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工学研究科 電気工学専攻 複合システム論講座
古谷栄光，田中俊二
1. 複合システム論とは
複合システム論とは，
「 システムを部品としてより大きなシステムを構築するための理論
体系」というような意味です．たとえばクーラーの場合，温度を測定するセンサ，センサ
による測定温度に基づきどれだけ冷却するかを決める計算機，冷却装置などが組み合わさ
れて，はじめてクーラーというシステムができます．このようなシステムを構築する際に
複合システム論が利用されます．私たちの研究室では，望ましい動作をするシステムを作
るための理論である制御理論やシステム最適化に関する研究，またその成果を医療やエレ
ベータなどの現実問題に応用する研究を行っています．
2. 制御理論と医療への応用
「制御」とは，ある物理量を望ましい値に速やかに近づけ，安定に維持するための技術
です．私たちの研究室では，制御についての理論的研究と医療への応用，とくに手術など
の医療行為がもたらす患者の負担が小さくなるように，患者を望ましい生理状態に維持す
る自動制御システムの開発を行っています．
すでに臨床応用を行っているものとして，手
術中の血圧制御システムと静脈麻酔制御システ
ムがあります．血圧制御システムは，手術中の
患者の血圧を通常より低く維持することにより，
出血量とそれに伴う輸血を減らし，手術時間を
短縮できます．静脈麻酔制御システム (図 1) は，
手術中の麻酔薬の投与量を患者の覚醒度に応じ
て調整することにより，患者を適切な麻酔状態に
図 1: 静脈麻酔制御システム
維持しながら麻酔薬の総投与量を低減できます．
3. システム最適化
「最適化」とは，ある評価尺度が最小 (最大) になる答を求めることを指します．たとえ
ば，
「 目的地に最も早く着くような経路を求める」ことや，
「 利益が最大になるように製品の
生産計画を立てる」ことも最適化問題です．私たちの研究室では，システム最適化の研究
として，生産スケジューリング問題やエレベータの群管理問題などを扱っています．ここ
では，エレベータの群管理問題について説明します．
一般的なエレベータでは，エレベータホー
1 2 3
ルでまず上下方向のボタンを押し ，エレベー
4 5 6
7 8 9
タに乗ってから自分の行きたい階を指定し ま
0 . #
す．一方，私たちが扱っているのは行き先階登
通常の方式
行き先階登録方式
録方式と呼ばれるエレベータで，行きたい階
を直接指定できるボタンがエレベータホール
図 2: 行き先階登録方式のボタン
に設けられている (図 2) エレベータです．こ
のようなシステムにより，乗客をより効率良く運ぶことができるものと期待されています．
私たちは，行き先階登録方式のエレベータの運行を決定する問題を，乗客がボタンを
押した時点で運行を決め直していくという動的な最適化問題として扱い，コンピュータシ
ミュレーションにより，従来のエレベータよりも大幅に性能を改善できることを確認しま
した．現在，実用化に向けてさらに研究を進めています．
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工学研究科 電気工学専攻 電力変換制御工学研究室
引原 隆士, 舟木 剛, 斎藤 啓子, 薄 良彦
1. 電力変換制御って何? 電力を変換する, そして変換し制御するとはど ういうことでしょ
うか ? 皆さんご存知のとおり, 電気には「直流」と「交流」という 2 つの形態 (かたち) があ
ります. 私たちの周りを見ると , 大抵の家庭に 100 V, 60 Hz (関東では 50 Hz) の「交流」が
電線を通して届いています. 一方, 例えば , 皆さんが触ったことがあるパソコンの駆動には
「直流」が使われます. この時, 家庭のコンセントから電源ケーブルを介してノートパソコン
のバッテリーに電力を供給するには , 電気を「交流」から「直流」に変換する必要がありま
す. このような電力の供給を目的として電気を希望の形態へ変換することを電力変換と呼び ,
現在, 皆さんはごく普通に電力変換を使っています. また, 皆さんが日頃利用している電車に
目を向けてみます. 最近は , 乗客にとって快適な走行を実現するためにインバータと呼ばれ
る「直流」を「交流」に変換する電気回路を用いて電車の速さを制御しています. これは変
換し制御している 1 つの実例です. このように , 電力変換制御とは皆さんの周りにいくらで
も見つけることができる基盤技術なのです.
2. 研究室の取り組みは ? 21 世紀の技術は , バイオ, ナノテクノロジー, エネルギー・環境分
野で大きな進展を見せています. これらを支えるのは , エネルギー・電力を供給する技術と
情報を操作する技術といわれています. 特に , 必要な形態 (直流, 交流) で 必要な量 (50 W,
50 kW など ) の電力を供給し , かつ 希望する制御の目的 (バッテリーの寿命を最大にする, 電
車の速さを一定に保つなど ) を達成する電力変換制御技術は , 今後ますます重要です.
私たちの研究室では , 上記を含む様々な技術分野への応
用を目指した電力変換制御工学の研究に日々取り組んで
います. 具体的には , 「直流」を「直流」に変換する dcdc コンバータなどの電力変換回路の研究, シリコンカー
バイド (SiC) と呼ばれるワイド バンドギャップ半導体を
用いた電力変換回路の開発, 電力ネットワーク (発電所
から送電線, 配電線を用いて家庭・工場など の負荷に電
力を送る回路網) への導入を目的とした SVC や直流送電
などの電力変換機器の研究や太陽光発電やレド ックスフ
ロー二次電池 (図 1) などの分散形電源の研究開発, 電力
変換制御技術を用いた電力ネットワーク運用に関わる基
礎研究を行なうとともに , ナノテクノロジーに関連した
マイクロシステムの制御技術に関わる研究, 電力変換制
御技術と密接に関連した非線形ダ イナミクスの数理的研
究を行なっています. このように , 私たちは電力変換制
御工学に関して, 実験から理論まで , 電気電子工学・機械
工学から数学・物理学・化学などを含む広い学問領域に 図 1: レド ックスフロー二次電池:
おいて研究を進めています. 興味のある方はホームペー 化学反応を利用してエネルギーを
ジ (http://www-lab23.kuee.kyoto-u.ac.jp/ja) をご 蓄え , 必要なときに放出する.
覧下さい.

工学研究科 電気工学専攻 電気回路網学分野
和田 修己，

久門 尚史

1 電気回路の役割
電気はエネルギーの担い手として，また信号の担い手として利用されています．電気回路は
エネルギーと信号に対して，運搬する役割，処理または変換する役割，そして蓄える役割を行
ないます．例えば，図に示すように，送電線はエネルギーの運搬，AC アダプタはエネルギーの
変換，バッテリーはエネルギーの貯蔵を行ないます．一方，通信線は信号の運搬，コンピュー
タの LSI は信号の処理，メモリーは信号の保存を行なう電気回路です．
21 世紀においては環境にやさしい超高速コンピュータやユビキタスネットワークを実現する
技術が必要とされています．つまり電気回路においては，回路の高速化と低雑音化・低消費電力
化が重要な課題となっています．例えば，コンピュータや通信機器の回路は高速化と低雑音化
が重要となり，エネルギー変換の回路やモバイル機器の回路は低消費電力化が重要になります．

Energy

AC / DC

Battery

Signal

LSI

Memory

図 1: エネルギーと信号の担い手としての様々な電気回路

2 研究室の取り組み
電気回路システムは大きいものでは電力システム，小さいものでは LSI に至るまで多種多様
ですが，現在研究室ではつぎのような研究に取組んでいます．
回路システムの基礎研究 回路システムの基礎研究として，数学や物理の理論を回路網解析に
応用し，回路における多様な現象を明らかにするとともに，回路設計に有効な手法を提
供しています．また，パソコンや携帯電話，ディジタル回路の雑音を低減するための LSI
のモデルを開発しています．
分布定数システムの研究 現在の電気電子回路の発展を支える集中定数の回路理論は，電磁界
を表現する Maxwell の方程式を洗練された形で近似することにより得られています．し
かし，最近では回路システムの動作周波数が高くなり，回路を分布定数線路や電磁界の
現象として扱う必要性が高まっています．そのような要請に対し，当研究室では新たな
解析手法の開発やモデル化に取組んでいます．
アルゴリズムのハードウェア化 計算機で問題を解くということは，問題を回路の物理現象に
置き換えて解を得るということです．柔軟なハードウェアである FPGA の登場により，
個々の問題の構造に対応した回路への置き換えができるようになっています．当研究室
では問題を回路を用いて解く方法と，その回路の設計手法について研究しています．

* 詳しくは研究室のホームページ (http://bell.kuee.kyoto-u.ac.jp/) をご覧下さい．

工学研究科 電気工学専攻 自動制御工学分野
萩原 朋道，蛯原 義雄

1. 自動制御とは ハードディスクや CD-ROM のドライブでは，極めて狭いトラック間隔でデータ領域が並ぶ
中を，誤って隣りのトラックのデータを読み出してしまったりすることなく，ヘッドは正確に目標トラック上に
留まり，あるいは新たな目標トラック上にすばやく移動をします．そのような正確で高速な動作には，自動制御，
あるいはフィードバック制御と呼ばれる技術が大きな役割を果たしています．一言でいえば，自動制御とは，何
かを所望の状態のまま一定に保ったり，所望の軌道に沿って何かを時間的に変化させることを可能にする技術で
あるということができ，さまざまな身近な製品はもちろんのこと，半導体ステッパーやロボットアームなど工場
における種々の製造工程，航空機・ロケット，インテリジェント・ビルなど，産業や日常生活の至るところで大
変重要な役割を果たしています．
我々は，自動制御の技術をより高度に利用し，その質を高めるための方法について，応用上のさまざまな問題
点を念頭におき，基礎理論から応用に至るまでの研究を行っています．これにより，これまでうまく自動制御す
ることが難しかった対象を無理なく扱うことが可能となり，大きな経費をかけることなく生活や製品に対して安
全性，快適性，利便性などの付加価値を与えることができるばかりでなく，省エネルギー，省資源などの意味で
環境に優しい社会の実現にも寄与することができるわけです．

2. 自動制御を行う上での難点と自動制御の役割—動的システム/安定性/定常偏差 自動制御を行う上で
何が難しいのか（動的システムの概念）と自動制御が常に直面して解決を要求されるものの中でももっとも基本
的な２つの課題（安定性と定常偏差）についてのみ，その説明をできるだけ簡単に行おうと試みたのですが，ど
うしてもこの限られた紙面では説明しきれませんでした．そこでここでは概念的な説明にとどめて，ポイントの
み短く説明しましょう．
動的システムとは，(i) 静止しているモータに一定電圧を加えても，しばらく加速を続けてからようやく一定回
転速度に達するというように，ある意味での時間遅れを持ち，(ii) モータに加える電圧をたとえば 1 ボルトとす
るように操作した場合でも，モータがほとんど静止に近い低速回転している場合には加速指令として作用する一
方で，極めて高速回転している場合には減速指令として作用するという意味において，将来の動きが，現時刻で
加える操作だけでなく，現在の状態（これは，過去に加えた操作の履歴と言い直すこともできます）にも依存す
るような性質を持つ対象のことと考えてください．
安定性 上記のような動的システムとしての性質は，多くの機械や装置に普遍的に見られるもので，これが自
動制御を難しくする要因といえます．この時間遅れや過去の操作の影響を適切に考慮しておかないと，モータの回
転速度を一定値に保つように自動制御をしてるつもりが，実際にはモータはどんどんと加速をしていったり，あ
るいは，回転方向を交互に逆転させながら加速と減速を繰り返しつつ，回転速度のピーク値がどんどんと大きく
なっていくという，不安定現象を引き起こす可能性があります．こういったことを避け（つまり，安定性を確保
し）つつも，できるだけ早くモータの回転速度を所望の速度に持っていくことが要求されるわけです．
定常偏差 モータの回転速度を目標速度に保つつもりで自動制御を行ってみたところ，モータの回転速度が一
定値に落ち着いたとしましょう．しかし，この回転速度が，目標速度に一致している保証は一般にありません．こ
れは不思議に思えるかもしれませんが，そういったことは，理論的にいっても，ごく一般的に起こることなので
す．このような目標とのずれは，定常偏差と呼ばれていますが，自動制御の方式に工夫を施すことでこれを 0 と
し，正確に目標を達成することもまた自動制御の役割です．

自動制御に関する研究の目指すもの では，具体的にどういう制御方式を用いればこれらの問題がすべて解決
可能であるのか，あるいは，単なるモータの例に限らず，もっと複雑で自動制御の難しい対象においても所望の
制御性能を達成するにはどうすればよいのか，あるいはまた，どんな制御方式を用いようとも越えることのでき
ない制御性能の限界とはどこまでなのか，といったことがらについて，世の中に普遍的に存在するさまざまな動
的システムと自動制御が絡む世界において，できるだけ一般的かつ系統的に取り扱い，学問として追求している
のが，我々の研究なのです．それは，冒頭でも紹介したように，社会や生活のさまざまな基盤を支える大変重要
な役割を果たしています (自動制御工学分野ホームページ http://www-lab22.kuee.kyoto-u.ac.jp/ 参照)．

ロボットアームの軌道追従制御

ハードディスクのヘッド制御

自動制御はなくてはならない
technology!!

ロケットの姿勢制御

電力系統の安定運用
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ߦࠃߞߡ㔚᳇ᢱ㊄ࠍਅߍࠆߩ߇ਥߥ⋡⊛ߢߔޔߒ߆ߒޕ㔚ജࠪࠬ࠹ࡓߩ㕙߆ࠄ⌑ࠆߣޔ㔚
᳇ࠍ⥄↱ߦㅍࠆߦߪ⥄ߕߣ⚂߇ࠅޔ႐วߦࠃߞߡߪޔ᰷☨ߢㄭᐕࠄࠇߚࠃ߁ߦޔᄢ
㔚ࠍᒁ߈ߎߔน⢻ᕈ߇ࠅ߹ߔޔߡߞ߇ߚߒޕᨵエߢቯߥࠪࠬ࠹ࡓࠍߞߡߊߎߣ߇
⺖㗴ߣߥߞߡ߹ߔޕ
 ⅣႺ㗴ߦ․ޔ᷷ᥦൻߦߟߡߪᣧᕆߥኻ╷߇᳞ࠄࠇߡ߹ߔޕ㉄ࠟࠬࠍ
ᷫߔࠆߚߦߪޔൻ⍹Άᢱ㧔⍹߿⍹ᴤ㧕ߩ↪ࠍᷫࠄߔߎߣ߇ᔅⷐߢޔේሶജ⊒㔚ߩផㅴ
߇ലߢߔ߇ࠇߘޔએᄖߦ߽ᄥ㓁శ⊒㔚߿㘑ജ⊒㔚ߥߤߩ⥄ὼࠛࡀ࡞ࠡ⊒㔚㧔ಽᢔဳ㔚Ḯ
ߣ߫ࠇ߹ߔ㧕ߩዉ߇ㅴࠄࠇߡ߹ߔޔߚ߹ޕ㉄ࠟࠬࠃࠅ߽᷷ᥦൻലᨐߩᄢ߈ࠟࠬ
߇㔚᳇⛘✼ߩߚߦ↪ߐࠇߡ߈߹ߒߚ߇߽ࠇߎޔᷫߔࠆߎߣ߇ᦸ߹ࠇߡ߹ߔޕ
 એߩࠃ߁ߥ⁁ᴫࠍ⠨ᘦߒߡޔએਅߩࠃ߁ߥౕ⊛ߥ⎇ⓥࠍⴕߞߡ߹ߔޕ
㔚ജࠪࠬ࠹ࡓߩ⸃ᨆߣᓮ㧦㔚ജࠪࠬ࠹ࡓߦ⪭㔗߇ߞߚࠅߔࠆߣ৻ޔㇱߩㅍ㔚✢ߦ㔚᳇
ࠍᵹߔߎߣ߇ߢ߈ߥߊߥࠅ߹ߔ⁁ߥ߁ࠃߩߘޕᴫߢ߽㔚ߔࠆߎߣߥߊ㔛ⷐኅ߹ߢ㔚᳇ࠍ
ዯߌࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߆ߤ߁߆ޔߚ߹ޔ㔚߇ߎߞߡߒ߹߁႐วߦߪߥ߁ࠃߩߤޔኻ╷ࠍ
⻠ߓࠇ߫㔚ࠍ㒐ߍࠆ߆ޔ㒐ߍߥߊߡ߽㔚▸࿐ࠍዊߐߊߢ߈ࠆ߆ߦߤߥޔ㑐ߔࠆၮ␆⊛
ߥᬌ⸛ࠍⴕߞߡ߹ߔޕታ㓙ߩ㔚ജࠪࠬ࠹ࡓߢታ㛎ߔࠆߎߣߪߢ߈߹ߖࠎߩߢޔਥߦ⸘▚
ᯏࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦߦࠃߞߡ⎇ⓥࠍⴕ߹ߔޕ
ⷐ⚛ᛛⴚ㧦㔚ജࠪࠬ࠹ࡓߪ࿑㧝ߩࠃ߁ߦޔฦ⒳ߩ⊒㔚ᯏߪ߽ߜࠈࠎߩߎߣㅍ㔚✢߿ᄌེ
ㆤᢿེߣ߫ࠇࠆࠬࠗ࠶࠴ߥߤᄙߊߩⷐ⚛㧔㔚ജᯏེ㧕߆ࠄᚑࠅ┙ߞߡ߹ߔ߭ࠄࠇߎޕ
ߣߟ߭ߣߟ߇ᱜᏱߦߊߎߣߪࠪࠬ࠹ࡓోߩㆇ↪ߦߣߞߡᔅⷐਇนᰳߩߎߣߢߔ߇ᦨޔ
㜞ߢ  ਁࡏ࡞࠻߽ߩ㔚ߦ⠴߃߽߆ߒޔᣣᧄߩ⁜࿖ࠍലߦ↪ߔࠆߚߩࠄࠇߎޔ
ⷐ⚛ߪࠦࡦࡄࠢ࠻ߦㅧࠄࠇߡ߹ߔޕ
⊒㔚ᚲ
㔛ⷐኅ
ㆤᢿེ
ࠦࡦࡄࠢ࠻ߦߔࠆߚޔ೨ㅀߩࠃ߁ߦޔ
ේሶജ⊒㔚
ᄌེ
Ꮏ႐
ᄌ
᷷ᥦൻലᨐߩᄢ߈⛘✼ࠟࠬࠍ
㔚
㈩㔚
ᚲ
߁႐ว߇ࠅ߹ߔ߇ߩߘޔ㊂ߪᓟߢ
߈ࠆߛߌᷫࠄߒߡߊᔅⷐ߇ࠅ߹ߔޕ
৻⥸ኅᐸ
ߎߩࠃ߁ߥⷰὐ߆ࠄᚒ⎇ߩޘⓥቶߢߪ
᳓ജ⊒㔚
ታ㛎߿⸘▚ࠍ㚟ߒߡ⛘✼ࠟࠬࠍࠊ
Ἣജ⊒㔚
ㅍ㔚✢
ߥߩߘߪߚ߹ޔ㊂ࠍᭂജᷫߔࠆߚ
㘑ജ⊒㔚
ߩⷐ⚛ᛛⴚࠅ߹ߟޔⅣႺߦ߿ߐߒ
ಽᢔဳ㔚Ḯ
ᄥ㓁శ⊒㔚
ᯏེߩ⸳⸘ߦ㑐ߔࠆၮ␆⊛⎇ⓥ߽ⴕߞ
ߡ߹ߔޕ
㒰ᯏ

࠹ࡆ
ቶౝἮ
ࠛࠕࠦࡦ
಄⬿ᐶ

       ࿑㧝 㔚ജࠪࠬ࠹ࡓ

Ꮏቇ⎇ⓥ⑼ 㔚ሶᎿቇኾ ᭂᓸ⌀ⓨ㔚ሶᎿቇ⎇ⓥቶ
⍹Ꮉ 㗅ਃޔᓟ⮮ ᐽੳޔㄞ ඳมޔ⍹ᯅ ⼾ᰴ
㧝㧚 ࠗࠝࡦࡆࡓߩ⊒↢ߣߘߩᔕ↪
⑳㆐ߩ⎇ⓥቶߢߪ⌀ޔⓨਛߢࠗࠝࡦࠍ⊒↢ߒ↪ߔࠆᛛⴚߩ㐿⊒ࠍⴕߞߡ߹ߔࠗޕ
ࠝࡦߪ⌀ⓨਛߢߪ㔚⇇ߦࠃࠅኈᤃߦടㅦߢ߈߹ߔ߿⚛⎲ޔ߫߃ޕῂߥߤߩࠗࠝࡦࠍ
㜞ࠛࡀ࡞ࠡ(10㨪100keV)ߦടㅦߒߦ⚛⃯ޔᛂߜㄟࡦࠝࠗޟᵈߪޠᣣߩࠦࡦ
ࡇࡘ࠲ߦࠊࠇࠆᄢⷙᮨ㓸Ⓧ࿁〝(LSI)ߩㅧㆊ⒟ߦ߅ߡߦ߅ߡᭂߡ㊀ⷐߥ
ᓎഀࠍᨐߚߒߡ߹ߔ⑳ޕ㆐ߪޔᐢߊ↪ߐࠇߚᱜࠗࠝࡦߢߪߥߊ⽶ࠗࠝࡦࠍ↪ߔ
ࠆߎߣߢޔᓥ᧪㔍ߒ߆ߞߚࠟࠬ߿㜞ಽሶߥߤߩ⛘✼߳ߩ♖ኒߥࠗࠝࡦᵈ߇น⢻
ߣߥࠆߎߣࠍ⇇ߦవ㚟ߌߡ␜ߒ߹ߒߚޕߢߪߎߩᛛⴚࠍߞߚ↢↪㜞ಽሶ᧚
ᢱߩ㕙ᡷ⾰㧔ౣ↢ක≮߳ߩᔕ↪ੱޔὑ⊛⚻࿁〝✂ᒻᚑ㧦࿑㧝㧕߳ߩᔕ↪߿ᓸ☸
ሶᒻᚑ㧔න㔚ሶ࠺ࡃࠗࠬޔశ⸅ᇦߩ㜞ല₸ൻ㧕߳ߩᔕ↪ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥࠍⴕߞߡ߹ߔޕ
㧞㧚 㔚ሶࡆࡓߩ⊒↢ߣߘߩᔕ↪
ࠗࠝࡦߣหߓࠃ߁ߦ⌀ⓨਛߦ㔚ሶࠍขࠅߒߡࠈࠈߥߎߣࠍߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹
ߔޕ㧸㧿㧵ߩടᎿᛛⴚ㧔ᓸ⚦ടᎿᛛⴚ㧕ࠍ㚟ߒߡ࠽ࡁࠨࠗ࠭ߩ㔚ሶḮࠍࠅ㧔࿑㧞㧕ޔ
ᐔ㕙ဳ࠺ࠖࠬࡊࠗߦᔕ↪ߒߚࠅޔ㜞᷷ߢേߔࠆ࠺ࡃࠗࠬߦᔕ↪ߒߚࠅߒࠃ߁ߣߔ
ࠆേ߈߇ᵴ⊒ߦߥߞߡ߈ߡ߹ߔ⑳ޕ㆐ߪߎߩࠃ߁ߥᓸዊߥ㔚ሶḮߩടᎿᣇᴺ߿㔚ሶ
᧚ᢱߩㆬቯޔ㔚ሶߩၮ␆ߥߤߩ⎇ⓥࠍⴕߞߡ߹ߔޕ
㧟㧚ᐢ߇ࠆ⌀ⓨࠗࠝࡦ㔚ሶߩ⇇
ߢㅀߴߚ⑳㆐ߩᵴേએᄖߦ߽⌀ޔⓨਛߢࠗࠝࡦ߿㔚ሶࠍ↪ߒߚᛛⴚߣ߁ߩߪ⥋
ࠆᚲߢࠊࠇߡ߹ߔޕᱷᔨߥ߇ࠄޔ㔚ሶ࠺ࡃࠗࠬㅧߩࠃ߁ߦᣣᏱ↢ᵴߢߪ߹ࠅ
ߥߓߺߩߥಽ㊁ߢᵴべߒߡࠆߚߩ✼ޟޔਅߩജᜬߜޕߔߢࠈߎߣߚߞߣޠ᥉
Ბߪࠆߎߣߩߢ߈ߥߩ✼ޟਅߩജᜬߜߩߎࠍޠᯏળߦᤚ㕖ቇߒߡߊߛߐޕ

 
࿑㧝㧚ࠗࠝࡦᵈ㗔ၞ㧔㤥ㇱಽ㧕ߦ    ࿑㧞㧚ᓸ⚦ടᎿߦࠃࠅߒߚᓸዊ
ㆬᛯ⊛ߦઃ⌕ߒߚ⚻⚦⢩ߩ㗼ᓸ㏜౮⌀   㔚ሶḮߩ㔚ሶ㗼ᓸ㏜౮⌀

Ꮏቇ⎇ⓥ⑼㩷 㔚ሶᎿቇኾ㩷 䊒䊤䉵䊙‛ᕈᎿቇಽ㊁㩷 ᯌ⎇ⓥቶ㩷
ᯌ㩷 ㇌⧷㩷 㩷 ⊕⮮㩷 ┙㩷 㩷 ਛ㩷 ᢅᶈ㩷 㩷 ㈬㩷 㩷 㩷 ਭ㩷 ኛ㩷
㩷
䇸䊒䊤䉵䊙䇹䈫䈲㩷
ᦨㄭ䈪䈲䇸䊒䊤䉵䊙䊁䊧䊎䇹䈏৻⥸⊛䈮䈭䉍䋬䇸䊒䊤䉵䊙䇹䈫⸒䈉⸒⪲䉕⦟䈒⡊䈮䈚䉁䈜䋮ᯌ⎇ⓥቶ䈲䈖䈱䇸䊒䊤
䉵䊙䇹䋨ᱜ䉟䉥䊮䈫⽶䈱㔚ሶ䈏䈾䈿╬㊂ᷙ䈚䈩⋧↪䈚䈩䈇䉎⁁ᘒ䋩䉕⎇ⓥኻ⽎䈫䈚䈩䈇䉁䈜䋮りㄭ䈭䉅䈱
䈫䈚䈩ⰯశἮ䉇䊒䊤䉵䊙䊁䊧䊎䈏䋬⥄ὼ⇇䈪䈲㔗䉇䉥䊷䊨䊤䈏䋬䈠䈚䈩↥ᬺ⇇䈪䈲䊄䊤䉟䉣䉾䉼䊮䉫╬ඨዉ↥
ᬺ䉕ᡰ䈋䉎ᓸ⚦ടᎿᛛⴚ䈏䈖䈱䊒䊤䉵䊙⽎䈱䈪䈜䋮ᚒ䇱䈱⎇ⓥቶ䈪䈲䋬䈖䈱䉋䈉䈭䊒䊤䉵䊙䈱⊒శ䉇
ᔕ䈜䉎ᕈ⾰䈍䉋䈶⺃㔚䊶ዉ㔚⊛䈭ᕈ⾰䉕䉋䉍ᷓ䈒ㅊ᳞䈚䈩䋬䈠䉏䉌䉕ᵴ↪䈚䈢⒳䇱䈱䊒䊤䉵䊙ᔕ↪ᛛⴚ䉕䋬䈘䉌
䈮㜞ᕈ⢻䈮䋬䈘䉌䈮ᐢ䈒↪䈘䉏䉎䉋䈉䈮䋬䈠䈚䈩䈘䉌䈮りㄭ䈮䈜䉎䈢䉄䈱⎇ⓥ㐿⊒䉕ⴕ䈦䈩䈇䉁䈜䋮㩷
㩷
䋱䋮䊒䊤䉵䊙䊁䊧䊎䈫䈠䈱ઁ䊒䊤䉵䊙⊒శ䈱⎇ⓥ㩷
䊒䊤䉵䊙䈲శ䉕䈚䉁䈜䋮䈖䈱ᕈ⾰䉕↪䈚䈢䈱䈏䊒䊤䉵䊙䊁䊧䊎䋨㪧㪛㪧䋩䈪䈜䋮ᯌ⎇ⓥቶ䈪䈲䇮ᦝ䈭䉎ല₸
ᡷༀ䉕⋡ᜰ䈚䈩᭽䇱䈭ᣂⷙ᭴ㅧ䊶ᣂⷙ᧦ઙ䉕ឭ᩺䈚䋬㪧㪛㪧 䈱䋱↹⚛䋨⚂ 㪎㪇㪇㬍㪊㪇㪇㱘䌭䋲䋬࿑䋱ෳᾖ䋩ౝ䉕ⓨ㑆
⊛䊶ᤨ㑆⊛䈮ᓸ⚦䈮ಽഀ䈚䈩⺞䈼䈭䈏䉌䋬䈬䈱䉋䈉䈭⁁ᘒ䈱ᤨᦨ䉅ല₸䈏䈏䉎䈎䉕⎇ⓥ䈚䈩䈇䉁䈜䋮䈖䈱ઁ䋬
䋱㫄㫄 䉰䉟䉵䈱ᓸዊ䈭ⓨ㑆䈪⊒శ䈚ౝㇱ᳇䈏 㪈㪎㪇 ᳇䈮䉅䈭䉎㜞᳇㔚Ἦ䈱⎇ⓥ䉅ㅴ䉄䈩䈇䉁䈜䋮㩷
䋲䋮ᓸዊ䉰䉟䉵䈱㵰䊙䉟䉪䊨㵱䊒䊤䉵䊙䈱⎇ⓥ㩷
䊒䊤䉵䊙䊁䊧䊎ౝ䈱䊒䊤䉵䊙䈱䉋䈉䈮䊚䊥䉰䉟䉵એਅ䈱ዊ䈘䈭䊒䊤䉵䊙䉕䉏䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈐䈩䋬䊒䊤䉵䊙䈱
ᔕ↪▸࿐䈏䈘䉌䈮ᐢ䈏䉎น⢻ᕈ䈏䈪䈩䈐䉁䈚䈢䋮ᯌ⎇ⓥቶ䈪䈲䋬䈖䈱䊙䉟䉪䊨䊒䊤䉵䊙䉕㓸䉄䈩ᄢ᳇ਛ䈪䊒䊤䉵
䊙↢ᚑ䉕ⴕ䈦䈢䉍䋬䊙䉟䉪䊨䊒䊤䉵䊙䉕ᢛ䈘䈞䈩㜞ᯏ⢻ᕈ䉕䈘䈞䈢䉍䈚䈩䈇䉁䈜䋮䈋䈳䋬䉝䊧䉟⁁䈮ᢛ
䈘䈞䈩ᡆૃ⊛䈮⚿᥏᭴ㅧ䉕ᚑ䈚䋬⇇䈪ᆎ䉄䈩㵰䊒䊤䉵䊙⚿᥏㵱䈮䉋䉎Ꮺ䉕᷹ⷰ䈚䉁䈚䈢䋨࿑䋲ෳᾖ䋩䋮㩷
䋳䋮䊒䊤䉵䊙䉕↪䈇䈢ᯏ⢻ᕈ⭯⤑䈱ᒻᚑ䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ㩷
䊒䊤䉵䊙䈲䋬㜞䈇ᔕᕈ䉕ᜬ䈦䈩䈇䉁䈜䋮䊒䊤䉵䊙ਛ䈱㔚ሶ䈲㜞䈇䉣䊈䊦䉩䊷䉕ᜬ䈤䋬ㆡಾ䈮ㆬᛯ䈚䈢ಽሶ
䈮ⴣ⓭䈜䉎䈫䋬ᔕᵴᕈ⒳䈏↢ᚑ䈘䉏䋬࿕㕙䈮䇸⭯⤑䇹䈫䈚䈩ၸⓍ䈚䉁䈜䋮䈖䈱⭯⤑䈲ᄢⷙᮨ㓸Ⓧ࿁〝䈱
⛘✼⤑䋬ᯏ 㪜㪣 ⚛ሶ䈱⼔⤑䋬ౝౝ⬿⚛ሶ䈱↢ㆡว⼔⤑䈭䈬䋬ᄙ᭽䈭ᯏ⢻䉕⊒ើ䈚䉁䈜䋮ᯌ⎇ⓥቶ
䈪䈲⭯⤑ᒻᚑᤨ䈱䈠䈱႐⸘᷹䊶䊝䊂䊥䊮䉫䉕ⴕ䈇䋬⭯⤑․ᕈ䈏ะ䈜䉎ᔕㆊ⒟䉕ត⚝䈚䈩䈇䉁䈜䋮㩷
䋴䋮ᰴઍ䈱䉮䉝䊜䊝䊥䊷䋨ᛶ᛫ᄌൻဳਇើ⊒ᕈ䊜䊝䊥䊷䋩䈱⎇ⓥ㩷
㪤㫅 䉕䉖䈣䈽䊨䊑䉴䉦䉟䊃ဳ䈫䈇䈉᭴ㅧ䈱㉄ൻ‛䈲䋬Ꮒᄢ䈭⏛᳇ᛶ᛫ലᨐ䋨⏛႐䈱ਛ䈪ᛶ᛫୯䈏ᄌൻ䈜䉎
䈖䈫䋩䉕␜䈜䈖䈫䈎䉌䋬ᰴઍ䈱ᣂ䈚䈇⏛᳇䉣䊧䉪䊃䊨䊆䉪䉴᧚ᢱ䈫䈚䈩㑐ᔃ䉕㓸䉄䈩䈇䉁䈜䋮ᯌ⎇ⓥቶ䈪䈲䋬䈠
䈱㜞ᛶ᛫䊶ૐᛶ᛫⁁ᘒ㑆䈱䉴䉟䉾䉼䊮䉫䉕↪䈚䈢ᛶ᛫ᄌൻဳਇើ⊒ᕈ䊜䊝䊥䊷䋨㪩㪼㪩㪘㪤䋩䈱⎇ⓥ䉕ㅴ䉄䈩䈍
䉍䋬㩷 㪤㪦㪚㪭㪛 ᴺ䈫䈇䈉ૐ᷷䊶ᄢ㕙Ⓧൻน⢻䈭ᣇᴺ䈮䉋䉍⇇䈪ᆎ䉄䈩䈠䈱䊶․ᕈ⏕䈮ᚑഞ䈚䉁䈚䈢䋮㩷
㩷
㩷
[
㩷
\
㩷
೨㕙䉧䊤䉴ၮ᧼㩷
㩷 㔚㩷
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工学研究科 電子工学専攻 木本研究室(半導体物性工学研究室)
木本 恒暢、須田

淳

1. 半導体とは
皆さんは「半導体」から何を連想されるでしょうか？ パソコン、集積回路(IC, LSI)、メモリー、
発光ダイオード、太陽電池などでしょうか。パソコンや携帯電話はもちろんのこと、エアコン、炊
飯器、ゲーム機、自動車、銀行 ATM など、あらゆる電気機器やシステムに必ず半導体デバイス(ト
ランジスタ、ダイオードなど)が使われ、エレクトロニクス社会のハードウェアとして活躍してい
ます。半導体は、その電気的・光学的性質を極めて広い範囲に亘って制御し、設計できる電子材料
です。1947 年のトランジスタ発明から半世紀以上が経ちましたが、半導体の分野では、新構造デ
バイス、新材料創製、新しい物理概念の導入など科学技術の革新が急速に進展しており、活気に溢
れています。
2. 研究背景と研究室の取り組み
21 世紀においては、情報通信技術(IT)とエネルギー技術(PT)が極めて重要な技術となります。私
達の研究室では、半導体材料・デバイスの研究で 21 世紀の IT、PT システムの中核をなす「キー
デバイス」を創造することを目指しています。
半導体デバイスに要求される重要な性能は、低消費電力化と高速化です。例えば、携帯電話の充
電が面倒だと思ったり、ファイルのダウンロードが遅いと感じた人は多いはずです。長年、トラン
ジスタのサイズを小さくすることで性能向上が進められてきましたが、当研究室では新しいアプロ
ーチを考えています。具体的には、(1)新しい物理概念を導入すること、(2)優れた性質を有する新
しい半導体材料を用いることにより、従来の延長線上にはない画期的な半導体デバイスの実現を目
指しています。例えば、原子レベルの細線状半導体を形成すれば、電子のエネルギーや運動が本質
的に変化し、高速化が可能となります。酸化ニッケル(NiO)などの薄膜を積層すると、新しい原理
に基づく超高性能メモリーを作製できます。また、シリコン(Si)に代わってシリコンカーバイド
(SiC)や窒化ガリウム(GaN)などの新しい半導体材料を用いれば、従来の半導体材料では達成不可能
な未踏領域（パワー・周波数・動作環境）の超高性能デバイスを実現することができます。
このように、当研究室では半導体の基礎物理からデバイス応用に亘る研究を行い、情報通信技術
(IT)とエネルギー技術(PT)、ひいてはエネルギー問題や環境問題に貢献できるよう日夜努力してい
ます。
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図 1 新半導体を用いたトランジスタ
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図 2 シミュレーションによるデバイス構造の設計

☆ 興味のある方は、研究室のホームページ(http://semicon.kuee.kyoto-u.ac.jp/)をご覧下さい。
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工学研究科

電子工学専攻

北野研究室

北野 正雄、杉山 和彦、中西 俊博

1

概略

北野研究室は「量子電磁工学分野」という名前をもっています。この名前が表すように、「量子力学」
と「電磁気学」に関係した研究を行っています。電磁気学は電気や磁気、そしてそれらが一体になった電
磁波を扱う学問で、携帯電話で使われている電波や、光、X 線などはすべて電磁波です。一方、量子力
学が対象とする「量子」は、波でもあり粒子でもあるという変わった性質を持ちます。この「量子」は別
段特殊なものではなく、この世の中の物質すべては「量子」で構成されています。電子はもちろん、光
も量子（光子といいます）の１つです。
私達の研究室では、特に量子力学と電磁気学を融合した「量子エレクトロニクス」と呼ばれる分野の
研究を主に行っています。電磁場と物質の相互作用を研究するこの量子エレクトロニクスの分野はここ
50 年ほどの間に急速に発展しました。一番有名な応用例は、レーザでしょう。計測の分野（量子計測）
での進歩も目覚しく、核磁気共鳴は医療用 MRI を、原子時計などの超高精度時間測定の技術は GPS と
いう応用を生み出しました。また、基礎学問としての役割も大きく、これまでにおおよそ 18 名ほどの研
究者がこの分野でノーベル賞を受賞しています。

2

主な研究テーマ

イオントラップ
イオントラップは電場がイオンに与える力を利用して、イオンを捕捉する技術です。さらに、捕獲さ
れたイオンを冷却することによって, イオンの運動が抑制され、イオンのもつ量子性が顕著に現れてき
ます。このイオンの冷却にはレーザ冷却という手法を用います。これは、イオンだけでなく中性の原子
にも適用可能な冷却法で、絶対温度で 1/1000 度を下回るような極低温にまで物質を冷却することができ
ます。イオントラップとレーザ冷却の技術を併用することで、たった１個のイオンを一カ所に捕まえて
おくことができます。また、周りからの影響を受けにくいので、精度の良い標準（特に周波数標準）と
して用いることもできます。
モード同期レーザによる周波数計測
モード同期レーザとは、非常に正確な時間間
隔で光のパルス列を放射するレーザです。モー
ド同期レーザの光には、様々な波長、様々な周
波数の光が含まれています。そして、その周波
数間隔は等間隔であるので、これを光の周波数
を測る” モノサシ” として利用することができ
ます。この技術により、以前の光の周波数計測
法に比べて格段に性能が向上しました (右図)。
双子の光子
光は光子と呼ばれる量子から成り立っています。光を特殊な結晶に入射させると、ある確率で 1 つの
光子が 2 つの光子に分裂します。こうして生まれた光子（双子の光子、光子対）には量子相関という変
わった相関があります。この相関はどれだけ距離が離れていても存在します。この性質は量子テレポー
テーションなどに利用されています。
メタ物質
自然界に存在するような物質の磁場に対する応答は非常に小さく, マイクロ波や光に対しては比透磁
率はほとんど 1 と見なせる. しかし, メタ物質と呼ばれる人工的に作られた構造物によって, 磁場に対す
る応答を大きく変化させることができる. 媒質の境界で電磁波が「く」の字に屈折する負屈折などは, メ
タ物質によって実現される現象である. 本研究室では, 磁気的に共鳴するメタ物質を作製し, その特性を
研究している.
ホームページは http://www-lab15.kuee.kyoto-u.ac.jp/
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情報学研究科 知能情報学専攻 画像メディア分野
松山 隆司 教授

牧 淳人 准教授

川嶋 宏彰 助教

1. コンピュータに目を持たせるには
人間は、目や耳といった感覚器を通して外界の様子や変化を認識し、その結果に基づいて思
考を深めたり、状況に即した適切な行動を取るといった優れた知的能力を持っている。本研究
室では、人間と同様の視覚認識能力を持ったコンピュータの実現を目指して研究をしています。
コンピュータに視覚認識能力を持たせるには、単にカメラ付コンピュータを作るのではなく、
1. まず、人間の持つ視覚の特性や機能、仕組みを明らかにして、
2. • 周囲にある物の３次元の形や動きを測ること
• 相手の動きに合わせて目を動かすこと
• 顔を見て誰かを認識すること
• 顔の表情から相手の気持を読み取ること
などといった基本機能を人工的に実現するためのハードウェアやソフトウェアを開発すること
が必要です。

2. ３次元ビデオ
最近研究室で力を入れて研究しているテーマとして３次元ビデオがあります。
３次元ビデオは、コンピュータグラフィックスによる仮想的な３次元アニメーションではな
く、ダンスやスポーツをする人間、自然界の動物などの生の姿・形・色の時間的変化を３次元
的にそのまま記録した実写立体ビデオ映像で、実世界における対象の振る舞い・動作を余すと
ころなく記録した究極の映像メディアであるといえます。
３次元ビデオを撮影するには、次のような処理をします。
1. 多数のビデオカメラを使って多くの異なった方向から人間の映像を撮影する（下図）。
2. 撮影された多視点ビデオから、人間の３次元の形や動きを復元する。
3. 撮影された多視点ビデオを使って、復元された３次元形状の表面に色や模様を描く。
こうして撮影された３次元ビデオは、
Myrinet
• 立体ディスプレイを使って立体映像として鑑賞することが
できるだけでなく、
• 普通のテレビを使った場合でも、視聴者がその場で映像を
見る角度や距離を変えながら映像を鑑賞することができます。
たとえば、
• ステージ上の歌手やサッカー、野球、相撲を好きな位置、
角度から見ることができる。
• 自分の動き（体操やゴルフスウィング）を先生やプロの
動きと重ねてチェックすることができる。
• ３ D ゲームの中に自分の分身を登場させることができる。図 ３次元ビデオ撮影システム
古くは１５世紀のグーテンベルグの印刷装置、２０世紀では TV 放送といったように、新し
い映像技術の登場によって人類の文化、文明、生活に革命的な変化がもたらされてきました。
研究室では、３次元ビデオによって２１世紀社会が大きく変ると信じて、様々な研究開発を行っ
ています。
連絡先：京都大学工学部 3 号館 S.303 号室 松山 隆司 (tel : 075-753-4891)
電子メイル: tm@i.kyoto-u.ac.jp 研究室ホームページ: http://vision.kuee.kyoto-u.ac.jp/

 "
 

"!

 



       


Ú ċ  ÂÚ óc  À ěò
#1 ;2.  µ£ėü


(:!ăć#$#4+µ£ėü$&¸

±õ
' û+ +f$&;`KO/ėË9Ür445Ă$ 
#ï%ě C`SZbH/L<EH]>W\+ .û+ +BbH= &
 "%2 #× þ! .°Ą$ü94Wb]9ĉ4xâ9ĉ4z
Ã5% 1 ğå%ãç &ėË9o¨#9Ēč #w$/4 4
5¿Ã%BbH=%ãç9ô +63ėË9oÑìĝ_=Y^FĞĊ
rß°Ą$o 52 $#4µ£ėüj$.ă%4%·%Å/G`D#"$Ñì
ĊrÅï-Ć+62 ! +63
à²Ý$ 5 &Ē²Ý$=`HbPJM$#4 8
05[R?HFaPJM_b@äkĝº¤ØÌ%ĕ$
+ PJM_b@ôÏäkĞ~Ã2 !
+cp!63%Ü $¾©6 5
.%$ÑìHA 4+ÑìHA&:%·s
¼Ć+6# IC IJT ėË9 5!$
249ý,z! +QbCbN%i84!
¾©6 4 7:#Ó$h5!$24%Ĉā
ï$#5*uÁēÆ%|4Á$.#5!¾©6 + )+($," !20? 
89;347=0.4@0.4@0.06mm>  
 #+'  %2 $" .þ .ÈĄ$ÑìĊ
(ºéön¯³q)
r±õo 52 $#4ð#·%ÓaÅ$ÑìĊrÅ
ï´ą652 $#5! 3-úÛÝ$PJM_b@
9n4Ėf«$24)%°ę9É- ! Ö%î ¹ĊÙ##
+#8ÃÝ$&ÑìĊrÅï9.Å66ñ{%$þ 59ÿ
)ñ¢ëíÝ$PJM_b@9ë,+m3%¹Ê á°$~Č5]bM9ùz
9lČ5!
!¬ø$#4+%2 #ñª{¶«V]IUJTÑìPJM_
b@dÒ$ Ô$Ĕ4 5ėË%Ë·9Õ2}Ù5!$ĐÐ9 #
3ãç$ 4ë:
++ĉ4t!t66$÷·%;`KO9Ù rt
¡,#úêy×9ô !$24ÄÇ$đ%ĉrï!#5»ĒèĒÑìlĉ¹§
3$&ėË9oĊrÔ½%¥ÎĝÍrĞ9ĎėË%Ā½}Ù9Č®5¹§#"ě
¦#ry×9ĚoÑìlĉ±õ%ãç9ô +
%2 $e%f$Ę9.3 5ÑìĊr±õ%ãç$IX^`E65Þ:g
ď%ėÈė æ$v65!9¾© +Ĝ
        


  



*



#

645:;/%
1;2.#
"(!+& <

- ,

ᖱႎቇ⎇ⓥ⑼ ㅢାᖱႎࠪࠬ࠹ࡓኾ વㅍࡔ࠺ࠖࠕಽ㊁
↰㊁ ື㧘᪢ේ ᄢ
1. વㅍࡔ࠺ࠖࠕߣߪ
⊝ߐࠎߪߣ߁ߣޠࠕࠖ࠺ࡔޟࠍᗐߐࠇࠆߢߒࠂ߁߆㧫ᄙಽ㧘TV㧘ࠫࠝ㧘ᣂ⡞ߥߤ
ߩࠃ߁ߥႎࠍਥߦᕁᶋ߆ߴࠄࠇࠆߩߢߪߥߢߒࠂ߁߆㧚ᧄ᧪ߩᗧߢߪ㧘ႎߦട߃
ߡ㧘ᖱႎࠍવ㆐ߔࠆߚߩోߡߩ᭴ᚑⷐ⚛ࠍࡔ࠺ࠖࠕߣ߹ߔ㧚ޟવㅍࡔ࠺ࠖࠕߘߪߣޠ
ߩਛߢ߽ᖱႎࠍવ߃ࠆᇦߢࠆࠤࡉ࡞㧘㔚ᵄ㧘శߥߤߩߎߣࠍᜰߒߡ߹ߔ㧚ታ㓙㧘⑳
ߚߜߩࠅߦߪવㅍࡔ࠺ࠖࠕߣߴࠆ߽ߩ߇ḷࠇߡ߹ߔ㧚ߘߩߥ߆ߢ߽㧘ᦨ߽りㄭߦࠆ
વㅍࡔ࠺ࠖࠕߪߥࠎߣߞߡ߽៤Ꮺ㔚ߢ↪ߐࠇࠆ㔚ᵄߢߒࠂ߁㧚㧘៤Ꮺ㔚ߪ৻ੱ
ߦ৻บߣ⸒ߞߡ߶ߤ᥉ߒߡ߹ߔ㧚߹ߚ㧘ᱴߤߩኅᐸߦߪ࠹ࡆฃାߩߚߩࠕࡦ࠹
࠽หゲࠤࡉ࡞㧘㔚߿ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߩߚߩ㔚✢߇⸳⟎ߐࠇߡ߹ߔ㧚ട߃ߡ㧘ᦨ
ㄭߢߪ㧘ή✢ LAN ߿ Bluetooth㧘RF-ID (ή✢࠲ࠣ) ߥߤߩㄭ〒㔌ή✢ㅢା࠺ࡃࠗࠬ߇ࠞࡈࠚ߿
ᬺᚲߢ↪ߐࠇ㧘ߐࠄߦߪࡉࡠ࠼ࡃࡦ࠼ߩᧄߣ߽⋡ߐࠇࠆశࡈࠔࠗࡃ߇㧘ኅᐸߦ߹ߢ
᥉ߒࠃ߁ߣߒߡ߹ߔ㧚ߎߩࠃ߁ߥ᭽↪ࠍࠕࠖ࠺ࡔߥޘㅜߦᔕߓߡᚻߦ↪ߔࠆᣇᴺ㧘
ࠆߪࠃࠅല₸⊛ߥ↪ᴺࠍតࠆߎߣߪ㊀ⷐߥ⎇ⓥಽ㊁ߢߔ㧚
2. ⎇ⓥቶߩขࠅ⚵ߺ
⑳ߚߜߩ⎇ⓥቶߪ㧘ᤋ㧘㖸ჿ㧘࠺࠲ࠍዯߌࠆᚻᲑߢࠆવㅍࡔ࠺ࠖࠕߦߟߡή✢
✢ࠍࠊߕᐢߊ⎇ⓥ㐿⊒ࠍߒߡ߹ߔ㧚ᦨㄭߢߪ㧘વㅍࡔ࠺ࠖࠕߦᣂߒߊޟ㔚ജ✢߇ޠ
ടࠊࠅ߹ߒߚ㧚ߔߥࠊߜ㧘ᧄ᧪ߪ㔚ജࠍଏ⛎ߔࠆߚߦ↪ߐࠇߡ߈ߚ㔚ജ✢ࠍߞߡ㧘ᖱ
ႎ߽หᤨߦવㅍߒ߹ߔ㧚ߎߩᛛⴚߦࠃࠅ㧘ኅᐸౝߩߤߎߦߡ߽ฦㇱደߩࠦࡦࡦ࠻߆ࠄᖱ
ႎࠍᚻߦࠇࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔ㧚ߐࠄߦ㧘AC ࠤࡉ࡞৻ᧄߢᖱႎߣ㔚ജߩਔᣇࠍฃߌขࠆ
ߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߢ㧘ࠤࡉ࡞ߩ᳚Ửߩ⸃ᶖ߇ᦼᓙߐࠇ߹ߔ㧚࠹ࡆߩᓟࠈࠍࠆߣߘߎߦߪ
ߚߊߐࠎߩࠤࡉ࡞߇ḷࠇߡ߹ߖࠎ߆㧫ࡄ࠰ࠦࡦࠍࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߦ❬ߍࠆߚߩ㈩✢ߦ
⧰ഭߒߡ߹ߖࠎ߆㧫ᖱႎߣ㔚ജߩਔᣇࠍㅍࠆ㔚ജ✢ㅢାᛛⴚ߇ะߔࠇ߫㧘AC ࠤࡉ࡞
৻ᧄߢ㧘࠹ࡆࠍⷞ⡬ߒ㧘ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ធ⛯ߒ㧘ࠝ࠺ࠖࠝߩ㖸ᭉࠍ⡬߈㧘ࠥࡓࠍᭉߒ
ߎߣ߇ߢ߈߹ߔ㧚⑳ߚߜߩ⎇ⓥቶߢߪ㧘ࠃࠅቯߒߚ㧘ࠃࠅᄙߊߩᖱႎ߇ㅍࠆߎߣ߇ߢ߈
ࠆ㔚ജ✢ㅢାᛛⴚࠍ⋡ᜰߒߡ㧘ᣣ⎇ޘⓥ㐿⊒ࠍㅴߡ߹ߔ㧚

ᖱႎቇ⎇ⓥ⑼ ㅢାᖱႎࠪࠬ࠹ࡓኾ 㜞ᯅ⎇ⓥቶ
㜞ᯅ㆐㇢ᦺ㚅ථᣂᾢ੫৻

ᓥ᧪

P2P

䉟䊮䉺䊷
䊈䉾䊃

P2P
࿑ 22 ߣࡕࡃࠗ࡞ߦࠃࠆࡀ࠶࠻ࡢࠢ
ࠨࡆࠬߩੱൻ

శ丐䷰丂万丌丂万丮丶䷮

ᓥ᧪
ੱൻ
义
买买买丵
丠丶个乊 义
乩乏乩䋧両丏䷣个乊

ᒰ⎇ⓥቶߢߪ㧘એߢㅀߴߚࠃ߁ߥ㧘᧪ߩੱൻ
ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߩ⊒⊛ߥ᥉ߪ⑳ߚߜߩ↢ᵴߦᄢ
߈ߥᓇ㗀ࠍਈ߃߹ߒߚ㧚999 9QTNF9KFG9GD ߦࠃߞߡ ߐࠇߚࡀ࠶࠻ࡢࠢࠨࡆࠬࠍᡰ߃ࠆߩߦᔅⷐਇนᰳ
⺕߽߇⇇ߦะߌߡᖱႎࠍ⊒ାߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠅ߹ߒ ߥੱኻੱ 22 ㅢାᛛⴚ㧘ࡀ࠶࠻ࡢࠢ▤ℂ⾗Ḯ
ߚߒ㧘' ࡔ࡞ߦࠃߞߡ႐ᚲ߿ᤨ㑆ߩ⚂ߥߒߦᄙߊ ഀᒰߡᛛⴚ㧘ࠦࠕࡀ࠶࠻ࡢࠢᛛⴚߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥࠍⴕ
ߩੱߔ߹ߡߞߥ ߒ߹ࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇߣࠍࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦߣޘ㧚એਅ㧘ฦ⎇ⓥߦߟߡ⺑ߒ߹ߔ㧚
22 ࠦࡦ࠹ࡦ࠷ߪ㧘ฦ࡙ࠩ ࡇࠕ ߇⥄りߩ
ߚ㧚ᓥ᧪㧘ᖱႎߪࠨࡃߣ߫ࠇࠆᄢဳ⸘▚ᯏߦ⫾Ⓧ
ߐࠇߡ߅ࠅ㧘↪⠪ߪࠨࡃߦࠕࠢࠬߔࠆߎߣߢᖱ ߔࠆࠦࡦ࠹ࡦ࠷ߣࡀ࠶࠻ࡢࠢ⾗Ḯࠍߔࠆߎߣߢ
ႎ ࠍ  ᚻ ߒ ߡ  ߹ ߒ ߚ 㧚 ৻ ᣇ 㧘 ᦨ ㄭ ߢ ߪ 㧘 ᚑࠅ┙ߟࡀ࠶࠻ࡢࠢࠨࡆࠬߢߔ㧚ᒰ⎇ⓥቶߢߪ㧘
22 2GGTVQ2GGT ᛛⴚࠍߞߚࠦࡦ࠹ࡦ࠷㖸ჿ ࡇࠕߚࠅߩ⽶⩄ࠍシᷫߔࠆࠦࡦ࠹ࡦ࠷㈩⟎ᴺ߿㧘ࡇ
ㅢ߿㧘505 ࠰ࠪࡖ࡞ࡀ࠶࠻ࡢࠠࡦࠣࠨࡆࠬ 㧘 ࠕߦ⾗Ḯߩࠍଦߔߚߩࠗࡦࡦ࠹ࠖࡉߩ⎇ⓥࠍ
࡙ࠩෳടဳᤋ㈩ାߥߤ㧘࡙ࠩ߇Ⓧᭂ⊛ߦࠦࡦ࠹ ⴕߥߞߡ߹ߔ㧚߹ߚ㧘༵ߩੱޘᅢߦวࠊߖߡല₸
ࡦ࠷߿ࡀ࠶࠻ࡢࠢ⾗Ḯ ㅢାኈ㊂ ࠍឭଏߔࠆߎߣ ⊛ߦࠦࡦ࠹ࡦ࠷ࠍត⚝ߔࠆᚻᴺ߽⎇ⓥߒߡ߹ߔ㧚
22 ࠦࡦ࠹ࡦ࠷ߥߤߦ߅ߡ㧘ᄢኈ㊂ߩ࠺࠲
ߢᚑࠅ┙ߟࠨࡆࠬߦᵈ⋡߇㓸߹ߞߡ߹ߔ㧚߹ߚ㧘
ߎࠇࠄߩߢឭଏߐࠇࠆࠨࡆࠬߪ༵ߩੱޘᅢߦว ߇߿ࠅขࠅߐࠇࠆߣ㧘ߘߩࡈࡠ ࠺࠲ߩᵹࠇ ߦࠃ
ࠊߖߚ߽ߩߣߥߞߡ߹ߔ㧚ߐࠄߦߪ㧘៤Ꮺ㔚߿ή ߞߡࡀ࠶࠻ࡢࠢߩ⾗Ḯ߇භߐࠇ㧘ઁߩࠨࡆࠬࠍ
✢ .#0 .QECN#TGC0GVYQTM ┵ᧃߣߞߚࡕࡃࠗ࡞ᛛ ↪ߔࠆ࡙ࠩߦᖡᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆᕟࠇ߇ࠅ߹ߔ㧚ߘ
ⴚߦࠃߞߡ㧘ㅀߩ᭽ߢߎ ߢߎߤ߽ߢߟ߇ࠬࡆࠨߥޘ㧘ߎߩࠃ߁ߥ࠻ࡅ࠶ࠢࠍ▤ℂߒ㧘ᐔߥ⾗Ḯ㈩
߽ߩੱޘᅢ߈ߥⅣႺߢ↪ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠅߟߟ ಽࠍⴕߥ߁ߚߩᛛⴚࠍ⎇ⓥߒߡ߹ߔ㧚৻ᣇ㧘ࡕࡃ
ࠅ߹ߔ㧚․ߦ㧘៤Ꮺ㔚ߪ㕖Ᏹߦੱൻߐࠇߚࠦࡒࡘ ࠗ࡞ࡀ࠶࠻ࡢࠢߢߪ㧘㔚ᵄ⾗Ḯߩ⚂߇㕖Ᏹߦ෩ߒ
⾗Ḯ㈩ಽ߇✢ࡀ࠶࠻ࡢࠢએߦ㊀ⷐߢߔ㧚
࠾ࠤ࡚ࠪࡦ࠷࡞ߣߒߡ⼂ߐࠇߡ߅ࠅ㧘ߎࠇߦࠃ ߚ㧘
ߞߡࡀ࠶࠻ࡢࠢࠨࡆࠬߩੱൻ߇৻ጀടㅦߐࠇࠆ ߘߩߚ㧘ᐔᕈߛߌߢߥߊ࡙ࠩߩ༵ᅢ߽⠨ᘦߒߚ
㔚ᵄ⾗Ḯഀࠅᒰߡߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥࠍⴕߥߞߡ߹ߔ㧚
ߣ⠨߃ࠄࠇߡ߹ߔ ࿑  㧚
ࠦࠕࡀ࠶࠻ࡢࠢߪ㧘᭽ߥޘㅍାర߆ࠄ㓸߹ߞߡ߈
ߒ߆ߒ㧘ੱൻ߇ㅴߣ㗴߽↢ߓ߹ߔ㧚 ߟߦߪ㧘
ߔߴߡߩ࡙ࠩ┵ᧃ߇ㅍାరߣߥߞߡᤋߥߤߩᄢኈ ߚ⤘ᄢߥ࠺࠲ࠍ㓸⚂ߒ㧘⇇ߩฦᚲ߳ߣㆇ߱ᓎഀࠍ
㊂࠺࠲߇߿ࠅขࠅߐࠇࠆߎߣߢ㧘
࠻ࡅ࠶ࠢ ࡀ࠶࠻ ᜂ߹ߔ㧚ߘߩߚ㧘ᄢኈ㊂㜞ㅦߢࠆᔅⷐᕈߪ⸒
ࡢࠢࠍᵹࠇࠆ࠺࠲ߩ㊂ ߇Ⴧടߔࠆ㗴߇ߍࠄ ߁߹ߢ߽ߥߊ㧘ૐ៊ᄬૐㆃᑧߢࠆߎߣ߽᳞ࠄࠇ
ࠇ߹ߔ㧚ࡀ࠶࠻ࡢࠢߩ⾗Ḯߪ㒢ߢࠆߚ㧘࠻ ߹ߔ㧚ߎࠇࠄߩⷐ᳞ߦᔕ߃ࠆߚߦ㧘ࠦࠕࡀ࠶࠻ࡢ
ࡅ࠶ࠢ߇Ⴧടߔࠆߣ㧘㊀ⷐߥ࠺࠲߇៊ᄬߒߡߒ߹ߞ ࠢߪశࡈࠔࠗࡃࠍ↪ߚశࡀ࠶࠻ࡢࠢߦࠃࠅ᭴ᚑߐ
ߚࠅ㧘හᤨᕈߩ㜞࠺࠲߇ㆃᑧߒߡߒ߹ߞߚࠅߔࠆ ࠇߡ߹ߔ㧚ߒ߆ߒߥ߇ࠄ㧘ߪㅢାಣℂߩᄙߊࠍ
ᕟࠇ߇ࠅ߹ߔ㧚ߘߩߚ㧘࠻ࡅ࠶ࠢࠍ▤ℂߒ㧘ࡀ 㔚᳇ಣℂߦ㗬ߞߡࠆߚ㧘శߩᕈ⢻߇ᦨᄢ㒢ߦ↢߆
࠶࠻ࡢࠢߩ⾗Ḯࠍㆡಾߦഀࠅᒰߡࠆᛛⴚ߇ᔅⷐߢߔ㧚 ߐࠇߡ߹ߖࠎ㧚ߘߎߢ㧘ߔߴߡߩಣℂࠍశߩ߹߹ⴕ
߹ߚ㧘࠺࠲ߪ⇇ਛߩࠄࠁࠆ႐ᚲߦዯߌࠄࠇߥߌ ߥ߁శࡄࠤ࠶࠻ࡀ࠶࠻ࡢࠢߦᦼᓙ߇㓸߹ߞߡ߹ߔ
࿑  㧚ᒰ⎇ⓥቶߢߪ᧪ߩశࡄࠤ࠶࠻ࡀ࠶࠻ࡢࠢ
ࠇ߫ߥࠄߥߚ㧘⤘ᄢߥ࠺࠲ࠍ㓸⚂ߒ㧘⇇ߩฦ
ᚲ߳ߣㆇ߱ࠦࠕࡀ࠶࠻ࡢࠢᛛⴚ߽㊀ⷐߦߥࠅ߹ߔ㧚 ታߦะߌߚࠕࠠ࠹ࠢ࠴ࡖߣ࠺࠲ォㅍᓮߦ㑐ߔ
ࠆ⎇ⓥࠍⴕߥߞߡ߹ߔ㧚


䉰䊷䊋
㔚᳇ಣℂ䈏

ㆃ䈇䈢䉄ṛ⇐䋣

శ䊐
䉟䊮䉺䊷
䉜䉟䊋
䊈䉾䊃
䈮䉋
䉎㜞
ㅦ䊶ᄢ
ኈ㊂
વㅍ
P2P

శା
ภ䈱
䉁

䉁㜞
ㅦ䈮
ㅢㆊ
น⢻

࿑ శࡄࠤ࠶࠻ࡀ࠶࠻ࡢࠢߩࠗࡔࠫ

㜞ᯅ⎇ⓥቶࡎࡓࡍࠫJVVREWDGMWGGM[QVQWCELR

情報学研究科 通信情報システム専攻 情報回路方式分野
越智 裕之

1. システムＬＳＩ
とは？
私たちの周囲にはパソコン、携帯電話、ディジタルカメラ、ディジタルテ
論理回路図
ＬＳＩチップ
製品
レビ、ビデオ録画・再生機器、電子辞書、ゲーム機など、様々な情報機器
があり、私たちの生活に欠かせないものとなりつつあります。これらの情報
機器に共通しているのは、高速な通信や、高度なメディア処理（画像、音
声など）を行うための大規模複雑なディジタル回路が欠かせないということ
です。皆さんはこれらの機器を分解してみたことはあるでしょうか？ 図 1
のように、機器の中ではボードやフィルムの上に様々な電子部品が載って
います。そしてその中に、ＬＳＩ
と呼ばれる部品があります。外見は単なる黒
ボード
ブロック図
くて小さくて薄い部品ですが、その中ではシリコンという素材の板の上に大
図１：情報機器の中身
きいものでは数
数億個のトランジスタが組み込まれています。そのような大規
模で複雑な LSI を製造するために高度な技術が必要なのはもちろんですが、高性能で低消費電力となる合理的な構
成を考え、誤りなく動作するものをなるべく短期間に設計することも非常に重要な技術です。
我々の研究室では、情報機器の中枢をになうLSI の構成（どんな要素回路をどう組み合わせたらよいか）と設計技術
（どうしたら効率よく設計できるのか）、ならびにそれらの応用について研究しています。そして、より高度な情報を扱うこ
とができるより高速、省エネルギーで小型、安価なシステムを創り、社会に貢献しようとしています。

2. 研究室の取り組み
我々の研究室では、主に全く新しい方式の計算機構やマルチメディア・通信システムなどについて「実践的・実証的
に」をモットーに研究・開発を進めています。
０１１０１００１１１０
自ら変化する電子回路：ディジタル回路で演算処理を担う要素は、CPU と専用
０１１
０
０
回路に大別されます。CPU はソフトウェアを与えることで様々な処理をさせること
柔 軟性があります。一方、専用回路は低
ができる柔
低 い消費電力で高い性能が発
揮できる利点があります。これらの両方の長所を併せ持つものとして、「書き換
え」可能な回路（リコンフィギャラブルデバイス）が注目されています（図２）。つま
図２：「書き換え」可能な回路
り、回路構成を指定するプログラムのようなものを「書き込む」ことにより、必要な
機能を持った専用回路が自由に実現できるというものです。最近では動作中にどんどん「書き換え」を繰り返し、柔軟
性と性能を高度に両立することを狙ったものも提案されています。我々の研究室ではリコンフィギャラブルデバイスに早
い時期から注目し、「自ら進化するシステム」の開発を目指しています。
元画像
圧縮データ
最新画像処理システム： 画像処理は、文字処理や音声処理と比 カメラ等
圧縮
蓄積(ディスク 等)
べ、短時間に膨大な量の情報を扱う必要があるため、画像処理シ
伝送(インターネット , メール)
解凍
元画像
圧縮データ
表示
ステムの開発には様々な工夫と高度な技術が必要です。我々の
研究室では画像処理の中でも特に、画像圧縮と、画像認識に注
圧縮・解凍を行う機器は様々.
それぞれに最適な実装を行う.
目し、研究しています。画像圧縮は画像データを効率的に蓄積し
パソコン
デジタルカメラ
携帯電話
たり伝送したりするために不可欠な技術であり、ディジタルカメラや
(ソフトウェア)
(ハードウェア
(ハードウェア)
&ソフトウェア)
ビデオカメラ、カメラつき携帯電話などに必須のものです。我々は
図３：スケーラブル開発環境
用途に応じて最適な回路構成が得られる開発環境を構築しました
(図 3)。画像認識は、例えばカメラで撮影された画像の中から人間を見つけ出し、その挙動を追跡するなどの技術であ
り、監視カメラや自動車運転補助などで必要とされています。

他にも、最新の通信方式とその機器、システム設計技術やその学習環境、などについて実践的な研究を進めていま
す。さらに、大学での研究開発のみならず、阪大、奈良先端大の研究室とともに設立した産学連携ベンチャー会社で
ある株式会社シンセシスにおいて、その成果を世に送り出しています。
※興味のある方は研究室のホームページ http://www-lab09.kuee.kyoto-u.ac.jp/ をご覧下さい。

情報学研究科 通信情報システム専攻 小野寺研究室
小野寺秀俊, 小林和淑，土谷亮

1

集積回路とは
集積回路 (LSI) とは，半導体基板の上に微細な電子回路を

作り込んだものです．パソコンなどに代表されるコンピュー
タが集積回路を使っていることを知っている人は多いかも知
れません．しかし，集積回路はコンピュータだけではなく，
携帯電話，自動車，家電製品など身のまわりのものや，産業
用ロボットなど，あるゆる場所で使われています．また，医
療用超小型センサーなど，さらに応用範囲は広がりつつあり
ます．1960 年ごろ生まれた集積回路は，その後の技術の進歩
によりトランジスタの幅は最小で 65nm (0.000065mm)，わ
ずか 2cm2 のシリコン基板に 2 億個を超えるトランジスタが

集積回路の内部構造模式図

集積されるまでになりました．現在市販されているゲーム機
の演算能力は，わずか 10 年前に世界最速だったスーパーコンピュータに匹敵する能力となっています．

2

研究背景と研究の取り組み
我々の研究室は，このような集積回路を「どのように設計

すれば効率的に，高い性能を実現できるか」を研究していま
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す．高性能な集積回路では，数億個のトランジスタが集積さ
れます．また，上の模式図にあるように，それらのトランジ
スタは 10 層にも及ぶ立体交差した配線で接続されています．
このような集積回路を手作業で全て設計していたのでは，到
底完成させることはできません．また，どのように設計すれ
ば最大の性能を発揮するか，も極めて複雑な問題であり，集
積回路設計の研究開発は世界中の大学・企業が競い合う分野

Cᤝᥞᤩ΅ᤰᤠ˲̈ЦκϹЍғࡍᩊ

なのです．
大規模な集積回路では，設計と同じかそれ以上に評価する
のが大変です．さらに，2 億個のトランジスタを使って集積
回路を設計したとして，その回路が決められた仕様通りに

研究室で設計, 試作した LSI のチップ写真

動くことを検証するにはどうすればいいでしょうか．周波数

10GHz で動く集積回路では，信号のタイミングが 10ps(1,000 億分の 1 秒) ずれただけで回路全体が動かな
くなる可能性があります．それに加えて，最近の微細なトランジスタは，製造時のゆらぎなどによって特
性が少しずつ違っています．近年この「製造ばらつき」が深刻な問題になっており，我々の研究室でも，
「ば
らつきを小さくする方法」，
「ばらつきを考慮した検証方法」，
「ばらつきを利用した設計手法」の 3 つの方
向から研究を進めており，特にばらつきを利用した手法は新しい手法として高い評価を受けています．
集積回路の研究では，多くの評価を計算機上のシミュレーションで行ないます．しかし，そこで得られ
た結果を実際の集積回路で検証することが非常に重要です．我々の研究室では年に数回，実際に集積回路
を試作して測定を行なっています．右上の図は，ばらつきを評価するために研究室で設計・試作した集積
回路の写真です．
さらに詳しい情報は研究室の Web ページ (http://www-lab13.kuee.kyoto-u.ac.jp/) をご覧下さい．
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情報学研究科

システム科学専攻

医用工学分野

松田哲也，天野晃，水田忍
URL: http://www.bme.sys.i.kyoto-u.ac.jp
Ⅰ．研究の概要

規模なものです．標本の持つ形の情報をデータ

画像診断に用いる生体機能計測システムや

ベース化することは，ヒトの体が作り上げられ

遺伝子解析におけるデータ処理システムに代

る仕組みを解明する上で大変重要です．ここで

表されるように，情報システムは現代の医学・

は，MRI などにより各標本について求めた外

医療を支える重要な基盤となっています．医用

面や内臓の形を，扱いやすい形で利用者に表示

システムに関する研究には情報とバイオとい

するシステムを構築しています．

う２つのキーワードを結びつける展開が求め

（４）心臓シミュレーション 心臓は人体の中

られます．医学部をはじめとする幅広い分野と

でも特に複雑な臓器です．ここでは微小な細胞

の共同研究体制のもとで、医用システムに関す

の機能から心臓全体の拍動に至るまで，広範囲

る教育・研究を行います．

にわたる心臓のふるまいの全てをコンピュー
タ上で再現しようとしています．実現すれば，

Ⅱ．研究内容
現在取り組んでいる研究テーマは，以下の

心臓病の仕組みや薬品の心臓に与える影響な
ど，多くのことが明らかになるでしょう．

ようなものです．
（１）核磁気共鳴画像（MRI）による人体組織
の弾性計測

MRI は X 線 CT や超音波画像と

硬い

並んで，人体を傷つけることなく体内を画像化
する手法です．これまで主に行われて来た，臓
器などの形の画像化に対して，ここでは外部か

軟らかい
図１．MRI による人体組織の弾性計測

ら加えた波の伝播を画像化することにより，組
織の“ 軟らかさ” を計測しようとしています．
（２）仮想現実（VR）技術によるリアルな触
感の再現

手術などを安全・的確に行うために，

医師は目や耳だけでなく“ 触った感じ” も駆使
しています．ここでは仮想現実（実際にはない
ものを実在するかのように表現する）技術を用
いて，臓器などを触ったときの触感を“ 本物の
ように” 再現する方法を研究しています．実現
すれば，言葉では伝えにくい触感を，医学生が
訓練により覚えることも可能になるでしょう．
（３）ヒト胎児標本の形態データベース構築
京都大学には貴重なヒト胎児の標本が多数集
められており，これは世界的にも類を見ない大

図２ ヒト胎児標本形態データベース
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情報学研究科 通信情報システム専攻 リモート センシング工学研究室
教授: 山本衛、准教授: 橋口浩之、助教: 山本真之
当研究室では、天気に左右されずにいつでも上空の風速をリモートセンシング (遠隔計測)
できるレーダーの開発研究を行っています。昭和 59 年に滋賀県甲賀市信楽町に完成した MU( ミ
ュー) レーダーは、直径 103m の巨大アンテナと 1MW(通常の FM 放送局の約 100 倍) という
大出力を誇るレーダーで、20 年以上経つ今でもこの種のレーダーとしては世界最高性能です。
気象庁では平成 13 年から当研究室で MU レーダーの経験を基に開発した小型高性能レーダー
31 台を使ったレーダーネットワーク (「ウィンダス」と呼ばれています) を導入し、毎日の天
気予報に利用しています。従来は、全国 18 ヶ所で水素ガスを詰めた気球にセンサー (ラジオゾ
ンデと言います) を取り付けて 1 日に 4 回飛ばして観測されていました。気球観測ではどうし
ても人手がかかってしまいますが、レーダーは無人で 24 時間連続観測でき、しかも 1 分毎に
気球を飛ばす (現実にはそんなこと不可能ですが) のと同等なデータが得られるのです。ウィン
ダスの導入によって、特に短期天気予報 (2〜3 日後までの予報) の精度が向上しました。
一方、数ヶ月以上先の長期予報はまだまだ外れることが多いですよね。それは、短期予報では
日本付近のことだけを考えていれば良いのですが、長期予報では地球全体の影響を考えないとい
けないので、予報が難しいのです。特に、赤道付近の気象現象が世界の気象に与える影響は大き
く、赤道域のエルニーニョ(スペイン語で「神の子 (キリスト ) 」の意味です)・ラニーニャ(同じく
「女の子」) 現象が世界の異常気象の原因になっていると言われています。ちなみに台風も赤道近く
で発生したものが、北上してきたものです。当研究室では、赤道域の中でも特に大気活動が活発な
インド ネシアのスマトラ
島に 、MU レーダーより
も一周り大きい直径 110m
の巨大なレーダー (面積
は気象庁のレーダーの約
600 倍!) を建設しました。
日夜、赤道上空の大気を
観測し 、研究を進めてい
ます。これまでの観測か
ら色々な新しい発見があ
りました。近い将来、きっ
と長期予報精度の向上に
も貢献できるだろうと考
インドネシアのレーダーの写真。八木アンテナ 560 本で直径 110m の
えています。
巨大アンテナが作られています。
☆ 上記の研究内容は当研究室でやっていることのほんの一部でしかありません。興味のある
方は、ホームページ http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/labs/yamamoto-lab/ を御覧下さい。
☆ 当研究室は宇治キャンパスの生存圏研究所 レーダー大気圏科学分野に属しており、工学部
電気電子工学科の卒業論文、及び情報学研究科 通信情報システム専攻の修士論文・博士論文の
研究指導を行っています。
☆ 当研究室に興味のある方、MU レーダーの見学を希望される方は下記のメイルアドレスまで
御連絡下さい。
hasiguti@rish.kyoto-u.ac.jp
(橋口)
m-yamamo@rish.kyoto-u.ac.jp
(山本真)
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