䠈ྂ䝁䞁䝢䝳䞊䝍䜢㥙䛩䜛㧗㏿䞉పᾘ㈝㟁ຊ䛺ሗ
ฎ⌮䜢ྍ⬟䛸䛩䜛㉸ఏᑟ㔞Ꮚ䝁䞁䝢䝳䞊䝍䠄ᅗ 3䠅䜔䠈㧗㏿ᛶ䛾ᴟ㝈䛻㏕䜛
ప㟁ຊᐜ㔞䝯䝰䝸䛻䛚䛡䜛ᙉ☢ᛶ䝆䝵䝉䝣䝋䞁⣲Ꮚᛂ⏝䜢㐍䜑䛶䛔䜎䛩䠊
ᙉ☢ᛶ䝆䝵䝉䝣䝋䞁⣲Ꮚ䛾స〇䛻䛿㧗ᗘ䛺䝥䝻䝉䝇ᢏ⾡䛜ᚲせ䛺䛯䜑䠈ୡ
⏺ⓗ䛻䜒స〇䛷䛝䜛◊✲䜾䝹䞊䝥䛿㝈䜙䜜䛶䛔䜎䛩䛜䠈ᮏ◊✲ᐊ䛷☜❧䛧

ᅗ 㻟㻌 స〇䛧䛯ᙉ☢ᛶ䝆䝵䝉䝣䝋䞁⣲Ꮚ
䛻䜘䜛㉸ఏᑟ㔞Ꮚ䝁䞁䝢䝳䞊䝍⣲Ꮚ䠊㻌

䛯ᙉ☢ᛶ䝆䝵䝉䝣䝋䞁⣲Ꮚ䛾ᇶ┙ᢏ⾡䜢䝧䞊䝇䛸䛧䛶䠈䛣䜜䜙ḟୡ௦䛾㔞Ꮚ䝕䝞䜲䝇䛾ᐇ⌧䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䜎䛩䠊
䐡 㧗ᛶ⬟䞉᪂ᶵ⬟䝘䝜䝕䝞䜲䝇䛾ฟ
㻌 䛭䛾䚸ᮏ◊✲ᐊ䛷䛿䝘䝜䝕䝞䜲䝇䛾◊✲㛤Ⓨ䜒⾜䛳䛶䛔䜎䛩䠊᭱㏆䛷䛿䠈SFQ ᅇ㊰-CMOS 䜲䞁䝍䞊䝣䜵䞊䝇⣲Ꮚ
䛸䛧䛶ᶵ⬟䛩䜛䝘䝜ᵓ㐀䝕䝞䜲䝇䛾㛤Ⓨ䜒㐍䜑䛶䛔䜎䛩䠊

ᮍ▱䛾ග䝔䝷䝦䝹䝒Ἴ䜢⏝䛔䛯
᪂䛯䛺ᛂ⏝㛤ᣅ
㟁ᏊᕤᏛᑓᨷ ᕝ℩◊✲ᐊ
TEL: 052-789-3169, mail: murate@nuee.nagoya-u.ac.jp (ᮧᡭ)

◊✲ᐊHP䛿䛣䛱䜙
ᩍᤵ ᕝ℩㐨

ຓᩍ ᮧᡭᏹ㍜ https://www.nuee.nagoya-u.ac.jp/labs/optlab/

ಏẲẬụỞẟẟẳỞỮ Ắủầ߷ແᄂỉἴἕἚὊỂẴ
◊✲䛸䛔䛖䜒䛾䛿ᮏ᮶㈗᪘䛾㐟䜃䛷䛩䚹䛒䜎䜚㞴䛧䛟⪃䛘䛪䚸䛬䜂᭱ඛ➃䛾◊✲䜢䛂ᴦ䛧䜣䛷䛃㡬䛝䛯䛔䛸䚸㢪䛳䛶䛔䜎䛩䚹䛺䛾䛷䚸ᕝ℩◊䛷䛿ྛ⮬䛾⮬Ⓨⓗ䛺⛉Ꮫᢏ⾡
䛻ᑐ䛩䜛䜜䛾Ẽᣢ䛱䛻䜖䛰䛽䛶䚸䛒䜎䜚䜺䝭䜺䝭ゝ䛔䜎䛫䜣䚹䛭䜒䛭䜒ඃ⚽䛺Ꮫ⏕䛥䜣䚸䝇䝍䝑䝣䛜㞟䜎䛳䛶䛔䜛䛾䛷䛩䛛䜙䚸◊✲ᐊෆ䛷௰Ⰻ䛟䜟䛔䜟䛔ᴦ䛧䛟䛧䛶䛥䛘
䛔䜜䜀䚸㠃ⓑ䛔◊✲䛜ᚲ䛪䛷䛝䜎䛩䚹⤖ᯝ䚸ୡ⏺䛜ὀ┠䛩䜛◊✲ᡂᯝ䛜ḟ䚻䛻⏕䜎䜜䚸ᅜ㝿㆟䛾ᣍᚅㅮ₇䜔䚸ୗグ䛾㏻䜚㝔⏕䛾ཷ㈹䜢ከᩘᚓ䛶䛔䜎䛩䚹䝯䝸䝝䝸䜢
䛴䛡䛶䚸䜔䜛䛸䛝䛿┿䛻䚸㐟䜆䛸䛝䛿㐟䜃䜎䛟䜛䚸䛭䜣䛺ඖẼ䛺᫂䜛䛔Ꮫ⏕䛥䜣䜢ᕝ℩◊䛿䛚ᚅ䛱䛧䛶䛔䜎䛩䟿

ᨈဃỉௐỆợỦӖចܱጚ
ᕝ℩◊✲ᐊ䛾◊✲ᡂᯝ䛿ୡ⏺䛛䜙㧗䛟ホ౯䛥䜜䚸Ꮫ㝔⏕䛾◊✲ᡂᯝ䛷ከᩘ䛾㈹䜢ཷ㈹䛧䛶䛔䜎䛩䚹(㐣ཤ6ᖺ䛷14௳ཷ㈹)
䛆᭱㏆䛾ཷ㈹ᐇ⦼䛇
ⱝᡭඃ⚽ㅮ₇㈹ (ᛂ⏝≀⌮ᏛTHz㟁☢Ἴᢏ⾡◊✲ (2018))
Best Student Presentation Award (IRMMW-THz 2021)
⫱ᚿ㈹ (᪥ᮏᏛ⾡⯆(2018))
ඃ⚽ㄽᩥⓎ⾲㈹ (䝺䞊䝄䞊ᏛᏛ⾡ㅮ₇ᖺḟ (2021))
The Best Student Oral Paper Award (ALPS 2017)
䝔䝷䝦䝹䝒◊✲㈹ (䝔䝷䝦䝹䝒ᛂ⏝䝅䝇䝔䝮◊✲2021)
Outstanding student paper award (IRMMW-THz 2017)
ඃ⚽Ꮫ⏕Ⓨ⾲㈹ (䝔䝷䝦䝹䝒⛉Ꮫ䛾᭱ඛ➃VII (2020))
ྡྂᒇᏛᏛ⾡ዡບ㈹ (2016)
ඃ⚽Ⓨ⾲㈹ (䝺䞊䝄䞊Ꮫ୰㒊ᨭ㒊ⱝᡭ◊✲Ⓨ⾲ (2020))
ᅜ㝿㆟◊✲Ⓨ⾲㈹ (IEEE Nagoya Section (2016)) 2015ᖺ 2௳
Excellent Student Award (IEEE Nagoya Section (2018))

ᄂᆮᏑὉႸႎ
ᕝ℩◊✲ᐊ䛷䛿࿘Ἴᩘ䛜㻜㻚㻟䡚㻝㻜㼀㻴㼦㏆䛾㟁Ἴ䛸ග䛾୰㛫㡿ᇦ䛾
䝔䝷䝦䝹䝒Ἴ䛸䜀䜜䜛㟁☢Ἴ䜢◊✲䛧䛶䛔䜎䛩䚹㠀◚ቯ᳨ᰝ䜔ḟ
ୡ௦㧗㏿㏻ಙ䠄㻮㼑㼥㼛㼚㼐㻌㻡㻳䠅䛿䛨䜑ከ䛟䛾ᛂ⏝䛜ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
࿘Ἴᩘ
䝬䜲䜽䝻Ἴ

㻜㻚㻝
䝭䝸Ἴ

㻝

䝔䝷䝦䝹䝒Ἴ

㟁Ἴ䛾㏱㐣ᛶ䜢᭷䛩䜛᭱▷Ἴ㛗ᇦ
㻟㼙㼙

Ἴ㛗

㻝㻜

㻟㻜㻜䃛㼙

㻝㻜㻜㻌㼀㻴㼦
㉥እ⥺

ⴥෆ䛾Ỉศ㔞ศᕸ

ྍどග

ග䛾ᢅ䛔᫆䛥䜢᭷䛩䜛᭱㛗Ἴ㛗ᇦ
㻟㻜䃛㼙

㼄⥺䛷䛿㞴䛧䛔䝋䝣䝖䝬䝔
䝸䜰䝹䛾䜲䝯䞊䝆䞁䜾

㻟䃛㼙

㒑౽≀ෆ⚗
Ṇ⸆≀᳨ᰝ

㻸㻿㻵䛾ᨾ㞀デ᩿

䞉≀㉁㏱㐣ᛶ
䞉྾䝇䝨䜽䝖䝹䠄ᣦ⣠䝇䝨䜽䝖䝹䠅
䛛䜙ヨ⸆ྠᐃྍ⬟
䞉ྲྀ䜚ᅇ䛧᫆䛥 䞉⿕᭚䛺䛧䠄ேయ䛻Ᏻ䠅
䖃༙ᑟయ䡡䝥䝷䝇䝏䝑䜽䡡䝉䝷䝭䝑䜽䝇䡡⣬䡡䝡䝙䝹䡡ᮌᮦ䡡⧄⥔
䡡⇱㣗ရ䡡ị䡡⢊య䡡ヨ⸆䡡㘄䡡ṑ䡡㦵䡡⬡⫫䛺䛹䜢㏱㐣

䝔䝷䝦䝹䝒䜢⏝䛔䜛䛣䛸䛷䛣䜜䜎䛷ᅔ㞴䛷䛒䛳䛯✀䚻䛾䜲䝯䞊䝆䞁䜾䛜ྍ⬟䛻
䛧䛛䛧ග※䜔᳨ฟჾ䛾㛤Ⓨ䛜㐜䜜䛶䛚䜚ᛂ⏝䛜㐍䜣䛷䛔䛺䛔

◊✲ᐊ䛾┠ᶆ䠖㧗ฟຊග※䚸㧗ឤᗘ᳨ฟჾ㛤Ⓨ䜢⾜䛔
䝔䝷䝦䝹䝒Ἴ䛾ᛂ⏝㛤ᣅ䚸ᐇ⏝䜢┠ᣦ䛩
ἘἻἪἽήเὉ౨Ј֥ႆ
ගὀධᆺ䝔䝷䝦䝹䝒Ἴ䝟䝷䝯䝖䝸䝑䜽Ⓨ⏕ჾ 㼕㼟㻙㼀㻼㻳
䠄㼕㼚㼖㼑㼏㼠㼕㼛㼚㻙㼟㼑㼑㼐㼑㼐㼐㻌㼀㻴㼦㼦㻌㼣㼍㼢㼑
㼑㻌㼜㼍㼞㼍㼙㼑㼠㼞㼕㼏
㼏㻌㼓㼑㼚㼑㼞㼍㼠㼛㼞㻕

ẉỉἘἻἪἽήเửဇẟẺࣖဇᄂᆮ
ᡃ䚻䛾䝅䝇䝔䝮䜢⏝䛔䜛䛣䛸䛷ග※䛷䛿ᅔ㞴䛺ᛂ⏝䛜ྍ⬟䛷䛒䜛

㒑౽≀⚗Ṇ⸆≀᳨ᰝ
⸆

䝔䝷䝦䝹䝒Ἴ㻯㼀
㖄➹

2Ἴ㛗䛾㏆㉥እග䜢㠀⥺ᙧගᏛ⤖ᬗ䛻ධᑕ䛩䜛䛣䛸䛷䚸ୡ⏺䝖䝑䝥䝺䝧䝹䛾㧗ฟ
ຊ䝔䝷䝦䝹䝒Ἴ䜢Ⓨ⏕䛩䜛ᡃ䚻⊂⮬䛾ᢏ⾡䛷䛒䜛䚹䛥䜙䛻䚸Ⓨ⏕䛾㏫㐣⛬䛷䝔䝷䝦
䝹䝒Ἴ䜢㏆㉥እග䛻Ἴ㛗ኚ䛩䜛ᡭἲ䛻䜘䜚㉸㧗ឤᗘ᳨ฟ䜒ᐇ⌧䛧䛯䚹⌧ᅾ䛿䝜
䜲䝈䝣䝸䞊䜔䛥䜙䛺䜛㧗ฟຊ/㧗ឤᗘ䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䜛䚹

23mm䛾ศཌ䛔㐽ⶸ≀ෆ䛻㞃ⶸ䛥䜜䛯
⚗Ṇ⸆≀䜢ᶍ䛧䛯⢾㢮䛾ศᕸ䜢䜲䝯䞊䝆
䞁䜾䛩䜛䛣䛸䛻ᡂຌ䛧䛯䚹⛯㛵䜔ᅜ㝿㒑
౽ᒁ䛷䛾ᐦ㍺ྲྀ⥾ᐇ⌧䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䜛䚹

䝅䜺䞊䝥䝷䜾

Is-TPG䜢⏝䛔䛶3ḟඖ䜲䝯䞊䝆䞁䜾䜒ྍ⬟
䛷䛒䜛䚹䝥䝷䝇䝏䝑䜽䜔䝉䝷䝭䜽䝇䜢㐺ᗘ䛻
㏱㐣䛩䜛䛯䜑ෆ㒊䛾ᵓ㐀䜢 ᐃ䛷䛝䚸〇
ရ䛾Ḟ㝗᳨ᰝ䜈䛾ᛂ⏝䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹

㧗䝎䜲䝘䝭䝑䜽䝺䞁䝆䜲䝯䞊䝆䞁䜾

䝔䝷䝦䝹䝒Ἴ䝍䜾䛾㛤Ⓨ
䝎䜲䝘䝭䝑䜽䝺䞁䝆 ᭱㻝㻞㻚㻡᱆
䠄㻝ศ䛾䠍௨ୗ䛻䛺䛳䛯䝔䝷䝦䝹䝒Ἴ䜎䛷᳨ฟྍ⬟䠅
࿘Ἴᩘྍኚᇦ
㻜㻚㻠 䇵 㻡 㼀㻴㼦

䝸䜰䝹䝍䜲䝮

ᐃ⨨
⌧ᅾ䚸ᐇ⏝ⓗ䛺䝸䜰䝹䝍䜲䝮䝔䝷䝦䝹䝒
ᐃ⨨䛿䛺䛔䚹䛭䛣䛷䚸is-TPG䛾ከἼ
㛗Ⓨ⏕䜔䚸㧗㏿Ἴ㛗ྍኚᶵᵓ䛾㛤Ⓨ
䛻䜘䜚䝸䜰䝹䝍䜲䝮ศග⨨䜢ᐇ⌧䛧䛯䚹
ᕥᅗ䛻♧䛩䜘䛖䛻䝃䞁䝥䝹䜢ᡭ䛷䝇䝷䜲
䝗䛧䛯ሙྜ䛷䜒䚸㐽ⶸ≀㉺䛧䛻䝃䞁䝥䝹
ሗ䜢ㄞ䜏ྲྀ䜚ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䚹
㠀◚ቯ᳨ᰝ䜔䚸ྑグ䛾䝔䝷䝦䝹䝒䝍䜾ᛂ
⏝䛺䛹䜈䛾⏝䛜ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
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Making innovation, making future.

Ꝏ隴䃷溿狒㲜

研究キーワード：光ネットワーク、超大容量通信、機械学習、信号処理

⩞عشؾ  فؕؒن٠☔ךؠ٭չס榟孨䶹ֻױն
光ファイバネットワークの発展により、遥か離れた場所においても高速・大容量の通信が可能となりました。いつでもどこでも使える、大容
量のクラウドサービスや低遅延のビデオ通話、そして動画配信サービスは、まさに光ファイバネットワークの発展の賜物です。光ファイバ通信
という世界を繋ぐシステムを支える技術を研究することを通し、私たち長谷川研究室は人々の生活をより豊かにしていきます。是非私たちと一
緒に、世界を相手にした研究にチャレンジし、まだ見ぬ将来を光通信で明るくしていきましょう。

溿狒⫂㳊
⩞عشؾفؕؒن٠⯆ؠ٭䐒

⩞زشؕت٤ء逷糋

⩞鴜⟓㉺

光ファイバネットワークでは、複数の異なる
光フ イバネ トワ クでは 複数の異なる
複数
数
光ファイバネットワークにおいて情報を高速
光
光送受信器内において実行されるディジタル
波長信号を一本の光ファイバ内に集約して伝送 かつ確実に伝送するためには、光信号の経路を 信号処理は、既定の通信品質を得るために必要
することで、経済性に優れた通信システムを提 制御する光スイッチング装置が必要不可欠です。不可欠な技術です。現在の光通信では 2 次元マッ
供しています。しかし、光ファイバ通信で使用 光ファイバ中を伝搬する光信号を電気信号へと プにシンボルデータを載せて通信を行っていま
可能な周波数帯域は逼迫しており、大容量化の 変換することなくすべて光領域で処理すること す。通信を行うと、機器や光ファイバが原因で
ためには限られた周波数帯域の有効利用が不可 で、大量の通信を低消費電力でスイッチングす シンボルが移動し、正しくシンボルを判定でき
欠です。長谷川研究室では、光信号の波長と経 ることが可能になります。長谷川研究室では大 ません。そのため受信信号に対して、高度なディ
路を最適化する制御アルゴリズム及び機械学習 容量の通信に耐えうる新世代の光スイッチング ジタル信号処理が必要となります。長谷川研究
を用いた制御方式を考案し、新世代の大容量光 装置を設計しています。
室が提案した信号再生ディジタル信号処理アル
ファイバネットワークの実現を目指しています。
ゴリズムは、きわめて高品質な信号を得ること
を可能としています。

溿狒㲜釤㰢
長谷川研究室では皆さんのよりよい研究室選択を願っています。
どんな小さな悩み・相談でも一緒に考えますので、ぜひお気軽にお越し下さい。
見学の日程調整の際には下記のメールアドレスにご連絡下さい。

詳しくは右の QR コードより、研究室 web サイト をご覧ください。
。
http://www.nuee.nagoya-u.ac.jp/labs/pnlab/index.html
問い合わせ先：森 洋二郎 mori@nuee.nagoya-u.ac.jp

先端情報環境グループ

河口研究室




    
河口信夫

米澤拓郎

浦野健太

教授

准教授

助教

日常生活空間内の多様な場所に配置された様々な情報機器
が，ネットワークを通じて相互に連携し，豊富なサービス
を提供するユビキタス情報環境がいよいよ身近なものにな
りつつあります．当研究室では，人に優しいユビキタス社
会の構築をめざして，モバイル・ユビキタス環境を構築す
るためのネットワーク基本技術から，環境センシング技術，
基盤ソフトウェア技術，インタフェース技術，デモシステ
ム開発までを幅広く研究開発を推進しています．

研究キーワード:
コンテキスト推定, 超スマート社会システム
位置情報システム, 自動運転応用, 機械学習
画像処理/環境モデリング, 人流センシング
スマート空間・都市, ビッグデータ応用

ヒューマンセントリックコンピューティンググループ
「人間を中心にした技術開
発」の考え方に基づき，人々
の生活を便利に，また豊かに
するための研究を行っていま
す．ある人がどのような環境
に置かれているか，何をしよ
うとしているかを理解し，自
然に支援するシステムを研究
しています．

スマートデバイスを用いた位置推定：
身近なデバイスを使い，駅や地下街で
人の移動を追跡する研究を行っていま
す．高精度で頑健な位置推定手法の確
立を目指し，日々研究しています．

行動認識：人の行動を理解する認
識技術を開発しています．複雑な
動きをする社交ダンスのパフォー
マンスなどの認識技術等も開発中
です．

作業支援：AR技術を用い
て，モノを注視しているか
を判定し，必要なタイミン
グで自動的に視界に情報を
表示します．

アフェクティブコンピューティンググループ

人間の感情や感性の分析や，
人と協力して動作するロボッ
トの研究を通し，コンピュー
タやロボットがよりひとに寄
り添って協調・共存する社会
を実現するための研究を行っ
ています．

自動運転ロボットを用いた倉庫内作業の効率化：人間とロボット
が協調する社会を想定し，倉庫内のピッキング作業の最適化を目
指しています．実際に倉庫でロボットを稼働させてデータ収集を
行い，実環境での運用を意識して研究を進めています．

感情的応答を伴う対話システム：
ユーザの気分を理解し，一緒に喜
んだり，励ましたりしてくれる
チャットボットを研究しています．

アーバンコンピューティンググループ

空港・動植物園や，都市レベ
ルの広域空間を対象に，より
効率的で快適な生活を実現す
るための研究を行っています．
人流や交通流に関するデータ
の処理や，大規模シミュレー
ション基盤の開発を行ってい
ます．

GPS位置情報を用いたエリアモデリング・仮想デー
タ生成：スマートフォンの位置情報をもとに，場所
がどのように利用されているかのモデリングをして
います．また，仮想的にデータを生成し，より忠実
な人の移動を再現する研究を行っています．

東山動植物園・セントレア空港スマート化：
人の通過を検出するセンサや，Wi-Fiパケッ
トを収集するデバイスを用い，人の移動を分
析しています．混雑度の認識や需要の推定を
行い，施設の効率的な運営を目指します

2021年度のプロジェクト

超スマート社会のための基盤構築・実証実験プロジェクト：
JST，NICTなどからの支援の元，社会のニーズにきめ細やかに対応し新たな価値を創る，実空間と情報空間を融合した超スマート社会のため
の情報連携基盤を構築しています．国内外の大学・企業・自治体などと連携し，実証実験に留まらず社会実装まで見据えた複数のプロジェク
トが進行中です．
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Diversity-Driven Transformation
プロジェクト (NICT）

技術研究開発
社会実装
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Beyond 5G ネットワークプロジェクト
(NICT)
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実証実験

異種ドメインユーザの行動予測を可能にする
ペルソナモデルの転移技術（JST CREST）

企業・行政・他大学と密に連携し、
成果の早期社会展開を目指す

ライフスタイル革命のための超学際移動イノベーション人材養成
学位プログラム (文部科学省 卓越大学院プログラム / 名古屋大学)

履修生
募集中！

社会課題の複雑化・価値基準の多様化が起きる現代において，ライフスタイル革命を牽
引していく超学際的な人材を養成する，6研究科からなる5年一貫の博士課程学位プログ
ラムです．移動イノベーションをキーに，異分野と連携して社会実装につなげる挑戦を
行います．河口教授がプログラムコーディネータを務めています．



論文発表 / 国内・国際会議への参加

国内外の様々な研究会での成果発表，企業と
のイベントへの参加：トップカンファレンス
UbiCompをはじめとする様々な会議での研
究発表やイベント参加を通じて，世界中の研
究者たちと活発に交流を行なっています．

2021年度のメンバー
教員 3名
秘書 3名
技術補佐員 ４名
博士課程学生 4名
修士課程学生 12名
学部学生 4名

河口から皆さんへ
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国際会議UbiComp
情報処理学会論文誌
Student Challenge
特選論文 (修士卒業生)
3位入賞
(河口研チーム)
情報処理学会DICOMO
最優秀論文賞（M2）
優秀論文・優秀プレゼン賞
(M2/M1学生・B4学生)
などなど…

Youtubeチャンネルで研究
紹介や論文発表の動画を公開
しています！

就職先の例
Sony, KDDI
Yahoo!, 日産自動車,
NTT西日本, 任天堂,
ソフトバンク, リコー,
産業技術総合研究所,
朝日新聞, ブラザー,
デンソー, パナソニック他

連絡先
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EMAIL: tetsu.iwata@nagoya-u.jp

無線通信システム研究グループ
片山正昭 教授，岡田啓 准教授，
ベンナイラ シャドリア 助教
http://www.katayama.nuee.nagoya-u.ac.jp/

環 境調和型で持続発展可能な社会を支える
無線通信システムについて研究してます！
大規模災害時において情報を途切れなく供給するため
気球・ドローンを用いて空に臨時の無線ネットワークを
構築する研究を行っています．無線伝送とドローンの移
動による情報伝送技術の確立を目指しています．

レジリエントな防災・減災に向けた災害時臨時通信システム
一般向けの視覚情報だけでなくその人に合わせた
データ情報を提供するために，街中にある照明，
デジタルサイネージ，広告パネルを用いて，可視
光によるデータ通信の実現を目指しています．深
層学習における敵対的サンプルによる不可視デー
タ重畳技術について研究しています．

人の多様性に対応した情報提供システム
光無線通信（OWC）技術を活用して省エネルギー・低コストな通信シス
テムを構築します．インテリジェントな深層学習アルゴリズムとダイバー
シチ技術によりOWCを用いたシステムの信頼性とキャパシティを向上し
ます．

持続可能な6G通信システムのための光無線通信リンク
持続可能な6G通信システムのための光無線通信リ

どんな
どんな場所でも
な
環境情報を収集できる
環境情報
衛星IoTシステム
衛星Io

人・ドローン・車のモビリティを支える
６G移動通信システム

片山研メンバー
片山正昭 教授
1981阪大・工・通信卒．1986同大学院博士課程了．工博．同年豊橋技術科学
大助手．1989年阪大・講師．1992名大・講師，1993助教授，2001教授．現
在，名大・未来材料・システム科学研究所・教授（工・電子情報システム担
当）．1995年10月より1996年4月まで，米国ミシガン大に滞在．制御と通信
の融合，スマートコミュニティ実現のための通信技術の活用，光通信システ
ム，電力線通信システム，宇宙システムのための無線通信，宇宙システムを
活用した通信システム等の研究に従事．

岡田啓 准教授

飲み会では，
不適な笑みを
浮かべながら
ビールをどん
どんついで下
さいます．三
度の飯より恋
愛ネタが好き
で，恋多き学
生を募集して
おられます．

平7名大・工・電子情報卒．平9同大大学院博士課程前
期課程了．平11同大大学院博士課程後期課程了．博士
（工学）．同年日本学術振興会特別研究員．平12名大
・助手．平18新潟大・助教授．平21埼玉大・准教授．
平23名大・准教授，現在に至る．無線通信システム，
無線ネットワーク，車車間通信，可視光通信，大規模
災害時臨時通信システム等の研究に従事．

ベンナイラ シャドリア 助教
2004 M.Eng. INSAT チュニジア．2005 M.S. SUPʼCOM チ
ュニジア，2012早大，博士（国際情報通信学）．2012
年5月より6月まで ITU．2014早大・非常勤講師．2019
名大・研究員．2020名大・助教，現在に至る．光無線
通信，Radio-over-Fiber (RoF)，光ファイバ通信の研究
に従事．

Welcome to
ようこそけーらぼ
パーク!!

ウェイ ウェイ ウェイ!!

研究面では頼れる（？）先輩がいっぱい！
研究室旅行，飲み会など，みんなで楽しく活動してます！

世界で活躍する片山研OB
デンソー

澤田学 氏

茶髪の風雲児。研究開発1部 部長
として自動運転の技術開発に携
わっています。

NTT 淺井裕介 氏
無線LANの国際標準化をしている
IEEE 802.11ワーキンググループ
で活躍してます。
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山里研究室
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回転式LED送信機
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車車間路車間通信

e
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雑音を
利用し
た通信

ローリングシャッタ方式による可視光通信

Ultrasonic

超音波の応用

通信理論研究グループ
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第 6 世代移動通信システム（6G）
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可視光通信

可視光通信

IUUQZBNB[BUPJMBTOBHPZBȦVBDKQPXD

ᛶӔᣙѝ⏷⏍⏩⏶⑧⑹⒁⑤ᴎ
␛⏣␆⏣ݿᴎఐऩ⏳ॶ⏔ፙ⏔ᴌ
ϵऩ␊0QUJDBM8JSFMFTT
$PNNVOJDBUJPO8PSLTIPQ␚ીЗ⏫⏮⏋␆⏡ᴎ
⏛⏶8PSLTIPQ⏷ᣙѝԯᥩ⏯␊ߒ⏶
⏉␓*&&&ζҝ⏶ΨႰᣙѝЕហ
ᴈ*$$ᴉ
⏯ᚊ␗␔␓␊⏶⏯⏡ᴎ

2021 年度メンバー
博士後期2年（在職）・
・
・・・
・・・
・・
・・・
・・
・
・1名

博士修士2年 ・
・
・
・・
・
・・
・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・
・・
・0名

博士後期2年（秋入学）・
・・・
・・
・・
・・・
・・
・・1名

・
・・
・3名
博士修士1年 ・
・
・
・・
・
・・
・
・
・・
・
・・
・
・・
・

博士後期1年 ・
・・
・
・・・
・・・
・
・・
・
・・・
・・
・・
・・1名

学部4年 ・
・
・・
・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・
・・
・
・・
・
・
・2名

ローリングシャッタ方式
\\イメージセンサを用いた
\\ITS可視光通信における

お問い合わせ： ylab-all@katayama.nuee.nagoya-u.ac.jp

Language,
Intelligence and
Communication.

名古屋大学大学院工学研究科情報・通信工学専攻
名古屋大学工学部電気電子情報工学科

Sato・Ogawa Laboratory

佐藤・小川研究室

佐藤・小川研究室では、
言語(ことば)を計算機で扱うための言語処理技術と、未来の人間社会を支える対話
システムの構築技術を中核とした、人工知能技術の研究を行っています。言語は、
コミュニケーションのための最
も重要なメディアであり、かつ、時を越えて情報や知識を伝える知識伝達メディアでもあります。
また、人と豊かに関わ
る対話エージェントの実現には、言語を中心として、
ジェスチャ、
表情など非言語情報を工学的に取り扱う必要があり
ます。
言語を運用する能力の理解と、
それを用いた対話システムを構築することは、
人間の知能の本質を理解する
ことと捉えることができ、
これを研究することは、
情報・通信工学の枠を越えて大きな意義があると考えています。
本研
日本語の文法や解析手法などの基礎から、大学入試問題の自動解答器、短編小説の自動創作
究室では、
、
ロボットを用いた対話システムの実現などの具体的な応用まで、多様な側面から知能にアプローチしています。

研究テーマ
1 言語力と知力が必要な問題を機械的に解くアルゴリズムの研究
・大学入試問題(国語、数学、
化学など)を解くプログラムは作れるか?
・文章問題を理解するためには、
どのような技術が必要か?

2 テキスト生成の研究
・わかりやすい文章とはどのような文章か?
・書き手や話し手の個性はどのような形でテキストや発話に現れるか?
・読み手の心を動かす文章とはどんな文章か?

3 対話ロボット・エージェントの研究
・人とロボットとの間のコミュニケーションに必要な技術とは何か?
・複数体の遠隔操作ロボットを同時に操作することは可能か？
・フィールドで実運用できる対話システムに必要な要件は何か？
・ロボットは人を笑わせることはできるか？

共同研究
株式会社ティー・ワイ・オー
・広告の自動生成

トヨタ自動車株式会社
・書き言葉から話し言葉への変換
対話システム、
ドキュメントデザイン

卒業生の就職先

はこだて未来大学
・短編小説の自動生成

国立国語研究所
・日常会話コーパス

アイシン精機、
アクセンチュア、NTTコミュニケーション
ズ、NTTデータ、永和シス テムマネジメント、
Sky、中
国電力、
デンソー、
東海興業株式会社、
トヨタ自動車
、
日本ユ ニシス、
富士通テン、
マキタ、三菱電機、
三菱
電機メカトロニクス、
など(五十音順)

メッセージ
積極的に研究に取り組むチャレンジ精神とガッツのある学生を歓迎します。今、大きな注目を集めてい
る言語処理技術、人工知能技術、
対話技術は、
これからの社会を変える可能性を持っています。

教職員
教授 佐藤理史(789-5716, ssato@nuee)
准教授 小川浩平(747−6592, k-ogawa@nuee)
助教 宮田玲 (789-4435, miyata@nuee)

事務補佐員 志賀利香(789-4435, shiga@nuee)
技術補佐員 夏目和子(789-4435, natsume@nuee)
研究室 IB電子情報館南棟1F
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電 気 工 学 専 攻

研 究 室 名

担 当 者

メールアドレス

福塚研究室

片倉誠士

katakuras@nuee.nagoya-u.ac.jp

横水研究室

兒玉直人

kodama@nuee.nagoya-u.ac.jp

栗本研究グループ

栗本宗明，田河和真

kurimoto@nuee.nagoya-u.ac.jp，tagawa.kazuma@c.mbox.nagoya-u.ac.jp

早川研究室

早川直樹，小島寛樹

info@hayakawa.nuee.nagoya-u.ac.jp

電 子 工 学 専 攻
情報・通信工学 専攻

加藤 ( 丈 )・杉本研究室 加藤丈佳

tkato@nuee.nagoya-u.ac.jp

田畑研究グループ

田畑彰守

tabata@nuee.nagoya-u.ac.jp

山本研究室

山本真義

m.yamamoto@imass.nagoya-u.ac.jp

大野 ( 哲 ) 研究室

大野哲靖

ohno@ees.nagoya-u.ac.jp

吉田研究室

吉田隆

yoshida@nuee.nagoya-u.ac.jp

中村研究室

中村浩章

hnakamura@nifs.ac.jp

塩川研究室

塩川和夫

shiokawa@nagoya-u.jp

三好研究室

三好由純，梅田隆行

miyoshi̲kyouin@isee.nagoya-u.ac.jp

豊田研究室

鈴木陽香

hsuzuki@nuee.nagoya-u.ac.jp

石川研究室

近藤博基

hkondo@nagoya-u.jp

田中研究室

田中宏昌

htanaka@plasma.engg.nagoya-u.ac.jp

高橋研究室

高橋康史

yasufumi@nuee.nagoya-u.ac.jp

内山研究グループ

内山剛

tutiyama@nuee.nagoya-u.ac.jp

新津研究グループ

新津葵一

niitsu@nuee.nagoya-u.ac.jp

宮崎研究室

牧原克典

miyazakilab̲staﬀ@googlegroups.com

須田研究室

須田淳

suda@nagoya-u.jp

西澤研究室

西澤典彦

nishizawa@nuee.nagoya-u.ac.jp

藤巻研究室

山下太郎

yamashita@nuee.nagoya-u.ac.jp

川瀬研究室

村手宏輔

murate@nuee.nagoya-u.ac.jp

天野研究室

久志本真希

kushimoto@nuee.nagoya-u.ac.jp

加藤 ( 剛 ) 研究室

加藤剛志

kato.takeshi.i6@f.mail.nagoya-u.ac.jp

五十嵐研究室

五十嵐信行

ikarashi@imass.nagooya-u.ac.jp

大野 ( 雄 ) 研究室

大野雄高

yohno@nagoya-u.jp

藤井研究室

都竹千尋

faculty@fujii.nuee.nagoya-u.ac.jp

長谷川研究室

森洋二郎

mori@nuee.nagoya-u.ac.jp

河口研究室

米澤拓郎

welcome@ucl.nuee.nagoya-u.ac.jp

岩田研究グループ

岩田哲

tetsu.iwata@nagoya-u.jp

片山研究室

岡田啓

okada@nuee.nagoya-u.ac.jp

山里研究室

山里敬也

ylab-all@katayama.nuee.nagoya-u.ac.jp

佐藤研究室

宮田玲

miyata@nuee.nagoya-u.ac.jp

道木研究室

高松真琴

takamatsu.makoto@nagoya-u.jp

