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Ტ݃᧽ᄂᆮᢿᧉᲣ

ܖဃᲴ㻰㻞㻦㻝ʴ㻘㻌㻰㻝㻦㻞ʴ㻘㻌㻹㻞㻦㻤ʴ㻘㻌㻹㻝㻦㻤ʴ㻘㻌㻮㻠㻦㻠ʴ

ᾁώᄂᆮἘὊἰ
ՠဇᩓщኒወểϐỺỉᛦԧႎᗡӳ
䜶䝛㔞ᑟධ䛻䜘䜚䚸㟁ຊ⣔⤫䛾Ᏻᐃᗘ䛜పୗ

㔞ᑟධᑐ⟇䛸䛧䛶䛾㟁ụ䝅䝇䝔䝮䛾ᛶ⬟ྥୖ
ਗ਼崟崡崮嵈

⣔⤫ᨐ䛻ᑐ䛩䜛ḟୡ௦䝟䝽䜶䝺䞉㏻ಙᢏ⾡䛾㐺⏝

ਗ਼

䞉㟁ᅽ⟶⌮䠋ไᚚ 䞉࿘Ἴᩘไᚚ 䞉వ㟁ຊ྾
䞉ᐃែ䠋㐣ΏᏳᐃᗘྥୖ 䞉௬ྠᮇⓎ㟁ᶵ 䞉䝞䞊䝏䝱䝹䝟䝽䞊䝥䝷䞁䝖

3&6

ઉ

ਗ਼ৡ௺ଁ

३५ॸ౪ಎ઼

䞉㟁ụ䛾㧗䜶䝛䝹䜼䞊䠋㧗ฟຊᐦᗘ
䞉㟁ụไᚚᢏ⾡ 䞉」ᩘㄢ㢟䜈䛾㐺⏝

ਸச ਂ
ে

ڼ

ڼ

୶


ෘ୳ਗ਼ਃ
峕峲峴৲

ਗ਼ਃ
ૡਯ

ۋۅপো峕峲峴
ਗ਼ਃ岶

ฟຊ䛜ኳೃ䛻౫Ꮡ䚸ᛴᓧ䛺ኚື䛜Ⓨ⏕
ኴ㝧ගⓎ㟁䠈㢼ຊⓎ㟁䛾ฟຊண ᢏ⾡㛤Ⓨ



ச

ு

ৎ

䜶䝛㔞ᑟධ䛻ᑐᛂ
䛧䛯ḟୡ௦㟁ᢏ⾡䛸
㐺⏝ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ

ઐ

䞉⾨ᫍ⏬ീ䜔ᩘ್Ẽ㇟䝰䝕䝹䛻䜘䜛᪥ᑕ㔞䞉㢼㏿䛾ண ⢭ᗘྥୖ
䞉᪥ᑕ㔞䞉㢼㏿䛾䝷䞁䝥ண ᡭἲ䛾㛤Ⓨ䛸ಙ㢗༊㛫䛾᥎ᐃ

ᩓщೞ֥ὉἉἋἘἲỉ᭗ࣱᏡ҄Ὁ᭗јྙ҄
▼⇞ᩱ⏝㔞䛾๐ῶ
䝍䞊䝡䞁Ⓨ㟁ᶵ䛾
ຠ⋡ྥୖᢏ⾡

㏦㟁ᦆኻపῶᢏ
⾡

㧗⤒ᖺ㟁ຊᶵჾ䛾᭦᪂
㧗⪏ᅽ䝟䝽䜶䝺
ᐇᢏ⾡

䝍䞊䝡䞁Ⓨ㟁ᶵ䛾
ຎホ౯ᢏ⾡

䝘䝜䝁䞁䝫䝆䝑䝖⤯⦕ᮦᩱ䠈㟁⏺᭱㐺タィ

䜿䞊䝤䝹
ຎホ౯ᢏ⾡

䝁䞁䝕䞁䝃䛾
ຎホ౯ᢏ⾡

㒊ศᨺ㟁ຎ䛚䜘䜃䝖䝸䞊ຎホ౯ᢏ⾡
䝁䜲䝹ᑟయ

⤯⦕య

⤯⦕Ἔ

䜰䝹䝭⟩

ෆ㒊ᑟయ

ඛ➃ᢡ䜚᭤䛢
(㟁⏺⦆)

እ㒊ᑟయ
⤯⦕య

䞉㧗⪏ᅽ/㧗⇕ఏᑟ
䝘䝜䝁䞁䝫䝆䝑䝖

⢒㠃䝣䜱䝹䝮

䝟䝽䜶䝺䝰䝆䝳䞊䝹

CV䜿䞊䝤䝹᩿㠃

䞉పㄏ㟁⋡䝘䝜䝫䞊䝷䝇
䝁䞁䝫䝆䝑䝖

䞉㧗⪏ᅽᑒṆ/⿕そ/ᇶᯈ
⤯⦕ᢏ⾡

ᅛᐃᏊ䝁䜲䝹᩿㠃

CV䜿䞊䝤䝹⤯⦕య୰䛷
Ⓨ⏕䛩䜛䝪䜴䝍䜲䝖䝸䞊

䞉ᅛᐃᏊ䝁䜲䝹⤯⦕䛾 䞉䝪䜴䝍䜲䝖䝸䞊䛛䜙䛾
䝪䜲䝗ᨺ㟁ຎホ౯
ຎ㐍ᒎホ౯

✺ฟ䛧䜰䝹䝭
(ᘬฟ䝸䞊䝗)

ἜᾐPP䝣䜱䝹䝮䝁䞁䝕䞁䝃䛾⤯
⦕యᵓ㐀

䞉⤯⦕䝣䜱䝹䝮㛫䛾
䝪䜲䝗ᨺ㟁ຎホ౯

ϐỺểᩔᙲܼͨเỉ᭗ࡇМဇ
䜶䝛㔞ᑟධ䛻䜘䜚⣔⤫䛾ㄪᩚຊ䛜㊊

䜶䝛㔞ᑟධ䛻䜘䜚㓄㟁㟁ᅽ䞉㟁ὶၥ㢟䛜㢧ᅾ

㟂せᐙഃ㈨※䛾ไᚚ䛻䜘䜛㟂⤥䝞䝷䞁䝇䜔㓄㟁ไ⣙䜈䛾㈉⊩

㓄㟁タഛィ⏬䞉㐠⏝䜈䛾䜲䞁䝞䞊䝍⩌䛾ά⏝ᡭἲ᳨ウ

⏘ᴗ䞉ᐙᗞ䞉ᴗົ䛾㟂せᐙഃ㈨※䛾䝕䝬䞁䝗䝺䝇䝫䞁䝇(DR)ᡭἲ䛾ᥦ

䞉㓄㟁タഛィ⏬䞉㐠⏝䜈䛾䜶䝛䜲䞁䝞䞊䝍⩌䛾㈉⊩᪉ἲ䛾ᥦ
䞉ᐇ㦂⎔ቃ䛷䛾」ᩘ䛾䜲䞁䝞䞊䝍ไᚚ䛻䜘䜛⣔⤫㈉⊩ຠᯝ᳨ド
ᶍᨃ㓄㟁⥺

㟁ຊ䝅䝇䝔䝮
DRᡭἲ䞉ຠᯝ᳨ウ
㏦Ỉ䝫䞁䝥
䠖ᐑྂᓥ䝣䜯䞊䝮䝫䞁䝗

䜶䝛䝹䜼䞊䛾ά⏝ᡭἲ

䝠䞊䝖䝫䞁䝥⤥ᶵ
ᐙᗞ⏝㟁ụ

㟁※⨨

✵ㄪ䞉↷᫂+㟁ụ
䠖IMaSS◊✲Ჷ

㟂せᐙ౽ᛶ䜈䛾ᙳ㡪ホ౯
ィ

䞉ไᚚ⏝PC

䜲䞁䝞䞊䝍䠏ྎ

ьᕲȷனஜᄂᆮܴ

ᩓൢǨȍȫǮȸᜒࡈ㻛
ǨȍȫǮȸǷǹȆȠܖᲦ
ǨȍȫǮȸǷǹȆȠ݃᧽ᄂᆮᢿᧉ

ᾂώݼᎰཞඞ
㻞㻜㻞㻜࠰ࡇƸŴɶᢿᩓщŴɤᓛᩓೞŴȞȄȀŴ㻺㼀㼀Ŵ݈ٟᡫ ưƠƨŵ
ᢅӊƷݼᎰέƸ
ᩓщ˟ᅈᲢɶᢿᩓщŴ᧙ᙱᩓщŴሁᲣ
ǨȍȫǮȸǤȳȕȩᲢ㻺㼀㼀ŴிᢰǬǹŴ㻶㼄ǨȍȫǮȸŴሁᲣ
ᩓೞȡȸǫᲢிᑮŴଐᇌŴɤᓛŴȑȊǽȋȃǯŴଢᩓᑀŴ㻰㻭㻵㻷㻵㻺ŴሁᲣ
ᐯѣ᧙ᡲȡȸǫᲢȈȨǿᐯѣŴᝅဋᐯѣጢೞŴȇȳǽȸŴǢǤǷȳችೞŴଐငŴሁᲣ
ƦƷ˂Ტ૨ᅹႾŴᩓɶᄂŴȈȨǿțȸȠŴሁᲣưƢŵ

ᾃώ࠰᧓ᘍʙίᵐᵎᵏᵗ࠰ࡇὸ

᪂ධ⏕Ḽ㏄

Ხஉ ૼλဃടᡇ˟
Ჯஉ ޛႇǓ

ᒣⓏ䜚

ẖᖺᚚᅾᡤᓅ䛻Ⓩ䜚䜎䛩

Ჲஉ ٰᘍ
2019ᖺᗘ䛿ఀໃ䛻⾜䛝䜎䛧䛯

Ჳஉ ǨȍȫǮȸǷǹȆȠǷȳȝǸǦȠ
ᩓൢ˟ܖAȷBᢿᧉ˟ٻ

䜶䝛䝹䜼䞊䝅䝇䝔䝮
䝅䞁䝫䝆䜴䝮

ᏛⓎ⾲䛾ሙ䛷䛩

ᲫᲪஉ ࠊൟπᜒࡈ

䛥䛔䛘䛽䜹䝣䜵

ᲫᲫஉ ƞƍƑƶǫȕǧ
ྡ䛾䜹䝣䜵䛷ㅮ₇

ᲫᲬஉ ࣔ࠰˟
Წஉ ̲ᛯႆᘙ˟

༞ᴗᘧᚋ䛾
䝟䞊䝔䜱䞊

䛣䜜䜎䛷䛾◊✲ᡂᯝ䜢Ⓨ⾲

Ჭஉ ᩓൢ˟ܖμ˟ٻ
ҡಅࡸŴᡙƍǳȳ

ᡲዂέ
¾ ሙᡤ : IB㟁Ꮚሗ㤋Ჷ5㝵522ྕᐊ
¾ HP : https://www.nuee.nagoya-u.ac.jp/labs/katolab/
¾ Mail : shimura.mirai@i.mbox.nagoya-u.ac.jp (ᢸᙜ : M1 ⣸ᮧ)
¾ TEL : 052-789-2036

⏣⏿◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
㟁ẼᕤᏛᑓᨷ 㟁Ẽ䜶䝛䝹䜼䞊ㅮᗙ㻌
䜶䝛䝹䜼䞊ไᚚᕤᏛ◊✲䜾䝹䞊䝥
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㻌

ȇȐǤǹǁƷࣖဇ㻌

ᕓᐏ˺ᙌ২ᘐƷႆ㻌

~ⷧ⭷ᮦᩱ~
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㻌 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㻌 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㻌

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

䝥䝷䝈䝬㻌

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
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䝥䝷䝈䝬㻌

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☢▼㻌
ᅗ 3㻌 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Ⓨ䛧䛯ⷧ
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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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ࣕ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

ᩍᤵሷᕝኵ

䜾䝹䞊䝥䠄Ᏹᐂᆅ⌫⎔ቃ◊✲ᡤ䞉༠ຊㅮᗙ䠅

ᩍᤵす㇂ᮃ

ᩍᤵ⬟ໃṇோ

ᩍᤵ
&ODXGLD
0DUWLQH]&
&DOGHURQ

ຓᩍ୰ᓥᣅ

ᆅ⌫࿘㎶ࡢᏱᐂ✵㛫㉸㧗ᒙẼࢆほ ⓗ◊✲ࡋࠊᮍ▱ࡢ⌧㇟ࡢⓎぢ
ࡑࡢཎᅉࡢゎ࣭᫂ே㢮ࡢᏱᐂ⏝ࡢᛂ⏝ࢆࡵࡊࡍࠋ
⚾ࡓࡕࡣࠊᆅ⌫࿘㎶ࡢᏱᐂ✵㛫㸦ࢪ࢜ࢫ࣮࣌ࢫ㸧ࡑࢀࡘ࡞ࡀࡿ㉸㧗ᒙẼࡢኚືࢆほ ⓗ
◊✲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࢪ࢜ࢫ࣮࣌ࢫ࡛ࡣࠊኴ㝧ࡽࡢࣉࣛࢬ࣐ࡀᆅ⌫ࡢ☢ሙࡽ࠼ࡽࢀ࡚☢Ẽᅪࢆᙧ
ᡂࡋࠊࡉࡽẼ㝆ࡾ㎸ࢇ࡛࣮࢜ࣟࣛࢆගࡽࡏࡓࡾẼࢆຍ⇕ࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓᆅୖ㏆
ࡢẼࡽࡢἼࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀ㉸㧗ᒙẼఏࢃࡗ࡚ኚືࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍୗࡽࡢ㐣⛬ࡶ࠶ࡾࠊࡇࡢ
ୖୗࡽࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ὶධࡼࡗ࡚ࢪ࢜ࢫ࣮࣌ࢫࡣᖖኚືࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡓࡕࡢ◊✲ࡣࠊࡇࡢ㡿
ᇦ࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿᮍ▱ࡢ⌧㇟ࡢⓎぢࡑࡢཎᅉࡢゎ᫂࠸࠺⌮Ꮫⓗ࡞ഃ㠃ࠊࡇࡢ⌧㇟ࡀᘬࡁ㉳ࡇ
ࡍேᕤ⾨ᫍࡢ㞀ᐖࡸ࣮࢝ࢼࣅࡢ㞀ᐖ࡞ࡢᏱᐂ⏝ࡢᙳ㡪ࢆㄪࡿࠊ࠸࠺ᕤᏛⓗ࡞ഃ㠃ࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋ◊✲ᡭἲࡋ࡚ࠊ࣮࢜ࣟࣛ࡞ࡢẼⓎගࡢ㧗ឤᗘศගᶵჾࠊᆺ࣮ࣞࢲ࣮ࠊ࣮ࣞࢨ࣮࣮ࣞ
ࢲ࣮ࠊ*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⚾ࡓࡕࡢ◊✲
ᐊࡣࠊᕤᏛ⣔ࡢᏛ⏕⌮Ꮫ⣔ࡢᏛ⏕ࡀ୍⥴◊✲ࢆࡋ࡚࠸ࡿࣘࢽ࣮ࢡ࡞◊✲ᐊ࡛ࡍࠋࡉࡽࣇ࣮
ࣝࢻほ ࡢࡓࡵᾏእࡢほ Ⅼฟᙇࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࡶࠊᅜ㝿ඹྠ࡛ୡ⏺᭱ඛ➃ࡢ◊✲ࢆࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࡛␃Ꮫ⏕ࡸእᅜேࡢ◊✲⪅ࡀ◊✲ᐊᅾࡍࡿ࡞ࠊᅜ㝿ⓗ࡞◊✲⎔ቃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

◊✲䜾䝹䞊䝥Ꮫ⏕
䠄ᕤᏛ䠃⌮Ꮫ◊✲⛉䠅

༤ኈᚋᮇ 2 ྡ
༤ኈ๓ᮇ 15 ྡ
Ꮫ㒊⏕ 6 ྡ
䠄2021 ᖺ 1 ᭶⌧ᅾ䠅

ᮏ◊✲ᐊ䛾◊✲㡿ᇦ
Web ࣮࣌ࢪ㸸 http://www.isee.nagoya-u.ac.jp/dimr/
㸦ሷᕝ㸧
㐃 ⤡ ඛ 㸸 shiokawa@nagoya-u.jp㸦

ࢀ࣪ڂݜ
ుָـߊʀӋநๅॴཀྵήϩʖ
ుָـߊʀӋநๅॴཀྵήϩʖϕ

ࢀ ༟९ گद

ഗీ ཾߨ ०گद

ಝঁگ

̏໌

र࢞̐೧
र࢞̏೧
ָ෨̒೧

̐໌
̑໌
̓໌

ࠕీ ྆ ߪࢥ

ๅָదघ๑Ͷ͚ͰخଢཇஏܧځՌָ;ٶӋநϕϧθϜ
ՌָڂݜͶΓΕɼӋநஏڧځรಊΝմ͢ɼӋந
ళـΝ༩͢Ήͤɽ
ਕӶυʖνմੵͶΓΖ
Ӷ
νմੵͶΓΖ
մੵ
Ӌந ـɼ
ӋநళـɼζΨηϘʖη;ٶڧଢཇـڂݜ
ɼ
ٶڧ
ཇ ڂݜ ـ
ڂ

ζΨηϘʖηΝ୵ࠬͤΖʰ͍Δͦʱ
Ӷ  γΦϱηοʖϞ
ζΨηϘʖηͲً͞Ζ༹ʓ͵ݳে͑ͬɼΨʖ
ϫϧΏ๎ࣻતଵ߶Φϋϩάʖཽࢢรಊգఖ
Ͷͯ͏ͱڂݜΝྙదͶΌͱ͏Ήͤɽଢཇ
෫รಊͶͮͱɼ๎ࣻતଵ߶Φϋϩάʖཽ
ࢢ͗͏ͯɼʹ͚Δ͏ଁ͓Ζ͖Ν༩ͤΖ͞
ͳ͗ՆͶ͵ΗͻɼਕӶඅ֒ΝܲͲݰ
͘ΖՆ͍͗ΕΉͤɽ ՌָӶʰ͍Δ
ͦʱ࠹υʖνΝ༽͏ͱɼ͞߶Φϋϩ
άʖཽࢢรಊգఖڂݜΝߨͮͱ͏Ήͤɽ

ଢཇΝ؏ͤΖʰͽͲʱӶ
 
ζΨηϘʖηڧรಊक͵ݬҾͲ͍Ζଢཇ
ـಊͶͯ͏ͱɼ ՌָӶʰͽͲʱɼ
ՌָӶʰ ʱΏஏԗͲںखಚ͠
ΗͪժΝմੵ͢͏ͱ͢ڂݜΉͤɽ͵͖Ͳஏ
ڧځͶ࠹ӪڻΝͤ·ٶϓϪΠΏαϫψ࣯ྖ
๎ड़ʤ ʥ͗ɼ͏ͯʹ͞ͲʹΓ͑Ͷ͢ͱً
͞Ζ͖Ͷ͢ɼগཔదͶϓϪΠ༩ๅΝࢨ
͢ڂݜΝߨͮͱ͏Ήͤɽ
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υʖνಋԿΏؽփָसΝ༽͏ͪଢཇΏΨʖϫϧݳেڂݜ
ಋԿ ؽփ स
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
ͤΖؽփָसघ๑ͶΓΕɼ೧େࠉ
఼ηίρο͖ΔɼଢཇࣕΝ࠸ͤݳΖڂݜ
ߨͮͱ͏Ήͤɽ

քਦॽؙͶເΖ೧ࠔࠉ఼ηίροࣁྋӊΝ۹͢ɼ
ؽփָसͶΓͮͱ೧݆ೖࣕࠪΝ࠸ݳ

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

Ӌநஏॶڂݜڧځαϱ
ϒϣʖνεητϞ

໌ݻԲָηʖϏʖαϱ
ϒϣʖνๅخ൭ιϱνʖ

εϝϣϪʖεϥϱͲ࠸ͪ͢ݳ
ஏݏـࣕځ࣏̑ߑݫଆ
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研究室紹介

電子工学専攻

㟁ᏊᕤᏛᑓᨷ

㇏⏣◊✲ᐊ

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⏕䠄㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䠅
ᚋᮇㄢ⛬
䠖㻠㻌ྡ 㻔ෆ䚸♫ே㻝㻌ྡ㻕
๓ᮇㄢ⛬ 㻞ᖺ 䠖㻞㻌ྡ
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
ž᪃ૼႎȗȩǺȞเႆƱƦƷငಅࣖဇſ ǛႸਦƠŴƜǕǇưƴƳƍǑƏ
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兠儫儴儈儝䢫備僸୰ᚰ僑◊✲僸ᒎ㛤傽傎㉸
㉸㧗ᛶ⬟儵兓兠儫儴儈儝僸ᐇ⌧傿僱傹僎僑僮

*D1 ୱ݃ধΤΥύ

ୡ 僔୰僔㟁Ẽ僸催
僰傎ᐙ㟁〇ရ僕僨僇僳價傎㕲㐨傎ᕤሙ傎㟁Ẽ⮬ື㌴僐像傎ୡ
ᵝ傑僐⨨兟儛儝優兄僔┬儌儱兏儒兠僪㧗ຠ⋡僸ᡂ傽㐙傸傎儌儱兏儒兠兟⎔ቃၥ
㢟僔ゎỴ僑㈉⊩傿僱傹僎僸┠ᣦ傽僌傪僤傿傏䢢

*D1 ॑ঃডॹشংॖ५पૢ৷

◊✲ෆᐜ䢢
⌧ᅾ僔儵兓兠儫儴儈儝僕儛兎儗兗凚䣕䣫凛༙ᑟయ働స僯僲僌傪僤傿傲傎㐣ཤ 䢷䢲 ᖺ㛫僔◊✲働 䣕䣫 ᮦᩱ僔⌮ㄽ㝈⏺僤働儫
㉸㧗ᛶ⬟儵兓兠儫儴儈儝僸ᐇ⌧傿僱僅僧僑僕 䣕䣫 僔ᮦᩱ㝈⏺
儴儈儝僔ᨵⰋ傲㐍價働傰僰傎傻僯僐僱ᛶ⬟ྥୖ僕ᅔ㞴働傿傏㉸
僸㉸傮僱᪂つ༙ᑟయᮦᩱ僸ά⏝傿僱ᚲせ傲储僰僤傿傏❅儐兎儊兄䢪䣉䣣䣐䢫僕傎㟷Ⰽ 䣎䣇䣆 僔僥僐僯僀傎儵兓兠儫儴儈儝僎傽
僌僨ඃ僲僅ᮦᩱ≀ᛶ僸僨僉僌傪僤傿傏ᮏ◊✲ᐊ働僕傎䣉䣣䣐 僸⏝傪僅㉸㧗ᛶ⬟儵兓兠儫儴儈儝僔ᐇ⌧僸୍僊僔ᰕ僎傽僌◊
✲僸ᒎ㛤傽僤傿傏䣉
䣉䣣䣐 僔ㅖᛶ㉁僸ᵝ傑僐ホ౯兟ศᯒᡭἲ働ㄪ僟傎ゎ᫂傿僱僎ඹ僑傎僃僔▱ぢ僑ᇶ僋傪僅≀ᛶไᚚ᪉
ἲ僔ᥦ僪傎䣉䣣䣐 僔≉ᛶ僸ᘬ傳ฟ傿儫儴儈儝ᵓ㐀僔ᥦ傎儫儴儈儝ຍᕤ僑క催≉ᛶຎ僐像僔充儏儯儞兄ゎ᫂僪僃僔ᢚ
ไ᪉ἲ僔☜❧僐像僸㐍僧僤傿傏僤僅傎ヨస傽僅 䣉䣣䣐 儵兓兠儫儴儈儝僔≉ᛶホ౯僸傻僤傼僤僐ഃ㠃傱僯⾜傪僤傿傏䢢

◊✲優兠兂䢢
兟䢢䣉䣣䣐 ⦪ᆺ儵兓兠䣏䣑䣕䣈䣇䣖 僔స〇僎ᛶ⬟ྥୖ僑ྥ傷僅᳨ウ
兟䢢䣉䣣䣐 ⤖ᬗ୰僔῝傪‽僔ホ౯僎ゎ᫂
兟䢢⤯⦕⭷䢱䣉䣣䣐䢢䣏䣑䣕 ⏺㠃僑ᙧᡂ傻僲僱儬免儧儻僔ホ౯
兟䢢㉸㧗ᅽຊ⇕ฎ⌮僑僮僱 䣏䣩 儈儎兗ὀධ 䣲 ᆺ 䣉䣣䣐 ᐇ⌧僎≀ᛶホ౯
兟䣉䣣䣐䢢䣲䣰 儤儈儎兠儭僔㟁Ẽⓗ≉ᛶホ౯僎ᇶ♏≀ᛶゎᯒ
兟䢢䣃䣮䣉䣣䣐䢱䣉䣣䣐 㧗㟁Ꮚ⛣ືᗘ儬免兗儜儝儣僔ᨺᑕ⥺↷ᑕ僑僮僱≉ᛶኚ

ԻౕՆรࣕรϙʖϩްՎఈૹ

兟䢢䣃䣮䣉䣣䣐䢱䣉䣣䣐 㧗㟁Ꮚ⛣ືᗘ儬免兗儜儝儣僔㟁Ꮚ㍺㏦≉ᛶ僔ホ౯
兟䢢᪂つᵓ㐀㧗㟁Ꮚ⛣ືᗘ儬免兗儜儝儣僔儫儴儈儝儛元光児兠儛克兗
ၥ傪ྜ僵僁ඛ䢢
㡲⏣䢢 ῟䢢 䣖䣇䣎凬䢲䢷䢴䢯䢷䢷䢻䢯䢻䢸䢹䢲凞䣇䢯䣯䣣䣫䣮凬䣵䣷䣦䣣䣂䣰䣷䣧䣧䢰䣰䣣䣩䣱䣻䣣䢯䣷䢰䣣䣥䢰䣬䣲䢢

υώηεϝϣϪʖεϥϱͶΓΖ
߶Ϗϭʖυώηઅܯ

Ꮫ㝔㟁ᏊᕤᏛᑓᨷ 㔞Ꮚග䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇䜾䝹䞊䝥

す⃝◊✲ᐊ
䝩䞊䝮䝨䞊䝆㻦 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼚㼡㼑㼑㻚㼚㼍㼓㼛㼥㼍㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜㻛㼘㼍㼎㼟㻛㼛㼜㼠㼑㼘㼑㼘㼍㼎㻛
◊✲ᐊ䝯䞁䝞䞊 㻔㻾㻟ᖺ⌧ᅾ㻕

ᩍᤵ す⃝ᙪ

⛎᭩䠖㻝ྡ㻘
Ꮫ⏕䠖㻰㻝㻔㻝ྡ㻕㻘 㻹㻞䠄㻟ྡ䠅㻘 㻹㻝䠄㻠ྡ䠅㻘 㻮㻠䠄㻠ྡ䠅
◊✲⏕䠖㻝ྡ

͢͏㧗ᶵ⬟Ϫʖδʖޭݱʀޭܯʀޭٗޜढ़ڂݜ
㔞Ꮚග䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇䛾ඛ➃ᢏ⾡䛷䛒䜛䝺䞊䝄䞊䛿䠈䛭䛾ฟ⌧௨᮶䛝䛺Ⓨᒎ䜢㐙
䛢䠈ᵝ䚻䛺ᇶ♏◊✲䛛䜙⏘ᴗ䞉་⒪䜎䛷ᖜᗈ䛔ศ㔝䛷ά⏝䛥䜜䛶䛚䜚䠈᭦䛺䜛ᒎ㛤䛜ᮇ
ᚅ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䠊ᮏ◊✲ᐊ䛷䛿䠈䝣䜵䝮䝖⛊㻔㻝㻜㻙㻝㻡⛊㻕ྎ䛾䝟䝹䝇䜢ฟຊ䛩䜛㉸▷䝟䝹䝇
䝺䞊䝄䞊䛻ὀ┠䛧䠈᭱ඛ➃䛾䝺䞊䝄䞊ග※䛾㛤Ⓨ䜔㉸㧗⢭ᗘගไᚚᢏ⾡䠈ඛ➃䝞䜲䜸
䜲䝯䞊䝆䞁䜾䛺䛹䠈㉸▷䝟䝹䝇ග䜢⮬ᅾ䛻᧯䜚䠈᭦䛺䜛᪂䛧䛔ᢏ⾡䛾㐀䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷
䛔䜎䛩䠊
㻙 䛺◊✲䝔䞊䝬 㻙
䠍䠅ᗈᖏᇦ㉸▷䝟䝹䝇䝣䜯䜲䝞䝺䞊䝄䞊ග※䛾㛤Ⓨ
䠎䠅ྍど䡚୰㉥እᇦග࿘Ἴᩘ䝁䝮ග※䛾㛤Ⓨ䛸ィ ᛂ⏝
䠏䠅㧗ศゎ⬟ග᩿ᒙ䜲䝯䞊䝆䞁䜾䞉䠏ḟඖගᖸ΅㢧ᚤ㙾䛾㛤Ⓨ䛸ᛂ⏝
䠐䠅㧗ḟ㠀⥺ᙧ䛺ගᏛᛂ⟅䜢⏝䛧䛯䝞䜲䜸䜲䝯䞊䝆䞁䜾ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ

⊂ⓗ䛺᭱ඛ➃䛾䝺䞊䝄䞊䜢㛤Ⓨ

᪂䛧䛔㧗ᶵ⬟䝺䞊䝄䞊
㻝㻜㻙㻝㻡⛊䜸䞊䝎䞊䛾㛫ᖜ䛾㉸ᴟ▷䝟䝹䝇ග
㉸ᗈᖏᇦ䛺Ἴ㛗ᖜ䜢䜒䛴䝟䝹䝇ග※䛺䛹
㉸▷䝟䝹䝇䝣䜯䜲䝞䝺䞊䝄䞊䛾㛤Ⓨ

䝜䞊䝧䝹㈹䛜
ᤵ䛥䜜䛯
ୡ⏺᭱㧗⢭ᗘ
䛾ィ 䜢ᐇ⌧

㉸㧗⢭ᗘගไᚚᢏ⾡
ḟୡ௦䛾࿘Ἴᩘᶆ‽䛷䛒䜛
ග䛾䜒䛾䛥䛧䠄ග࿘Ἴᩘ䝁䝮䠅

ඛ➃ග䝞䜲䜸ィ
⏕య⤌⧊䛾㻟ḟඖ᩿ᒙィ
⣽⬊䛾㧗ศゎ⬟䜲䝯䞊䝆䞁䜾
⏕య⤌⧊䛾᩿ᒙᵓ㐀䠄ᕥ䠖䝬䜴䝇⬻䠈ྑ䠖ே䛾║ᗏ䠅

䝞䜲䜸䞉
་⒪ᢏ⾡
⏕⣽⬊䛾䝭䝖䝁䞁䝗䝸䜰

䛣䜜䜎䛷䛾◊✲ᡂᯝ
᪂つ࣮ࣞࢨ࣮ᢏ⾡ࡸ࣮ࣞࢨ࣮ィ ᢏ⾡ࡢฟࢆ┠ᣦࡋࠊྍどѸ୰㉥እᇦࡢ᭱ඛ➃
ࡘᐇ⏝ⓗ࡞㉸▷ࣃࣝࢫࣇࣂ࣮࣮ࣞࢨ࣮ග※ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㛤Ⓨࡋࡓ
ࣇࣂ࣮࣮ࣞࢨ࣮ග※ࢆ⏝ࡋ࡚ࠊග࿘Ἴᩘࢥ࣒ࠊ㉸ᗈᖏᇦࢫ࣮ࣃ࣮ࢥࣥ
ࢸࢽ࣮࣒ࣗࠊࡑࡋ࡚⏕యィ ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

◊✲ᐊ䛾ᵝᏊ
ගᏛᐇ㦂ᐊ ✵Ẽᾋୖ䛧䛶䛔䜛ᐇ㦂ྎ䜢㻝ே㻝ྎ௨ୖ⏝䛔䛶᪂䛧䛔䝺䞊䝄䞊➼䜢㛤Ⓨ䛧䠈◊✲䛧䜎䛩䚹

᭱ඛ➃䛾ගᢏ⾡䛻⯆䛾䛒䜛ே
䛿䛬䜂ぢᏛ䛻᮶䛶䛟䛰䛥䛔䟿

◊✲䞉ᅜ㝿㆟

㣧䜏

䝭䞊䝔䜱䞁䜾䞉㍯ㅮ

◊✲ᐊ᪑⾜

ぢᏛ䛿Ỉ᭙䚸㔠᭙䛾༗๓௨እ
䛔䛴䛷䜒Ḽ㏄䛷䛩䚹
㐃⤡ඛ䠖
す⃝ᙪ
㻱㻙㼙㼍㼕㼘㻦㻌㼚㼕㼟㼔㼕㼦㼍㼣㼍㻬㼚㼡㼑㼑㻚㼚㼍㼓㼛㼥㼍㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜

ྡྂᒇᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㟁ᏊᕤᏛᑓᨷ㔞Ꮚ㞟✚䝕䝞䜲䝇䝅䝇䝔䝮䜾䝹䞊䝥
Research Group of Integrated Quantum Devices, Department of Electronics, Nagoya University
1. ◊✲ᐊ䝇䝍䝑䝣
ᩍᤵ䠖⸨ᕳᮁ䠈ᩍᤵ䠖ᒣୗኴ㑻䠈ຓᩍ䠖⏣୰㞞ග䠈◊✲ဨ䠖Feng Li, Pham Duong
Ꮫ⏕䠖15 ྡ

2. ◊✲ᐊ䛾ᴫせ
ᙜ◊✲ᐊ䛷䛿䠈㉸ఏᑟ䜢⏝䛧䠈ᚑ᮶䛾༙ᑟయ䛷䛿ᐇ⌧ྍ⬟䛺䠈㉸
㧗㏿䞉㉸పᾘ㈝㟁ຊ䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇䜢ᡂ䛧䜎䛩䠊≀⌮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䝰䝞䜲䝹䝇䝬䞊䝖䝹䞊䝍䛾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⌮
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

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
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電子工学専攻
ナノエレクトロニクス講座

加藤

ナノスピンデバイス（未来材料・システム研究所 協力講座）

研究室

教員

加藤剛志

大島大輝

教授

助教

職員

研究員：1 名，技術補佐員：2 名，事務補佐員：3 名

学生

大学院生：8 名，学部生：4 名

研究内容
・スピントロンクス
・ナノスピンデバイス


電子

電子には電荷とスピンの2種類の性質があ

電荷

スピン

トランジスタ
スピン
LED
トロニクス
集積回路

磁気記録
磁石
トランス

りますが，エレクトロニクスは電荷のみを，
磁気工学はスピンのみを利用してきました．
スピントロニクスとは電子の電荷とスピンの 2 種類の性質を利用したもので，スピン方向により電気
抵抗が変化する巨大磁気抵抗効果など，磁気ランダムアクセスメモリ（MRAM）や高感度磁気センサ
など様々な高機能デバイスが生まれている．これらの高機能デバイスはナノ構造の作製が必須であ
り，問う研究室ではナノスピン構造の作製からスピントロニクスデバイスへの活用について研究して
います．

連絡先
加藤剛志
e-mail: takeshik@nuee.nagoya-u.ac.jp
web: http://www.nuee.nagoya-u.ac.jp/
labs/kato-lab/index.html

研究室旅行

研究テーマ
- MRAMの高効率磁化反転手法の開発







（磁界に頼らない新しい磁化反転）
熱とスピン偏極電流を利用した熱アシストスピン注入磁化

電流

 

ルク磁化反転など新しい磁化反転の実用化を目指し，材料開

 

反転や角運動量の流れであるスピン流を用いたスピン軌道ト

発やデバイス開発を行っています．
（右図：研究室で開発している熱アシストスピン注入素子）







- 磁気抵抗素子を利用した高機能磁気センサの開発



下図のようなナノスケール磁性／非磁性積層膜においてはスピンの平行，反平行で電気抵抗が大きく
異なる磁気抵抗効果が生じます．これを利用し，高感度，微細，安価な
磁気センサを開発しています．
（右図：研究室で開発した高感度磁界センサ）








抵抗小

抵抗大

- 超短パルスレーザによるスピンダイナミクスの観測とその制御

磁化反転を理解する重要な基礎特性です．加藤研では超短パルス
光を利用したスピンダイナミクス計測を行い，スピンダイナミク
ス制御法を開発しています．
（右図：GdFeCo膜のスピンダイナミクス計測例．100 psec以
下の周期でスピンが歳差運動している様子．）

- 実験室風景
加藤研では機能性磁性薄膜の作
製，微細加工，計測などの充実した
実験設備が揃っており，最先端の研
究を行うことができます．研究設備
の見学を希望される場合は，連絡を
お願いします．
（右図：クリーンルーム内に設置さ
れたスパッタリング成膜装置，蒸着
装置などの連結チャンバ）

 
#$$!
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スピンの動特性は高速な磁化反転やスピン注入などの高効率な
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研究室紹介

情報・通信
工学専攻
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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

青木俊介

教授

准教授

助教

特任助教

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

2020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：
内閣府/NEDO，総務省，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．
研究開発項目2
研究開発項目1

柔軟な需給交換ネットワークの研究開発

潜在的なサービス需要推定技術の研究開発

交通サービス
プロバイダ

需給交換情報

サービス
需要DB
需要
確認

サービス需要

実世界変化・
社会イベント




潜在需要
登録サービス
プロバイダ

実世界情報
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見守りサービス
プロバイダ

サービス需給交換
基盤



清掃サービス
プロバイダ

$-(+/5?3@" SIP2A
84<

:5<

インフラ点検
サービス
プロバイダ

都市情報
可視サービス
プロバイダ

名古屋駅
（リニア2027年
開業)
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センシング要求

実世界センシング・データ処理基盤
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健康サービス
プロバイダ

明示的需要
登録サービス
プロバイダ

明示的な
需要登録

潜在的サービス需要推定モジュール

経路サービス
プロバイダ

飲食サービス
プロバイダ
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モリコロパーク
(ジブリパーク
2022年開業)
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!
愛知県尾東・西三河地区を中心とした
潜在サービス需要抽出・需給交換実験

2=1

2=1

研究開発項目3

%).,*/!5?3

社会受容・展開を促進するサービス需要利活用モデルの実証

07;,,*/5?3

中部おもてなしプラットフォーム
(NICT）

社会潜在ニーズ発見と需給交換基盤
(総務省SCOPE)

技術研究開発
社会実装

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．

   

'&!(

国際会議IPIN
屋内位置推定コンペ優勝
(河口研チーム)

情報処理学会UBI
優秀論文賞 (D1学生)
情報処理学会DICOMO
デモ優勝 (D3学生)
優秀プレゼン賞
(M2学生・B4学生)

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！

などなど…

2021年度のメンバー
教員 4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
>2F J* : GAN%&
') /O4 +@F
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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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TEL: 052-789-5722 䠄ᢸᙜᩍဨ䠖ᒾ⏣ ဴ䠅
EMAIL: tetsu.iwata@nagoya-u.jp

Ᏻ⸨ ◊✲ᐊ
ሗ䞉㏻ಙᕤᏛᑓᨷ
ၥ䛔ྜ䜟䛫ඛ䠖⚄㇂䠄M1Ꮫ⏕䠅䠖kamiya@ando.nuee.nagoya-u.ac.jp
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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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