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日本大学工学部長

根本 修克
Nemoto Nobukatsu

令和3年度は、例年になく早い開花となった桜の花が咲き誇る中で、工学部および大学院工学研究科への1,115名の

新入学生を迎えて、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を十分に行いながら、2年ぶりとなる開講式を挙行す

ることができました。また、令和2年度後学期からは、入構人数制限はあるものの学生をキャンパスに招き入れて、

実習・実験科目を中心とした一部の授業を面接授業として実施しております。さらに、令和2年度前学期から行って

参りました遠隔授業の実施経験を元に、令和3年度も継続を余儀なくされている遠隔授業におきましても、質の高

い授業の提供に努めているところです。その一方で、遠隔授業等を受講することにより、在学生の皆さんは、より高

度なITリテラシーを身につけていることと思いますので、今後の学修や卒業後にその技術を活用することが、自ら

学び、自ら考え、自ら道をひらく能力の獲得のための一助となることを期待しています。

日本大学工学部において、「ロハス工学」をキーワードとした教育・研究を進めていることは、社会的な認知も進ん

でいることと思います。令和元年の台風19号による水害に被災する以前は、ロハスの家群を通して「ロハス工学」を

体現することが可能でしたが、水害によりロハスの家群を解体せざるを得ない状況となりました。令和2年度には、

「ロハス工学センター」を開設し、ロハスの家群跡地再生プロジェクトも立ち上げ、教職員のみでなく、学生も参画し

たワークショップにおける議論を通して、「ロハス工学」を体現できる新たな拠点作りに着手しております。今後は、

従前より行っているロハス工学シンポジウムなどを通して、「ロハス工学センター」構築の進捗状況を報告する予定

です。今後も、「ロハス工学」に基づく学内外の共同研究プロジェクトの研究成果を社会に発信しながら、地域連携事

業にも積極的に取り組み、地域社会に貢献しうる人材の育成にも努めて参ります。

サークルに入りたいし、

アルバイトもやってみたい。

いろいろやりたいことを

見つけたいetc.

電気電子工学科で

ロボットについて学びたい(左)。

臨床工学技士を目指したい(右)。

生命応用化学科で学び、

将来は化学の教員になりたい

（中央）。

4月1日(木)、工学部キャンパス大講堂にて令和3年度日本大学工学部開講式

を執り行いました。この日、例年よりも早く満開となった桜並木のアーチに迎え

られ、新入生たちは期待に胸を膨らませながら、開講式に臨みました。まず、日本

大学工学部長・大学院工学研究科長 根本修克教授が式辞を述べ、一流の技術者・

研究者に必要な能力を身につけ、自らの限りない可能性を切り拓いていくよう

にと激励しました。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、保護者の皆

さまには開講式 式場への入場をお控えいただき、ライブ配信にて本開講式をご

覧いただきました。開講式終了後に行われた集合写真撮影では、みんな笑顔で

ガッツポーズ。初めての共同作業を楽しんでいるようでした。その後、大学生活

を有意義に過ごすための諸注意についての説明や総合教育オリエンテーション

を行いました。クラス担任・助言教員制度や学生支援室など、わからないことや

悩みなどがあったときに相談に応える窓口があると聞き、新入生も安堵した様

子で、不安に思っていたことも解消されたようでした。

新 入 生 特 集

自分の建築作品を世に残したい、

教員免許を取りたい、公務員になりたい。

（建築学科の女子学生の皆さん）

電気電子工学科ですが、

プログラミングに興味があり、

情報系の勉強を頑張りたい。

情報工学科でJavaを学びたい(左)。

就職を有利にする資格を沢山取る(中央)。

システム管理の仕事につきたい(右)

高校から学んできた

土木の知識をもっと深め、

最先端の技術を身につけて

希望する企業に就職したい。

建築学科で学修しながら、いろいろ経験したい。

将来は工業高校の教員になるのが夢(左から4番目)。

取得できる資格を

たくさん取りたい。

サークルで

先輩後輩との

関係を築きたい

etc.

（同じアパートの

 仲間たち）

令和3年度開講式令和3年度開講式

自ら学び、自ら考え、自ら道をひらき

地域社会に貢献しうる人材の育成を目指して
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伝説の

化学実験室が

あるってホント?

伝説の

化学実験室が

あるってホント?

友達の輪が広がった!
新入生の感 想は?
友達の輪が広がった!
新入生の感 想は?

新 入 生 特 集

まずは、自分がどのチームに
入っているかを確認

キャンパスが広くて、

迷子になりそう!
キャンパスが広くて、

迷子になりそう!

レティ・コレクションの

正体とは?これは難問だ!!
レティ・コレクションの

正体とは?これは難問だ!!

学内研修

クリアチェック

ポイントで

結果報告!

学内研修

クリアチェック

ポイントで

結果報告!

企画の説明と
担任の先生方から

激励の言葉

各チームに
分かれて自己紹介

ここは通称ハットNE!
正解のヒントは学食にあり!怪しげな建物、

部室棟を発見!
怪しげな建物、

部室棟を発見!

謎に包まれた
14号館に到着・・・

55号館の問題は存在しない
施設を当てること。

最後の謎を解き、
導かれた場所に向かおう!

時には答えが

全然わからず、

悩む姿も・・・

時には答えが

全然わからず、

悩む姿も・・・

新入生のための令和3年度日本大学工学部学内研修

本年度、工学部では新型コロナウイルス感染症対策として、新入生学外研修を学内に切り替え、広大なキャンパスを利用した

企画「トレジャーハンティング」を新たに実施しました。各学科4～6人のチームに分かれ、90分以内に重要施設(特に1年次利

用)に設けられたクイズ形式の課題をクリアしていきます。チームのメンバー全員と協力しながら与えられた課題について考

え解決することで、友人関係を構築するとともに教員との交流を図ることが目的です。4月5日(月)は土木工学科、建築学科、機

械工学科、6日(火)は電気電子工学科、生命応用化学科、情報工学科で実施。新入生たちは地図を片手に広大なキャンパスを巡る

間に、出身地や趣味、不安に思っていることなどを互いに話すことで親睦を深めていきました。

友達もできたし、

楽しかったね!!

大学に入って友達ができるか不安だったが解消できた

みんなで謎を解いていくのが面白かった　

志を持った仲間ができ、モチベーションも高まった

久しぶりにたくさん歩いて気持ち良かった　

いろいろ悩みを聞いてもらえて安心できた

趣味の話で盛り上がった

短い時間で急速に親交が深まった　

留学生と互いの国の文化の違いについて理解を深めることができた

大学に入って友達ができるか不安だったが解消できた

みんなで謎を解いていくのが面白かった　

志を持った仲間ができ、モチベーションも高まった

久しぶりにたくさん歩いて気持ち良かった　

いろいろ悩みを聞いてもらえて安心できた

趣味の話で盛り上がった

短い時間で急速に親交が深まった　

留学生と互いの国の文化の違いについて理解を深めることができた

“トモダチ”
という を手に入れよう!宝物

キャンパスに潜む謎を
解き明かすために、いざ出陣!

クイズボードに書かれた正解を指さしスマホで
撮影

クイズボードに書かれた正解を指さしスマホで
撮影

今日のランチは

コレに決まり!

仲良くなった
メンバーで

ランチを楽しむ
新入生たち

親睦を深める新入生たちキャンパスを探検しながら、

学食無料券

(トレジャー )ゲット!

お疲れ様でした!

10号館
物理実験室の問題は受験より難しい!?

ゴールは
キャンパスの
奥にある
グラウンドだった!

ゴールは
キャンパスの
奥にある
グラウンドだった!

正門は
LUCKY問題!
楽勝でクリア
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石橋 寛樹 助教

　地震大国である日本において、地震防災は重要な課題の一つ。地震で壊れない構造物を

造りたい、地震に怯えない社会をつくりたいという思いで研究に取り組んでいます。学生

の皆さんには、自ら課題を見つけて解決する力を養いながら、社会インフラを支えるエン

ジニアに成長してほしいと願っています。唯一無二の研究に挑戦できるのは、大学のメ

リット。ともに大きな夢を追いかけていきましょう。

社会インフラを支えるエンジニアを育てていきたい

梅田 信 准教授

　地球環境における様々な問題解決に取り組みたいと考え、水環境に関する物理的な側面

を主な切り口に研究を進めています。自然も我々の生活を支えるインフラの一部です。福

島には猪苗代湖や阿武隈川など生活に関わる重要な水域があります。これらの環境や災害

などの課題に取り組みながら地域貢献を目指します。学生の皆さんには、学問を通して知

ることの楽しさを伝えていきたいと思っています。

環境問題や災害などの課題に取り組み地域貢献を目指します

川崎 洋輔 専任講師

　交通工学はインフラの計画と運用のために必要な分野です。災害が発生した際、安全で

円滑な交通網を維持するために、多様なセンシングデータを解析してネットワーク交通流

の状態推定や災害時のモビリティ支援対策の提案を行っています。将来、自動運転時代が

来れば交通事情も大きく変化することが予想されます。研究を通して、社会情勢によって

ダイナミックかつ柔軟に交通システムが変わっていく面白さを体感してください。

常に新しいことにチャレンジできる面白さを体感してほしい

井口 史匡 准教授

　太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを普及させるために、より機械的に優

れた特性を持つ全固体電池の実現を目指しています。持続可能な社会と福島の復興にもつ

ながる研究です。学生の皆さんには、地域そして日本の未来を支えるエンジニアになって

ほしいと思います。機械工学の知識だけでなく、海外のように文系・理系の枠組みに捉われ

ず、文化や教養、豊かな人間性を身につけられるような教育を実践します。

豊かな人間性を身につけて地域や日本の未来を支えるエンジニアに

エネルギー材料工学研究室エネルギー材料工学研究室

今林 亘 助教

　東日本大震災後、ロボット産業の重要性を実感しました。現在、極限環境で活用できるロ

ボットの開発を目指して、適応学習制御の研究に取り組んでいます。制御アルゴリズムを

用いて、医療やスポーツの分野に役立つ独創的な研究にも挑戦したいと考えています。普

段から心がけているのは平常心。若者の価値観を大切にし、夢の実現に向かって頑張る背

中を後押しできるような存在になりたいと思っています。

災害や医療、スポーツ分野に役立つロボットの開発を目指して

サステナブルシステムズデザイン研究室サステナブルシステムズデザイン研究室

宮岡 大 専任講師

　自然エネルギーを利用して室内環境を良くする設計手法のパッシブデザインを主に研

究しています。目標は福島の気候風土に適応した福島版パッシブデザインを構築するこ

と。そして、そのパッシブデザインと空調機器などの設備の上手な組み合わせを提案する

こと。使う人のことまで考えた、より豊かな生活を支えるためのものづくりを教えていき

ながら、生活の中にある熱環境、空気環境の面白さを伝えていきたいと思います。

機械工学と環境工学を融合させたものづくりを探究します

サステナブルエネルギー研究室サステナブルエネルギー研究室

俵 毅彦 教授

　これまで企業の研究所で、将来の光通信を切り拓く最先端研究に取り組んできました。チャンス

があれば母校で教育・研究に携わりたいと考えていたので、夢が叶って大変嬉しく思います。皆さ

んは、磨けば光る原石です。明確な将来設計を持っている人だけでなく、まだ自分の可能性や夢を

見つけていない人にも、探求できる環境をつくり羽ばたかせてあげたいと思っています。私自身

も、将来の光通信に変革をもたらす新しい光機能デバイスの創出を目指して挑戦していきます。

原石を磨き、可能性を引き出したい

光通信デバイス研究室光通信デバイス研究室

菊間 一宏 教授

　実在する全ての「もの」がつながる“IoT”は、私たちの身近なものとなり、どこにいても

ネットワーク上に遍在するソフトウェアが快適な環境を提供しています。ライフラインと

なったネットワークインフラを支えるソフトウェアは重要な存在です。新しいネットワー

クサービスの創出と、サスティナブルなサービスの実現に向け、質が高く自分で問題を修復

するソフトウェア、そんな研究を一緒にやってみませんか？

新しいネットワークサービスの研究に挑戦しよう

ネットワークソフトウェア研究室ネットワークソフトウェア研究室

酒井 元気 准教授

　人間が五感を使うように、多くのセンサー情報等を総合的に判断し、問題を解決していく

マルチモーダル情報処理の研究を行っています。環境や気象、生き物まで、あらゆるものが

対象です。儒教の中庸の一節「或生而知之、或学而知之、或困而知之、及其知之一也」のよう

に、苦楽の差はあっても「同じ知」を得れば「両者は同じ価値」です。興味のあることを探究

し、使命感を持って社会貢献につなげていきましょう。

知りたいと思う気持ちを大切に興味のあることを探究しよう

マルチモーダル情報処理研究室マルチモーダル情報処理研究室

菊地 真吏子 助教

　私たちがいるこの宇宙がどのように始まり、どうやって発展したのか、知りたいと思いま

せんか？それを知る一つの手掛かりが素粒子です。中でも、ヒッグス粒子に興味があり、現

在、「拡張ヒッグスモデル」の研究を進めています。私も物理が面白いと思ったのは大学から

でした。物理は工学に必要な道具のようなもの。理論で理解するのではなく、使いこなせれ

ば、きっと物理の面白さに惹かれていくことでしょう。

未知なる宇宙のロマンと物理の面白さを伝えていきたい

物理学研究室物理学研究室

増田 圭佑 助教

　日本大学文理学部で教育学を学びました。ロンドンの教育史をテーマにした研究が面白

かったことから研究者への道に進みました。教員志望の学生を指導するのは初めてですが、

学生の成長を近くで見られる仕事にやりがいを感じます。「ロハス工学」の理念を伝える教

員の養成を目指すとともに、一人でも多くの学生が教壇に立てるようサポートしていきま

す。ぜひ、将来のためにも教員免許取得に挑戦してほしいと思います。

「ロハス工学」の理念を伝える教員の養成を目指します

教職課程研究室教職課程研究室

教員紹介

地震防災研究室地震防災研究室

環境水工学研究室環境水工学研究室

交通流解析学研究室交通流解析学研究室

新任教員紹介 令和3年4月より着任されました
教員の方々をご紹介します。
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再 生 プ ロ ジ ェ ク ト

ロ ハ ス の 家 群 跡 地

学生とともに新たなロハス工学の拠点づくりを目指す

　この度、2019年10月に台風19号（令和元

年東日本台風）で被災したロハスの家群跡

地を再生するためのプロジェクトがスター

トしました。本プロジェクトは、『ロハス工

学センタープロジェクト』にも認定され、同

センターの運営委員会教職員メンバー13名

と本委員会から推薦された大学院生及び学

部生9名、客員研究員及び外部スタッフ4名

の計26名で構成されています。これまでに3

回のワークショップを実施し、学生と教職

員が一体となって共同作業をしながら意見

を出し合い、実現に向けて課題をどのよう

にクリアにしていくか、活発な意見交換が

行われました。第1回ワークショップでは、

学生と職員が考えたアイデアを発表。学生

たちは自身が学ぶ専門分野の工学技術を盛

り込んで、積極的にプレゼンテーションし

ました。第2回ワークショップでは、４つの

グループに分かれて、ロハスの家群跡地に

ついて「どのような場所になってほしいか」、

「ロハス技術を使って何ができるか」、「課題

について」をテーマに意見を出し合い、最後

に各グループの提案内容を学生が発表しま

した。第3回ワークショップでは、同メン

バーである建築学科の浦部智義教授より第

一期工事のモデルプランが示され、それに

対する意見交換、実装するロハス技術につ

いてグループ討議を行いました。モデルプ

ランには、これまでに学生が提案したアイ

デアも盛り込まれており、「模型ができたこ

とで、より具体的に考えられるようになり

ました。私が提案した壁面緑化の発想が組

み込まれていて、自分もプロジェクトに参

加しているのだと実感しました」と目を輝

かせていました。学科・学年も異なる学生た

ちが集まり、教員と対等な立場で意見を出

し合える貴重な時間の中で、大いに刺激を

受けるとともに、新たなロハス工学の拠点

への期待も高まっているようです。今後、学

生主体のワークショップを重ねながら、こ

れらの意見を集約し、どのように実現可能

か、さらに検討を重ねていく予定です。

グ リ ー ン イ ン フ ラ 技 術 を 開 発 し 、
持 続 可 能 で 健 康 的 な 社 会 の 実 現 を 目 指 し て

土木工学科
環境生態工学研究室

中野 和典 教授

　昨年、一般社団法人日本トイレ協会が主催する

『2020年度グッドトイレ選奨』を受賞した『ロハ

スのトイレ』。土木工学科の中野和典教授と機械

工学科の橋本純 元教授が共同で開発したもので

す。未だ上下水道などのインフラが未整備である

開発途上国を中心に、世界の3人に1人にあたる

23億人あまりが、トイレの無い生活を送ってい

ます。世界中が取り組んでいるSDGsの中で、『安

全な水とトイレを世界中に』は早期に達成すべき

目標と言えるでしょう。

　中野教授は東日本大震災の経験をきっかけに、

電気や水道に頼らず、被災時にも利用できる自立

したトイレが必要だと考えました。2012年に工

学部に着任しロハス工学と出会って、『ロハスの

トイレ』を開発したいという思いが強くなったと

言います。ただ、すぐには着手せず、まずは学生食

堂の排水を浄化して再生するシステムの開発に

取り組みました。それが『ロハスの花壇』です。水

質浄化用のろ材を敷き詰め、5回のろ過を行うこ

とで生活排水が浄化される仕組みになっていま

す。花壇の内部は十分に空気がいきわたり、花壇

でろ過された汚れは、速やかに土壌微生物により

分解されます。さらに分解産物は、植物が栄養と

して利用するので、肥料も要りません。実際に必

要な電力は一日6分から20分の揚水ポンプ動力

のみで、高度処理型の浄化槽と比較すると約10

分の1の電力で同等の処理が行えます。『ロハス

のトイレ』はこの浄化システムを応用し、4段の

ろ床で汚濁物質をろ過し、水の汲み上げは手動ポ

ンプを使用することで省エネ化しています。洗浄

水の殺菌はLED紫外線を使用。手洗い用の水は屋

根から集水した雨水を浄水器で浄化して使用す

ることで、水を自給自足し、排水ゼロの完全循環

再利用を実現しています。トイレ排水成分を花壇

で有効活用している点も『ロハスのトイレ』の特

徴でもあります。これまでに福島第一原発事故に

より居住制限区域となった飯館村や工学部キャ

ンパス内で実用実験を行い、活性汚泥法の適用が

難しい不安定かつ低頻度の負荷条件でも、問題な

く水質浄化性能を維持でき洗浄水を安定して再

生できることを実証しました。電気や水道に依存

しない自立型トイレはインフラが寸断される災

害時のトイレとして利用できる点が大きなメ

リットです。そして、上下水道が整備されていな

い開発途上国のトイレ問題解決にも役立ちます。

SDGsの『6  安全な水とトイレを世界中に』と

『11  住み続けられるまちづくりを』の2つのゴー

ルへの貢献を目指し、現在、製品化に向けて企業

との共同開発を進めているところです。

　更に、中野教授は魚の養殖(Aquaculture)と植

物の水耕栽培(hydroponics）を組み合わせ、養殖

で汚れた水を水耕栽培で有効活用する『アクアポ

ニックス』を開発しました。観葉植物と水槽に

よって蒸発する水分が湿度と気温を維持し、室内

の空気を浄化することで、健康的な屋内環境が生

まれます。この『アクアポニックス』は、持続可能

な自然の仕組みを考えるロハスの環境教材とし

て活用されることも期待できます。

　グリーンインフラ技術の開発を目標に、自然界

と同じような循環システムを人工的に作り出し、

居住空間レベルからまち全体までロハスにして

いきたいと考える中野教授。葛尾村や富岡町と連

携して実証実験を重ねながら、花壇やトイレ等の

ロハス技術の社会実装を目指しています。

CLOSE UP LOHAS

ロハスの技術を使ったトイレの研究開発

Start!が

CLOSE UP

LOHAS01 CLOSE UP

LOHAS02

ロハスのトイレの仕組み 郡山市内の病院に設置されたアクアポニックス
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クモ膜下出血などの死に至る要因となる脳動

脈瘤は、血管病の中でも恐ろしい病気です。発

症や破裂のメカニズムは不明で、適切な内科的

治療法も確立されていません。この病気の原因

として、血流が血管に何らかの悪影響を及ぼし

ていると考えられています。実際に血流はどの

ように流れているのか、どのような影響を及ぼ

しているのか。下權谷准教授はコンピュータシ

ミュレーションを用いて、共同研究先の医療機

関から提供された患者のデータや画像をもと

に血液の流れの解析を行っています。同様に、

脂質が溜まることで血管が狭くなり血液が流

れにくくなる頸動脈狭窄症の原因も探ってい

ます。発症のメカニズムやどのような人がなり

やすいのかがわかれば、予防につながることが

期待できます。また、血管病の外科的な治療法

の一つであるステント治療に役立つ研究も

行っています。ステントは血管が狭くならない

ように内側から広げる役目を担う小さな金属

製の網状チューブ。このステントをより良くす

るための研究です。こうした医工連携による研

究成果が、更に医療技術を進化させています。

人間だけでなく、生き物全般に興味を持つ下

權谷准教授は、細菌などの微生物の遊泳法の解

析も行っています。大腸菌などの細菌にはしっ

ぽのような「べん毛」があり、電気化学的エネル

ギーを力学的エネルギーに変換し、分子モー

ターを使って「べん毛」をスクリューのように

回転させて水中を移動します。下權谷准教授が

着目したのは、超高速で遊泳する磁性細菌

「MO-1」。実際に微生物を観察するのは難しい

ことから、数値シミュレーションを利用して

「べん毛」をどのように使って泳いでいるのか

を調べています。高速遊泳を可能にするメカニ

ズムを解明することで、水中ドローンや水上を

運行する乗り物の新しい推進機構の開発に役

立つのではと考えています。また、単細胞生物

であるゾウリムシも研究対象として、観察・実

験を行っています。ゾウリムシの水中遊泳を顕

微鏡で詳しく観察し、様々な実験を通して、微

生物の遊泳現象を流体力学的に明らかにしよ

うとしています。下權谷准教授は、これまで誰

も知らなかったような新しい現象を見出した

いと考えているのです。

生体流体力学研究室では、ハエトリソウとい

う食虫植物の研究も行っています。ハエトリソ

ウには葉の内側にセンサのような働きをする感

覚毛があり、昆虫などの獲物が短時間のうちに

2回以上感覚毛に触れると、約0.5秒で葉を閉じ

る仕組みになっています。葉を閉じるのに必要

な刺激が1回ではなく2回なのは、獲物以外のも

のが偶然に触れた時の誤作動を防ぐためと考え

られています。人間のような筋肉を持っていな

い植物が、なぜ自らの力で葉を閉じることがで

きるのか。こうした植物の力学刺激応答に関す

るバイオメカニクスの研究は、これまであまり

進んでいませんでした。「自分がやりたい、面白

いと思える研究に取り組みたい」と言う下權谷

准教授。学生にも研究は楽しいもの、知りたいと

思う気持ちを原動力にして取り組むのが研究だ

と伝えています。もともと興味があったのは航

空宇宙工学。しかし、身近な人の病気をきっかけ

に、「直接人に貢献したい」という思いが強くな

りました。そして今、医療に寄与することに大き

なやりがいを感じながら、様々な生体メカニズ

ムを探る研究に挑戦し続けています。

コンピュータシミュレーションで

血流と血管病の関係を解明する

次世代型機械を開発する

ヒントになる微生物遊泳法

植物のバイオメカニクスを探る

新たな研究への挑戦

脳動脈瘤の血流シミュレーション
研究室の計算機システム（左）による

細菌の遊泳シミュレーション（右）

ハエトリソウの力学刺激応答の観察

パルスレーザー堆積装置(PLD法)は、宇宙ス

テーションのある宇宙空間よりも真空度が高い

真空下で酸化物の高品質な薄膜結晶を合成する

装置です。紫外線の強力なパルスレーザーを真

空中に置いた原料に集光し、原料を瞬時に蒸発

させます。アブレーションされた原料はプラズ

マ状態になり、高温に加熱された基板上に薄膜

として堆積する仕組みになっています。原子や

分子レベルのナノメータースケールでLEGOの

ように薄膜を積み木して、自然界にはない人工

的な結晶をつくり出しています。更に、コンビナ

トリアル手法と呼ばれる方法を使って、堆積す

る薄膜の組み合わせを変化させることにより多

数の化合物群を一度に合成し、その薄膜特性を

一括して評価することが可能です。この装置を

用いて、セラミック積層コンデンサなどの強誘

電体材料や太陽光から水素をつくる水分解光触

媒材料などの薄膜を作製しています。従来の強

誘電体や光触媒材料に新しい機能を加え、将来

のエネルギー問題を解決したり、新しいデバイ

スとなる機能物性材料の開発を目指します。

先端薄膜合成手法であるパルスレーザー堆

積法を駆使し、発光材料の研究にも取り組んで

います。学外の研究機関や企業と共同で進めて

いるプロジェクトであり、新しい半導体レー

ザーを開発することが目的です。ハライドペロ

ブスカイト材料の薄膜材料の合成は溶液を用

いて行われるのが一般的ですが、半導体のよう

に真空装置を使ったプロセスでより高い結晶

性を持つ薄膜をつくろうという狙いがありま

す。発光材料の開発は、 LEDやレーザーポイン

ターなどへの製品化が期待できます。こうした

電気電子デバイスの開発には、実は化学的なプ

ロセスが重要な鍵を握っているのです。コンビ

ナトリアル手法も元来、製薬開発に用いられて

いた手法でした。高橋准教授も無機材料工学か

ら、将来性を見据えてこの分野の研究を始めた

のです。「実験は料理に類似していることが多

い」と言う高橋准教授。新しい科学・技術、材料

開発にはレシピはありません。自分自身で新し

いレシピをつくらなければなりません。今まさ

につくろうとしているレシピ、それはAIロボッ

トが料理をするための新しい材料プロセスの

ためのレシピです。

今後、AI(人工知能)が進化し、自動車が自動運

転になれば、タクシーやトラックのドライバーが

不要になるように、ビッグデータからコンピュー

タ自身が自動的に学習し、プロセス合成を制御で

きるようになれば、材料開発もロボット化される

ことになるでしょう。高橋准教授は、薄膜合成プ

ロセスの全自動化、AI化を視野に入れ、ハードと

ソフトの両方の開発に取り組んでいます。どうす

れば高い結晶性を持つ薄膜が成長するのか、ある

いは効率よく発光する薄膜デバイスがつくられ

るのか、ロボットがこれらの条件を判断するため

の基準を一つずつ人間が考えなければなりませ

ん。また、ロボットが学習するためのビッグデー

タをどうやってつくるかという課題もあります。

来る情報化社会に適した機能性材料を開発する

ためのプロセスが不可欠と言えます。研究は上手

くいかないことも多々ありますが、上手くいかな

い時の方が新しい考え方にたどり着いたり、達成

できた時の感動も大きいものです。「無理難題に

チャレンジしている時が一番楽しい」 と話す高

橋准教授。材料製造プロセス開発の新しい“レシ

ピ”が次々と生まれています。 コンビナトリアルパルスレーザー堆積装置

緑色に発光する蛍光体薄膜
(左：紫外線照射下、右：照射なし)

コンビナトリアル手法で作成した物質群の発光特性を
一括評価するためのフォトルミネッセンス評価装置

スマートフォンや家電製品、自動車に至るまで、様々なエレクトロニクスに

使われている半導体。こうした半導体デバイスの進化とともに発展し、その微

細化、集積化を支える中心的な役割を担ってきたのが機能性薄膜です。その

他、様々な用途に使われ、あらゆる製品の機能を高めています。電気電子工学

科薄膜機能材料研究室の高橋竜太准教授は、このような薄膜をつくる実験装

置の開発から、薄膜の作成プロセスの開発、そして新しいデバイス材料をつく

り、持続可能な環境社会に相応しい電気電子材料の開発を進めています。

近年、医学だけでは解明が困難な病気の発症メカニズムを工学的アプロー

チで明らかにしようとする研究が進んでいます。その一つである生体流体

力学は、血液などの生体内の流動現象を流体力学的手法により解明する学

問分野です。日本をはじめとする先進国の主要死因である心疾患や脳血管

疾患といった血管の病気。その要因の解明に取り組む機械工学科生体流体

力学研究室の下權谷祐児准教授。医工連携による研究を通して、機械工学の

立場から医療に貢献することを目指しています。

生 体 流 体 力 学 の

研 究 を 通 し て 医 療 に

貢 献 す る

機械工学科 生体流体力学研究室

准教授下權谷 祐児 

開発のスピードを加速させる

先端薄膜合成手法の開発

電気電子デバイス開発に

必要な化学的なプロセス

情報化社会を見据えた

材料プロセス開発のAI化

電気電子工学科 薄膜機能材料研究室

准教授高橋 竜太 

Episode22Episode22 Episode23Episode23流体力学を使って生体の

仕組みを解明する研究

流体力学を使って生体の

仕組みを解明する研究

レーザーを用いた

モノづくり機器の開発

レーザーを用いた

モノづくり機器の開発

新しい薄膜の合成プロセスを

開発し、エネルギーや

デバイスを効率よく創る
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