
日時  平成25年10月10日（木）13：00～15：50（開場12：00）

会場  東京工業
大学　大岡

山キャンパ
ス　西９号

館ディジタ
ル多目的ホ
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　　 〒152-8550 東京都目
黒区大岡

山2-12-1

問い合わせ先　東京工業大学すずかけ台地区事務部総務課　総務・研究所グループ
　　　　　　TEL：045-924-5902　E-mail：suzu.som@jim.titech.ac.jp

主催　国立大学附置研究所・センター長会議　第１部会

 シンポジウムプログラム

13:00～13:05 開会の辞 東北大学 金属材料研究所長 新家 光雄
13:05～13:15 歓迎挨拶 東京工業大学 理事・副学長 辰巳 敬
13:15～14:00 講演「高密度水素化物の材料科学：エネルギー関連機能の創成をめざして」
 　　　 東北大学 原子分子材料科学高等研究機構/金属材料研究所 教授 折茂 慎一
14:00～14:45 講演「次世代手術支援ロボットシステムの開発」
 　　　 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 教授 川嶋 健嗣
14:45～15:00 休憩

15:00～15:45 講演「革新的な電子機能の設計と実現を目指す」
  東京工業大学 応用セラミックス研究所 教授 細野 秀雄
15:45～15:50 閉会の辞 東京工業大学 精密工学研究所長 佐藤 誠

アクセスマップ

正面口

西９号館
ディジタル多目的ホール

 東京急行大井町線・目黒線 大岡山駅正面口より徒歩５分

国立大学附置研究所・センタ一長会議について
「国立大学附置研究所・センター長会議」は、全国の国立大学法
人に設置された附置研究所および研究センターの所長・セン
ター長が相互に緊密な連絡と協力を行うことによりわが国の
学術研究の振興を図ることを目的とした組織です。所属する
各研究所・センタ一間および文部科学省担当課などとの情報
交換と学術交流、わが国の学術研究政策に対する問題提起や提
言、国立大学法人、特に附置研究所・センターが行っている学術
研究の意義やその成果についての広報などがあります。「国立
大学附置研究所・センター長会議」は3つの部会（理工系の研究
所・センターが中心となった第1部会（44研究所・センター）、医
学・生物学系が中心の第2部会（33研究所・センター）、人文・社
会系が中心の第3部会（14研究所・センター）を持っており、各
部会を中心に、研究成果の分かりやすい紹介や、関連研究分野
での情報交換などを目的としてシンポジウムや講演会を開い
ています。

主催者から
　国立大学附置研究所・センター長会議の第１部会が主催するシンポ
ジウムにご参加くださり、ありがとうございます。今回のテーマは、

「革新的な機能・構造の創成をめざして」とさせていただきました。技
術革新（イノベーション）という言葉があります。今から百年ほど前
にオーストリアのシュンペーターという経済学者が社会発展の根本現
象を説明するために使われた言葉だそうです。明治以来、様々な自然
災害や戦争といった苦難をのり越えて、今日の経済的に豊かな国が築
かれているのは、多くの技術革新が社会の様々な分野で弛まなく生み
出され、社会に受け入れられてきたからであるといえましょう。人口
問題、資源・エネルギー問題、気候変動・環境問題、水資源・食糧問題と
いった地球規模の課題に直面する時代を迎えた今日においても、これ
らの問題を打開して、活力に満ちた社会、未来に明るい夢や希望を持
ち、安心して生活できる社会を実現していくための源泉は、やはり世
界を視野に入れた技術革新であることは、論を俟たないのではないで
しょうか。
　技術には二つの側面があります。構造（つくり）と機能（はたらき）
です。ハードウェアとソフトウェアといっても良いでしょう。技術革
新を生み出すためには、今までにない革新的な構造や革新的な機能を
創り上げていかなければなりません。シンポジウムでは、材料工学、医
用工学そして電子工学といった各工学分野の最前線で研究開発に活躍
している研究者から、如何にして革新的な構造や革新的な機能の創成
を目指しているのかを、お聞きしたいと考えております。



　材料中の水素は、ほぼ中性の状態（H0）、電子を貰ったアニオンの状態（H− ）、電子を失った
プロトンの状態（H＋）、そして共有結合に近い状態（Hcov.）、など多様な存在(結合)状態を示す。
他の元素にはみられないこの性質−すなわち多様な結合自由度−によって、水素は周期律表
のほとんどの元素と結合するとともに無機・有機そして固相・液相・気相を含む無数の反応に
関与する。

　私たちは、水素の結合自由度に注目した「水素ダイアグ
ラム」に基づいて、“材料中の水素の存在状態を外場によっ
て積極的に変化させる研究”や“水素を含むイオンの効果
によって他の構成元素を高速で伝導させる研究”などを進
めている。これらの取り組みは、高密度の水素を含む水素
化物（＝高密度水素化物）での、燃料電池・二次電池などに
かかわる新たな「エネルギー関連機能」の創成に繋がると
考えている。

　本講演では、鉄などの汎用金属を含む水素化物での「高密度水素貯蔵機能」、さらにポスト・
リチウムイオン電池の開発に必要なナトリウムやマグネシウムの「高速イオン伝導機能」な
どの、元素戦略の視点も踏まえた高密度水素化物の研究の最前線を紹介する。

講演要旨

◦経　　歴
　1988年	 広島大学総合科学部卒業
　1995年	 広島大学大学院生物圏科学研究科環境計画科学（物理）専攻修了
	 博士（学術）取得
　1995年	 広島大学総合科学部	助手
	 （1998−99年　フンボルト財団研究員および文科省在外研究
	 員としてドイツ・マックスプランク研究所金属研究所に滞在）
　2002年	 東北大学金属材料研究所	助教授（2007年から准教授）
　2009年	 東北大学金属材料研究所	教授
　2013年	 東北大学原子分子材料科学高等研究機構　教授（現職）
	 金属材料研究所、流体科学研究所、総長特別補佐（企画担当）に	
	 兼任・併任

◦専門分野
　材料工学、 材料科学

折茂 慎一　

東北大学  原子分子材料科学高等研究機構／金属材料研究所  教授

高密度水素化物の材料科学：
エネルギー関連機能の創成をめざして

NO T E .    .



　近年、外科手術において患者の痛みの低減、入院期間の短縮や傷跡の縮小など、クオリティ・
オブ・ライフを重視する観点から、内視鏡手術が広く行なわれている。本手術は術者が細い筒
から鉗子類を入れ、別の穴から挿入した内視鏡の映像を観察しながら体内で縫合等の手術を
行うものである。腹壁を支点として鉗子類を動かすために対象物へのアプローチが容易では
なく、高度な技術と熟練を必要とする。そこで、ロボット技術により同手術を支援する研究開
発が盛んに行われており、製品化されたマスタスレーブ型のロボットシステムでは、直感的操
作が可能となっている。しかし、操作を内視鏡からの画像情報に頼っており、触った感覚は術
者には伝わらない。より正確で安全な作業のために、術者への力覚提示が望まれているが、小
型化、滅菌、較正など実用面を考慮すると鉗子への力センサの取り付けは容易ではない。
　著者らは空気圧アクチュエータが直接駆動可
能であり力制御に適していること等の特徴に注
目し、スレーブ側鉗子マニピュレータに空気圧
駆動を採用した力覚提示機能を有する手術支援
ロボットシステム（IBISと命名 ）を開発してい
る。本講演では、IBISとそこから派生した内視
鏡操作システムを紹介する。

講演要旨

◦経　　歴
　1992年	 東京工業大学制御工学科卒業
　1997年	 東京工業大学大学院理工学研究科制御工学専攻博士課程修了　
	 博士（工学）
　1997年	 東京都立工業高等専門学校機械工学科　助手
　2000年	 東京工業大学精密工学研究所　助教授
　2007年	 東京工業大学精密工学研究所　准教授
　2013年	 東京医科歯科大学生体材料工学研究所　教授

◦専門分野
　ロボット工学、流体計測制御、人間機械システム

川嶋 健嗣　

東京医科歯科大学  生体材料工学研究所  教授

内視鏡外科手術を
支援するロボット

NO T E .    .



　セラミックス材料は、石器時代から使われている最古の材料であり、かつ現代社会を支える
基幹材料の一つでもある。その主な素材である透明酸化物の特徴とそれを活かした電子機能
発現の研究を、材料設計の視点からまとめる。具体的にはセメント成分12CaO・7Al2O3の
機能化（透明伝導体、アンモニア合成触媒）、透明アモルファス酸化物半導体とその薄膜トラ

ンジスタへの応用（IGZO-
TFTとして省エネルギー・
高解像度のディスプレイ類
に搭載が開始された）、そし
て透明P型酸化物半導体の
研究から生まれた鉄オキシ
ニクタイド超伝導体（銅酸
化物超伝導体を除くと最高
のTc）について紹介する。

講演要旨

◦経　　歴
　1982年	 東京都立大学大学院博士課程修了
　1982年	 名古屋工業大学工学部無機材料工学科　助手
　1990年	 名古屋工業大学工学部無機材料工学科　助教授
　1993年	 東京工業大学工業材料研究所（現応セラ研）助教授
　1995年	 岡崎共同研究機構　分子科学研究所　助教授
　1997年	 東京工業大学　応用セラミックス研究所　助教授
　1999年	 東京工業大学　応用セラミックス研究所　教授
　2004年	 東京工業大学　フロンティア研究機構　教授　　　
　2012年	 東京工業大学　元素戦略研究センター　センター長（兼任）

◦専門分野
　無機材料科学

細野 秀雄　

東京工業大学  応用セラミックス研究所  教授

革新的な電子機能の
設計と実現を目指す
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