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理工学研究科

高いデザイン能力を有する高度専門技術者の育成

理工学研究科では、自然の法則と数理の構造を理解し、その知見を応用して人類の継続的な発展と幸福に貢献する、人
間性豊かな研究者と高度専門職業人の養成を目標としています。各専攻に設置された科目を通して専門的な学力の修得を
図るとともに、全専攻に共通する広域的なテーマや学際領域に関わる授業科目をバランスよく配置し、理工学の専門的な知
識のみならず、科学技術を社会との関わりの中で捉える広い視野と、境界領域や新しい分野をも開拓しうる柔軟性を育成し
ます。
また、連携大学院制度の導入、他大学との単位互換協定への参画など、実社会や他大学院学生との交流も積極的に行っ
ています。国内外の学会参加の費用補助やＴＡ、ＲＡ、助手への採用の制度、その他奨学金制度等経済的支援も整っており、
積極的に研究を行おうと考える大学院生にとって、充実した研究生活を送ることができる環境が用意されています。意欲あ
る多くの皆さんが理工学研究科に入学してくることを期待しています。
理工学研究科の人材養成その他教育研究上の目的
理工学研究科では、自然の法則と数理の構造を理解し、それらを応用して、人類が継続的に発展し、幸せに生きることを実現する、
すなわち、理と工の融合を目指して教育・研究活動を行っています。この目的達成のため、応用を考慮した基礎科目と基礎理論に基
づいた応用科目、そして広範な分野への適用を考慮した境界領域科目の設置をカリキュラムの基本方針とし、科学技術のみならず、
社会・人文科学分野等において領域横断的に活躍ができ、時代の変化とともに新たな分野に積極的に挑戦し、さらには国際的に通用
する実力を身につけた、人間性豊かな研究者と高度専門職業人の養成を目標とします。

88

MEIJI UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL

理工学研究科

理と工の融合を目指す6つの専攻
理工学研究科は、理工学部に設置されている8学科を基礎として、電気工学、機械工学、建築学、応用化学、基礎理工学と、文理融合を目指
す新領域創造専攻の6専攻で構成されています。

電気工学専攻

電気電子生命学科

電気電子生命学の領域における
高度な専門技術者、教育分野の指導者を育成する。

■6つの専攻

機械工学専攻

機械工学科
機械情報工学科

建築学専攻

建築学科

応用化学専攻

応用化学科

基礎理工学専攻

情報科学科
数学科
物理学科

新領域創造専攻

機械基礎・機械工学・機械システム工学等の幅広い分野で活躍する
国際性豊かな技術者を育成する。

科学・技術と自然・環境の投げかける問題に対応する
建築学を構築し、建築をデザインできる人材を育成する。

今後の自然科学の予測しがたい展開にも対応でき、
化学および化学工業の将来を担う人材を育成する。

情報科学系・数学系・物理学系の結合した分野を通じ、
創造性と柔軟性に富んだ人材を育成する。

安全学系・ディジタルコンテンツ系の分野を通じ、
幅広い分野で科学の発展と社会に貢献できる人材を育成する。

T O P I C S
他大学院との教育研究協定

連携大学院を開設

理工学研究科では、他大学院との学術的提携･交流を促進し、教育･

科学技術の急速な発展と高度化に伴い、専門分野を異にする研究者

研究両面での充実と一層の発展を図るために、他大学院との単位互換

間の協力による総合的な研究が重要となってきました。こうした社会的・

及び研究指導委託に関する制度を設けています。これは、大学院生が

学問的要請に応える制度が、連携大学院の開設です。理工学研究科で

研究上の必要から、他の大学院が設置し開講している授業科目を相互

は海洋研究開発機構と教育研究協力に関する協定を締結し、2004年4

に履修して、その修得した単位を修了に必要な単位として認定したり、

月1日付で科内に連携大学院を開設しました。海洋研究開発機構は海洋

教育研究上の必要性により、他の大学院において研究指導を受けるこ

の総合的開発利用の推進に寄与することを目的に設立された独立行政

とができる制度です。

法人。理工学研究科では、
ほかにも、独立行政法人産業技術総合研究所、
独立行政法人物質･材料研究機構、NTT物性科学基礎研究所、三菱化

【大学院数学連絡協議会】加盟大学院

※基礎理工学専攻数学系

学メディエンス株式会社とも連携大学院の協定を締結しています。

中央大学、学習院大学、上智大学、国際基督教大学、日本大学、日
本女子大学、立教大学、東京女子大学、東京理科大学、津田塾大学、
明治大学

単位互換・研究指導委託制度締結大学院
広島大学大学院理学研究科
龍谷大学大学院理工学研究科
静岡大学大学院自然科学系教育部（博士後期課程のみ）
デジタルハリウッド大学大学院デジタルコンテンツ研究科（単位互換のみ）
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電気工学専攻の人材養成その他教育研究上の目的
電気工学専攻では、電気工学の専門知識を土台に電気工学にかかわる特修科目を修得し、科学的センスと創造性を身につけた高度に専門性の
高い技術者として広い分野において指導的立場で活躍が期待できる「個」の確立した人材の育成を目指します。幅広い視野に立って電気工学を土
台に理学、工学を融合した高度に専門性の高い研究・教育を行い、多様化と専門化が求められている現状に即した電気工学系研究者・技術者を養
成します。

機械工学専攻の人材養成その他教育研究上の目的
機械工学専攻では、研究・技術分野毎にグループ構成された主要科目と専門性の高い特論科目及び境界領域科目を設置することにより、実践的
教育を重点的に実施し、豊かな人間性の確立を図ります。これにより、使命感と倫理観を持ち、広い教養と高度な技術を身につけ、社会の要請・
問題点を自分で発見し、解決する能力を備えた高度技術者及び研究者の養成を目指します。

建築学専攻の人材養成その他教育研究上の目的
建築学専攻では、博士前期課程で創造性豊かな高度専門職業人の育成を目標とし、建築学全般に対する柔軟な発想と特定分野における専門性
を有し、かつ、国際性豊かな人材を育てるべく教育・研究指導を実践します。さらに、国際プロフェッショナルコースは、国際的視野に立って総合
的かつ実践的に課題に対処できるプロフェッショナルの育成を目指しており、国際的通用性のある高度専門教育を行います。また、博士後期課程
では、博士前期課程で培った専門性を一層高め、独創性を持ち、かつ、高度で先端的な研究・開発を実行し、実社会で指導的な役割を担う研究者・
教育者の育成を目指します。

応用化学専攻の人材養成その他教育研究上の目的
応用化学専攻では、基礎から高度な応用まで幅広い視野と独創性を持った科学者・技術者の育成を教育目標とします。境界領域を含めた化学の
基礎から応用までを対象領域とし、理学的及び工学的な両面を併せ持つ特色ある研究と教育を行います。カリキュラムは、化学産業のニーズに即
戦力として応えうる応用技術研究のみならず、基礎科学も含めた広汎な分野を網羅しており、将来の科学技術の発展を担いうる斬新で柔軟な発想
を持つ人材の育成を目指します。
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基礎理工学専攻の人材養成その他教育研究上の目的
基礎理工学専攻では、自然の法則と数理を根本原理から理解し、それを工学の諸分野に応用する素養を持った高度職業人及び研究者の育成を
目指します。

＜情報科学系＞
情報科学系では「時代を変える豊かな創造力と柔らかな思考力の育成」を目指します。変化の激しい時代に対応できる問題発見能力と解決能
力を身につけさせるため、基礎的な力をさらに強化した上で、専門領域に関する実践的で高度な内容の教育を行います。また、国際性豊かな創
造力と幅広い視野を持つ情報科学の専門家の育成を行います。研究を通し、その専門領域での研究開発能力を身につけ、有用で新規性のある研
究成果や作品を国内外に発信します。

＜数学系＞
数学系では、数理科学研究者・社会で幅広く活躍する専門職業人の育成を目的に、代数学・幾何学・解析学という伝統的な数学の教育研究を行い、
社会とのかかわりの中で数理科学教育を展開します。中学校・高等学校の優れた教員を養成することも重要な任務です。教育・研究は、ＭＩＭＳ（明
治大学先端数理科学インスティテュート）と協働して、複線型・複数指導体制で実施され、数学の魅力を次代に継承できる人材の養成を目指します。

＜物理学系＞
物理学系では「物理学の研究・教育を通して論理的思考ができる人物を育てる」ということを教育の目的としています。物理学は、自然の振舞
いを支配する法則を帰納的に突き止め、その根本原理に基づいて現象を演繹的に理解しようとする学問です。この基本に立ち返って思考する物理
学のものの考え方を身につけ、広い視野に立って、知の創造と活用をもって社会に貢献する社会人を育成することを目指します。
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専攻紹介

電気工学専攻
電気工学専攻では、「材料・物性」「電力システム・電気機器・電気
エネルギー変換制御」「情報・制御・コンピュータ・生体・生命」「通信

修了生からのメッセージ

工学・音響・計測」等の分野で活躍する人材の育成を目指しています。
■ 電気工学専攻

Message

カリキュラム一覧

専修科目
電気物性研究
電気物性研究
電気物性研究
電気物性研究
電気物性研究
電気物性研究
電気物性研究
電気エネルギー研究
電気エネルギー研究
電気エネルギー研究
電気エネルギー研究
電気エネルギー研究
電気エネルギー研究
電気エネルギー研究
生体情報制御研究
生体情報制御研究
生体情報制御研究
生体情報制御研究
生体情報制御研究
生体情報制御研究
生体情報制御研究
生体情報制御研究
生体情報制御研究
生体情報制御研究
生体情報制御研究
生体情報制御研究
通信伝送研究
通信伝送研究
通信伝送研究
通信伝送研究

特修科目
高電圧物性特論 誘電体特論
電子デバイス特論
半導体ナノテクノロジー特論
電気材料科学特論
分子物性特論
電子物性特論 光半導体工学特論
磁性体特論 磁気工学特論
電気力学特論
電気機器学特論
制御工学特論A、B
Advanced Power Systems Advanced Machine Learning for Power Systems
エネルギー変換特論
システム工学特論
超電導応用工学特論
ディジタル演算工学特論 アナログ演算工学特論
非線形問題特論
システム制御理論特論 ディジタル信号処理特論
電子計算機特論B
数理計画法特論 メディア工学特論
認知科学特論
脳神経工学特論
情報制御工学特論
生命情報科学特論

通信工学特論B 電磁波特論A
集積電子回路特論 回路デバイス特論
波動信号処理特論

教員
工藤 勝利
松本 皓永
小椋 厚志
三浦 登
加藤 徳剛
勝俣 裕
小原 学
松瀨 貢規
三木 一郎
小野 治
森 啓之
久保田 寿夫
熊野 照久
野村 新一
石田 義久
遠藤 哲郎
松本 直樹
鎌田 弘之
田中 賢一
嶋田 総太郎
小野 弓絵
森岡 一幸
池田 有理
佐々木 貴規
工藤 寛之
村上 隆啓
井家上 哲史
関根 かをり
和田 和千
中村 守里也

博士前期課程

電気工学専攻

小西 達也

2013年3月修了

KONISHI Tatsuya

私は生命情報科学研究室に所属し、
タンパク質が持つシグナルペプチ
ド (SP) と呼ばれるアミノ酸配列について研究を行っています。SPはタン
パク質のN末端領域に存在する疎水性の高いアミノ酸配列を指し、小胞
体移行、翻訳後修飾に関わる重要な機能をもっています。私の研究では、
電気工学の情報処理を応用したバイオインフォマティクスの手法を用いて
人工的に設計したSPの評価・検討実験を行っています。
私が大学院進学を決めたきっかけは、大学院生活の2年間という長い
期間を研究活動に費やしたいと考えたからです。学部生時に研究できる
期間は1年弱と短く、研究活動が消化不良になってしまうことがあります。
一方、博士前期課程の2年間は学んだ知識や技術を活かし研究に取り組
むだけでなく、学会参加、論文投稿、知的財産取得など研究成果を世界
に送り出す機会が多くあります。
また、研究のみならず後輩の指導や研究
室の運営など責任ある仕事を通じ、
社会人に向けての素養を身につけるこ
ともできます。
充実した大学院生活を送るためには、皆さんのやる気や取り組む姿勢
が何より大切になります。研究で素晴らしい成果を出す、人との繋がりを大
切にしながら研究室を盛り上げる、将来へ向けて知識だけでなく取り組む
姿勢を身につける…多くのことを学ぶことのできる大学院生活を皆さんに
もぜひ体験してほしいと思います。皆さんの予想を超える成長の場が大学
院生活にはあります。

※平成25年4月1日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

2012年度

修士論文一覧

●無機EL素子の量子効率測定による発光特性の検討
●Erおよびナノ結晶Siを含有したSiO2薄膜と分散溶液のフォトルミネッセンス特性
●大域特徴量と局所特徴量を用いたクレータ検出性能比較
●超広帯域無線信号による非侵襲呼吸検出手法の研究
●HeLa細胞における微粒子取込の観察と取込量に対する粒子表面特性の影響
●単一インバータに接続した異定格誘導電動機の速度センサレスベクトル制御法
●Langmuir-Blodgett膜における両親媒性ヘリカルペプチドの配向制御
●組成傾斜膜法を用いた結晶Si太陽電池における新規電界効果膜の探索
に関する研究
●知能化空間における分散センサ群の効果的な統合に基づく人物の三次元
形状復元システムに関する研究
●温度情報送信システムで用いる電圧制御発振器の温度依存低減
●搬送波に同期した電圧重畳による低速域でのIPMSMのセンサレス制御
●化学気相成長法による微細孔埋め込みGeSbTeの組成制御に関する研究
●離散時間ロバスト制御システムの構成法に関する研究
●反応性スパッタリング法によるPdOx薄膜の光触媒特性
●フェライト磁石使用アキシャル・スポーク型IPMSMの開発
●直流無機 EL 素子における酸化物半導体薄膜のアニール温度依存性
●太陽電池用多結晶Si中の小角粒界のフォトルミネッセンス解析
●架橋ポリエチレン中における水トリー劣化の温度特性に関する研究
●他通信システムとの干渉回避のためのUWB信号検出の検討
●運動学的要因および選好がミラーシステムの活動に与える影響
●超広帯域無線を用いたボディエリアネットワークのMACパラメータ最適化検討
●銅添加タングステン酸化物薄膜の光学的特性とエレクトロクロミズム特性
●位相同期回路を用いたホワイトノイズの発生と物理乱数
●エッジ強調と偽色制限による誤差拡散法を用いたカラーハーフトーン処理
●計算機ホログラムにおける複素アダマール変換の計算量の改良
●ヒスチジン含有ペプチドの脂質膜に対する挿入・脱離状態のpHによる制御
●膜タンパク質ハロドトプシンと発光酵素ルシフェラーゼの融合タンパク質の発現系の構築
●動体追跡ネットワークシステム構築の簡易化のためのカメラセンサノード開
発に関する研究
●２‐トーラスと３‐トーラスの間の分岐遷移
●一方向性凝固法で作製した太陽電池用多結晶シリコン中の軽元素不純物の分布
●弱反転領域動作PTAT電圧を利用した温度センサ回路に関する研究
●配電系統における電圧・無効電力制御のためのメタヒューリスティクス
●多孔質シリカ中空ナノカプセルのシェル厚の制御とモデル薬物の充填法
●確率ネットワークによる特徴選択を用いたニューラルネット話者照合システム
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●人工シグナル配列を導入した緑色蛍光タンパク質の細胞内局在性解析
●温度依存性を考慮した電源端子入力型低電圧検出回路
●非線形関数を用いた音声合成の品質向上に関する研究
●移動ロボットのロバストな自律走行のためのセンサプランニングに基づく自己
位置推定に関する研究
●適応型ニューロファジィ推論システムを用いたマイクログリッドでの経済性評価
●SRMの振動騒音低減モデルに関する研究
●Si（100）基板上へのMg2Si薄膜の固相成長
●論理演算を用いたカオスストリーム暗号の特性に関する研究
●Bang-Bang制御による高速起動・停止制御に関する研究
●ＵＷＢレーダを用いた屋内人体位置検出に関する研究
●視覚遅延フィードバックがラバーハンド錯覚に与える影響
●チャネル割当問題に対応したGPGPU分子コンピューティングモデルに関する研究
●安定化電源回路の広帯域、低電圧動作に関する研究
●トルク向上を目的としたフェライト磁石使用IPMSMの検討
●遠赤外線画像連続ヒストグラムに基づく歩行者３次元計測手法に関する研究
●無線ボディエリアネットワークのパケット伝送におけるMACスーパーフレーム
構成の最適化に関する研究
●判別分析による月面クレータ検出とその評価
●太陽光発電システムにおけるＭＰＰＴ制御法の考案
●小型探査機の自律画像航行のための物体検出とその性能評価
●５レグインバータに並列接続した誘導電動機及び永久磁石同期電動機の
独立駆動特性
●心的回転におけるミラーシステムの活動
●キャパシタ電位補償法を適用した４レグインバータ駆動並列接続誘導電動
機の独立ベクトル制御
●GPI修飾位置同定アルゴリズムの開発
●音声信号に対する雑音除去
●位相同期回路を用いたホワイトノイズ発生器の電子回路シミュレーション
●パケット衝突回避適用に向けたＵＷＢ信号検出に関する一検討
●太陽電池用結晶シリコンの欠陥制御とパッシベーションに関する研究
●デュアルサンプリングレートオブザーバーを用いたロボットカーの位置制御に関する研究
●酸化物蛍光体微粒子を用いた無機EL素子の作製
●暗号強度と速度を考慮したカオスストリーム暗号の高度化に関する研究
●CB充填導電性高分子材料の電圧-電流特性および温度分布特性に関する研究
●最適化を用いたディザマトリクスの探索
●PMSMセンサレス制御における低速駆動域拡大に関する検討

●ドデシルマルトシドにより可溶化されたファラオニスハロロドプシンが持つカロ
テノイド結合能
●局所表面プラズモン共鳴を用いたLSI微小領域の多軸応力評価手法の確立
●遠赤外線画像の熱分布領域抽出合成細線化に基づく顔認証手法
●ICチップへのワイヤレス電力伝送に関する研究
●４レグインバータによる２台の永久磁石同期電動機の独立位置・速度制御
●むだ時間を含むプラントに対する予測PID制御に関する研究
●低消費電力動作PTAT電圧発生回路の温度係数向上
●WFQを用いたQoS制御に関する研究
●複数センサ統合による対象注視とパーティクル分布制御に基づく人物追従
ロボットに関する研究
●EL素子のホットエレクトロン生成における発光層界面の影響
●パッチクランプ法を用いた膜タンパク質の光誘起電流測定
●アンシャープマスクを用いたエッジ強調型逆ハーフトーン処理
●異なる直流リンク分割電圧5レベルインバータの駆動特性
●EVA樹脂/マイカ界面を有する複合絶縁体中の電気トリー進展特性に関する研究
●3次元スプライン補間手法を用いた医用画像の領域分離に関する研究
●隠れマルコフモデルを用いた雑音環境下における単語音声認識
●低損失電力変換回路に向けたGaN系半導体スイッチング素子の応用
●太陽電池用多結晶シリコン中の結晶粒界における少数キャリア再結合の
評価に関する研究
●パワー MOSFETを用いた誘導加熱用高周波インバータの実証研究
●硫酸化物蛍光体を用いた無機EL素子の作製と評価
●プラズマプロセスで成膜された次世代LSI用絶縁膜に関する研究
●マトリックスコンバータに並列接続した2台の誘導電動機のベクトル制御に
よる駆動特性
●移動ロボットナビゲーションのための画像マッチングに基づくハイブリッド環
境地図生成に関する研究
●DEA法を利用したメガソーラー最適配置
●高速回転用SPMSMの低速域における位置センサレス制御に関する研究
●疑似乱数を用いた写像によるカオス暗号の高度化の研究
●Al2O3をドープしたTiO2ナノ粒子の光学バンドギャップと色素増感型太陽電
池への応用
●ハロロドプシンの三量体会合強度に関与するアニオン結合部位の同定
●ぺロブスカイト型酸化物薄膜蛍光体のPL特性とEL評価
●瞬時トルク一定制御を用いたSRM搭載電気自動車
●固定小数点演算の特性を活用したカオス暗号の高度化に関する研究

理工学研究科

機械工学専攻
機械工学専攻では、機械基礎・機械工学・機械システム工学等の各
分野及びその関連分野を有機的に結びつけることで社会の要求に対応

修了生からのメッセージ

できる知識と創造力、豊かな人間性、国際性を有した人材の育成を目
指しています。
■ 機械工学専攻

Message
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専修科目
熱流体・エネルギー研究
熱流体・エネルギー研究
熱流体・エネルギー研究
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熱流体・エネルギー研究
熱流体・エネルギー研究
熱流体・エネルギー研究
熱流体・エネルギー研究
材料力学・材料設計・材料加工研究
材料力学・材料設計・材料加工研究
材料力学・材料設計・材料加工研究
材料力学・材料設計・材料加工研究
材料力学・材料設計・材料加工研究
材料力学・材料設計・材料加工研究
機械力学・運動制御研究
機械力学・運動制御研究
機械力学・運動制御研究
機械力学・運動制御研究
機械力学・運動制御研究
メカトロニクス研究
メカトロニクス研究
メカトロニクス研究
メカトロニクス研究
設計・生産・トライボロジー研究
設計・生産・トライボロジー研究
設計・生産・トライボロジー研究
設計・生産・トライボロジー研究
設計・生産・トライボロジー研究

特修科目
流体力学特論
熱工学特論
熱数理特論 熱流体・エネルギー特論1
エネルギー工学特論 熱流体・エネルギー特論1
ミクロ熱工学特論 熱流体・エネルギー特論1
熱流体特論 熱流体・エネルギー特論1
熱流体計測特論
熱流体工学特論
熱流体・エネルギー特論2
材料科学特論1、2
加工学特論1、2
固体力学特論 材料力学特論1
塑性加工学特論 塑性力学特論
破壊力学特論 材料力学特論1
材料力学特論2
弾性振動学特論1、2
制御工学特論2
ビークルダイナミクス特論
制御工学特論1 システム制御工学特論
機械力学特論2 振動工学特論
ロボット制御特論 知的制御特論
メカトロニクス特論 流体制御特論
ロボット工学特論1、2
制御理論持論
設計工学特論
トライボロジー特論
生産システム工学特論
データ解析持論 信頼性設計特論
管理工学特論

教員
伊藤 光
土屋 一雄
加藤 和夫
南雲 愼一
中別府 修
小林 健一
石原 康利
相澤 哲哉
榊原 潤
圓谷 和雄
当舎 勝次
納冨 充雄
村田 良美
田中 純夫
松尾 卓磨
下坂 陽男
阿部 直人
椎葉 太一
市原 裕之
松岡 太一
小林 博明
小山 紀
黒田 洋司
加藤 恵輔
小泉 忠由
下田 博一
宮城 善一
永井 義満
井上 全人

博士前期課程

機械工学専攻

石井 淳市

2013年3月修了

ISHII Junichi

「機械」というと自動車やロボットのような大きなものが想像される
ことが多いかもしれません。しかし、近年ではマイクロマシンやMEMS
(Micro Electro Mechanical Systems)と呼ばれる微細な構造や機構
を持った機械を作る技術が進展し、
非常に小さなスケールでのものづ
くりができるようになっています。私が所属するミクロ熱工学研究室
ではそのような微細加工技術を利用して微細熱センサを開発し、
マイ
クロ・ナノスケールの熱流体計測技術への応用に取り組んでいます。
大学院に進学し研究に取り組む中で、私は主体的に物事に取り組
む力を伸ばすことができたと感じています。例えば定められた期間の
中で研究をまとめるための研究計画の立案や、データ取得のための
実験計画の作成、実験装置の製作など、学部生の時の準備された課
題に取り組む学習とは違い、研究を進めるための計画・手段を自らが
考えながら取り組みます。主体的に物事を進めるのは時間と労力を
要する作業ではありますが、自分で考えたアイデアが良い結果につな
がったときには大きな成長として感じることができます。
このように大学院では主体的に問題解決をする能力をはじめ、プ
レゼンテーション力やマネジメント力など、社会に出てから必要な能
力を身に付けることができる場所です。実践を通して自らを成長させ
る場として大学院で学んでみませんか？

※平成25年4月1日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

2012年度

修士論文一覧

●誘導加熱を用いた工業炉内の熱流動シミュレーション
●膝リウマチ性疾患の温熱治療を目的とした空胴共振器加温方式の基礎検討
●火花点火ガソリン機関の始動時における燃焼特性に関する研究
●光音響分光法を応用した非侵襲血糖値計測プローブの小型化・高感度化に関する研究
●床反力変化による膝関節角度の推定
●外付けセンサによる燃焼モニタリング法の研究
●MEMSチップカロリメータによる高温熱分析技術の開発研究
●歩行者の回避行動を想定した自律移動ロボットの軌道生成
●ミスト加湿を用いた湿度操作空気清浄法による水溶性ガス状汚染物質の除去
●整磁合金を用いた光-熱駆動アクチュエータの開発とその応用
●LII法及びLIS法を用いたディーゼル噴霧火炎内すす生成・酸化過程の観
察(1) ―電子顕微鏡によるすす粒径分布解析結果との定性比較―
●血流を考慮したリエントラント型アプリケータの局所加温特性に関する基礎検討
●平行平板スタックを用いた熱音響原動機における振動流のダイナミクス
●誘電体ボーラスを用いた空胴共振器加温方式の加温位置制御
●SThMによる熱伝導率計測特性のシミュレーション解析
●舶用ディーゼル機関マネージメントシステムの開発に関する研究
●鋭敏化したSUS304の応力腐食割れに対するショットピーニングの効果
●マイクロバブルの存在・収縮性が水質及び洗浄性に及ぼす影響
●スクラッチ法によるフレキシブル積層材料の層間界面強度計測法の開発
●粒子法を用いた多孔質体の乾燥過程に生じる毛細管力に関する研究
●高温高圧下フッ化水素結晶における超イオン伝導機構
●日射の影響を考慮した駐車時の車室内温熱環境の解明
●ボールねじの玉間接触に関する研究
●マルチボディ車両モデルを利用した操舵反力シミュレータにおけるリアリティ向上
●サボニウス風車の特性に及ぼすブレードに設けたスリット形状の影響
●エアダンパを用いた制振制御における切り替え手法に関する研究
●FCC-BCC相変態のモンテカルロシミュレーション
●半導体レーザー吸収分光法による尿素SCRシステム用アンモニア濃度計測装置の開発
●連成振動をする弾性体に対する制振制御に関する研究
●拘束条件式を近似したマルチボディダイナミクスに基づくリアルタイム車両運動解析
●シミュレータを用いた鉄道車両の乗り心地評価に関する研究
●水平防波板によるタンクローリーのスロッシング抑制
●道路標識柱の振動抑制に関する研究
●空気圧シリンダを用いた歩行支援システムの研究
●二層構造物に対するフィードバックとフィードフォワードを用いた切り替え制振制御に関する研究
●滑空するアルソミ
トラ・マクロカルパ翼果の空力特性
●ショットピーニング加工を施した平板における乱流境界層に関する研究

●操縦安定性と乗り心地を考慮した自動車用サスペンション
●ボールねじの玉挙動とロストモーション ―潤滑剤の動粘度と速度変化による影響―
●車体剛性を考慮したレーシングカートの運動特性評価
●カップリングの耐久性評価
●セミアクティブ動吸振器を用いた二層構造物の制振制御に関する研究
●非線形振動系の特性と衝撃吸収材の評価
●動的微小せん断試験装置による粘着剤の凝集特性と接着界面特性評価法の開発
●空気圧駆動型多指人工指による材質認識システムの研究
●フッ化カルシウム結晶の超イオン伝導状態における可動イオンの動的構造
●フラットオーバル孔を有する無限平板が無限遠方で面内作用を受ける場合の応力集中
●縦型設置円すいころ軸受外輪の微小変位挙動
●空気抵抗に及ぼすショットピーニング加工面の影響
●簡易マイクロバブル発生装置の性能に及ぼす出口部形状の影響と気泡微
細化メカニズムについての研究
●多機能カンチレバープローブを用いたSTｈMによる熱・電気計測
●二軸回転降下するトネリコ翼果に働く空気力に関する研究 ―回転する二
次元平板の揚力と抗力の測定―
●ウェーブレット級数表現を用いた剛性関数の強化学習法の研究及びその腱
駆動ロボットアームへの応用
●円筒ころを用いた免震支承に関する研究
●伝熱フィンの仕様がMH容器内の温度に及ぼす影響
●ディーゼル噴霧火炎内すす粒子の時間分解サンプリングのための高速度シャッターの開発
●レーザ変位計とひずみゲージの組み合わせによる金型弾性変形測定
●後縁延長板付きSYM翼型を用いた三次元翼に関する研究
●移動ロボットにおける複数センサ情報を統合した6自由度自己位置推定
●LII法及びLIS法を用いたディーゼル噴霧火炎内すす生成・酸化過程の観
察(2) ―雰囲気酸素濃度の影響―
●メニスカス熱制御式マイクロマニピュレーションにおける分離温度の低減
●鉄道用架線の振動低減化に関する研究
●鉄道車両用前後非対称台車の運動特性
●地図情報を用いた位置および路線形状推定
●長期無人放射線観測ロボットの開発
●連結車両のロール低減による横転防止に関する研究
●磁性ナノ粒子を用いた分子イメージングにおける画像分解能向上を目的とした信号検出法
●管内流の安定温度成層化による摩擦抵抗低減
●連結車両の運動特性
●屋外都市環境におけるカメラとレーザ測域計を用いた移動障害物認識及び追跡システム
●飛散防止フィルムを貼付したガラス板の熱応力解析

●超イオン伝導体フッ化鉛結晶におけるイオン拡散構造
●軽油及びFTD燃料を用いたディーゼル噴霧火炎内すす粒子性状の電子顕微鏡解析
●腱駆動脚の制御システムの構築と剛性制御
●空圧機器を用いた連結制振制御に関する研究
●粘着剤の微小せん断変形試験における応力分布解析
●PEFC性能に及ぼす２連サーペンタイン流路の圧力差と流路幅の影響
●単軸引張作用を受ける高分子材料PCの応力-ひずみ関係（無負荷状態からくびれ形成終了まで）
●動電型小型振動台における波形再現に関する研究
●熱伝導系に対する繰り返し設計法による温度制御に関する研究
●カオス波形による加振機の駆動とカオス加振下での挙動
●発電式振動抑制装置の時間遅れ改善手法
●プローブタック試験による微小押し込み計測法の開発
●計測された状態量に基づくHILSシステムにおけるリアルタイム解析手法の検討
●La系合金と多孔性シリカを積層した新しい水素吸蔵材料の開発
●粘着フィルムの変角型剥離-圧縮応力検出装置の開発
●屈伸運動をする腱駆動式二足歩行ロボットの機構解析と構造解析
●レーザー変位計を用いた単純据え込み加工による工具変形の測定
●空気圧制御による腱駆動介護補助ロボットアームの開発
●腱駆動ロボットハンドのシステム開発及びGAを用いた腱の張り回しの決定
●ディーゼル噴霧燃焼におけるすす酸化過程調査のための急速膨張装置の開発
●低レイノルズ数における二次元翼まわりの流れの挙動
●空気圧シリンダにおけるクローズドシステムの研究と開発
●３次元LRFを用いた複数台移動ロボットによる効率的な地図生成手法
●幾何学パターンの歪によって生じる奥行き方向の傾斜角を利用した三次元形状検出に関する研究
●マルチエージェント環境下における失敗確率の伝播アルゴリズムの有効性に関する研究
●外乱オブザーバとマルチボディダイナミクスによる路面形状の推定
●ショットピーニング加工面の摩擦係数
●ラマン分光スペクトルによるプラスチックフィルムの材料特性解析法の最適化
●平面度測定の事前情報を使用したベイズ推論による平面度の不確かさ推定
●バーチャルリアリティを用いた手術支援システムの基礎検討
●車載用外付け力センサに関する研究
●光音響分光法を用いた非侵襲血糖値計測器の研究 ―生体水に由来す
る背景雑音の抑制技術について―
●腹部腫瘍の有効加温を目的とした大形空胴共振器アプリケータの加温特性
●支持台傾斜角を用いた空間重心推定
●空気圧シリンダを用いた腱駆動マニピュレータの開発
●自転降下するニワウルシ翼果に働く空気力に関する研究
●ピン支持拡大機構を用いたリニア発電式制振装置
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専攻紹介

建築学専攻
建築学専攻では、「建築、都市計画設計（プランニング＆マネージメ
ント系、デザイン系）
」「建築構造・建築材料」「建築環境・建築設備」

修了生からのメッセージ

の分野の研究開発や設計能力を育むとともに、自立して研究活動を推
進できる人材の育成を目指しています。

Message

■ 建築学専攻 カリキュラム一覧
専修科目

特修科目

建築・都市計画設計研究

建築意匠特論

教員

建築・都市計画設計研究

住環境計画特論

建築・都市計画設計研究

都市史特論

建築・都市計画設計研究

建築計画特論

設計スタジオ1
先端建築特論

大河内

田中 友章

建築・都市計画設計研究

住環境計画特論

川嶋 雅章

建築構造・建築材料研究

木質構造特論

野口 弘行

建築構造・建築材料研究

構造性能特論

平石 久廣

建築構造・建築材料研究

高木 仁之

建築材料特論

小山 明男

建築構造・建築材料研究

建築振動特論

小林 正人

建築環境・建築設備研究

給排水設備特論 建築水環境特論
坂上 恭助
建築環境工学特論 建築環境解析特論 酒井 孝司
建築環境評価特論

びに、新しい耐震設計法に関する研究を行っています。
私が大学院進学を決意した理由は、将来構造設計の仕事に従事したい
識を身に付け、
より専門性を高めることを目標に掲げました。

鉄筋コンクリート構造特論

設備計画特論

私は建築構造第一研究室に所属しています。本研究室では、平石教授
の御指導の下、主に新しい鉄筋コンクリート造の耐震・制震の技術開発並

と考えたからです。社会に出る前に、研究を通して出来るだけ多くの専門知

建築構造・建築材料研究

空調設備特論

2013年3月修了

SUZUKI Ayaka

荒川 利治

建築構造・建築材料研究

建築環境・建築設備研究
建築環境・建築設備研究

建築学専攻

鈴木 彩香

園田 眞理子
青井 哲人

まちづくり特論

博士前期課程

学

加治屋 亮一

建築環境・建築設備研究

建築音響特論

Architecture and Urban Design Studies

Advanced Architectual Design

上野 佳奈子

Architecture and Urban Design Studies

Advanced Urban Design

佐々木 宏幸

Architecture and Urban Design Studies

Advanced Design Studio

タルディッツ マニュエル コヴィ

Architecture and Urban Design Studies

Advanced Design Studio

吉村 靖孝

小林 正美

※平成25年4月1日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

そこで、「新しい」技術や設計手法を追求でき、
そして何よりも学生が「主
体」
となって研究に取り組むことができる本研究室に入ることを決意しました。
研究は、勉強とは異なり、誰も答えを知りませんから、失敗の連続です。ま
た、誰に教えられるわけでもなく、
自分で考え研究を遂行していかなければなり
ません。これはとても大変なことですが、
その過程があって研究成果を得るこ
とができます。
そのため研究を通して、専門知識が身に付くことはもちろん、問題解決能
力、忍耐力、
プレゼンテーション能力等様々な力が身に付くでしょう。
また本研究室の場合は、特に自分の時間を十分に確保できるため、研究
以外にも自分の興味を持った勉強をしたり、旅行をしたり、趣味に時間を費や
す等、
自分の世界を広げることができるのも大学院生活の大きな魅力です。
明確な目的を持って大学院生活を送ることは、
自分を大きく成長させてくれ
ることと思います。皆さんも大学院で多くを学び、
自分の夢に向かって頑張っ
てください。

2012年度

修士論文一覧

●戦後の百貨店装飾部・設計部・製作所の活動に関する研究
●ロンドンにおける戦後復興期の都市の変容 ─土地の所有形態と都市形成の観点から─
●杭頭接合条件が上部構造の地震時応答に与える影響に関するパラメトリックスタディ
●多様性と全体性を纏った建築空間の設計手法に関する研究 ─槇文彦の
「結節」の手法の再解釈─
●都心部における「民有地の公共空間」の活用・管理に関する研究 ─“東京の
しゃれた街並みづくり推進条例”の全まちづくり団体への調査・分析─
●津波荷重に対する免震建物の終局挙動と構造安全性評価に関する研究
●窯業系建材のリサイクル手法とその効果に関する基礎的研究
●長周期・高減衰領域を考慮とした設計用地震応答スペクトルの減衰補正
●座屈拘束ブレースを用いた既存鉄骨造プラント建屋の制振補強に関する研究
●アルゴリズミック・デザインを用いた密集市街地における小規模共同住宅の設計手
法の開発 ─東京都墨田区地区の共同建て替えをケーススタディとして─
●河川環境に適応した構築物に関する研究～神田川船宿群を対象として～
●数値人体モデルを用いた不均一放射環境の数値解析に関する研究
●自動ドア作動時における気流特性の把握に関する研究
●木造住宅の耐震改修時の診断評点上昇に対する地震最大応答低減効
果及び耐震改修コストに関する研究
●フライアッシュコンクリートの調合および養生条件が中性化に及ぼす影響
●GISを用いた秋葉原地域におけるテナントの立地特性と変容に関する研究
●木材港を巡回する木造水上仮設劇場の設計
●外張り断熱工法における断熱材目地隙間部の熱的性能評価に関する研究
●加熱を受けたRC柱の残存耐力に関する研究─せん断破壊モード柱─
●経年した住宅団地の街守り活動の生成と展開に関する研究 ─三田地域における実践を通して─
●障害者・高齢者等に対応したマンション住戸のオーダーメイド設計の方法
に関する研究 ─対話型設計方法とその支援ツールの開発─
●薄層緑化の熱的性能に関する研究
●木質全ネジボルト接着接合を用いた木質ラーメン構造の水平挙動に関する
研究 ─パネルゾーンの応力・耐力性状に関して─
●木質全ねじボルト接着接合における木材繊維角度が引張耐力・剛性に及ぼす影響
●杭の地中ヒンジが鉄筋コンクリート造建物の地震応答性状に及ぼす影響に関する研究
●低分子量セルロースエーテルのコンクリートへの適用性に関する基礎的研
究 ─初期ひび割れ及び乾燥収縮に対する検討─
●実測データに基づく鉄骨造中層建物の地盤の影響を考慮した振動特性評価
●地域文化を活かす歴史的街並群再生のための工学的アプローチ ─多質点系に
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置き換えた歴史的町家の地震応答解析による補強法の可能性に関する研究─
●座屈拘束ブレースを用いた外付け耐震補強工法の補強性能
●ルイス・バラガンの空間構成手法に関する研究 ─奥行性を持つ絵画的
空間の集合体としての建築─
●都市部における市街地再開発手法に関する研究 ─日本橋室町一丁目
における再開発シミュレーションによる検証─
●変形規定型設計法に関する研究
●多様な集団規模の共存と異世代間交流に配慮した子ども施設の研究
─杉並区西荻窪における複合型認定こども園の設計─
●日本の高齢者住宅のハウジングシステムに関する研究 ─東京都品川区
のケース・スタディを通して中国への提案ー
●竹を活用したHPシェル構造シェルターの設計 ─千葉県南房総市における里山プロジェクト─
●杭頭浮き上がり基礎回転系対応型杭の開発研究
●建築再生における確認申請手続きに関わる課題 ─既存不適格調書の
利用実態に着目して─
●二方向入力下における杭頭浮き上がり基礎回転系構造の応答性状に関する研究
●杭頭浮き上がり及び沈み込みによる基礎回転系構造の設計法に関する研究
●木材の剛性補強にアラミド繊維棒を用いた場合の構造特性に関する研究
●建築空間における自然光を用いた時間の表現に関する研究
●外装タイル接着剤張り工法の長期耐久性に関する基礎的研究
●斜面地に応答する建築形態の設計手法に関する研究 ─斜面集合住宅に着目して─
●第３次植物工場ブームにおける完全人工光型植物工場の実態に関する研究
●現代におけるヴァナキュラーの変遷と風土的設計手法の研究
●PC圧着接合を用いた非埋め込み型複合構造梁の力学的挙動に関する実
験的研究 ─接合部挙動及び外ケーブル補強効果─
●商業市街地における表象から考察する広告を有する建築に関する研究
─明治神宮前駅前交差点のケーススタディを通して─
●CFD解析シミュレーションを用いた環境共生型学校建築の設計 ─両義
的な壁を用いた豊洲小学校新築計画─
●住宅地の経年変化に伴う建設される戸建住宅の空間特性に関する研究
─多摩田園都市第２ブロックに建つハウスメーカー A社の住宅を対象として─
●塗装を施したPcaカーテンウォールの耐久性評価
●商業空間における空間構成要素と空間滞留時間に関する研究 ─色とレ
イアウトが与える印象と行動パターンの分析─
●杭頭浮き上り基礎回転系架構の基本的性状に関する研究

●鉄筋コンクリート造超高層煙突の振動特性と耐震設計法に関する研究
●室内音環境とストリートダンスパフォーマンスの関係に関する研究 ─ダン
ス技能の習熟度に着目した分析─
●住民意志による居住環境制御に関する研究 ─川崎市地区まちづくり育
成条例に着目して─
●現代の狭小住宅における床の多様性に関する研究
●女性誌の広告に見る台所空間
●梁端RCにSを埋め込んだ梁部材の接合部耐力に関する研究 ─エンドプ
レート定着における応力伝達機構の有効性─
●人のふるまいに関わる空間の構成と設えに関する研究 ─都市建築の公
共的空間の分析を通して─
●管内圧力変動のトラップ封水損失に対する評価に関する研究 ─トラップ
の有無と管内圧力および管内圧力波形と封水損失の関係─
●免震部材の多様性を考慮した免震建物の設計用地震荷重 ─非線形
モーダルアナリシスによる地震応答構造の分析─
●醤油醸造業の変遷と都市の形成過程に関する研究 ─醤油醸造業の
町、野田市とキッコーマン株式会社のケーススタディを通して─
●面材釘打ち耐力壁の耐力算定法の最適化に関する研究
●スリップ型復元力特性を有する多層建築物の地震最大応答変位予測に関
する研究 ─復元力のスリップ率が縮約手法の制度に与える影響─
●都市観光におけるICTユビキタス技術を用いた情報提供と回遊性に関する研究
─御茶ノ水茗溪通り─仲通り商店街における実証実験を事例として─
●免震層の上下に振動系を有する建物の振動特性と地震応答性状に関する研究
●昭和三陸津波の罹災地復興と産業組合 ～農山漁村経済更生運動を中
心とした1930年代社会政策の進展に着目して～
●空き家等を活用した生活困窮者の住まいと地域の拠点づくりに関する研究
●サイホン排水システムの基本特性に関する研究 ─長配管と空調ドレンへ
の適用─
●高靱性セメント複合材を用いたRC耐震壁における構造性能の寄与及びひ
び割れ損傷制御に関する実験的研究
●北京川底下村における住居形態の地形に対する調停メカニズムに関する研究
●ハンス・シャロウンの設計手法に関する研究 ～主要な住宅作品の平面
構成に着目して～
●日本の景観政策とデザインレビュー制度の一体的活用に関する研究 ─日本
橋人形町におけるデザインガイドライン策定プロセスのシミュレーションを通して─

理工学研究科

応用化学専攻
応用化学専攻では、研究対象を「無機物質」「有機物質」「物質の
工学的処理」「分析法」に分け、広い視野と良識で物質と反応を解析・

Message

修了生からのメッセージ

理解できるように指導し、化学工業の将来を担う人材の育成を目指して
います。
■ 応用化学専攻

カリキュラム一覧

専修科目

特修科目

教員

無機工業化学研究

無機化学特論2

長尾 憲治

無機工業化学研究

無機材料科学特論

石川 謙二

無機工業化学研究

無機化学特論1

渡邉 友亮

有機工業化学研究

有機反応化学特論 有機プロセス化学特論

倉田 武夫

有機工業化学研究

有機合成化学特論

宮腰 哲雄

有機工業化学研究

高分子化学特論

有機工業化学研究

有機立体化学特論

土本 晃久

有機工業化学研究

有機構造化学特論

本多 貴之

化学工学研究

化学工学特論2

茅原 一之

化学工学研究

化学工学特論4

古谷 英二

化学工学研究

化学工学特論3

大竹 芳信

化学工学研究

化学平衡特論

深澤 倫子

分析化学研究

表面・局所分析特論

中村 利廣

分析化学研究

機能性材料分析特論

相澤

分析化学研究

分離分析化学特論

小池 裕也

高分子新素材特論

博士前期課程

永井 一清

守

※平成25年4月1日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

益村

応用化学専攻

悠

2013年3月修了

MASUMURA Haruka

私は有機工業化学研究室に在籍しており、
エポキシ化で高活性を示し
た磁性内包触媒を用いて、本触媒の他反応への適用性について研究を
行っています。
大学院進学は高校生のときから考えていましたが、
いざ進路を決める時
期になると悩みました。
もっと化学を学びたいという気持ちがあると同時に、
大学院の勉強についていけるか不安でした。
そんな私が進学を決意したの
は、後悔はしたくないと考えたからです。
大学院ではこれまでとは異なり、何をどの様に研究するか、
自分で考えな
ければいけません。始めのうちはどうしたら良いのかわからず困ることもあり
ましたが、今では
「主体的に行動する力」
を養うことができたと思います。
研究が思うように上手くいかず、挫折することも、悔しい思いをすることも
あります。
しかし、研究室の仲間と互いの研究について相談し、議論し、励
まし合うことで前に進むことができ、結果が出たときは大きな喜びと達成感
が得られます。
大学院では比較的時間を自由に使うことができ、研究はもちろん、
それ
以外の活動でも自分を高めることができます。大学院生活はとても充実し
ており、修了するまでにやり遂げたい目標に向かって楽しく努力する日々で
す。
少しでも進学を考えているなら、是非挑戦して下さい。2年後、必ず成長
した自分に出会うことができます。

2012年度

修士論文一覧

●ポリマー材料中の水の構造変化
●アパタイトファイバースキャフォルドを用いた再生肝オルガノイドの構築とその
機能評価
●Synthesis and Characterization of ABA-type Triblockcopolymer Derived from
Fluorine-Containing Polyimide Macroinitiator with Adamantylmethacrylate
●凍結融解の反復に伴うポリビニルアルコールハイドロゲル中の水と高分子
網目の構造変化
●Development of heavy metal elution controlled artificial soil as
standard material for elution test
●超臨界CO2中におけるMSC5Aへの有機化合物の吸着
●ケージ占有率の変化に伴う水素ハイドレートの局所構造の変化
●新規有機分子固定化遷移金属錯体の創製と触媒としての有機反応への応用
●種々のニトロアレーンを用いたone-pot S-アリール化反応によるジアリール
スルフィド類の合成に関する研究
●インジウム触媒によるアミン類を用いたピロール類の形式的なN-アリール化
およびN-アルキル化反応
●天然漆と無機微粒子による電波吸収材料の開発
●フッ化セシウム担持β-ゼオライトを用いたKnoevenagel縮合反応とクマリン
誘導体合成
●固体酸触媒を用いたβ-ピネンオキシドの変換反応に関する研究
●6員キレート環を形成する直鎖型三座ポリピリジン配位子を持つルテニウム
(II)錯体の合成と構造、及び置換反応
●蛍光Ｘ線分析と原子吸光分析によるＩ
ｒ粉末中不純物の定量
●非塩素系錯体重合法によるBaTaO2Nの合成
●インジウム触媒反応を基軸とするβ-ピロリル環を有するアルカンの簡便合成
●気孔構造を精密制御したリン酸カルシウム多孔体の創製およびその気孔内
での骨形成能の評価
●Effect of Substituent Groups on the Water Vapor Sorption Property of Polyhedral
Oligomeric Silsesquioxane (POSS) - Containing Polymer Membranes  
●有害金属含有溶出試験用プラスチック標準の開発
●種々のリン酸カルシウム相からなる骨再生用足場材料の創製とその生体適
合性評価
●CO2 Sorption Property of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane
(POSS) - Containing Polymer Membranes
●ケイ素含有アパタイトファイバーを用いた硬組織再生用スキャフォルドの開発

●固体酸触媒を用いたスチレン誘導体とホルマリンのプリンス反応
●X線回折法による植物中の結晶性セルロースの定量
●Analysis of Water Vapor Solubility in Various Glassy Polymers  
―Effect of Adamantane Group―
●溶剤回収PSAへの水蒸気の影響
●アセトンからイソホロンの合成における固体塩基及び固体酸触媒の検討
●インジウム触媒と臭素系酸化剤を用いたヘテロアリールインドール類とα,β不飽和カルボニル化合物の反応による環形成反応
●3級アミンで架橋した非対称配位子(3-ピリダジニル)(2-ピリジル)アミンを持
つルテニウム(II)錯体の合成と構造
●インジウム触媒とヒドリド還元剤を用いたヘテロアリールインドール類と α,β不飽和カルボニル化合物の反応による環形成反応
●亜鉛触媒によるインドール類の直接シアノ化反応：シアノ基供給源としての
ニトロメタンの利用
●L-アミノ酸誘導体を用いたジアステレオマー法による光学活性なδ-ラクトン
類の合成
●亜鉛触媒によるヒドロシランを用いたインドール類の脱水素シリル化
●FAU型ゼオライトへの有機塩素化合物の吸着平衡と速度の測定および分
子シミュレーション
●漆および黒錆による鉄基板への黒色皮膜の形成に関する研究
●Rhus succedanea 種由来の漆液の硬化メカニズムおよび乾燥性向上に
関する研究
●骨ミネラル含有アパタイトから作製したキレート硬化型セメントの硬組織適合性
●ラッカーゼ酵素を用いたヒドロキシケイ皮酸誘導体の脱水素重合反応およ
び抗酸化能評価に関する研究
●Characterization and Gas Permeation Property of DiacetyleneContaining Polymer Derived from Ferulic Acid
●湿式合成ケイ素含有アパタイトによるキレート硬化型骨修復セメントの創製
とその評価
●ホウ素含有アパタイトセラミックスの作製とその免疫細胞応答性
●アンモノサーマル法による赤色蛍光体SrAlSiN3:Eu2+の低温合成
●金属触媒を使用しないブレンステッド酸触媒によるカルボニル化合物とヒド
ロシランを用いるピロール類のβ-アルキル化反応
●La2-xNdxNiO4+δ(x=4/3)の結晶構造と熱膨張率
●電気分極水酸アパタイトセラミックスによる細胞の表現型制御機構

●Characterization of Crystalline Phases and Elemental Composition
of Rare and Precious Metals in Printed Circuit Boards
●イットリウム交換モンモリロナイト触媒を用いたカルボニルエン反応による不
飽和アルコール類及び1,3-ジオキサン誘導体の合成
●無機微粒子への新規な表面改質技術の確立およびその機能性材料への
応用
●鉱物分析法による酒匂川流域河川砂の識別
●架橋部としてのピリミジル基を中央に配した四座配位子を持つ二核ルテニ
ウム(II)錯体の合成と構造及び反応
●Knoevenagel縮合反応における磁性カルシウムバナジン酸アパタイト触媒
の適応性の検討
●種々のリン酸カルシウム相からなるキレート硬化型骨修復セメントの生体吸
収性
●アパタイトファイバースキャフォルドを装填したラジアルフロー型バイオリアク
ターによるラット骨髄間葉系幹細胞からの再生培養骨の構築 ―培地循
環速度の最適化―
●再生可能資源であるCNSLを原料とした新規バイオベースポリマーの開発
●改良型Koenigs-Knorr法を用いたテルペン酸配糖体の合成に関する研究
●フラックス法による α-BiTaO4光触媒の低温合成
●フラックス法による BiNbO4の合成とその評価
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理工学研究科

Graduate School of Science and Technology

専攻紹介

基礎理工学専攻
基礎理工学専攻では、情報科学系・数学系・物理学系という独立した分野が有機的に結
合された新しい発想の分野での学問を通じ、幅広い分野で活躍できる創造性・柔軟性に富

院生からのメッセージ

んだ人材の育成を目指しています。

情報科学系
■ 情報科学系

博士前期課程 基礎理工学専攻
情報科学系 2年

特修科目
アルゴリズム特論 計算の理論
情報理論特論 生体情報処理特論
シミュレーション特論
情報論理数学特論 計算エレクトロニクス特論
コンピュータ設計特論 組込みシステム特論
コンピュータアーキテクチャ特論 電子デバイス・集積回路特論
ソフトウェア基礎特論 ソフトウェア科学特論
ソフトウェア工学特論 システム設計特論
システムプログラム特論 プログラム言語特論
知能科学特論 知能システム特論
知能ロボットシステム特論 意識システム特論
情報システム特論 ネットワーク特論
情報セキュリティ特論 分散システム特論

教員
玉木 久夫
荒川 薫
飯塚 秀明
笹屋 勤
井口 幸洋
堤 利幸
疋田 輝雄
中所 武司
石畑 清
林 陽一
武野 純一
高木 友博
齋藤 孝道

※平成25年4月1日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

2012年度

修士論文一覧
●特定問題領域に特化したWebアプリケーションフレームワークの提
案と評価
●3個のアンサンブルニューラルネットワークを用いたE-Re-RXによる
ルール抽出の可能性
●DFD表示方式における画素範囲指定機能の提案と評価
●自覚する意識ロボットに関する研究
●属性情報の選択的提示が可能なShibbolethシステムの提案と実装
●因果性を考慮した有用パターン抽出方法
●シンプレックス法による誤差逆伝播法の改良
●論理回路における多重故障診断法に関する研究
●フィードリーダーの利用者間でのポートレットを用いた共有方法の提
案と評価
●2部グラフの2層描画の辺交差数最小化
●コンパイラで検出できないプログラミング記述ミスの発見
●信号処理フィルタの記述言語からハードウェア記述言語への変換
ツールの開発と美肌処理システムへの応用
●モンテカルロ木探索を用いた麻雀の思考ルーチンに関する研究
●エンドユーザ主導Webアプリケーション開発技法の提案と評価
●SVMを用いた有害画像判定法の提案
●意識システムによって見真似するヒューマノイドの開発
●レビューからの感情抽出による映画推薦の提案
●プログラミング学習のための練習問題の多様化と効率的な開発に向
けて
●高速PLCエミュレータの高信頼化とコンパイラの実現
●FlexアプリケーションのHTML5変換

FlexPowerFPGA【=（FP）2GA】に関して、産総研と共同研究をしています。
低消費電力＝デバイスのバッテリー長持ち＝エコーでいろいろな分野で活躍で
きるデバイスです。この機会を生かし、私はつくばの産総研で（FP）2GA設計ツー
ルの研究をしています。
実際、私はソフト系出身ですが、根はいろんなことを試したい性格なので、ハー
ドウェアにも興味があります。明治の「個を強め、世界をつなぎ、未来へ」という自
由自治の建学精神に引きつけられるのも、研究内容以外にもう一つの入学動
機だと思っています。

献や論文を探す方法の指導もやっています。修士論文にとても役に立ちます。
奨学金とTA（Teaching Assistant）制度は、経済・生活的な面で支えてくれ
て、安心して学生生活を送ることができます。特に進路に関して、就職キャリア支
援が全面的にサポートしてくれて、先輩達の就活経験・情報・資料も大量に蓄
えられています。
完璧・安心の環境で研究が進められます。ぜひ、キャンパスに来てみてください。

院生からのメッセージ

Message

博士前期課程
数学系 2年

基礎理工学専攻
TANIGUCHI Naoki

大学院：広く世界へつながるpath
特修科目
先端数理科学課題研究
先端数理科学課題研究
先端数理科学課題研究
先端数理科学課題研究
先端数理科学課題研究
先端数理科学課題研究
先端数理科学課題研究
先端数理科学課題研究
先端数理科学課題研究
先端数理科学課題研究
先端数理科学課題研究
先端数理科学課題研究
先端数理科学課題研究

代数学特論
代数学特論
代数学特論
幾何学特論
幾何学特論
数理科学特別講義
関数解析特論
計算数理特論
偏微分方程式特論
偏微分方程式特論

教員
後藤
藏野
中村
鴨井
長友
佐藤
阿原
今野
長岡
渡邊
桂田
廣瀬
名和

四郎
和彦
幸男
祐二
康行
篤之
一志
宏
亮介
浩
祐史
宗光
範人

※平成25年4月1日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

修士論文一覧

●錐領域における非線形放物型方程式に対する時間大域解
の非存在について
●ある非有界領域における反応拡散方程式の時間大域解の
非存在について
●クラドニ図形の数値解析
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私が入った研究室では、（独）産業技術総合研究所（以下、産総研）が
提唱する高速と低消費電力の両立が可能なFPGAアーキテクチャである

谷口 直樹

カリキュラム一覧

2012年度

MA Chao

入学後は、落ち着く・生気な雰囲気で興味があることに没頭できます。静かで

数学系
専修科目
代数学研究
代数学研究
代数学研究
代数学研究
幾何学研究
幾何学研究
幾何学研究
幾何学研究
数理解析研究
数理解析研究
数理解析研究
数理解析研究
数理解析研究

超

斬新なキャンパス・完備の研究環境で一層安心感を与えます。図書館で英文

●理解度モデルに基づくC言語学習支援システムの設計と実装およ
び試用
●エラー回復力の高い構文解析法
●UltraSPARC Tx上で稼働するWebサーバにおける暗号処理のオフ
ローディングのパフォーマンス解析
●UltraSPARC Txにおけるメモリプールを用いた暗号処理のオフロー
ディング方式の高速化
●Confabulation modelに基づく組み合わせ生成による注釈付き画
像検索
●iphoneを利用した災害時避難誘導システムの作成
●Linked Dataを用いたユーザの興味に基づく映画推薦手法の提案
●立体感と色味を考慮した対話型似顔絵作成
●画像の直線成分復元を取り入れたインペインティング法によるビデオ
スクラッチ除去
●MPEG圧縮データに適した動画像電子透かしにおける特性改善
●対話型顔画像美観化処理におけるアルゴリズムの評価
●デバッグの効率向上を目的としたデバッガの作成
●ヒトとロボットの対話について
●経年変化顔画像の濃淡情報に着目した人物認証
●情報推薦に関する研究
●バイナリーオプションの予測方式の提案と評価
●リモートデスクトップ環境VCLを用いたイントラネット構築システムの
提案と実装
●意識するパターン抽出システムに関する研究
●Web行動追跡のためのハードウェア特徴点の抽出

■ 数学系

馬

カリキュラム一覧

専修科目
情報基礎研究
情報基礎研究
情報基礎研究
情報ハードウェア研究
情報ハードウェア研究
情報ハードウェア研究
情報ソフトウェア研究
情報ソフトウェア研究
情報ソフトウェア研究
広域情報科学研究
広域情報科学研究
広域情報科学研究
広域情報科学研究

Message

MEIJI UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL

●加群のテンソル積のtorsionfree性について
●グラフから定まる辺イデアルのSymbolic Powerについて
●双曲正多角形による種数２の閉曲面のタイリングの分類
●数学科における教員養成カリキュラムの提案

私の専門分野は「可換環論」です。可換環論は代数学の一分
野であって、
数や函数などの集合のように、
加減乗除という四則の
うち足し算・引き算・掛け算が自由にできる集合の構造を、
主にこ
れらの演算を手掛かりに解析しようとする数学です。歴史的には、
可換環論は不変式論の研究を通して19 世紀末にDavid Hilbert
によって創始され、
その後、Emmy Noether女史によりその枠組
みが整えられました。可換環論の背景には、幾何学があります。一
方で、可換環論には可換環論に固有の美意識や問題意識があ
り、
この両者がうまく組み合わさって、
ここまで発展してきたのだと
私は考えます。目下、後藤四郎教授の指導下に、Ulrich ideal/
moduleとalmost Gorenstein環の研究に取り組んでいます。
私が大学院に進学した理由は、可換環論における世界的な研
究拠点の一つである明治大学大学院で研究に取り組みたいと
願ったからです。明治大学の先生方は、国内のみならず海外の先
生方とも非常に交流が深く、
学生である私たちも海外の研究集会
に出席することがあります。
また、研究室のある第2校舎6号館は、
目には見えないかもしれないけれど、
大きなpath（通路）
で海外とも
直接繋がっています。
私は、
明治大学は、
各自の努力次第で将来を大きく変えることが
できる、
可能性に満ち溢れた大学であると、
心から信じています。

理工学研究科

物理学系
■ 物理学系

カリキュラム一覧

専修科目
理論物理学研究
理論物理学研究

特修科目
統計物理学特論 固体物理学特論B
素粒子物理学特論A、B
量子物理学特論A 物理学特別講義A
量子物理学特論B
量子生物学特論 生物物理学特論B
生物物理学特論A
生物物理学特論C
量子光学特論
原子分子物理学特論
表面物理学特論
格子欠陥特論
超音波物理学特論
結晶成長学特論
物性物理学特論A
物性物理学特論B

理論物理学研究
生物物理学研究
生物物理学研究
生物物理学研究
実験量子物理学研究
実験量子物理学研究
広域応用物理学研究
広域応用物理学研究
広域応用物理学研究
広域応用物理学研究
広域応用物理学研究
広域応用物理学研究

教員
稲垣 睿
島田 徳三
鹿児島 誠一
金本 理奈
楠 正美
吉村 英恭
平岡 和佳子
立川 真樹
小田島 仁司
市川 禎宏
小泉 大一
崔 博坤
長島 和茂
菊地 淳
守井 幸夫

※平成25年4月1日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

2012年度

修士論文一覧

院生からのメッセージ

Message

博士前期課程 基礎理工学専攻
物理学系 1年

新井 啓輔

ARAI Keisuke

私は、液体金属脆化という現象について研究しています。液体金属脆化と聞いて
「？」と思われる方も少なくないと思います。液体金属脆化とは、固体金属に液体金属
を付着させると、固体金属の延性が失われて強度が低下する現象のことを言います。
この現象はなぜ起こるのかが未だ解明されておらず、これまでに様々なメカニズムが提
案されていますが、そのどれもが全てを説明しきるには至っていません。
私は自身の進路については早いうちに大学院進学を決めていました。なぜなら、学
部生のうちは基本的に授業を受けて勉強をするという“受け身”主体でしたが、大学院
では自分で考え、行動し、研究を進めるという
“自主性”を養うことができると考えたからで

●超音波照射による固体表面への金属微粒子の埋め込み
●偏光勾配冷却による極低温Cs原子集団の生成
●超流動ヘリウム環境におけるCs原子の超微細構造間隔測定
●温度変動が樹枝状氷結晶の成長に与える影響
●Mnを蒸着させたSi(110)表面のSTM観察
●量子物理とモンテカルロ計算
●Si(110)-16×2表面のシングルドメイン形成の研究
●微小な物体からの熱放射の研究
●アミノ酸の赤外分光
●フェリチンを用いた磁性ナノ粒子の作製と二次元結晶化
●超対称性とBPS解
●THFハイドレート結晶のケージ占有率の成長条件依存性
●Ｄブレイン ―弦理論のソリトン―
●内部共振器型SHGを用いたレーザー分光用光源の開発

す。そこで、液体金属脆化について研究することは、最も自主性を伸ばすことにつなが
ると考えました。
大学院での研究はもちろん楽なものではありません。失敗が続くことも多々あります。
ですが、なぜ失敗したのかを考え、成功させるためにはどうすれば良いかを先生やゼミ生
たちと意見を出し合うことで、着実に一歩前へと進むことができます。この前へと進む喜
びは何事にも代えられないものとなります。
大学院は自主性を伸ばすには最適の環境です。また、大学院へと進学するみなさん
は自主性のみならず、昨今話題の論理的思考力も大きく成長させることができるはずで
す。大学院で学び獲得したものは、この先も必ずみなさんの大きな力となるでしょう。
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博士（学術）
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論文タイトル
触媒炭素化法による炭素の細孔および結晶子の構造制御に関する研究
スマートグリッド受給運用計画のための予測手法インテリジェント化の研究
３次元構造トランジスタのためのTiN金属ゲートに関する研究
非接触深部加温を目的とした空胴共振器アプリケータの加温特性
双線系外乱を持つシステムに対する外乱分離オブザーバとSDRE法を用いたH∞制御の研究と熱交換器への応用
Carbon Dioxide Transport Phenomenon of Fluorine-containing Polyimide Membranes for Gas Separation
Gas Transport and Optical Properties of High Free Volume Silicon- or Fluorine-containing Polymer Membranes
Crystallographic characterization of bivalve shell and new approach for it's mimetic technique
Ｘ線回折/Rietveld解析によるクリソタイルアスベストの定量分析
Stability of quasi-socle ideals and the structure of their associated graded rings
非線形素子の大域的結合系 ─流れ素子の結合系と写像素子の結合系─
電力系統におけるメタヒューリスティクスと状態推定の研究
ラマン分光法を用いた電界効果トランジスタの微細チャネル域ひずみ評価に関する研究
太陽電池用シリコンおよびプロセスの結晶工学的評価に関する研究
機械構造用金属に対するショットピーニング効果に関する基礎的研究
実測・LESによる自然対流流れ場のデータベース作成およびRANS乱流モデルの評価
X-ray ﬂuorescence analysis for ancient pottery with small scale sampling
環境水中の三価クロムと六価クロムの固相抽出
Development of orientation-controlled hydroxyapatite ceramics and its characterization
Webアプリケーションの開発・保守法の提案と評価
超音波キャビテーションによるアルカリ金属原子のソノルミネセンス
二種類の粒径のガラスビーズ中において一方向成長するTHFハイドレートのパターン形成 ─海底メタンハイドレートのパターン形成の機構解明へ向けて─
化学物質管理におけるリスク評価 ─土壌汚染管理(防止・監視・対策)のためのリスク評価手法の開発と提案─
戦災復興計画標準の構築過程に関する研究
知的創造活動を支援する認知ツールの設計
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2011年度
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2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度

論文タイトル
アクセス系光媒体網運用支援システムの研究
3次元脳腫瘍モデルを用いた形状記憶合金製針状アプリケータの加温特性
サステナブル社会における地域住宅産業の事業形態に関する研究
大学の継続的地域参加による街並み再生の方法論に関する研究 ─シャレットワークショップ及び視覚化ツールによるまちづくりの合意形成手法の構築─
Study of Noetherian local rings with the analysis of quasi-socle ideals, the Hilbert coeﬃcients, and the almost Gorenstein property
リン酸形燃料電池用炭素繊維質多孔質体の調製とその耐食性向上に関する研究
Sequentially Cohen-Macaulay rings and modules

授与年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2012年度
2012年度

論文博士
学位の種類
博士（工学）
博士（工学）
博士（工学）
博士（工学）
博士（理学）
博士（工学）
博士（理学）
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※平成25年4月1日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

鎌田 弘之

電 気 工 学 専 攻

①最終学歴

②担当授業科目 ③研究分野

④研究テーマ ⑤主な著書・論文

井家上 哲史

IKEGAMI Tetsushi

博士（工学）
教授

①明治大学大学院
②通信伝送研究
③無線通信方式、ワイヤレスネットワーク
④ディジタル無線通信における変復調・多元接続方式の研究、
UWB
⑤
「衛星通信」
“Experiments on Coherent Matched Filter Receiver for
Spread Spectrum Mobile Satellite Communications”

石田 義久

ISHIDA Yoshihisa

工学博士
教授

①明治大学大学院
②生体情報制御研究
③ディジタル信号処理
④ディジタル音響信号処理
雑音除去
自動採譜
⑤
『ディジタル信号処理のポイント』

遠藤 哲郎

ENDO Tetsuro

OGURA Atsushi

工学博士
教授

工学博士
教授

①早稲田大学大学院
②電気物性研究、半導体ナノテクノロジー特論
③半導体ナノテクノロジー
④LSIと太陽電池のための半導体ナノテクノロジー（1.ナノ材料
技術 2.ナノプロセス技術 3.ナノ評価技術）に関する研究
⑤「先端デバイス開発におけるSOI基板への期待」
“Raman spectra of size-selected silicon clusters and
comparison with calculated structures”

小野

治

ONO Osamu

工学博士
教授

①早稲田大学大学院
②電気エネルギー研究、制御工学特論Ａ・Ｂ
③制御工学、システム制御、シミュレーション
④制御系設計、画像処理、分子コンピューティング、ロボテックス
⑤「ルールベースによるPID制御のインテリジェント・セルフチュー
ニング」
“Application and Evaluation of DNA Computing
Simulation”
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工学博士
教授

①明治大学大学院 ②生体情報制御研究
③非線形ディジタル信号処理、複合情報処理
④ディジタルカオスによる、暗号、音声・画像のディジタル信号
処理
⑤
“Crater Detection using Haar－Like Featuree for Moon
Landing System”、
“Method of Falsification Detection for JPEG Images
using Chaotic Watermarks and its Evaluation”、
“Chaotic Modulator with Volterra Filter for Cipher”

工藤 勝利

KUDO Katsutoshi

工学博士
教授

①明治大学大学院
②電気物性研究
③誘電体、絶縁体、電気二重層キャパシタ
④絶縁材料中の絶縁劣化・絶縁破壊特性の解析、
電気二重層キャパシタの電気的特性の解析
⑤“Analysis of Electrical Treeing in Insulating Materials”
,
“Analysis of Electrical Properties of Electric Double
Layer Capacitors”

久保田 寿夫

KUBOTA Hisao

工学博士
教授

①明治大学大学院
②電気エネルギー研究
③パワーエレクトロニクス
電気機器
④交流電動機の可変速制御方式に関する研究
⑤
“Regenerating-Mode Low-Speed Operation of
Sensor-less Induction Motor Drive With Adaptive
Observer”

①慶應義塾大学大学院
②生体情報制御研究
③非線形回路理論
④非線形回路理論の研究。具体的には発振器の結合系の解析、
位相同期回路のカオスの研究など。
⑤Bifurcation of guasi-periodic oscillations in mutually
coupled hard-type oscillators : Demonstration of unstable
quasi-periodic orbit

小椋 厚志

KAMATA Hiroyuki

熊野 照久

KUMANO Teruhisa

工学博士
教授

①東京大学大学院
②電気エネルギー研究
③電力系統の運用・制御
④電力系統の制御方式開発、新型電源の系統導入研究
⑤
『超電導発電機』

関根 かをり SEKINE Kawori

博士（工学）
教授

①上智大学大学院
②集積電子回路特論、通信伝送研究
③アナログ集積回路システム
④情報通信システムのためのCMOSアナログ集積回路の研究
⑤
「弱反転動作のMOSFETによる2段積み構成の微少電源電
圧 駆 動PTAT電 圧 発 生 回 路 」、
“Analysis and Modeling
of Leakage Current for Four-Terminal MOSFET in OffState and Low Leakage Switchies.、「アナログ電子回路
―基礎編―」（昭晃堂）

田中 賢一

TANAKA Ken-ichi

博士（工学）
教授

①九州工業大学大学院 ②生体情報制御研究
③画像情報工学、マルチメディア情報処理
④3次元映像の表現（特にホログラフィ）
、ディジタルハーフトー
ン処理、電子透かしなど画像工学を中心にした研究
⑤
「SAを用いたカラー画像のハーフトーン処理」「複素アダマー
ル変換を用いた疑似計算機ホログラムの合成とディザ画像へ
の埋込み応用」「画像メディア工学」（共立出版）
、「マンガ
でわかる電子回路」（オーム社）

MATSUSE Kouki

工学博士
教授

①明治大学大学院 ②電気エネルギー研究
③電力工学、パワーエレクトロニクス、電気機器学、制御工学
④半導体電力変換・制御システム、パワーエレクトロニクスに関
する研究、電気自動車駆動システム
⑤「電動機制御工学」、「基本から学ぶパワーエレクトロニクス」（いずれも電気学
会）、「電気磁気学入門」（オーム社）、
“Sensorless Control of AC motor
Drives”by IEEE PRESS Book、
“Characteristics of Speed Sensorless
Vector Controlled Dual Induction Motor Drive Connected in Parallel
Fed by a Single Inverter”, IEEE Transaction on Industry applications,

松本 直樹

MATSUMOTO Naoki

工学博士
教授

①慶應義塾大学大学院
②生体情報制御研究
③制御理論
信号処理
音声、画像の符号化、電子透かし
④線形、非線形システムの最適制御、適応信号処理の研究
⑤
「2-Dリカッチ行列方程式に基づく時不変むだ時間系の安定
化と最適レギュレータ問題」

松本 皓永

MATSUMOTO Hironaga

工学博士
教授

①明治大学大学院
②電気物性研究、電子デバイス特論
③半導体及び誘電体薄膜の電気・光学的物性
④ナノ酸化物薄膜の電気・光学的物性とナノデバイスへの応用
⑤
“Evaluation of Hafnium-Titanium-Oxide Thin Films  
Prepared by Reactive Sputtering”
、
“BaAl2S4:Eu
Thin-Film EL Devices Prepared by Pulsed Laser
Ablation Technique”

三木 一郎

MIKI Ichiro

工学博士
教授

①明治大学大学院
②電気エネルギー研究、電気機器学特論
③電気機器学・パワーエレクトロニクス
④産業用モータ及び電気自動車用モータの開発とセンサレス制
御に関する研究
⑤
「エレクトリックマシーン＆パワーエレクトロニクス」森北出版
“Sensorless Initial Rotor Position Estimation of Surface
Permanent-Magnet Synchronous Motor”

森

啓之

MORI Hiroyuki

工学博士
教授

①早稲田大学大学院
②電気エネルギー研究
③インテリジェントシステム、電力システム工学
④スマートグリッドにおける運用と計画
進化的計算法
確率的シミュレーション
⑤
「遺伝アルゴリズムとニューラルネット」（共著）
“Neural Networks Applications in Power Systems”

池田 有理

IKEDA Yuri

博士（薬学）
准教授

①北海道大学大学院
②生体情報制御研究
③生命情報科学
④
“タンパク質構造・機能制御機構、翻訳後修飾機構”
⑤
“Discrimination of Golgi typeⅡ membrane proteins
based on their hydropathy profiles and the amino acid
propensities of their transmembrane regions”
“A computational identification method for GPIanchored proteins by artificial neural network”

小野 弓絵

ONO Yumie

理工学研究科

松瀨 貢規

博士（工学）
准教授

①早稲田大学大学院
②生体情報制御研究
③安心・安全・健康をつくる医工学
④非侵襲脳機能イメージング、生体機能計測による意思の可視
化、医用診断機器、生活支援技術の開発
生体機能計測による医用診断機器、リハビリテーションツール
の開発
⑤“Novel Trends in Brain Science”(Springer)、「 噛 む チ
カラで心を守る」(健康と良い友だち社)

勝俣

裕

KATSUMATA Hiroshi

博士（工学）
准教授

①明治大学大学院 ②電気物性研究、光半導体工学特論
③半導体工学、光電子デバイス、プロセス技術
④環境調和型グリーンデバイス（LED、太陽電池、熱電変換
素子など）に関する基礎研究ならびに低コストの形成プロセス
の開発
⑤
“Photoluminescence studies of epitaxial Si1-X GeX and
Si1-X-Y GexCY layers on Si formed by ion beam synthesis”
“Fabrication of heterostructure p-beta-Fe0.95 Mn0.05 Si2/n-Si
diodes by Fe+ and Mn+ co-implantation in Si(100)”

加藤 徳剛

KATO Noritaka

博士（理学）
准教授

①早稲田大学大学院 ②電気物性研究 ③機能性有機材料
④両親媒性分子、高分子、生体関連物質などの薄膜化技術の開
発と評価 光・電子・分子デバイスの研究「バイオイメージング」
⑤
“Determination of a merocyanine J-aggregate structure
and the significant contribution of the electric dipole
interaction to the exciton band wavelength”
“Homogeneous, competitive fluorescence quenching
immunoassay based on gold nanoparticle/polyelectrolyte
coated latex particles”

工藤 寛之

KUDO Hiroyuki

博士（工学）
准教授

①早稲田大学大学院 ②生体情報制御研究
③ナノ・マイクロ科学
④生体材料のマイクロファブリケーションとその応用デバイス
⑤“A flexible and wearable glucose sensor based on functional
polymers with Soft-MEMS techniques”, Analytical and Bioanalytical
Chemistry, vol.391, No.4, pp.1269-1274 (2008).
“Glucose sensor using phospholipid polymer-based enzyme
immobilization method”, Biosensors and Bioelectronics, vol.22,
No.4, pp.558-562 (2006).

佐々木 貴規

SASAKI Takanori

博士 (理学)
准教授

①北海道大学大学院
②生体情報制御研究
③生物物理学 構造生物化学
④生体膜関連物質(膜タンパク質・脂質)の分子間相互作用研究
⑤"Effect of chloride binding on the thermal trimer-monomer
conversion of halorhodopsin in the solubilized system"  
"Sensitive detection of protein-lipid interaction change
on bacteriorhodopsin using dodecyl b-D-maltoside"

嶋田 総太郎

SHIMADA Sotaro

博士（工学）
准教授

①慶應義塾大学大学院
②生体情報制御研究
③認知脳科学
④社会性と身体性の脳内メカニズム
⑤
“Infant’
s Brain Responses to Live and Televised Action”
“Deactivation in the Sensorimotor Area during Observation
of a Human Agent Performing Robotic Actions”
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中村 守里也

Graduate School of Science and Technology

NAKAMURA Moriya

博士（工学）
准教授

①大阪大学大学院
②通信伝送研究 ③光通信工学、ディジタル信号処理
④光ファイバ通信方式、光変復調技術、ディジタル信号処理に
よる波形処理、光学系設計
⑤「光通信技術の飛躍的高度化 ―光通信の新たな挑戦―」（共著・オプ
トロニクス社・2012年）、M. Nakamura, et al.,“30-Gbit/s 64-QAM
transmission over 60-km SSMF using phasenoise cancelling
technique and ISI suppression based on electronic digital
processing,”Electron. Lett, vol.45, p.1339, 2009.

野村 新一

NOMURA Shinichi

博士(工学)
准教授

①東京工業大学大学院
②電気エネルギー研究
③超電導工学・電力工学
④高効率な電力貯蔵・送電システムの実現を目指した超電導応
用電力機器開発
⑤
「超電導磁気エネルギー貯蔵用電磁力平衡コイルの実証モデ
ル開発」（電気学会論文誌B・129巻11号・2009年）

三浦

登

MIURA Noboru

博士（工学）
准教授

①明治大学大学院
②電気物性研究
③機能性電子デバイス
フォトニクス
④光・電気・磁気の機能を組み合わせたデバイスの研究
ディスプレイデバイスの研究
⑤
“High-Luminance Blue-Emitting BaAl2S4:Eu Thin-Film
Electro luminescent Devices”

森岡 一幸

MORIOKA Kazuyuki

博士（工学）
准教授

①東京大学大学院
②生体情報制御研究、情報制御工学特論
③ネットワークロボティクスおよび空間知能化
④ネットワーク接続された多数のセンサを用いた、ロボットの行動
支援システムの実現
⑤“Intelligent Space for Human Centered Robotics”

和田 和千

WADA Kazuyuki

博士（工学）
准教授

①東京工業大学大学院
②通信伝送研究
③波動伝送回路、信号処理回路、電力信号処理
④通信用信号変換回路、環境発電センサモジュール回路、電
力変換、高周波フィルタ
⑤
“RC Polyphase Filter with Flat Gain Characteristic”、
“Minimization of Total Area in Integrated Active RC
Filters”
、
“ Multi-Path Filters Robust to Substrate Noise
and Nonlinearity”

小原

学

OBARA Gaku

博士（工学）
講師

①明治大学大学院 ②電気物性研究、磁性体特論
③永久磁石材料、電気化学キャパシタ電極材料
④永久磁石の高性能化及び保磁力機構に関する研究、レドック
スキャパシタ用電極材料に関する研究
⑤“Magnetic properties of spark plasma sintering magnets using fine powders prepared by mechanical compounding method”，
G.Obara，H.Yamamoto，M.Tani and M.Tokita，Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 239，Elsevier, pp.464-467“Magnetic
Properties of Sr-La-Co M-type Ferrite Fine Particles by Mechanical Compounding Method and Anisotropic Sintered Magnets
Using These Fine Particles”，G.Obara and H.Yamamoto，Ferrites: Proceedings of The Eighth International Conference on
Ferrites (ICF8), Kyoto and Tokyo, Japan 2000，The Japan Society of Powder and Powder Metallurgy，pp.425-427
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村上 隆啓

MURAKAMI Takahiro

博士（工学）
講師

①明治大学大学院
②生体情報制御研究
③ディジタル信号処理
④自動採譜のための音高推定
老人向け聴覚アプリケーションのための話速・音高変換
⑤"Sinusoidal parameter estimation using roots of an
algebraic equation", IEICE Trans. Fundamentals, 2011

KURODA Yoji

理工学研究科

黒田 洋司

機 械 工 学 専 攻

博士（工学）
教授

①東京大学大学院
②メカトロニクス研究
③ロボット工学
④移動ロボット、惑星探査、火山探査、自立ナビゲーション、画
像処理
⑤“Six-Degree-of–Freedom Localization Using Unscented
Kalman Filtev for Planetary Rovers ”
（共著）
①最終学歴

②担当授業科目 ③研究分野

阿部 直人

④研究テーマ ⑤主な著書・論文

ABE Naoto

工学博士
教授

①早稲田大学大学院
②機械力学・運動制御研究
③制御工学
④むだ時間を含む制御系の理論と応用
付加質量を用いた構造物の制振制御
⑤｢むだ時間・分布定数系の制御｣（コロナ社）
“Active and Passive Switching Vibration control with
Lyapunov Function”

石原 康利

ISHIHARA Yasutoshi

博士（工学）
教授

①長岡技術科学大学大学院
②熱流体・エネルギー研究、熱流体計測特論
③計測工学、医用システム、医用生体工学
④非侵襲・非破壊計測技術、医用画像システム、低侵襲治療
システム
⑤「A precise and fast temperature mapping using  water proton
chemical shift」
「Noninvasive localized heating and temperature measurement
based on a cavity applicator for hyperthermia」

伊藤

光

ITO Akira

工学博士
教授

①明治大学大学院
②熱流体・エネルギー研究
③流体工学、飛行力学
④飛行体の空力特性
網を使う拡散筒（ディフューザ）の研究
凹曲面に沿う縦渦の研究
⑤
「流れ学10章」（共著・養賢堂）

小山

紀

OYAMA Osamu

KATO Kazuo

KOIZUMI Tadayoshi

工学博士
教授

①新潟大学大学院
②設計・生産・
トライボロジー研究
③設計、トライボロジー、非線形挙動、カオス
④摩擦力を伴う系の振動、カオス、球体免震支承、炭素鋼火花、
転がり軸受、スロッシング
⑤
「非線形復元力作用下の動特性とカオス」
“Small Vibration of System Including Rolling”
“Friction with Starting Rolling Displacement”
「カオス振動発生装置の製作」

小林 博明

KOBAYASHI Hiroaki

工学博士
教授

①京都大学大学院
②メカトロニクス研究
③制御工学、ロボット工学
④冗長な腱で駆動されるロボットの機構と制御、自律移動ロ
ボット、サッカーロボットの強化学習などの研究
⑤
「腱駆動ロボットの作業に適した関節剛性のGAによる学習」

下坂 陽男

SHIMOSAKA Haruo

工学博士
教授

①東京大学大学院
②機械力学・運動制御研究
③機械力学
④機械構造物、装置機器の耐震・免震・制振設計、自動車、
新交通システム用車両などの車両運動力学、これらに関連し
た計算機援用システムの構築
⑤「機械力学」（共著）

工学博士
教授

①明治大学大学院
②メカトロニクス研究
③メカトロニクス
ロボティクス
流体制御
④人に奉仕するロボットや機器の開発
⑤『流れ学（10章）』
（共著）

加藤 和夫

小泉 忠由

下田 博一

SHIMODA Hirokazu

工学博士
教授

①明治大学大学院
②設計・生産・
トライボロジー研究
③トライボロジ、機械要素、転がり接触、転がり疲れ
④ボールねじの玉挙動とロストモーション、ボールねじの寿命と信頼性、ボールガイド・
転がり軸受の寿命と信頼性、フレキシブルカップリングの耐久性、高負荷ボール
ねじの揺動摩擦特性、ボールねじを用いたリニアアクチュエータの駆動性能
⑤
「ボールねじの負荷分布に関する研究」（第1 〜 6報）、精密工学会
「ボールねじの寿命に関する研究」（第1 〜 4報）、精密工学会
『機械設計』（共著・理工学社・2006年）

工学博士
教授

①明治大学大学院
②熱流体・エネルギー研究
③生体情報・シミュレーション工学
④非侵襲的なハイパーサーミア技術（癌温熱療法）の確立
⑤“Basic study of brain injury mechanism caused by
cavitation with 3-D FEM”
“A study of re-entrant resonant cavity applicator for
deep tumor hyperthermia treatments”

土屋 一雄

TSUCHIYA Kazuo

工学博士
教授

①明治大学大学院
②熱流体・エネルギー研究
③熱工学・エンジンシステム
④ガソリン、ディーゼルエンジン制御の基礎研究
エンジンシステムの故障診断
機械要素・機械システムにおける発熱現象の解明
⑤
「図示平均有効圧のエンジン制御への応用」「弱冷風加工の
研究」「基礎電気回路（下）
」（共著）
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理工学研究科

圓谷 和雄

Graduate School of Science and Technology

TSUMURAYA Kazuo

工学博士
教授

①東京大学大学院
②材料科学特論1、2
③情報物質設計：第一原理分子動力学法のアルゴリズム開発と
それによる物資設計
④第一原理分子動力学法によるイオン伝導機構の解明、高容
量・高速充電型二次電池の開発
⑤Dynamic Correlation between Superionic Coppers in α-Cul,
Journal of Physical Society of Japan, 81, 044603(2012).

当舎 勝次

TOSHA Katsuji

博士（工学）
教授

①明治大学大学院
②材料力学・材料設計・材料加工研究
③噴射加工
④機能部品創成技術に関する研究
⑤『金属疲労とショットピーニング』
（共著）
「ショットピーニング加工面の残留応力」（共著）

中別府

修

NAKABEPPU Osamu

博士（工学）
教授

①東京工業大学大学院
②熱流体・エネルギー研究、ミクロ熱工学特論
③ミクロ熱工学、MEMS、熱流体工学、ナノ熱分析
④走査型熱顕微鏡の開発、極微小熱分析、MEMS伝熱研究、
微小熱流体デバイス、空気清浄
⑤
「MEMSセンサによる少数細胞の代謝熱モニタリング」「走査
型熱顕微鏡における能動式温度計測カンチレバーの高性能
化」「MEMSセンサによる核沸騰熱伝達機構の研究」

南雲 愼一

NAGUMO Shinichi

博士（工学）
教授

①明治大学
②熱流体・エネルギー研究
③エネルギー工学、環境
④汚水浄化、脱臭等の環境改善に関する研究、自然エネルギー
の変換・貯蔵・利用等の研究
⑤「自動車ガソリンエンジン」（共著）

納冨 充雄

NOTOMI Mitsuo

博士（工学）
教授

①東京工業大学大学院
②材料力学・材料設計・材料加工研究
③材料力学、材料強度学、破壊力学、有限要素解析
④材料強度、形状記憶合金、水素吸蔵合金、有限要素解析
⑤「Classification and Characterization of the Shape
Memory Binary Alloys」「金属の原子間結合の極配置によ
り発生する潜在的な結晶構造の対称性と形状記憶合金のマ
ルテンカイト相」「材料の疲労破壊」（共訳）

宮城 善一

MIYAGI Zenichi

工学博士
教授

①明治大学大学院
②設計・生産・
トライボロジー研究
③計測工学 粘着・接着物性評価
④材料、製品設計に関わる計測・評価法の高度化
⑤
「試験装置設計における計測の不確かさ設計法」
“Analysis of Plowing and Adhesive Effects in the
Rolling Ball Tack Method for pressure Sensitive
Adhesives”
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相澤 哲哉

AIZAWA Tetsuya

工学博士
准教授

①東京工業大学大学院
②熱流体・エネルギー研究
③エンジン内部の燃焼過程等の最先端光計測
④レーザー分光・画像計測等を用いたディーゼル火炎内すす生
成・酸化過程の現象解明
⑤Investigation of Early Soot Formation Process in a Diesel
Spray Flame via Excitation Emission Matrix (EEM) using
a Multi-Wavelength Laser Source, International Journal of
Engine Research v.9, n.1, p.79-97 (2008).

小林 健一

KOBAYASHI Kenichi P.

博士（工学）
准教授

①慶應義塾大学大学院
②熱流体特論、熱流体・エネルギー研究
③エネルギー学
④温度差に起因するエネルギー輸送現象の計測・実験・シミュレー
ション
⑤
『エクセルとマウスでできる熱流体のシミュレーション』
（共著・
丸善・2005年）

榊原

潤

SAKAKIBARA Jun

博士（工学）
准教授

①慶應義塾大学大学院
②熱流体・エネルギー研究、熱流体・エネルギー特論2
③流体工学
④流体力学に関連した現象解明、機器開発、計測技術開発お
よび医療分野への応用
⑤J. Sakakibara, M. Yamashita, T. Kobayashi, Y. Kaji, T. Oshika, 2012, "Stereo-PIV study
of flow inside an eye under cataract surgery", Experiments in Fluids, 52, pp. 831-842.
T. Matsuda, J. Sakakibara, 2005,“On the vortical structure in a round jet”, Physics of
Fluids, 17, 025106

椎葉 太一

SHIIBA Taichi

博士（工学）
准教授

①東京大学大学院
②機械力学・運動制御研究
③機械力学・制御
④車両の運動解析とヒューマンファクタ、マルチボディダイナミクス
⑤
“Evaluation of Tire and Suspension Characteristics  
with 6-DOF Motion Platform”
“Virtual Running Tests of Automobile with Driving
Simulator”

村田 良美

MURATA Yoshimi

博士（工学）
准教授

①東京大学大学院
②材料力学・材料設計・材料加工研究、塑性加工学特論
③塑性加工、金属加工
④新しい塑性加工プロセスの開発、塑性加工過程における計
測技術の開発
⑤
“Experimental Analysis of metal flow and strain
distribution in rolling of Sn-Pb powder”
「電極間隔変化型静電容量型変位変換器による冷間鍛造時
の工具変形の測定」

市原 裕之

ICHIHARA Hiroyuki

博士（工学）
講師

①明治大学大学院
②制御工学特論１
③制御工学
④数値および数式による制御系設計に関する研究
⑤H. Ichihara: Optimal Control for Polynomial Systems
Using Matrix Sum of Squares Relaxations, IEEE
Transactions on Automatic Control, Vol.54, No.5,
1050/1055 (2009).

INOUE Masato

博士（工学）
講師

①慶應義塾大学大学院 ②管理工学特論
③設計工学、コンカレントエンジニアリング
④初期設計のための設計方法論研究、設計者の意思決定支
援システムの開発、環境配慮設計
⑤「 現 代 設 計 工 学 」（ 共 著・コロナ社・2012年 ）“Decision-Making Support for Sustainable Product Creation”(Advanced Engineering
Informatics, Elsevier, Vol. 26, Issue 4, pp. 782-792, 2012）“Application of Preference Set-Based Design Method to Multilayer Porous
Materials for Sound Absorbency and Insulation”(International Journal of Computer Integrated Manufacturing, Taylor & Francis, Vol. 25,
Issue 12, pp. 1173-1182, 2012)“Design Support System by Combination of 3D-CAD and CAE with Preference Set-Based Design
Method”(Concurrent Engineering: Research and Applications, SAGE Publications, Vol. 18, No. 1, pp. 41-53, 2010)

加藤 恵輔

KATO Keisuke

博士（工学）
講師

①東京工業大学大学院
②メカトロニクス研究
③ロボット工学
④作業・移動機能を組み合わせたロボットシステム，人間を支援す
るロボット・操作系の開発・研究
⑤小型ヒューマノイドロボットの運動性能評価システム6白由度
モーションベースの開発、形状帰還型マスタスレーブアームを
有する作業型歩行機械の研究

田中 純夫

TANAKA Sumio

博士（工学）
講師

①金沢大学大学院
②材料力学・材料設計・材料加工研究、破壊力学特論
③材料力学、破壊力学、計算力学、CAE
④くびれ伝播を示す材料の応力—ひずみ関係、応力集中係数と
応力拡大係数の関係
⑤「すべりを含む各種の境界条件下での半無限問題の解析解に
ついて」
「X-ray Fractographic Study on Alumina and Zirconia
Ceramics」

永井 義満

博士（工学）
講師

NAGAI Yoshimitsu

①慶應義塾大学大学院
②データ解析特論、設計・生産・
トライボロジー研究
③信頼性理論、応用統計学
④故障原因不明を含むデータによる競合リスクモデルに関する研究
⑤経営工学総論：第17章数理的分析法（統計解析法)、ミネルヴァ書房
  「環境の効果を受けるワイブル競合リスクモデルにおける故障原因不明データに基づく最ゆう
推定」、電子情報通信学会誌A

松尾 卓摩

MATSUO Takuma

博士（工学）
講師

①青山学院大学大学院
②材料力学・材料設計・材料加工研究 材料力学特論２
③材料力学・材料設計・材料加工研究
④材料力学、材料強度学、非破壊検査工学
⑤T,Matsuo, et.al., "Development of Acoustic Emission
Clustering Method to Detect Degradation of Lithium
Ion Batteries", J.Solid mechanics and materials
engineering, Vol.5 No.12(2011), pp.678-689

松岡 太一

MATSUOKA Taichi

博士（工学）
講師

①明治大学大学院
②機械力学・運動制御研究
③機械力学、振動工学、ダンピング技術
④ダンパ、免震・制振装置の開発、鉄道架線の振動低減、振
動利用
⑤発電式振動抑制装置に関する研究、液体の慣性質量を利用
した振動低減装置、電車線柱の減衰性能向上

理工学研究科

井上 全人

建 築 学 専 攻

①最終学歴

②担当授業科目 ③研究分野

荒川 利治

④研究テーマ ⑤主な著書・論文

ARAKAWA Toshiharu

博士（工学）
教授

①明治大学大学院
②建築構造・建築材料研究、耐震構造特論
③構造動力学、耐震構造、地震工学、構造工学
④減衰特性が建物の地震応答性状・耐震性能評価に与える影
響の解析と実測
⑤「建築の振動」（共著・朝倉書店）
「実測データに基づく鉄骨造建物における振動特性の評価と
振幅依存性に関する研究」

小林 正美

KOBAYASHI Masami

工学博士
教授

①東京大学大学院
②Architecture and Urban Design Studies
③建築設計および都市デザイン論
④
「シャレットワークショップ」の実践と評価、視覚的シークエンス
の研究、ユビキタス技術による都市回遊性の研究
⑤
「ボストン建築探訪」（丸善）
、「東京再生」（学芸出版社）

小山 明男

KOYAMA Akio

博士（工学）
教授

①明治大学大学院
②建築構造・建築材料研究、建築材料特論
③建築材料学、資源循環学
④建築材料の品質と環境影響に関する研究
⑤「廃プラスチック系床材の再資源化技術の開発」（日本建築
学会、技術報告集・2005年12月）
『大学課程「建築材料」』
（共著・オーム社）

酒井 孝司

SAKAI Koji

博士（工学）
教授

①明治大学大学院
②建築環境・建築設備研究、環境工学特論、環境解析特論
③熱・空気環境、空調設備
④温熱・空気環境解析、自然エネルギー利用、蓄熱利用空調
⑤
「高日射反射舗装上の温熱環境把握に関する研究」（共著・
太陽エネルギー学会論文集）
、「室内外等温乱流場における
CFDの計算安定性に関する考察」（共著・建築学会論文集）

坂上 恭助

SAKAUE Kyousuke

工学博士
教授

①明治大学大学院
②建築環境・建築設備研究
③給排水設備
④水環境、建築設備、給排水設備についての研究
⑤「建築設備学教科書」
「基礎からわかる給排水設備」
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園田 眞理子

SONODA Mariko

博士（工学）
教授

①千葉大学大学院
②建築・都市計画設計研究
③建築計画、住環境計画、住宅政策
④少子・高齢社会に対応した住宅・建築計画
郊外住宅地の持続と再生に関する計画
バリアフリー、ユニバーサルデザイン、住宅政策
⑤『世界の高齢者住宅−日本・アメリカ・ヨーロッパ』
『高齢時代を住まう−2025年の住まいへの提言』
（共著）

野口 弘行

NOGUCHI Hiroyuki

工学博士
教授

①明治大学大学院
②建築構造・建築材料研究
③木質構造
木質材料
木質構造構法
④木質建物の力学的挙動に関する研究
⑤『木質構造 第4版』
（共著）
「枠組壁工法実大建物における耐力壁の挙動分析」

平石 久廣

HIRAISHI Hisahiro

工学博士
教授

①九州大学大学院
②建築構造・建築材料研究
③鉄筋コンクリート造・耐震工学
④鉄筋コンクリート造の新構造技術に関する研究
⑤「損傷軽減機構を有する鉄筋コンクリート造の開発」
「鉄筋コンクリート造建築物の超高層化技術の開発」
「建築物の地震応答と耐震性能評価」
「健全な杭の開発とその制震効果」
「損傷回避機能を有する基礎回転型スマート構造の開発」

青井 哲人

AOI Akihito

博士（工学）
准教授

①京都大学大学院
②都市史特論、建築・都市計画設計研究
③都市史・建築史
④日本および東アジア地域を中心とする都市史・建築史研究
⑤
『植民地神社と帝国日本』
（吉川弘文館・2005年）
、
『彰化一九〇六年』
（アセテート・2006年）

上野 佳奈子

UENO Kanako

博士（工学）
准教授

①東京大学大学院
②建築環境・建築設備研究
③建築音響・環境心理学
④室内音環境の評価・設計法に関する研究
⑤『生活環境学』（共著）
「オープンプラン小学校の音環境に関する研究」

大河内

学

OKOCHI Manabu

博士（工学）
准教授

①東京大学大学院
②建築・都市計画設計研究
③建築空間論、建築設計論
④1）建築の設計手法に関する研究 2）空間計画の手法・概
念に関する研究 3）都市空間の解析・評価手法に関する研
究 4）都市の空間構成に関する形態学的研究
⑤「都市空間の歩行者分布に関する研究」
「建築設計テキスト 住宅」（共著・彰国社）

104

MEIJI UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL

加治屋 亮一

KAJIYA Ryoichi

博士（工学）
准教授

①明治大学
②建築環境・建築設備研究、空調設備特論
③建築環境工学・建築設備
④建物内外気流のCFD適用と測定実験、空調システムの性能
評価、緑化の実測と解析
⑤CFDを利用した水平可動式ノズル吹出し空調の解析（第1、
2報）
、床暖房室内の気流性状と熱的快適性に関する研究

川嶋 雅章

KAWASHIMA Masaaki

博士（工学）
准教授

①明治大学大学院
②建築・都市計画設計研究
③地域計画、農村計画
④農村計画の「計画力」概念に関する実証的研究、
市街地における生活環境資源としての「谷戸」の研究
⑤「田園に学ぶ地球環境」（共著・技報堂出版）、
「彩適空間への道－住民参加による集落計画づくり」(共
著・農林統計協会)

小林 正人

KOBAYASHI Masahito

博士（工学）
准教授

①明治大学大学院
②建築構造・建築材料研究
③建築構造、構造設計
④建築物の構造解析、構造設計および応答制御構造（耐震、
免震、制振）に関する研究
⑤「中間層免震構造の地震応答予測と動的設計手法の合理化」、
「架構の塑性化を考慮した中高層制振建物の損傷制御」
（日
本建築学会構造系論文集）

佐々木 宏幸

SASAKI Hiroyuki

博士（芸術工学）
准教授

①カリフォルニア大学バークレー校大学院
②Architecture and Urban Design Studies
③アーバンデザイン 都市・地域計画
④戦略的アーバンデザインの実践手法、フォーム・ベースド・コー
ド、ニューアーバニズム
⑤「ニューアーバニズム理論の実践手法としての統合型
フォーム・ベースド・コードの可能性と課題に関する研究」

高木 仁之

TAKAGI Hitoyuki

博士（工学）
准教授

①明治大学大学院
②建築構造・建築材料研究
③鉄筋コンクリート構造、耐震構造
④RC、PC構造における梁・柱・耐震壁等の構造特性に関する
研究
⑤「動的衝撃加力を受けるRC柱のせん断強度に関する研究」
「火熱を受けたRC柱の復元力特性」

田中 友章

TANAKA Tomoaki

博士（建築学）
准教授

①早稲田大学大学院
②建築・都市計画設計研究、建築計画特論
③建築設計、建築計画、敷地計画
④場所に応答する敷地計画に関する研究、複数敷地区画の包
括的・協調的計画に関する研究
⑤「密集市街地における連担建築物設計制度の活用に関す
る研究」（日本建築学会計画系論文集）、「都市建築のか
たち」（共著・日本建築学会・丸善）

KADOWAKI Kozo

博士（工学）
講師

理工学研究科

門脇 耕三

応 用 化 学 専 攻

①東京都立大学大学院
②建築・都市計画設計研究、建築構法計画特論
③建築構法、構法計画、建築設計、設計方法論
④縮退時代・持続可能社会にふさわしい建築の構法に関する研
究・開発
⑤SD2012「構築へ向かうエレメント」
（鹿島出版会、2012）
LCCM住宅の設計手法（建築技術、2012）
①最終学歴

タルディッツ マニュエル コヴィ Tardits Manuel Covi

博士（工学）
特任教授

①東京大学大学院
②Architecture and Urban Design Studies，Advanced
Design Studio
③建築と都市のデザイン関係の理論研究
④経済や人口構造の変化の時に将来の日本の都市における新た
な課題に対処します。新しい都市部と建築の計画に関する研究
⑤「団地再生計画／みかんぐみのリノベーションカタログ」
「Post-office －ワークスペース改造計画－」
「Tokyo, Portraits and Fictions」

吉村 靖孝

YOSHIMURA Yasutaka

博士（理工学）
特任教授

①早稲田大学大学院
②Architecture and Urban Design Studies, Advanced
Design Studio 1・2, Advanced Sustainable Design
③建築、都市計画設計研究
④法規と街並み、著作権と建築、海運コンテナ規格を転用した
建築、インフラフリー
⑤「ビヘイヴィアとプロトコル」
（LIXIL出版）
、
「超合法建築図鑑」
（彰国社）
、「EX-CONTAINER」
（グラフィック社）

②担当授業科目 ③研究分野

相澤

守

④研究テーマ ⑤主な著書・論文

AIZAWA Mamoru

博士（工学）
教授

①上智大学大学院 ②分析化学研究、機能性材料分析特論
③無機材料、生体材料、組織工学（再生医学）
④高度医療を支援するハイパフォーマンスバイオマテリアルの
開発と生物学的評価
⑤M.Emoto, Y. Naganuma, B. Choijamts, T. Ohno,
H. Yoshihisa, N.Kanomata, M. Aizawa,“Novel
Chemoembolization Using Calcium-phosphate ceramic
microsphere incorporating TNP-470, anti-angiogenic
agent”
, Cancer Sci ., 101, 989-990(2010)

倉田 武夫

KURATA Takeo

工学博士
教授

①明治大学大学院 ②有機工業化学研究
③石油化学、天然物化学、香料化学等の分野における、環境
にやさしい触媒を用いる高選択的な合成反応の開発を目指し
て研究を行っている。
④光化学反応を利用した大環状化合物の合成／固体酸及び固
体塩基触媒を用いた有機合成
⑤
“Synthesis of Macrocyclic Oxalactone by Photocyclization”
“Crossed Aldol Condensation using Anion Exchange Resin
as Solid Base Catalyst”

茅原 一之

CHIHARA Kazuyuki

工学博士
教授

①東京大学大学院 ②化学工学研究
③システム化学工学、吸着工学
④混合ガス分離のための圧力スイング吸着操作の検討
⑤
“Adsorption of Organics on MSC and High Silica
Zeolite in Supercritical CO2 Fluid, Fundamentals of
Adsorption 6.”
“Supercritical CO 2 Regeneration of
Activated Carbon Loaded with Organic Adsorbates,
Water Science and Technology.”

永井 一清

NAGAI Kazukiyo

博士（工学）
教授

①明治大学大学院
②有機工業化学研究、高分子化学特論、高分子新素材特論
③先端機能材料、高分子化学、膜科学、地球温暖化対策
④ユニークな機能を持つ高分子材料の提案とその創製
⑤・Nitrogen permeability and carbon dioxide solubility in
poly(1-trimethylsilyl-1-propyne)-based binary substituted
polyacetylene blends.
・Analysis of dual-mode model parameters for gas
sorption in glassy polymers.

長尾 憲治

NAGAO Noriharu

博士（理学）
教授

①立教大学大学院
②無機工業化学研究
③無機化学、錯体化学
④白金族金属や希土類金属のポリピリジン錯体に関する研究
⑤
“Platinum（Ⅱ）Complexes with Diglycine:X-ray Crystal
Structure, 15N NMR Spectra、and Growth-Inhibitory
Activity against Mouse Meth A Solid Tumor in Vivo”
“Photo-Racemization of Ruthenium（Ⅱ）Complexes with 2、
2'-Bipyridine and Di-2-pyridylamine”
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中村 利廣

Graduate School of Science and Technology

NAKAMURA Toshihiro

工学博士
教授

①明治大学大学院
②分析化学研究、表面・局所分析特論
③環境分析化学、X線分析、原子スペクトル分光分析
④環境汚染物質の定量方法と化学状態分析方法の開発
環境分析用標準物質の開発
高感度X線回折分析法の開発
⑤『機器分析の基礎』、『粉末X線回折法の実際』、『X線分析最前線』、『地球
環境調査計測事典』、
『分析化学実験の単位操作法』、
『蛍光X線分析の実際』、
『X線分析』、JIS『蛍光X線分析通則』、JIS「X線回折分析通則」

古谷 英二

FURUYA Eiji

工学博士
教授

①明治大学大学院
②化学工学研究
③吸着工学
化学工学
④環境化学工学を主テーマとする吸着分離・計算機シミュレー
ションについての研究
⑤Selective Adsorption of a Substance Derived from Saccharides onto Synthetic
Resin Particles.Simultaneous determination of intraparticle diffusivity and liquid
film mass transfer coefficient from a single-component adsorption uptake curve

宮腰 哲雄

MIYAKOSHI Tetsuo

工学博士
教授

①明治大学
②有機工業化学研究
③有機合成化学、有機工業化学、天然資源化学
④再生可能な植物性資源であるフェノール性脂質（漆、カシュー
ナットシェルオイル、リグニンなど）
、テルペンおよび香料化合
物の合成と応用に関する研究
⑤Xiao-Ming, Rong Lu, Tetsuo Miyakoshi, Recent
Advances in Researchon Lacquer Allergy, Allergology
International, Vol.61, No.1: 45〜50(2012).

渡邉 友亮

WATANABE Tomoaki

博士（工学）
教授

①東京工業大学大学院
②無機化学特論
③環境関連材料開発、無機材料合成
④光触媒合成、ナノ材料、窒化物合成、液相合成プロセス開発
⑤「Low-Temperature Crystallization of Eu-Doped RedEmitting CaAlSiN3 from Alloy-Derived Ammonometallates」
(Chemistry of Materials 2007),「Synthesis of a Multinary
Nitride,Eu-Doped CaAlSiN3, from Alloy at Low Temperatures」
（Chemistry of Materials 2008)

石川 謙二

ISHIKAWA Kenji

工学博士
准教授

①大阪大学大学院
②無機工業化学研究
③無機化学・固体化学・固体イオニクス
④イオン伝導性化合物の合成と性質
⑤
“Metal-Semiconductor transition of La 2 NiO 4＋δ”
“Orthorhombic-orthorhombic phase transitions in
Nd2NiO4+δ (0.067<δ<0.224)”

大竹 芳信

OTAKE Yoshinobu

Ph.D.
准教授

①ペンシルバニア州立大学大学院 ②化学工学研究
③多孔質材料 ④炭素表面のアクティブサイト
⑤
“Characterization of oxygen-containing surface
complexes created on a microporous carbon by air
and nitric acid treatment”
“Hydrogen chemisorption/desorption at edge
carbon atoms created by thermal decomposition
of oxygen complexes present on carbon surfaces”
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土本 晃久

TSUCHIMOTO Teruhisa

博士（工学）
准教授

①東京工業大学大学院
②有機工業化学研究・有機立体化学特論
③有機合成化学・有機金属化学・材料化学
④新規ルイス酸触媒炭素−炭素結合形成反応の開発と生成物
の機能性材料開発への応用
⑤１）Angew. Chem. Int. Ed . 2004, 43 , 4231.
２）J. Am. Chem. Soc . 2008, 130 , 15823.
３）Chem.  Eur. J. 2010, 16 , 8975.
４）Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50 , 1375.

深澤 倫子

FUKAZAWA Tomoko

博士（工学）
准教授

①北海道大学大学院
②化学工学研究、化学平衡特論
③物理化学、物性化学
④水素結合性物質の構造と物性
⑤“Effects of ions on dynamics of ice surface”
Chemical Physics Letters 417, 561-565 (2006).

小池 裕也

KOIKE Yuya

博士（工学）
講師

①明治大学大学院
②分析化学研究
③放射化学、環境放射能分析、放射線安全
④放射性同位体で地球環境を化学的に分析する研究
⑤
「Atmospheric Concentration of 212Pb at Kawasaki,
Japan｣ , RADIOISOTOPES, 54

本多 貴之

HONDA Takayuki

博士（工学）
講師

①明治大学大学院
②有機工業化学研究
③天然物有機化学、微量化学分析
④天然油脂由来の新規有機材料の開発、天然物を利用した
種々材料の分析
⑤Preparation and Characterization of a New Lacquer
Based on Blending Urushiol with Thitsiol、鷹島海底遺
跡出土の元寇関連漆製品に関する調査

①最終学歴

情報科学系

②担当授業科目 ③研究分野

荒川

薫

④研究テーマ ⑤主な著書・論文

ARAKAWA Kaoru

工学博士
教授

①東京大学大学院
②情報基礎研究
③情報通信工学
④知能信号処理と、その画像、音声、生体信号処理への応用
⑤
「成分分離型ε-フィルタを用いた音声の雑音低減法」
“Fuzzy Rule-Based Image Processing with
Optimization”

井口 幸洋

IGUCHI Yukihiro

工学博士
教授

①明治大学大学院
②情報ハードウェア研究
③コンピュータアーキテクチャ、ＶＬＳ設計、組込みシステム
④リコンフィギャブル・アーキテクチャに関する研究
⑤Y. Iguchi, T. Sasao, and M. Matsuura,“On
designs of radix converters using arithmetic
decompositions”
（Journal of Multiple-Valued Logic.
Vol.13, No. 4-6, p. 503-520, 2007）

石畑

清

ISHIHATA Kiyoshi

理学博士
教授

①東京大学大学院
②情報ソフトウェア研究
③プログラミング言語
プログラミング方法論
④プログラミング言語の仕様の規定法
⑤
『アルゴリズムとデータ構造』『コンパイラの理論と実現』

笹尾

勤

SASAO Tsutomu

工学博士
教授

①大阪大学大学院
②情報ハードウエア研究、情報論理数学特論、計算エレクトロ
ニクス特論、設計自動化特論
③情報学（計算機ハードウエアの設計）
④通信用パターンマッチング回路の構成 書き換え可能LSI
⑤T. Sasao (ed.), Logic Synthesis and Optimization, Kluwer Academic Publishers (1993-01). 笹尾 勤,"論理設計：スイッチング回路理論,"近代科学社(1995-01).T. Sasao and
M. Fujita (eds.), Representation of Discrete Functions, Kluwer Academic Publishers (1996-04). T. Sasao, Switching Theory for Logic Synthesis, Kluwer Academic
Publishers, (1999-02).S. Hassoun and T. Sasao (eds.), Logic Synthesis and Verification, Kluwer Academic Publishers, (2001-10).T. Sasao and J. T. Butler, (ed) "Progress in
Applications of Boolean Functions," Morgan & Claypool Publishers, Jan 2010.pp.1-153.(2010-01).T. Sasao, "Memory-Based Logic Synthesis," Springer (2011-03).

高木 友博

TAKAGI Tomohiro

工学博士
教授

①東京工業大学大学院
②広域情報科学研究、情報システム特論
ネットワーク特論
③ウェブサイエンス
④概念表現の研究とその情報推薦やウェブコミュニケーションへ
の応用
⑤
“Fuzzy Identification of Systems and Its
Applications to Modeling and Control”

TAKENO Junichi

理工学研究科

武野 純一

基 礎 理 工 学 専 攻

工学博士
教授

①明治大学大学院
②広域情報科学研究
③知能ロボット学、人工意識学
④人工視覚、ヒューマノイドロボット、ヴァーチャルリアリティ、人工
意識、ロボットweb技術、3Dカメラ
⑤「ロボット・意識・心」（日新出版）
、「心をもつロボット」（日刊工業
新聞）
、「Creation of a Conscience Robot」（Pan Stanford
Book）

玉木 久夫

TAMAKI Hisao

Ph.D.
教授

①トロント大学大学院
②情報基礎研究
③計算の理論
④組み合わせ最適化アルゴリズムとその応用
⑤“Optimal branch-decomposition of planar graphs in
O（n3）time”

中所 武司

CHUSHO Takeshi

工学博士
教授

①東京大学大学院
②情報ソフトウェア研究
③ソフトウェア工学
④コンポーネントベースのWebアプリケーション開発技法
エンドユーザ主導のサービス統合方式
⑤『ソフトウェア工学（第2版）』
（朝倉書店）
“A Form-based Approach for Application
Development by Web Service Integration”

林

陽一

HAYASHI Yoichi

工学博士
教授

①東京理科大学大学院 ②広域情報科学研究
③学習したニューラルネットワークからのルールの抽出
④計算知能（ソフトコンピューティング）に関する研究／データマ
イニングに関する研究
⑤
“On the Equivalence of Neural Nets and Fuzzy
Expert Systems、Fuzzy Sets and Systems”
“Neuro-Fuzzy rule Generation:Survey in Soft
Computing Framework,”IEEE TNN

疋田 輝雄

HIKITA Teruo

理学博士
教授

①東京大学大学院
②情報ソフトウェア研究
③コンピュータ科学
④計算理論、ウェブ技術およびソフトウェア設計
⑤“A rewriting system for categorical combinators
with multiple arguments”
「コンパイラの理論と実現」（共立出版）

飯塚 秀明

IIDUKA Hideaki

博士（理学）
准教授

①東京工業大学大学院
②情報基礎研究
③最適化理論、情報学基礎
④最適化理論とその数理情報工学への応用
⑤論文
“Fixed Point Optimization Algorithms for Distributed
Optimization in Networked Systems”
単著 SIAM Journal on Optimization
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齋藤 孝道

Graduate School of Science and Technology

SAITO Takamichi

博士（工学）
准教授

長友 康行

①東京理科大学大学院
②情報セキュリティ特論、分散システム特論、広域情報科学研究
③情報セキュリティ
④セキュリティプロトコル及びネットワークアクセス制御に関する実
証的研究
⑤公開鍵を用いた認証プロトコルについて
（情報処理学会 論文誌・Vol.42・No.8・p.2040-2048）

堤

利幸

TSUTSUMI Toshiyuki

藏野 和彦

KURANO Kazuhiko

工学博士
准教授

中村 幸男

GOTO Shiro

理学博士
教授

理学博士
教授

①東京教育大学大学院
②代数学研究
③数学（代数学）
④可換環論
⑤『可換環論』
（共著・日本評論社）

今野

宏

KONNO Hiroshi

TSUSHIMA Ryuji

博士（理学）
教授

理学博士
教授

①東京大学大学院
②代数学特別講義A
③代数幾何学およびジーゲル保型形式
④現在は統計、保険・年金数理を勉強している。
⑤
“A formula for the dimension of spaces of Siegel cusp
forms of degree three”
“Dimension formula for the
spaces of Siegel cusp forms of half integral weight and
degree two”
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博士（理学）
教授

名和 範人

NAWA Hayato

博士（理学）
教授

①早稲田大学大学院 ②数理解析研究、偏微分方程式特論１
③非線形偏微分方程式および数理物理学
④非線形（分散型）波動方程式の爆発問題、散乱理論、お
よび確率論的な構造の研究
⑤「Existence of a ground state and scattering for a nonlinear Schrödinger equation with critical growth」共著（共著者：H.Nawa,  T.Akahori, S.Ibrahim, H.Kikuchi）Selecta Mathematica (Birkhäuser, Germany) 2012「Scattering and blowup problems for a clas of nonlinear Schrödinger equations」共著（共
著者：H.Nawa, T.Akahori, H.Kikuchi）Differential and Integral Equations, vol.25, no. 11-12 (KHAYYAM Publishing, USA) pp1075-1118, 2012「Existence of a ground state and blow-up problem for a nonlinear Schrödinger equation with critical growth,」共著（共著者：H.Nawa, T.Akahori, S.Ibrahim,
H.Kikuchi）Differential and Integral Equations, Vol.25, no. 3-4 (KHAYYAM Publishing, USA) pp.383-402, 2012「Self-focusing of a LASER beam and nonlinear Schrödinger equations - An application of the Nelson diffusion -」単著 数理解析研究所講究録1702『現象解析と関数方程式の新展望』（京
都大学数理解析研究所）pp.31-50, 2010「自己組織化ハンドブック」共著（監修：国武豊喜，共著者：蔵本 由紀 他258名）株式会社エヌ・ティー・エス pp.164-169「第１章３節 レーザービームの自己集束の数理」2009「非線形 Schrödinger方程式の爆発解と Nelson 過程の道の幾何（Formation of singularities
in solutions of the nonlinear Schrödinger equations and sample path properties of the corresponding Nelson diffusions）」単著 数理解析研究所講究録 1430『波の非線形現象とその応用』（京都大学数理解析研究所）pp.146-159, 2005

渡邊

浩

理学博士
教授

WATANABE Hiroshi

①東京都立大学大学院
②関数解析特論Ａ、関数解析特論Ｂ
③解析学/数理物理学
④無限次元解析、繰り込み群解析、構成的場の量子論
⑤Triviality of Hierarchical Ising Model in Four Dimensions,   Communications in
Mathematical physics

①東京大学大学院
②幾何学研究、幾何学特論E
③微分幾何学
④微分幾何学とシンプレクティック幾何学の研究
⑤
“T h e g e o m e t r y o f t o r i c h y p e r k ä h l e r v a r i e t i e s”
Contemporary Math. VOL. 460 (2008)
“On the natural line bundle on the moduli space of
stable parabolic bundles”Commun. Math. Phys.  
VOL.155  (1993)

対馬 龍司

NAKAMURA Yukio

①東京都立大学大学院
②代数学研究
③代数学・可換環論
④Rees代数 随伴次数環に関する研究
⑤
“Cohen-Macaulay graded rings associated to ideals”
“On the Buchsbaum Property of Associated Graded
rings”

①京都大学大学院 ②代数学研究
③可換環論及び代数幾何学
④代数幾何学や高次K-理論などを用いて、可換環の性質を研究する
⑤
“A remark on the Riemann-roch formula for affine schemes
associated with Noetherian local rings”
“The positivity of intersection multiplicities and symbolic
powers of prime ideals”

後藤 四郎

博士（理学）
教授

①東京都立大学大学院
②MTS 数理科学課題研究、プレゼンテーション課題研究
③微分幾何学・大域解析学
④ゲージ理論・調和写像に代表される幾何学的変分問題と特殊
ホロノミー群に関する研究
⑤Represenntation Theory and ADHM-construction on
Quaternion Symmetric Spaces, Twistor sections on the
Wolf spaces

①明治大学大学院
②情報ハードウェア研究
③コンピュータアーキテクチャ、電子デバイス工学
④情報エレクトロニクス（デバイス、プロセッサのアーキテクチャ
及び設計技術）の研究
⑤
“Properties of Si nanowive devices fabricated by using
an inorganie EB resist process”

数学系

NAGATOMO Yasuyuki

阿原 一志

AHARA Kazushi

博士（理学）
准教授

①東京大学大学院
②幾何学研究
③コンピューティングトポロジー
④トポロジー研究支援・ソフトウェアの開発
⑤Hyplane—Polyhedral Models of Hyperbolic Plane

廣瀬 宗光

HIROSE Munemitsu

博士（理学）
准教授

①早稲田大学大学院 ②数理解析研究、偏微分方程式特論
③非線形偏微分方程式
④反応拡散方程式における大域解の振る舞いおよび自己相似
解の解集合構造について
⑤
“Uniqueness of positive solutions to scalar field
equations with harmonic potential”
“Existence of global solutions to the Cauchy problem
for some reaction-diffusion system”

博士（数理科学）
准教授

YAZAKI Shigetoshi

①東京大学大学院 ②数理解析研究
③応用数学 ④移動境界問題の数理解析
⑤単著「弱点克服：大学生のフーリエ解析」東京図書 (2012)、項目執筆「クリスタライン曲率流方程式
の解の漸近挙動について」小薗英雄・小川卓克・三沢正史編「これからの非線型偏微分方程式」第
12章, 日本評論社(2007) pp.244--277.S. Yazaki,``An area-preserving crystalline curvature flow
equation'', Topics in mathematical modeling, Part 4, Jindrich Ne\v{c}as center for mathematical
modeling lecture notes (eds: M. Bene\v{s} and E. Feireisl), volume 4, matfyzpress, (2008)
pp.169--215. 共著 D. \v{S}ev\v{c}ovi\v{c} and S. Yazaki,``Evolution of plane curves with
a curvature adjusted tangential velocity'', J. Ind. Appl. Math. 28 (3) (2011) pp.413--442.

鴨井 祐二

KAMOI Yuji

博士（理学）
講師

①東京都立大学大学院
②代数学研究
③可換環論
④可換環論へのホモトピー代数の応用
⑤1.(With K.Kurano)On Chow groups of G-graded
rings、Comm.Alg.31(2003).
2.(With J.Herzog)Taylor complexes for Koszul
boundaries、manuscripta math.96(1998).

吉田 尚彦

YOSHIDA Takahiko

博士（数理科学）
講師

①東京大学大学院
②幾何学研究 ③幾何学・シンプレクティック幾何学
④量子力学にまつわるDirac型作用素の指数の局所化現象の
研究
⑤ 1.Local torus actions modeled on the standard
representation, Adv. Math. 227 (2011), no.5, 1914-1955.
2.(With H. Fujita and M. Furuta) Torus fibrations and
localization of index I, J. Math. Soc. Univ. Tokyo 17
(2010), no.1, 1-26.

物理学系

市川 禎宏

ICHIKAWA Toshihiro

理学博士
教授

①東北大学大学院
②広域応用物理学研究
③表面物理学
④半導体表面の原子配列と物性
⑤Ge
（110）Surface Recorstruction observed with
Scanning Tunneling M:croscopy.

稲垣

睿

INAGAKI Satoru

理学博士
教授

①東京大学大学院
②理論物理学研究
③物性理論、磁性理論
④電子相関、磁性、超伝導
⑤
“Analytical Solution of Scaling Equations in the
Two-Dimensional Half-Filled Hubbard Model”
“Ferromagnetism in Doubly Degenerate Hubbard
Models near Quarter-Filled Band”

小田島 仁司

ODASHIMA Hitoshi

理学博士
教授

①東京大学大学院
②実験量子物理学研究
③レーザー分光学
④テラヘルツ（THz）光源の開発とそれを用いた分子分光
⑤
“Tunable Far-Infrared Spectroscopy Extended to
9.1 THz”

楠

正美

KUSUNOKI Masami

理工学研究科

矢崎 成俊

理学博士
教授

①東京大学大学院 ②生物物理学研究 ③量子生物物理
学、構造・機能生物物理学、情報生物物理学
④金属酵素の分子機構、光合成水分解酵素、電子・プロトン
移動機構、推移金属クラスターのEPR理論、Ｘ吸収微細構
造分光法、ホタル生物発光の酵素反応メカニズム
⑤“Spin-exchange interaction in the S2-state manganese tetramer in photosynthetic oxygen-evolving
complex deduced from g=2 EPR signal”
“Mono-manganese mechanism of the photosystemⅡ water
splitting reaction by a unique Mn4Ca cluster.”“S,-state Mn4ca complex photosystemⅡexists in
eqilifrium between the tow-most-stenble isomeric substrates :XRD and EXAFS evidence.”

小泉 大一

KOIZUMI Hirokazu

理学博士
教授

①東京大学大学院
②広域応用物理学研究
③結晶強度物性
④結晶の塑性、破壊などの力学的性質の研究
⑤
“Lattice wave emission from moving cracks”
“Brittle-to-ductile transition in polycrystalline aluminum
containing gallium in the grain boundaries”

島田 徳三

SHIMADA Tokuzo

理学博士
教授

①東京大学大学院 ②理論物理学研究
③素粒子物理学、非線形物理学
④行列模型、量子重力、AdS/CFTホログラフィ、量子カオス、
結合写像系
⑤
“String-based methods in perturbative gravity”
、
Pysics Letters B312、277、1993.
“Periodicity manifestaｔions in the turbulent regime
of the globally coupled map lattice”
、Pysical Review
E62、3489、2000.

立川 真樹

TACHIKAWA Maki

理学博士
教授

①東京大学大学院
②実験量子物理学研究
③量子エレクトロニクス
④レーザーによる原子の運動制御
光カオスの研究
⑤
“Observation of Synchronization in Laser Chaos”
“Laser trapping of ice crystals”

崔

博坤

CHOI Pak-Kon

工学博士
教授

①東京大学大学院
②広域応用物理学研究、超音波物理学特論
③超音波物理学
物理音響学
④超音波を用いた計測・物性研究
音響キャビテーションとその応用
ソノルミネセンス
⑤
『超音波便覧』
（丸善）

長島 和茂

NAGASHIMA Kazushige

博士（地球環境科学）
教授

①北海道大学大学院
②広域応用物理学研究
③結晶成長
雪氷物理
④雪や氷、ガスハイドレート等の結晶成長
⑤Formation of periodic layered pattern of
tetrahydrofuran clathrate hydrates in porous media.
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平岡 和佳子

Graduate School of Science and Technology

HIRAOKA Wakako

獣医学博士
教授

①北海道大学大学院
②生物物理学研究
③生物物理学
④活性酸素と生体、放射線生物学、シグナル伝達
⑤“Comparison between sonodynamic effect and    
photodynamic effect with photosensitizations on
free radical formation and cell killing.”
“Role of
oxygen radicals generated by NADPH oxidase in
apoptosis induced in human leukemia cells.”

吉村 英恭

YOSHIMURA Hideyuki

理学博士
教授

①名古屋大学大学院 ②生物物理学研究 ③構造生物学
④蛋白質を利用したナノ粒子の生成、X線顕微鏡の開発、細
菌べん毛の構造と機能
⑤
“Two-Dimensional Protein Array Growth in Thin
Layers of Protein Solution on Aqueous Subphases”
“Application of SEM-modified X-ray Microscope to
Entomology and Histology, and Effects of X-ray
Coherence in Imaging”

金本 理奈

KANAMOTO Rina

博士（理学）
准教授

①東京工業大学大学院
②量子物理学特論B
③物性基礎；数理物理；量子エレクトロニクス
④原子のオプトメカニクス；冷却原子気体；量子化法
⑤"Optomechanics of a Quantum-Degenerate Fermi gas",
"Topological Winding and Unwinding in Metastable
Bose-Einstein Condensates"

菊地

淳

KIKUCHI Jun

博士（理学）
准教授

①東京大学大学院
②広域応用物理学研究
③固体物理学実験
④核磁気共鳴（NMR）による固体電子物性研究（磁性、電
子相関）
⑤On the Symmetry of Low-Field Ordered Phase of
PrFe4P12 : 31PNMR.

安井 幸夫

YASUI Yukio

博士（理学）
准教授

①名古屋大学大学院
②広域応用物理学研究、物性物理学特論Ｂ
③固体物性物理学実験、中性子散乱
④量子スピンが生み出す新奇量子磁性相の探索
特異な磁性により誘起される異常物性の探索
⑤“Relationship between Magnetic Structure and Ferroelectricity of LiVCuO4”, Y. Yasui, Y. Naito, K. Sato,
T. Moyoshi, M. Sato and K. Kakurai, J. Phys. Soc. Jpn. 77 (2008) No. 2, 023712-(1-4)“Studies of the
Anomalous Hall Effect and Magnetic Structure of Nd2Mo2O7 – Test of the Chirality Mechanism “– , Y. Yasui, T.
Kageyama, T. Moyoshi, M. Soda, M. Sato and K. Kakurai, J. Phys. Soc. Jpn. 75 (2006) No. 8, 084711-(1-11).
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「入学者受入」、
「教育課程編成・実施」
、
「学位授与」方針

入学者受入方針

【博士後期課程】
理工学研究科博士後期課程では、指導教員による研究指導のもとに

理工学研究科では、自然の法則と数理の構造を理解し、その知見

特定の専門分野における研究課題に取り組み、博士学位論文の完成を

を応用して人類の継続的な発展と幸福に貢献する、人間性豊かな研究

目指します。学生自らが主体的に研究テーマの選定、研究計画の立案と

者と高度専門職業人の養成を目標としています。

遂行、研究成果の発信を行ない、専門分野における学識を深めるととも
に、論理的な思考力、的確に問題点を把握し解決する力量を醸成させて

【博士前期課程】
理工学研究科博士前期課程は、上記の教育目標を踏まえ、主に次の
ような資質や意欲を持つ学生を積極的に受け入れます。

いきます。学位論文を作成する過程を通して、自立した研究者、高度専
門職業人に必要な資質を身に付けさせることが研究指導の目的です。

○自然科学や人文・社会科学分野における基礎的な教養を身につけて
おり、かつ特定の専門分野において十分な基礎学力を備えているこ

学位授与方針

と。また、それらをもとに論理的に思考する姿勢と能力をもっている

理工学研究科では、自然の法則と数理の構造を理解し、その知見を

こと。
○研究活動に必要な英語力、
コミュニケーション能力を身に付けている

応用して人類の継続的な発展と幸福に貢献する、人間性豊かな研究者
と高度専門職業人の養成を目標としています。

こと。
○積極的に研究課題に取り組む意欲と探究心に溢れていること。

【博士前期課程】

以上の入学者受入方針に基づき、学内選考入学試験、一般入学試験、

理工学研究科博士前期課程では、上記の教育目標を踏まえ、本研究

外国人留学生入学試験、社会人特別入学試験、飛び入学試験を実施し、

科の定める修了要件を満たし、かつ、学業成績ならびに学位論文の内容

入学者の選抜を行ないます。

から、以下に示す資質や能力を備えたと認められる者に対し、修士（工
学、理学、
または学術）の学位を授与します。

【博士後期課程】
理工学研究科博士後期課程は、上記の教育目標を踏まえ、主に次の
ような資質や意欲を持つ学生を積極的に受け入れます。
○博士前期課程の教育・研究を通して、特定の専門分野における十分

○科学技術についての広範な学識と特定の専門分野における十分な学
力を身に付けていること。
○論理的な思考力と問題を自ら発見し解決する意欲を有し、自立した研

な学力を身につけており、論理的に思考する姿勢と能力をもっている

究者や高度専門職業人となるために求められる基本的な資質を備え

こと。

ていること。

○研究活動に必要な英語力、
コミュニケーション能力を身に付けている

【博士後期課程】
理工学研究科博士後期課程では、上記の教育目標を踏まえ、本研究

こと。
○専門分野の研究活動を深化させていく強い探究心を備え、自ら課題

科の定める博士学位請求の要件を満たし、かつ、学位請求論文の内容か

を発見しそれを積極的に解決していく意欲に溢れていること。

ら、以下に示す資質や能力を備えていると認められる者に対し、博士（工

以上の入学者受入方針に基づき、学内選考入学試験、一般入学試験、

学、理学、
または学術）の学位を授与します。

外国人留学生入学試験、社会人特別入学試験を実施し、入学者の選抜

○研究テーマの選定から成果の発信に至る研究活動を自ら遂行する能
力を有し、自立した研究者、高度専門職業人に必要な専門的な研究能

を行ないます。

力とその基礎となる豊かな学識を備えていること。

教育課程編成・実施方針
理工学研究科では、自然の法則と数理の構造を理解し、その知見を
応用して人類の継続的な発展と幸福に貢献する、人間性豊かな研究者
と高度専門職業人の養成を目標としています。
【博士前期課程】
理工学研究科博士前期課程では、上記の教育目標を達成するため
に、以下に示す方針に基づきカリキュラムを編成しています。
○所属専攻の主要科目の中から特定の専門分野の専修科目を選定し、
指導教員の研究指導のもとに研究課題に取り組むことにより、論理的
に思考する能力、自ら問題を発見しそれを解決していく姿勢とその方
法論を身に付けさせる。
○各専攻に設置した特修科目により当該分野における専門的な学力の
修得を図るとともに、全専攻に共通する広域的なテーマや学際領域
に関わる授業科目をバランスよく配置し、専門的な知識のみならず、
科学技術を社会との関わりの中で捉える広い視野と、境界領域や新
しい分野をも開拓しうる柔軟性を育成する。
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