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まえがき

　

　世界的な研究教育拠点の形成を重点的に支援し，国際競争力のある世界最高水準の大学づくりを推進す

ることを目的に，文部科学省により平成14年度から「21世紀 COEプログラム」が実施されています．京

都大学 工学研究科 (機械工学専攻，機械物理工学専攻，精密工学専攻，航空宇宙工学専攻 )，情報学研究科

(複雑系科学専攻 )および国際融合創造センターは，平成 15年度 21世紀 COEプログラムの機械工学分野

における研究教育拠点に選ばれました．そして本拠点プログラムの開始以降，これまでの伝統的な機械工

学の概念を捉えなおし，新たな研究分野を切り拓こうとする機運が生まれ，平成17年度には，新しい機械

工学の研究教育に向けて機械系４専攻（機械工学専攻，機械物理学専攻，精密工学専攻，航空宇宙工学専攻）

の改組の推進力となりました．これにより，工学研究科機械系関連専攻群は，機械理工学専攻，マイクロ

エンジニアリング専攻，航空宇宙工学専攻の３専攻に改編され，情報学研究科 (複雑系科学専攻 )および国

際融合創造センターとともに拠点活動を展開してきました．その後，平成17年に実施された本拠点活動に

対する中間評価では，本拠点での複雑系機械工学として新たな機械工学の分野の開拓への基礎研究を重視

した努力に対して高い評価を得ることができました．

　本拠点形成プログラムの目標は，「複雑系の科学」において開発された新しい解析手法と，複雑なシステ

ムが持つ秩序形成特性及びそれにもとづいた機能創発に関する知見をもとに，複雑な機械システムを対象

としてその現象解析とモデル化およびその制御と機能設計論を構築することです．べつないい方をすれば，

「複雑系機械工学」という新たな学問分野を創成・確立することです．研究体制としては，工学研究科機械

系３専攻および旧国際融合創造センター（平成 19年度改廃）に所属する機械工学の研究者と情報学研究

科複雑系科学専攻に所属する複雑系科学の研究者の工学と理学の連携による共同研究を指向するとともに，

それぞれの特色を生かした最高水準の学問研究が展開されることを意図しています．研究は吉田キャンパ

スにおける３専攻の本拠で行うに加え，学際的共同研究施設である桂インテックセンターを利用して推進

してきました．

　また，新しい研究分野を切り開く能力と勇気を持つ研究者を育成することも本プログラムの目標のひと

つです．具体的には本拠点形成の中で，京都大学の伝統である「研究を通しての教育」によって，広い視

野と高い専門性，さらには高い独創性と志を持つ若手研究者を育成し独立させていくことを目指した各種

の教育プログラムを実施してきました．このようにして本研究教育拠点は，複雑な機械システムの解析と

機能設計の基盤に立脚した新しい機械工学「複雑系機械工学」の研究教育拠点と情報発信の場として，これ

までに国内外の他大学においても例を見ない特徴をもった研究教育拠点が形成されてきたと考えています．

　ここに５年間の拠点形成活動の成果を ｢21世紀 COEプログラム 動的機能機械システムの数理モデルと

設計論－複雑系の科学による機械工学の新たな展開－活動報告書まとめ｣ としてまとめました．本プログ

ラムの５年間の研究教育活動を，拠点設立時の「21世紀 COEを始めるに当たって」，「21世紀 COEの目的

と計画」について掲載するとともに，拠点活動に参加した各研究室の研究紹介，本プログラムで特に力を

入れて進めてきた若手研究者の育成を中心とした教育活動，および海外との研究交流の活動について５年

間の活動の成果をまとめ，また，本報告書第５章には「研究教育拠点活動における理念と今後の展開」に

ついて掲載しました．　

　最後に，これらの報告書の編纂においては編集委員会委員の方々の多大なご努力を頂きました．記して

謝意を表します．

平成 20年 3月

拠点リーダー（平成 15～ 18年度　土屋 和雄，平成 19年度　椹木 哲夫）
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第 1章

21世紀COEを始めるに当たって
拠点設立時の資料として，京都大学工学広報 vol.43（2005.4 発行）に掲

載された北村隆行（機械理工学専攻教授）による原稿を再録する．
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第 1章　21 世紀 COE を始めるに当たって

総合力と多様性
複雑構造材料の特性解析研究グループ グループリーダー　北村 隆行

　いきなりであるが，図１の移行表をご覧いただきたい．旧４専攻から新３専攻へ構成が大きく変化

していることがおわかりいただけると思う．名称変更がなかった航空宇宙工学専攻においてもメンバー

が入れ替わっており，このグループとして大きな決断をしたことを示している．ここでは，その新し

い専攻群に関する我々の検討過程を含めて，専攻群の概要を紹介する．

　機械工学専攻と機械物理工学専攻は運営を合同で行なってきたが，旧専攻の運営は実質的に３つの

グループに分かれていた．今回の改組では，それらが大きなひとつのグループを形成したことがもっ

とも大きな特徴である．組織運営における適切なグループの大きさには模範解答はなく，端的に言え

ば，小さなグループは機動性に優れ，大きなグループは総合力に優れている．大学法人化や大学評価等，

大学を取り巻く環境変化が大きく変化しつつある中で，我々のグループは後者（総合力）の要求にも

十分の応えうる組織を持つ必要性についての認識を共有した結果による改組である．事実，講義や学

会活動といった教育・研究における基本的事項は言うに及ばず，国際交流・産学連携・競争的資金獲得・

社会貢献等にまで大学・専攻に求められる事項は多彩になってきており，国際的リーダーである京都

大学の教員といえども，個々人がすべてに卓越することは不可能であろう．そこで，グループとして

の総合力が求められることとなるとともに，それに必要なグループの大きさ・広がりも決まるものと

考えている．

　一方，小さなグループには機動性以外に，大胆な独創性・個性の発露が期待できる．たとえば，旧

航空宇宙工学専攻は応用力学を基礎とするユニークな研究集団として知られ，優れた人材を輩出して

きた．機械工学はカバーする領域が広い学問であり，大きなグループを形成したとしても，多様性の

確保はその発展のために必須である．この小さなグループの長所を，改組後の大きなグループの中に

も保持する工夫が必要と考えた．すなわち，個性を強調しながら，無駄を省いて総合力・協調性が発

揮される体制を目指している．

　と理想論を並べたが，実際の道程が平坦でなかったことは，協議が始まってから改組に至るまで気

の遠くなるような時間を要したことからも明らかである．ざっと編年的に振り返ってみると，その過

程は以下のようにまとめられる．

　2001 年度　機械工学・機械物理工学・精密工学専攻（3専攻）において，改組についての合同委員

会設置．航空宇宙工学専攻はオブザーバーとして委員会に参加．実質的進展なし．

　2002年度　4専攻においてワーキング・グループを設置．中期計画・目標の検討，物理工学科外部評価，

3専攻外部評価を通じて，総合的観点からの組織見直しの機運が高まる．

　2003 年度　ワーキング・グループにおける新専攻群に関する検討が本格化し，4専攻全体の会議等

を通して骨格が固まる．とくに，前年度終盤から 21世紀 COE プログラム（情報学研究科複雑系科学

専攻および国際融合創造センターとともに実施）に関して応募・審査・採択・実行の各段階で共同作

業を行ったことが，互いの理解を育む上で大切な経験になった．

　2004 年度　4専攻メンバー全員からなる合同会議を定期的 ( 毎月 1回 ) に開催し，運営の詳細につ
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いて課題ごとに順次決定した．改組に関する学内審査に追われながらの審議であった面も否めないが，

「人事」「カリキュラム」「大学院入試」「研究室配属」「就職」等の重要事項について具体的ルールを決

めた．

図 1
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第 1章　21 世紀 COE を始めるに当たって

　しかし，「協議をした」と簡単に言っても，28 基幹分野＋ 8協力講座の構成員の数は多く，慣例・

習慣も旧専攻ごとに大きく異なっていたため，全体の方向性を決めてゆくことは容易ではなかった．

その相違を乗り越えて実際的な方針を固めてゆく妙薬は，意外にも辛抱強く話し合うことのみであり，

折衷案ではなかった．個々人が考えていることを正直に表明しなければ，如何に互いの誤解が大きい

かを知ることはなかった．何度も顔を合わせるという原始的コミュニケーション手段が，折り合い不

可能と見えていた難題に知恵を与えてくれた．逆に言えば，誤解や不信が組織的運営を阻害している

部分が大きいことを多くの構成員が体感したことが，今後の運営に対する最大の財産となったと感じ

ている．その上でこそ，共通運営部分と独自運営部分を織り交ぜることが可能となるだろう．

　機械工学分野の研究領域は社会的インパクトが強く，世界的なパラダイム変化のリード役であると

考えている．その一端を担うべく改組した今回の新しい専攻群の仕上がりの様子を，各所に提出した

資料を基にまとめると，以下のようになる．

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　機械工学系関連専攻は，100 年を越える歴史の中で常に社会の発展を先取りした研究・教育によっ

て工学研究の中心を担ってきた．とくに，力学およびシステム設計に関する基礎学術を重視し，機械

に関連する科学技術の体系的発展に貢献してきたことに本専攻群の特徴がある．一方，従来の高効率

高性能のみを目標とした体系から人類の活力ある発展と環境との調和をもたらす機能に対応できる体

系へと，パラダイムシフトが必要となってきている．このため，従来の小さな専攻に分かれた縦割り

組織では，新パラダイムに関する合理的な教育・研究を行うことが困難になっている．そこで，本専

攻群では自己点検を実施するとともに，その将来像について検討した．また，自己点検報告に対する

外部評価を行い，外部委員から高い評価を得た．さらに，21 世紀 COE に本専攻を中心とする統合プ

ロジェクトを提案し，採択に至っている．これらを基に，独立に運営してきた 4専攻を「機械工学群」

に統合し，新パラダイムに対応できる教育・研究体制を確立する（図 2）．「機械工学群」に中核を担

う「機械理工学専攻」を設置して機械工学に関する基盤的研究・教育を行うとともに，将来分野に関

する積極的な展開を目指す．また，社会から緊急的にその展開を要請されている２領域を「機械工学群」

から抽出して重点専攻を形成し，機動的・重点的な研究・教育の進展を図る．ただし，重点専攻の分

野は定期的（約 6年）に見直し，その存続を含め激動する現代社会の要請に対応する形とする．今回

の改組では，重点専攻として「マイクロエンジニアリング専攻」と「航空宇宙工学専攻」を設置する．

とくに，修士課程のカリキュラムについて見直しを行い，広義の機械工学の基盤となるコア科目（3専

攻共通）と各専攻の専門性を高めたアドバンス科目（各専攻独自）を作り，学生はコア科目と当該専

攻のアドバンス科目からそれぞれ指定の科目数を習得することにする．

機械理工学専攻（中核専攻）　　　

　機械工学の対象はミクロからマクロにわたる広範囲な物理系であり，現象解析・システム設計から

製品の利用・保守・廃棄・再利用を含めたライフサイクル全般にわたる．本専攻は，それらの科学技

術の中核となる材料・熱・流体等に関する力学（物理）現象の解析および機械システムの設計論に関

する教育・研究を行う．

マイクロエンジニアリング専攻（重点専攻）

　微小な機械システムは，21世紀における人間社会・生活に大きな変革をもたらす原動力である．また，
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生体は最精密な微小機械の集合である．本専攻は，それらのシステム開発の基礎となる微小領域特有

の物理現象の研究をはじめ，微小機械に特有の設計・制御論に関する研究・教育を行う．

航空宇宙工学専攻（重点専攻） 

　宇宙は 21世紀における最大のフロンティアであり，自由な飛行は時代を超えた人類の夢である．そ

の開発と実現を担う航空宇宙工学は，未知なる過酷な環境に対峙する極限的工学分野であり，機械系

工学の先端知識を総合した革新的アイデアを必要とする．本専攻は，革新的極限工学としての航空宇

宙工学に関する研究とその基礎となる教育を行う．

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　図 1に示したとおり，本群は原子炉実験所，融合創造センター *，再生医科学研究所（協力講座）と

密接な協力関係がある．また，複雑系科学専攻と共同で COE 拠点形成を行っている．さらに，インテッ

クセンターを通じた共同研究のほか，エネルギー科学研究科や情報学研究科等にも機械工学と関連す

る分野は広がっている．蛸壺に閉じこもることなくダイナミックな連携が大学運営に求められている

昨今，機械工学はその展開における主要な要のひとつと思われる．基礎的な研究を大切にするとともに，

緩やかな連携を模索して行くのが良策と考える．

図 2

*平成 19年度に改廃され，所属する教員は機械理工学専攻の所属となる．



第 2章

21世紀COEの目的と計画
本拠点形成プログラムの目指すところを「21世紀 COE プログラム 拠点形

成計画調書」をもとに作成した．
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第 2章　21 世紀 COE の目的と計画

21世紀COEの目的と計画
（前）拠点リーダー　土屋 和雄

1. 拠点形成の目的 
　機械工学は力学法則に支配されるシステム ( 機械システム ) を対象として，その現象解析とモデル

化および制御とシステム設計を目的として体系化された工学体系である．機械工学は現在成熟した状

況にあり，新しい研究分野の開拓を目指し種々のフロンティア研究が積極的に企画・推進されている．

例えば，MEMS　(Micro Electromechanical System)　は機械システムのスケールを極限まで小さくす

る試みを通して，そこに働く支配法則を明らかにし，それをもとにして新技術を開発する試みである．

一方，本拠点形成においては，機械システムを “複雑さ ” という視点から深く研究し，そこに働く支配

法則と制御原理を明らかにし，新しい機械工学の体系を構築することを目標としている．ここで，複

雑な機械システムとは，複雑な相互作用をする多数の要素から構成され外部環境の影響のもとで多様

な構造を形成し多彩な振る舞いをする機械システムである．

　　現在，機械工学の多くの分野において複雑な機械システムを研究対象とすることが要請されてい

る（図 1.1）．たとえば，現在，長期的気象変化予測を可能とする大気海洋システムモデルを構築する

ことが要請されている．流体力学の分野では乱流構造を介した熱物質輸送に関する要素的研究が行わ

れ豊富な知見を持っている．この乱流輸送現象は長期的気象変動現象に本質的役割を果たすことから，

これらの知見をもとに大気海洋システムモデルを構築することは，流体力学の重要な研究課題である．

しかし，そのためには地球規模での気象変動のような大規模な流体現象を扱うことになり，巨大なシ

ステムに必然的に発生する予測困難さに対処する解析手法及びモデル化手法の確立が必要である．一

方，現在，機械システムに要求される機能は，高精度・高速度等高効率化に関する機能とともに環境

と調和・共存する適応機能が重視されている．しかし，この種の機能は，従来のかたい機械システム

では実現できず，環境に応じてその構造を変化させ応答を変える柔らかな機械システムでなければな

らない．そのため制御工学では，環境の影響のもと多様な挙動を示す複雑な内部構造を持った機械シ

ステムの制御原理の解明と設計論の構築が重要な研究課題となっている．

　本拠点形成においては，複雑な機械システムを “環境の影響のもと，動的で多様な挙動を示す複雑な

構造を持ったシステムで，その挙動を通して我々にとって有益な機能を実現するシステム（動的機能

機械システム）” と捉え，その支配法則の解明と設計論を構築することにより，新しい機械工学，複雑

系機械工学を創出することを目的とする．又，本拠点では京都大学の伝統である研究を通しての教育

（On-the-Research Training) によって，広い視野と高い専門性を持って，新しい研究分野を切り開いて

いく能力を持った若手研究者の育成に努める．

2. 研究計画
　2.1　研究課題　

　大きな自由度と非線形特性を持ち，環境との相互作用によって，自己組織化，フラクタル，カオス

等の多様な挙動を示すシステムは複雑系と呼ばれ，研究が進められている．複雑系の科学は複雑なシ

ステムはその内部に存在する普遍的な法則を通して自発的に秩序構造を形成すると共に，その秩序構
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造形成を通し高度な機能実現能力を持つことを明らかにした．複雑系の科学で開発された新しい解析

法及び機能創発概念は動的機能機械システムの研究に重要な役割をしめる．そこで，本拠点形成では，

複雑系科学で開発された新しい解析法，機能創発概念をもとに，機械工学の研究者と複雑系科学の研

究者の理学と工学の共同研究により，動的機能機械システムの現象解析と数理モデル化及び制御とシ

ステム設計の研究を行う．

　(1) 複雑な構造を持つ自然システム及び人工システムの示す動的で多様な挙動を支配する普遍的な法

則の解明と，その数理的モデル化に関する研究

規模の大きさ，構造の複雑さから従来の解析法で扱えなかった現象の解析法を，確率解析を基礎に開

発し，フラクタル構造，カオス特性をもつシステムの解析を行うとともに，フラクタル構造上での熱

拡散，波動伝播等基本的な物理過程の解析を行う．又複雑な構造を持つ材料の機械特性解析を行う．

特に，骨構造等生体構造部材についてその力学環境に対する適応特性について生理データに基づく数

理モデル化を行う．さらに乱流の組織構造の解析を進めるとともに，従来現象論的な方法でモデル化

が行われている環境流体システムのモデル化をより現象に忠実で精度の高いものにするために，その

素過程である乱流輸送現象の厳密なモデルをもとに構成論的な手法で行う．

　 (2) 動的な構造を持つ複雑なシステムの発現する挙動を我々にとって有益、のとするための制御原理

の解明と，そのシステム設計論の構築

動的な構造を持つ複雑なシステムは非線形特性をもつ本質的に不安定な多数の要素から構成されたシ

ステムであり，従来の制御理論では扱うことが出来ないシステムである．この種のシステムに対し，

制御原理の数理的な検討とともに，自律分散システム理論にもとづく自律分散制御法の開発を行う．

特に，カオス理論にもとづく乱流の制御および秩序形成を通して適応的機能を実現する機械システム

の設計論を開発する．

　2.2　研究体制　　

　研究組織として，4つの研究グループを設置する；（1）複雑系の数理解析研究グループ（2）複雑

流体現象の解析とモデル化研究グループ（3）複雑構造材料の特性解析研究グループ（4）複雑系の制

御・設計論研究グループ．　これらの研究グループでは，研究会，勉強会を通して日常的な研究交流

を行うとともに，具体的な研究課題を設定した共同研究を行なう．共同研究施設としては学際的共同

研究施設である桂インテックセンターに設置されている流体領域高等研究院，ナノ工学高等研究院を

利用する．本拠点では，従来，研究者単位で行なってきた国際共同研究をもとに，海外研究機関と共

同研究をはじめとして活発な研究交流を行う．特に，システム科学を中心とした国際的共同研究機関

である IIASA（International Institute for Applied System Analysis，Austria ）と共同研究協定を結び，

IIASA を会場として定期的なセミナーを開催して，本拠点の目指している新しい機械工学，複雑系機械

工学を国際的に発信していく．

3. 教育・育成計画
　21世紀 COE プログラムはそれぞれの研究分野における世界的な研究拠点の形成とともに，それぞれ

の研究分野の優れた若手研究者を育成することが主要な役割となっている．本拠点では京都大学の伝

統である研究を通しての教育 (On-the-Research Training) によって，広い視野と高い専門性を持って，
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積極的に新しい研究分野を切り開いていく能力を備えた若手研究者を育成する．そのため種々な制度

を準備する．

　3.1　教育制度

　（１）武者修行制度　博士後期課程学生の研究能力の向上に関する取り組みとして，従来の座学を主

体とした知識の一方向的伝達としての教育のみならず，研究の進め方，多様な視点設定，実験計画や

実施方法などにおいて，教官と学生の共同行為として教育を推進する制度を整備充実させる．そのため，

本拠点では，従来の単独の指導教官との共同研究のみならず，一定の期間，海外の研究拠点を含む研

究科・専攻を超えた共同研究に参加する制度 ( 武者修業制度 ) を設立し，異分野教官との意見交換や共

同研究の機会を与える．

　（2）フロンティアセミナー　研究能力とともにコラボレーション能力や説明能力の向上のための教

育制度の整備充実も必要である．とくに，本拠点の学際的共同研究活動をもとに，共通の問題意識の

もとで個々の研究内容に関する発表と議論を目的とした博士後期課程学生のためのセミナーを開講す

る．すなわち，「何をしたのか，問題は何であったのか，これらの問題解決のためにどのような方法を

用いたのか」を最小限の共有基軸のもとで紹介させ，研究科・専攻を超えた異分野の聴講生に対して

説明ができ，討論ができる能力の習得訓練の場とする．

　（3）　フロンティア研究制度　助手を中心とした若手研究者が，独立した研究者として高いレベルの

研究を集中して遂行できるため，研究費，共同研究のための旅費支援，国内・国際会議参加の支援な

どの研究遂行上に必要な総合的な支援を行う．

　3.2 機械理工学フロンティアシリーズ

　本拠点の研究活動の成果を踏まえて，新しい機械工学「複雑系機械工学」に関する大学院用英文教

科書「機械理工学フロンティアシリーズ」を出版する．

4. 社会連携活動計画
　現在，機械技術は高効率を要求機能とする機械システムから高効率とともに環境との適応・共生機

能も重視する機械システムへとその技術体系を大きく転換しようとしている．それに伴って，新しい

機械システム概念にもとづいた機械工学の体系的理解が技術者に求められてきている．本拠点では社

会連携活動のひとつとして本拠点活動においてその体系化を目指している新しい機械工学「複雑系機

械工学」に関する教育プログラム，リカレント講座「複雑系機械工学」を実施する．

　

　4.1　リカレント講座「複雑系機械工学」　

　社会人を対象としたリカレント教育の場を全国数都市で設ける．リカレント教育の中身は複雑系機

械工学に関する平易な解説であり，解決すべき課題を抱え新しい機械工学の体系的理解と方法論を模

索している研究者・技術者への再教育の場とする．またこの活動は，従来から大学と社会の連携に関

して活発な活動を行っている機械系専攻の同窓会組織と協力して行う．
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1　研究活動
柔らかな機械を目指して

研究室紹介
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21 世紀 COE 複雑系機械工学セミナー

武者修行制度
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3　情報発信と外部評価
21世紀 COE プログラムシンポジウム
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(2) 招聘外国人研究者の若手研究者への助言
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第 3章　拠点活動報告

柔らかな機械を目指して
研究室紹介

1- 研究活動

本拠点形式プログラムの研究活動について拠点活動に参加した研究室の研究活動
の紹介とともに．拠点活動全体のまとめ「柔らかな機械を目指して」を掲載する．
なお，「柔らかな機械を目指して」は京都大学広報誌「紅萌（くれないもゆる）（第
11 号）」に掲載したものをもとに作成した．
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第 3章　拠点活動報告

「柔らかな機械」を目指して
（前）拠点リーダー　土屋 和雄

風など，流れは身の回りに満ち溢れている．ゆっく

りとした穏やかな流れは速度を速めていくと不規

則で複雑な流れ，乱流に変わる．この乱流運動を制

御して乱れのない流れに変えることは流体力学の

長年の懸案である．乱流運動を制御するためには，

まず乱流運動の複雑なシステムとしての特徴，す

なわち，その複雑な運動の背後にある時空間構造̶

乱流の骨格となる構造̶を明らかにすることが必

要である．しかしながら，乱流運動が複雑な運動の

ために，乱流の骨格となる構造を発見することはき

わめて困難であった．最近，本拠点における研究で，

クエット乱流などの乱流運動に埋め込まれた不安

定周期運動が発見され，この不安定周期運動が乱流

の時空間構造や統計的な性質を支配していること

が明らかにされた．この発見をもとに，乱流の骨格

構造である不安定周期運動を安定化させることに

よって乱流を制御しようという従来の乱流制御法

とまったく考え方を異にする乱流制御の研究が，制

御工学者との共同研究によって始められている（図

1）．

　地球温暖化に対する技術的な解決策を見出すこ

とは，工学に課せられた最重要課題の一つである．

地球温暖化の要因は大気中の CO2 の増加である．

大気海洋境界面での乱流を介した CO2 の海洋中へ

の取り込みは大気中の CO2 の総量を決める最も重

要な要因である．大規模で複雑な現象である長期的

気象変動の信頼性のある予測プログラムを開発す

るためには，主要な要因の信頼性の高いモデルを作

成することが必要である．流体力学の分野では乱流

を介した熱物質輸送に関する研究を精力的に行っ

ており，豊富な知見を持っている．そこで本拠点で

は，その知見と共に詳細な実験的研究によるデータ

にもとづいて，乱流輸送にもとづく CO2 移動係数

　従来の効率を重視した機械だけでなく環境と調

和・共存できる機能を持った機械の開発が求められ

ている．

　－非線形に作用を及ぼしあう多数の要素からな

る複雑なシステムは，変化する環境に適応した振る

舞いを自発的に生成する－

　複雑系の科学は，環境に適応してさまざまな振る

舞いをする複雑なシステムの持つ柔らかな性質を

明らかにした．環境と調和・共存できる機械とは，

まさにこの環境適応機能を備えた柔らかな機械と

捉えることが出来るだろう．21 世紀 COE プログラ

ム動的機能機械システムの数理モデルと設計論に

おいて，機械工学を専門とする工学研究科機械系三

専攻 ( 機械理工学専攻，マイクロエンジニアリング

専攻，航空宇宙工学専攻 ) と複雑系の科学において

高い研究実績を持つ情報学研究科複雑系科学専攻

は，国際融合創造センターと協力して，この柔らか

な機械の開発を目標とする工学と理学の連携によ

る共同基礎研究を進めている．

1.「複雑さ」の視点から機械工学を捉えなおす

　機械工学は長い歴史を持った学問分野であり，材

料力学，マイクロメカニクス，熱工学，流体力学，

システム工学，制御工学等の研究分野が確立されて

おり，それぞれの研究分野で活発な研究が行われ

ている．本拠点は，この成熟した段階にある機械工

学を「複雑さ」の視点から捉えなおすことにより，

柔らかな機械だけではなく，今後重要さが増してく

る環境問題や社会システムなどをもその研究対象

に取り入れた魅力溢れる学問分野へと発展させて

いくことを目的としている．

　まず，本拠点で行われているいくつかの研究を紹

介しよう．小川のせせらぎや木立を吹きぬけるそよ
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の精確なモデルを作成した．このモデルは従来の現

象論的なモデルに比べて，大気から海洋中への炭素

吸収量の信頼性の高い予測値を与えるものである．

現在，このモデルを組み入れた長期的気象変動予測

プログラムの開発が気象学者との共同研究によっ

て始められている．

　さて，動物のような巧みな運動をするロボットを

作ることはロボット研究者の夢である．動物は環境

の変化に適応した巧みな運動を行う．たとえば，四

足歩行動物では，歩行速度によって足並みがウォー

クからとロットへ自然に切り替わっていく．神経生

理学は，脊髄にある神経回路が自発的にリズム運動

を生成し四肢を動かしていることを明らかにした．

しかし，この神経回路と筋骨格系の相互作用によっ

て生成される巧みな運動のメカニズムはいまだ十

分には解明されていない．本拠点では，振動子に

よって脚の往復運動を駆動すると共に，脚先のセ

ンサー信号によってその運動を調整する歩行

制御系を開発した．この制御系を取り付けた

4脚歩行ロボットでは，歩行速度を速くして

いくとその足並みがウォークからトロットへ

自然に切り替わっていく．現在，本拠点では，

動物の歩行運動の制御メカニズムの解明を目

指したロボット工学者と運動生理学研究者と

の共同研究を始めている ( 図 2)．

2.「複雑系機械工学」の体系化に向けて

　本拠点では，今後，これらの具体的な研究成果

をもとに「複雑系機械工学」の体系化を行ってい

く予定である．ここで，「複雑系機械工学」とは複

雑な機械現象・機械システムを「複雑さ」の視点か

ら研究する機械工学の横断型研究分野であり，そ

の研究課題は次のようにまとめられる ( 図 3)．(1)

複 雑 さ を

解明する：

複 雑 な 挙

動 の 背 後

に 存 在 す

る 普 遍 的

な 法 則 性

や骨格となる構造を明らかにし，その数理モデル

を導出すること，および，自発的な構造形成によっ

てそのおかれた環境に適応していく環境適応のメ

カニズムを明らかにすること．(2) 複雑さを活用す

る：複雑で不安定な挙動を支配している骨格となる

図1: 乱流に埋め込まれた不安定
周期軌道とその制御．(a) 乱流に
埋め込まれた不安定周期軌道．
乱流を２次元平面上に描くと複
雑な軌跡を描く．その中に不安
定周期軌道が埋め込まれてい
る．(b) 乱流制御．不安定周期軌
道を制御して安定化すると，乱
流は抑えられて規則的な流れが
実現される．

図 2: 動物と機械の歩行運動．(a) 四脚歩行ロボット．歩行速度を早く
すると足並みがウォークからトロットに自然に切り替わる．(b) ニホン
ザルの骨格モデル．神経回路モデル，筋肉モデルと組み合わせて歩行
のメカニズムを解明する．

⒜ ⒝
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構造の制御法を開発すること，および，変化する環

境に対して内部構造を変化させ適応していく機能

を持った柔らかな機械の設計論を作り上げること．

3. 研究者集団から研究者組織へ

　本拠点は，流体力学，材料力学からシステム工学

にいたるさまざまな機械システムを研究対象とし

て自主的，自由に研究を進めている研究者が，「複

雑さ」という共通の問題意識のもとで研究を進め

ていく中で，有機的なつながりが自発的に生まれ，

機械工学の横断的な研究分野「複雑系機械工学」が

形成され展開されていくことを目標としている．共

通の問題意識のもとで，参加した研究者が自主的，

自発的に研究を行う研究形態は基礎研究型共同研

究と呼ばれる．基礎研究型共同研究では研究者間の

学際的な交流の機会を充実させることが最も重要

なことである．

　本拠点では，まず日常的な活動として，招聘研究

者制度を充実させ，セミ

ナーを日常化して研究者

間の情報交換を盛んにす

ることに力を入れており，

過去 3年間で 100 名以上の研究者を海外から招聘

し，100 回を越えるセミナーを開催した．また，21

世紀 COE プログラム「動的機能機械システムの数

理モデルと設計論」シンポジウムを定期的に開催し

拠点内の研究者の研究交流の場としている．また，

桂キャンパスに設置されている学際的共同研究施

設桂インテックセンターを拠点として，学内におけ

る専攻間，研究科間の学際的共同研究を推進してい

る．本拠点はそこに設立されている２つの高等研究

院と連携をとりながら単独の研究室では設置でき

ない大型の実験設備を備えて，専攻，研究科にまた

がった共同研究を行っている ( 図 4,5)．

　更に，世界 18 カ国が共同運営するシステム科学

の国際研究所国際応用システム解析研究所 (IIASA)，

ラクセンブルク，オーストリアを海外拠点として，

国際的な研究活動を実施している．毎年，IIASA に

おいて，海外著名研究者を招聘した

21 世紀 COE 国際ワークショップを

開催し，本拠点活動の情報発信と招

聘研究者による本拠点活動の評価を

行い，その報告書を IIASA レポート

としてまとめ，全世界に発信してい

る ( 図 6)．さらに，本拠点の提唱す

る「複雑系機械工学」に賛同する海外研究機関との

研究交流を積極的に実施している．2005 年 10 月

にはミュンヘン工科大学 ( ドイツ ) と制御システム

工学のワークショップ，2006 年 9 月にはバーミン

図4: 桂インテックセンターは，桂キャンパスに設置され
た５つの高等研究院を持つ学際的共同研究施設である．

図 5: 流体領域高等研
究院に設置された風
波 水 槽 ( 長 さ 30m，
幅 0.6m)．大気・海洋
境界面における物質
輸送機構のモデル作
成に使われている．

図 6:2004 年 6 月 28 ～ 29 日に開催された第 1 回 IIASA
－京都大学 21 世紀セミナー．会場となった国際応用シ
ステム解析研究所前で．
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ガム大学 ( イギリス ) と流体力学のワークショップ

を開催した．

4. 研究を通しての教育－On-The-ResearchTraining－

　本拠点では新しい研究

分野を切り開く能力を

持った若手研究者を育成

することを目標としてい

る．その為には，若手研

究者が基礎研究型共同研

究プログラムである本拠

点活動に積極的に参加し

て自主的に研究活動を進

めていく中で，自ら研究

交流のネットワークを作り上げていくことが最適

な育成方法である．具体的な取り組みとして，若

手研究者に対する公募型研究助成制度フロンティ

ア研究助成プログラムを実施している．これは，若

手研究者が自主的に研究を進めることを財政的に

援助するもので，毎年度予算の約 4，5割を割り当

てている．この研究助成制度を利用して，国際研

究集会参加すると共に海外著名研究室を訪問して，

現在進めている研究に関したセミナーを行い，助言

を受けると共に国際的な研究交流のネットワーク

を作っていくことを積極的に奨励している．また，

招聘研究者制度で招聘した招聘研究者には，博士課

程学生と直接議論し助言を与える機会を多く持つ

ことを要請している．一方，大学院博士課程にお

いて「複雑系機械工学」の講義を開講すると共に，

企業の技術者，研究者に対してリカレント講座「複

雑系機械工学」を定期的に開催し，若い研究者・技

術者に対して現在開拓途上の研究分野である「複雑

系機械工学」の研究現場の臨場感を盛り込んだ講義

を行っている．また，大学院後期課程に開講されて

いる 21 世紀 COE フロンティアセミナーでは，数名

の学生がチームを組みあらかじめ設定されたテー

マに対して自由に研究計画を立案，検討してその成

果を発表し討論することを行っている ( 図 7)．ここ

では，研究能力と共にコラボレーション能力や説

明能力の向上を目的としており，また国際的な活

躍を意図して，討論はすべて英語で行われている．

更に，大学院博士課程学生が，海外大学・

研究機関との間で研究発表と交流のため

の研究交流会を自主的に企画し実行して

いる．2005，2006 年にはフライブルク

大学 ( ドイツ )，ミシガン大学 ( 米国 ) との三大学間

でマイクロメカニクス分野での研究交流会が開催

され，2006 年には韓国科学技術院 ( 韓国 ) との間

で材料力学および制御システム工学分野でのワー

クショップが開催された．

5. 自主・自由の学風の中で

　自主的で自由に研究を行っている研究者集団の

中に，有機的な繋がりが自発的に生まれ，共通の研

究目標に対して高いアクティビティーを発揮する

研究者組織が形成されていくことは，大学における

研究活動の基本である．本拠点は，そのような研究

環境を作り上げることを目標として活動を続けて

いる．それを支えているのは自主・自由の京都大学

の学風に育まれた学際的，基礎的な共同研究の雰囲

気である．その学風をより一層充実させるため着実

な努力を今後とも積み重ねていきたい．（研究の最

前線「柔らかな機械を目指して」土屋和雄，京都大

学広報誌「紅萌」第 11 号を一部改編の上掲載）

図 7: 大学院博士課程に開講され
ている 21 世紀フロンティアセミ
ナー発表会．議論はグループ間の
ディベート形式で進められ，最優
秀グループが全員の投票で選ばれ
る．2006 年 12 月 21 日，付属図
書館 AVホール．
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研究室紹介
各研究室の構成員のうち［　］内は，本 COE プログラム実施期間中に異動した
メンバーの氏名と現在の所属である．
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複雑系の数理解析研究グループ
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複雑流体現象の解明とそのモデリング

研究グループ
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複雑構造材料の特性解析研究グループ
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複雑系の制御・設計論研究グループ
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Abstract: It is difficult to design an artificial function for use in the body. Artificially designed functions often
ruin the surrounding biological functions or disappear in the body.  Our theme is "Bio-Environment Designing"
which advocates that the object of designing should not be the biological functions themselves but their
environments, and that the functions are nurtured in the designed environment.  The objective of this paper is to
clarify the effect of mechanical environment on the cartilage regeneration.
Key words: Bio-Environment Designing, Cartilage Regeneration,

1.

2.

2.1 フィブロインスポンジ内における軟骨組織形成とその摩擦機能評価
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かとなっていない．しかし，フィブロインスポンジ

表面と軟骨細胞との接触状態がこれに関わっている

ものと想像される． 

 軟骨細胞とフィブロインとの接着力の変化を，図

３に示す装置にて測定した結果を図４に示す．図４

に示すごとく，軟骨細胞のフィブロイン表面への単

位面積あたりの接着力は．播種後６時間後にピーク

となり，その後接着応力は減少する．これには，フ

ィブロイン表面への蛋白吸着（または軟骨細胞の蛋

白産生）が影響しているものと思われる． 

 また，再生軟骨の評価方法としては様々な方法が

提唱されている．臨床現場では非侵襲非接触の評価

（ex.超音波検査（池内研），体積弾性率測定（堤研））

が望ましい．しかし今回は，環境設計による軟骨の

機能制御を行う立場から，摩擦機能測定に関してご

紹介する． 

軟骨の摩擦機構として水和潤滑機構が提唱されて

いる．これは，池内の定義（Bioengineering News 

No.35 Autumn, September 2006）によると「物体表

面に固定された親水性高分子による高含水表面層の

水潤滑」と表現される．水和潤滑では流体潤滑のよ

うに荷重を主に液体圧で保持していると考えられる

が，その水は高分子に強く引きつけられており，ま

た，ブラシ状に密集した親水性高分子間の立体的な

構造もこの摩擦に大きく影響している．水和潤滑の

定量的な定義域は未だ定められていないが，我々は

液体圧によって荷重が支持されていることを重視し

て，マクロで固体接触が認められる状態でありなが

らニュートンの粘性摩擦式で表現し得る摩擦状態を

示す場合を水和潤滑状態と見なしている（境界潤滑

とも一部概念が重なる）．ただし，流体摩擦と異なり，

流体膜形状よりも高分子の水和状態と３次元構造が

大きく関わるため，次式のように表現する． 

この式においてαの変形抵抗は比較的大きく，また再生軟骨の表面は不定形状である場合が多いため，

表面の変形抵抗が大きな誤差となってしまう，再生軟骨の摩擦係数計測には軟骨対軟骨での測定が望ま

しいが，ここではα値を一定とするために平滑なステンレススチール面を相手面として，摩擦速度との

摩擦係数とが正の相関を示す比較的低荷重下での摩擦力測定を行い，その評価とした． 

試験機の外観を図５に示す．平行平板ばねを用い，下側の板ばねの反力を利用して荷重を負荷した．

ステンレス板を取り付けた水槽を直動モーターにより往復運動させ，摩擦を行った．その際，上下の板

ばねのたわみ量をひずみゲージによって検出し，動ひずみ測定器を介してデータレコーダによって記録

図３ 細胞接着力測定装置．フィブロインを

コーティングした厚さ 0.003 mm のガラス薄片

上で軟骨細胞を培養し，吸引管で牽引すること

によりその接着力を測定する．牽引力はガラス

薄片の変位より換算する．(1)

図４ 軟骨細胞の単位面積あたりの接着力．ガ

ラス面上への接着では接着力が時間とともに

上昇するのに対して，フィブロイン上では播種

後６時間後に接着力が減少する．（Smoothing 
spline regressions were applied for the curve 
fitting）(1) 

次元常数：水和状態で定まる無

係数増分：変形抵抗による摩擦：流体膜の平均厚さ，：垂直荷重，

：摩擦面積：摩擦速度，：流体の粘性係数，：摩擦係数，
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を行った． 

 

2.2 滑り環境培養による軟骨の再生とその摩擦特性評価 

 組織量の増加および耐摩耗特性の改善を目指して，

相対すべり刺激が加わる環境下での培養を試みた．

関節軟骨細胞を単離し，3.75×105cells/200μl の

濃度でフィブロイン・スポンジに播種した．滑り運

動負荷培養では，magnetic stirring chamber を作

製し，平均滑り速度 7.85mm/sec. 荷重 2.5πN/m2 

の条件下で培養を行った．Magnetic stirring 

chamber 内で三週間培養し続けた結果，コントロー

ル(対照群)と比較して 21日目では DNA 量は 38.9%，

グリコサミノグリカン(GAG)量は 54.3% の有意な増

加が見られた（P < 0.001）．さらに，proteoglycan

およびタイプIIコラーゲンの組織検査により，軟骨

組織の成熟が促進したことが明らかになった． 

 さらに，臨床応用の可能性を検討するために日本

白色家兎（12 週齢，雄，2.4~2.6kg）の膝関節大腿

骨グルーブ部に直径5mmの骨・軟骨全欠損を作製し，

同部への同種移植を行った．軟骨組織修復の定量評

価には関節軟骨用の Histological grading scale

の指標を用いた．その結果，Magnetic stirring 

chamber を用いて作製した再生軟骨移植では，

Magnetic stirring chamber を用いない場合に比べ

て有意に良好な組織像を示した．これらの結果は，

摩擦に起因する表面構造の構築が行われたことを示

唆しており，相対すべり運動に含まれる力学要素が

表面構造に関する特異的な遺伝子，タンパク質，あ

るいはそれらの相互作用を引き出した可能性が示さ

れた．また，培養中に加えられた力学刺激が生体内

における組織形成にまで影響を与えていることが確

認された． 

 

3.  参考文献  

論文など

1. Yamamoto K, Tomita N, Fukuda Y, Suzuki S, Igarashi N, Suguro T, Tamada Y, Time-dependent changes in adhesive force between 
chondrocytes and silk fibroin substrat, Biomaterials, accepted. 

2. Yamamoto, K., Tomita, N., Shangkai, C., Takahashi, Y., and Tamada, Y., Centrifugation increases cartilaginous matrix synthesis but
deteriorates tribological performances of regenerated cartilage, Tissue Engineering (submitted). 

3. Chueh S, Tomita N, Yamamoto K, Harada Y, Nakajima M, Terao T, Tamada Y, Transplantation of Allogenic Chondrocytes 
Cultured in Fibroin Sponge and Stirring Chamber to Promote Cartilage Regeneration, Tissue Engineering, 13 (2007), in press. 

4. Okano H, Onmori R, Tomita N, Ikada Y, Effects of a moderate-intensity static magnetic field on VEGF-A stimulated endothelial 
capillary tubule formation in vitro, Bioelectromagnetics, 27 (2006), 628-640. 

5. 可知直芳，富田直秀, 細胞凝集体の作成とその機能評価, 日本臨床バイオメカニクス学会誌, 27 (2006), 83-88. 
6. 寺村聡，世宮俊輔，山本浩司，波田野直也，富田直秀, 遠心力を利用した物理環境が初期接着細胞に及ぼす影響, 日

図５ 再生軟骨摩擦測定装置(1,8,9)1) 

図６ 再生軟骨中の Chondroitin Sulfate 濃

度．相対滑り環境下 stirring chamber group 
(DS)では．control group (CON)や， static in 
stirring chamber group (SS) に比べて有意に高

い値を示した． (Values represent mean ± SD, 
n=6 each group, one-way ANOVA with post-hoc 
Mann–Whitney U-test on ranks; **p < 0.01).(3) 
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本臨床バイオメカニクス学会誌, 27 (2006), 67-70. 
7. Seto Y., Tomita N., Harada Y., Sakoda H. and Takakura Y., Regenerated Soft Tissue Survival Using Repulsive Force of Magnetized 

Devices: Preliminary Report, J. Orthop. Sci., 11 (2006), 58-63. 
8. Morita Y., Tomita N., Aoki H., Sonobe M., Wakitani S., Tamada Y., Suguro T. and Ikeuchi K., Frictional Propertics of Regend 

Cartilage in Vitro, Journal of Biomechanics, 39(1) (2006), 103-109. 
9. (Yamamoto K, Takahashi Y, Tamada Y, and Tomita N, Proceeding “The 3rd Asia International Conference on Tribology 2006,

Kanazawa, JAPAN”) 
10. Hattori K., Yoshikawa T., Takakura Y., Aoki H., Sonobe M. and Tomita N., Bio-Artifical Periosteum for Severe Open Fracture-An 

Experimental Study of Osteogenic Cell / Collagen Sponge Composite as a Bio-Artificial Periosteum, Bio-Medical Materials and 
Engineering, 15(3) (2005),127-136. 

11. Sonobe M., Hattori K., Tomita N., Yoshikawa T., Aoki H., Takakura Y. and Suguro T., Stimulatpry Effects of Stations on Bone 
Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells. Study of a New Therapeutic Agent for Fracture, Bio-Medical Materials and 
Engineering,15(4) (2005), 261-267. 

12. Tomihata K., Suzuki M. and Tomita N., Handling Characteristics of Poly (L-lactide-co-ε-caprolactone) Monofilament Suture, 
Bio-Medical Materials and Engineering, 15 (2005), 381-391. 

13. Harada Y., Tomita N., Nakajima M.,Ikeuchi K. and Wakitani S., Effect of Low Loading and Joint Immobilization For Spontaneous 
Repair of Osteochondral Defect in the Knees of Weightless (tail suspension) Rats, J. Orthop. Sci., 10 (2005), 508-514. 

14. 闕 上凱，原田恭治，富田直秀, Effect of sliding mechanical force on regenerated cartilage tissue construct in vitro, 日本臨床バ

イオメカニクス学会誌, 26 (2005), 297-303. 
15. 山本浩司，門林義幸，中嶋正明，富田直秀, 生体環境設計のための状態還移モデルの作製, 日本臨床バイオメカニク

ス学会誌, 26 (2005), 291-296. 
16. 寺村聡，富田直秀，原田恭治，闕 上凱，前北渉，安達泰治，鈴木基史, ナノスケールで表面形状を制御した材料上に

おける細胞培養, 日本臨床バイオメカニクス学会誌, 26 (2005), 227-232. 
17. 山本浩司，甲斐元崇，玉島康優，園部正人，森田有亮，池内健，小泉孝之，辻内伸好，玉田靖，富田直秀, 再生軟骨

の摩擦・摩耗特性, 日本臨床バイオメカニクス学会誌, 26 (2005), 97-102. 
18. 柴田延幸，富田直秀, 再生用 scaffold－軟骨細胞系ミクロ有限要素モデルの構築, 日本臨床バイオメカニクス学会誌, 26 

(2005), 19-25. 
19. Shibata N., Tomita N., The Anti-Oxidative Properties of α-Tocopherol in γ-Irradiated UHMWPE with Respect to Fatigue and 

Oxidation Resistance, Biomaterials, 26 (2005), 5755-5762. 

解説など

1. Shibata N., Kurtz M S. and Tomita N., Recent Advances of Mechanical Performance and Oxidation Stability in Ultrahigh 
Molecular Weight Polyethylene for Total Joint Replacement: Highly Crosslinked and α-Tocopherol Doped, Jounal of 
Biomechanical Science and Engineering, 1(1) (2006), 107-123. 

2. 富田直秀 他, 第６版 科学便覧 応用化学編 (2006). 
3. 富田直秀, バイオエンジニアリングの基礎Ⅲ（生体の多様性に働きかける材料）, Diamond,80号，22(1) (2006), 53-56. 
4. 富田直秀, 再生医療における医工連携（医と工の立場から）, 日本機械学会誌, 109(1047) (2006), 30-31. 
5. 富田直秀, バイオエンジニアリングの基礎Ⅱ（生体材料設計と生体環境設計）, New Diamond, 79号，21(4) (2005), 47-50. 
6. 富田直秀, バイオエンジニアリングの基礎 (1)生体機能解釈のパラダイムシフト, NEW DIAMOND, 21(3) (2005), 

38-41. 

7. 富田直秀, 生体吸収性材料の実用化と生体環境設計, 生物工学会誌, 83(5) (2005), 227-229. 
8. 富田直秀, 人工関節と関節治療, 人工臓器, 33(3) (2005), 215-218. 
9. 富田直秀, 環境設計の考え方とその応用, 臨床リウマチ, 17(1) (2005)〔雑誌の場合〕著者名（連名者），論文の表題，

雑誌名，巻数-号数（発行年・西暦），ページ．
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2- 若手研究者育成活動

第3章　拠点活動報告

海外研究機関との若手研究者交流
21 世紀 COE 複雑系機械工学セミナー

武者修行制度

本プログラムの目標のひとつは，新しい研究分野を切り開く能力と勇気を持つ研
究者を育成することである．具体的には本拠点形成の中で，京都大学の伝統であ
る「研究を通しての教育」によって，広い視野と高い専門性，さらには高い独創
性と志を持つ若手研究者を育成し独立させていくことを目指した各種の教育プロ
グラムを実施してきた．その中核となる制度としてフロンティア研究制度を設け
た．フロンティア研究制度は，大学院博士後期課程学生を含む若手研究者が自立
して自由な研究を行うための競争的研究費制度であり，申請書をもとに総括班で
審査の上，採否を決定し，全員に成果報告書の提出を義務づけている．科研費等
の自由な研究課題設定による応募とは異なり，本拠点テーマについて自らの進め
ている研究テーマとの関連を見いだし，新しい視点から自身のテーマを捉え直す
機会を提供できたと評価している．平成 15 年度は 43 件，平成 16 年度は 37 件，
平成 17 年度は 52 件，平成 18 年度は 47 件を採択している．
以下では，海外研究機関との若手研究者交流，21 世紀 COE 複雑系機械工学セミ
ナー，武者修行制度等，特徴ある取り組みについて紹介する．
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海外研究機関との若手研究者交流
博士課程学生を含む若手研究者の企画・主催する国際研究集会の開催

　本拠点では，教育の一環として，教員の主導による国際研究集会とは別に，グループ毎に，博士課程学生

を含む若手研究者の企画・主催する国際研究集会を積極的に開催した．その主な国際研究集会について紹介

する．

大学側は Hui Fang 氏が学生代表として活発な意見

交換を行い，ワークショップの運営を行った．本報

告では，ワークショップの企画・運営に関するやり

とりと研究発表・学生交流の様子について記す．

2. ワークショップの企画・運営

　学生代表として Hui Fang 氏と私が英語でメール

を交換し，ワークショップの企画・運営を行った．

二人とも英語は母国語ではないため，複雑な説明を

要する事項については直接電話で説明・確認をす

るなど，誤解や間違いの起こらないよう慎重に努め

た．基本的な必要事項としては，講演参加者の募

集と全体人数の把握，中国までの旅程や宿泊施設

の手配，講演アブストラクトの募集ととりまとめ，

セッションの割り当て，各セッションの座長の任命

などである．昨年度，同 COE プログラムによる韓

国科学技術院（Korea Advanced Institute of Science 

and Technology : KAIST）とのワークショップの運

営を務めた経験もあり，Hui Fang 氏をリードしつ

つ，前回よりもスムーズに進めることができた．こ

うした講演会の企画・運営は今後の研究活動におい

て必要不可欠なものであり，博士課程学生のうち

1. はじめに

　2007 年 9 月 1 日～ 2 日の 2 日間，京都大学と

西安交通大学 (Xi’an Jiaotong University, China) は，

21 世紀 COE プログラム「動的機能機械システム

の数理モデルと設計論」－複雑系の科学による機

械工学の新たな展開－（京都大学側）とMOE Key 

Laboratory for Strength and Vibration（西安交通大

学側）による助成を受け，両大学の機械系博士課程

の学生同士の研究発表，意見交換ならびに国際交

流を目的とする「Xi’an Jiaotong University - Kyoto 

University Joint Workshop On Mechanical Behavior 

of Advanced Materials」を開催した．ワークショッ

プには，京都大学から8人（北村研4人，宮崎研3人，

北條研１人），西安交通大学から 10 人の多数の博

士課程学生が参加したほか，釜谷昌幸氏ならびに

山本真人氏がそれぞれ原子力安全システム研究所，

電力中央研究所の助成により参加され，活発かつ実

りのある研究発表・意見交換が行われた．なお，本

ワークショップは博士課程学生によって運営され

ており，北村隆行教授（京都大学）ならびに Tiejun 

Wang 教授（西安交通大学），Fulin Shang 教授（同）

が監督のもと，京都大学側は嶋田隆広が，西安交通

Xi’an Jiaotong University - Kyoto University
Joint Workshop On

Mechanical Behavior of Advanced Materials

報告者 工学研究科 機械理工学専攻   嶋田 隆広   
担当教員 工学研究科 機械理工学専攻   北村 隆行   



図 2　ワークショップ運営者

図 3　座長を務める学生

図４　
プレゼンテーションの様子

図 1
ワークショップ告知ポスター

図 5　活発な質疑応答の様子
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にこのような貴重な経験ができたことは，私にとっ

て非常に幸運であったと考えている．

3.Joint Workshop

　2007 年 9 月 1 日，Xi’an 

Jiaotong University - Kyoto 

University Joint Workshop 

On Mechanical Behavior of 

Advanced Materials が開催

された（図 1）．本ワーク

ショップの講演スケジュー

ル・アブストラクトを（資

料１）として後に示す．ワークショップ開始前には

運営者同士集まり，プロジェクタ等の機材の確認や

スケジュールの微調整などの最終確認を行った（図

2）．ワークショップは 6つのセッションから成り，

１セッションにつき 3～ 4 人，京都大学側と西安

交通大学側が交互に研究成果のプレゼンテーショ

ンを行った．ワークショップの進行も学生が主体と

なり，京都大学からは木下佑介氏，宍戸信之氏，オ

ケヨ・ケネディ・オモンディ氏が，西安交通大学か

らは Zhennan Yin 氏，Zhiyin Ou 氏，Hui Fang 氏が

各セッションの座長を務めた（図 3）．各プレゼン

テーションは発表 15 分，質疑応答 5分で行い，合

計 20 名の博士課程学生が発表を行った（図 4）．す

べての研究内容は材料強度を基礎としており，連続

体力学に基づく破壊力学的評価に関連するものが

多く，新しい実験手法の提案や FEM解析の高速化・

高精度化などが注目を集めた．一方，振動特性を考

慮した材料の強度特性や，量子力学計算を用いたナ

ノオーダーの微小材料強度および物性の評価，生体

材料中のメカノケミカル特性の実験的評価などマ

ルチフィジックス特性に関するものもあり，今後の

機械分野の多様性を示した．

　研究分野が非常に近いこともあり，１つの発表に

つき多数の質問が両大学の学生から飛び交った（図

5）．多くの発表で時間内に全ての質問を消化でき

ず，休憩時や昼食・夕食時に議論を続けたり，互

いの論文や連絡先を交換するなど積極的に交流す

る姿も見られた．私も Yan Yuan 氏，Hui Fang 氏，

Yabin Yan 氏と多くの議論を交わし，今後の自身の
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研究活動や論文について情報交換することを約束

した．また，聴衆の中にはワークショップの告知を

見て参加した修士・学士の学生も多く，本ワーク

ショップへの関心の高さが伺えた．

　発表は英語で行われたが，どの学生も昨年度の韓

国・KAIST でのワークショップ時よりも流暢に，分

かりやすく発表されていたのが印象的であった．ま

た，ディスカッションにも積極的に参加しており，

昨年度のワークショップの成果が確実に現れてい

ることを実感した．

　全てのセッション終了後は，参加者全員でバン

ケットを行った．バンケットでは，ワークショップ

や研究内容の話だけでなく，日本と中国の文化の

違いや博士課程終了後の進路などについて盛り上

がった．とくに，西安（昔の長安）は京都の姉妹都

市であることから互いに共通点も多く，たくさんの

中国の学生が京都に興味を持っているようであっ

た．こうした国際交流は，海外研究者と交流する上

で重要であり，本ワークショップでも交流の場を設

けたことは成功であったと考えている．

4.Joint Workshop 参加者アンケート

　今回のワークショップのよかった点・反省点を明

確にし，次回ワークショップをよりよいものにす

るために，京都大学側からの参加者全員にアンケー

トを行った．アンケートの結果を（資料２）として，

後に添付する．

　以下に，アンケート結果を簡単に総括する．全て

の学生が英語でのプレゼンテーション経験がある

ものの，その回数は２，３回程度にとどまっている．

今回の企画は学生に英語での発表の機会を与える

ものであり，本Workshop を通じて各々がよい経

験であったとしている．また，発表を通じて，良かっ

た点だけでなく問題点を見つけることができたよ

うであり，大きな刺激になったようである．学生ら

は今後の研究発表への意気込みを新たにしており，

これからの国際的な研究活動特を促進する効果が

あったと思われる．とくに，英語によるコミュニ

ケーションは国際的な研究者となる上で，必要不可

欠なものであり，その重要性を再認識したという声

も多かった．また，前回の韓国科学技術院（KAIST）

でのワークショップ時と比べてうまく発表・質疑応

答ができたという感想もあり，本ワークショップの

有効性が示されつつあることを喜ばしく思う．前回

の反省点を踏まえ，今回はアブストラクトを提出し

てもらい，講演予稿集を作成した．その結果，前回

に比べ，たくさんの質問が出て非常に活発な議論が

行われた．中には，アブストラクトを元に，質問を

箇条書きにして準備している学生もいるほどであ

り，講演予稿集の導入が非常に有効であったことを

示している．参加した学生全員がこのような企画

が博士課程学生の教育として非常に有意義であり，

今後も続けていくべきであると主張している．

　一方，Workshop の改善点として，十分な質疑

応答時間をとることや研究設備見学を盛り込む

必要があることなどがあげられている．今回の

Workshop の運営者として，これらの意見を真に受

け止め，次回の成功に繋げたいと思う．

5. おわりに

　今回，中国・西安交通大学へ赴き，機械系学生同

士でワークショップを無事開催することができた．

開催期間は短かったものの，セッションの割り振り

やアブストラクトの募集，旅程の決定など，事前の

準備には非常に多くの時間が必要であることを身

をもって実感することができた．同時に，英語に

よるコミュニケーション能力の重要さを再確認す

ることができた．今回のような企画・運営作業は，

今後の国際的な研究活動には必要不可欠なもので

あるため，博士課程のうちに貴重な経験ができたこ

とは私にとって幸運であったと考えている．

6. 謝辞

　今回，筆者に西安交通大学とのワークショップ

運営に携わる機会を与えてくださいました，21 世



図 6ワークショップ参加メンバー
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紀 COE プログラム「動的機能機械システムの数理

モデルと設計論」－複雑系の科学による機械工学の

新たな展開－拠点リーダー 機械理工学専攻 椹木哲

夫教授，材料グループリーダーであり，筆者の指

導教官でもある機械理工学専攻 北村隆行教授をは

じめとする関係者の皆様に厚く御礼申し上げます．

また，今回のワークショップ開催を快諾し，我々一

同を歓迎して下さいました，中国・西安交通大学

の Tiejun Wang 教授，Fulin Shang 教授ならびに研

究室の皆様，本ワークショップに参加していただい

た皆様に心より感謝いたします．本当にありがとう

ございました．
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1. はじめに

　2007 年 10 月 22 日（月）から 10 月 24 日（水）

の 3 日間，京都大学と韓国科学技術院（Korea 

Advanced Institute of Science and Technology，以

下 KAIST）の振動工学研究室の若手研究者を中心

に，研究に関する意見交換と両大学の研究者間の

交流を目的として Asian Advanced Vibration and 

Control Forum by and for Young Researchers（以下

AAVCF）を開催した．今回のフォーラムは，昨年

の夏に KAIST（韓国，デジョン）で開催した第 1回

に続く第 2回の Joint Workshop であり，今回は京

都大学で開催した．Joint Workshop の計画・運営

は今回も両国の博士課程の学生を含む若手研究者

が中心になって行った．ただし，京都大学の松久

寛教授と KAIST の Chong-Won Lee 教授の助力が大

きかったことを合わせて記しておく．Workshop に

は京都大学から 5名（機械理工学専攻 松久研 1名・

小森雅研 1名・松原研 1名・椹木研 1名，航空宇

宙工学専攻 市川研 1名），KAIST から 3 名（NOVIC 

Lee 研 1 名・Park 研 1 名・Kim 研 1 名）の若手研

究者がそれぞれ参加し，英語で研究発表と意見交換

を行った．また，今回は特別講演を企画し，KAIST

の Lee 教授，Park 教授，Kim 教授，そして京都大

学の宇津野准教授，中西講師を講演者として招待し

た．京都大学の院生を中心に，特別講演には一般の

学生も多数聴講に訪れた．第 1回から一貫して本

フォーラムの目的は，両国間の研究に関する情報

の交換や英語によるプレゼンテーションの訓練に

とどまらず，Workshop の企画と運営の経験を積み，

その過程も含めて両国の若手研究者が交流し，お互

いの文化を学ぶことにある．そこで，本報告書では

Workshop と両国の研究者間の交流の両方について

述べる．

　なお，本フォーラムは，21 世紀 COE プログラム

「動的機能機械システムの数理モデルと設計論」－

複雑系の科学による機械工学の新たな展開－の助

成を受けたことを付記し，謝意を表する．

2.Workshop

　10 月 22 日，23 日の 2 日間は通常のWorkshop

を行い，最終日の 24 日は自由参加型の意見交換・

交流日とした．22日は特別講演3件，一般講演3件，

23 日は特別講演 2件，一般講演 5件を企画したが，

当日の運営の都合により，実際には一部のプログラ

ムを変更した．ただし，講演の中止や追加はなかっ

た．開会や閉会のスピーチと特別講演の座長は松

久教授，椹木教授等が務めたが，一般講演の座長

やWorkshop 全体の進行は全て若手研究者により

執り行われた．特別講演はプレゼンテーション 50

分，質疑応答 10 分，一般講演はプレゼンテーショ

ン 20 分，質疑応答 5分とし，基本的に京都大学と

KAIST の参加者で交互に発表した．なお，第 1回の

Workshop の経験を生かし，質疑応答が白熱してい

る場合は制限時間によらず時間を自由に延長でき

Asian Advanced Vibration and Control Forum 
by and for Young Researchers

 工学研究科　　機械理工学専攻　　　助教　山田　啓介
航空宇宙工学専攻　博士 3回　坂東　麻衣
機械理工学専攻　博士 2回　竹岡　　郁
機械理工学専攻　博士 1回　河野　大輔
機械理工学専攻　博士 1回　金田 さやか
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験装置を実際に紹介することでより理解が深まる

とともに，装置の紹介を英語で行った学生達にとっ

ては英語の必要性を知るよい機会となった．

3. 交流

　1 日目の夜に松久教授宅で Banquet を開いた．

Banquet では比叡山から琵琶湖や京都を眺め，寿

司や刺身を食べながら参加者全員で歓談を楽しん

だ．その中

でさまざま

な話題が出

たが，特に

印象に残っ

ていること

は韓国の大

学院の博士

課程の学生は通常で 5年，長い場合で 8年ほどの

ることにして，セッション間の休憩時間等で全体の

時間調整を行った．また，今回も前回と同様にアブ

ストラクト集を作成し，事前に参加者全員に配布し

た．

　 発 表 の 内 容 は Asian Advanced Vibration and 

Control Forum by and for Young Researchers の名

の通り，振動や制御に関するものが中心であった

が，京都大学は学術的な基礎研究が中心であるのに

対し，KAIST はより実用に近い研究内容であり，同

じ研究分野の研究者でありながらお互いに目新し

い発表内容が多かった．日本と韓国で大学の研究に

求められているものが異なるようである．

　2日目の午後には京都大学の実験室・研究室紹介

（松久研，松原研，椹木研の各実験室または研究室

および学生の KART）を行い，各研究室の若手研究

者や学生，KART のメンバーが英語で実験装置等の

説明を行った．プレゼンテーションに出てきた実

図1　Workshop での討論の様子 図 3　Workshop の講演者達

図 2　講演に聞き入る学生達

図 5　研究室紹介の様子

図 4　実験室紹介の様子 図 6　集合写真

図 7　Banquet の様子
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期間を博士

号の取得に

要するとい

うことであ

る．しかし，

KAIST で は

学費が全員

免除され，

寮も十分に

整備されて

おり，かつ

研 究 プ ロ

ジェクトの

メンバーの

場合は給料

が支払われ

るということで，日本の博士課程の学生に比べると

金銭的には恵まれている．また，博士号の社会的価

値が日本より圧倒的に高く，それらの事実は博士課

程に進学する学生が日本よりずいぶん多いことか

らも分かる．韓国においても日本と同様に，博士号

取得後に教育職に就くことは難しいそうだが，企業

への就職の機会や就職後の待遇は充実していると

思われる．

　昨年のWorkshop の開催から約 1 年しか経って

いないが，今回参加した両校の若手研究者 8名の

うち，前回

も参加した

者は 3 名の

みであり，

両校の博士

課程の学生

の入れ替わ

りが激しい

ことを窺わせた．京都大学の場合は昨年の参加者の

多くがこの 1年間で企業や官公庁，大学に就職し

たためであり，韓国の場合は上述のように若手研究

者が多いため参加できる人数が限られているとい

うことと，留学等の事情により KAIST を離れている

場合があるためである．これは，仮に毎年このよう

なWorkshop を開催したとしても，常に新しいメ

ンバーに新しい経験を積む機会を提供できるとい

うことであり，平生は大学内だけで研究している

ことの多い若手研究者，特に博士課程の学生にとっ

ては良い経験，機会であるので，今後もこの種の交

流を絶やさずに続けてもらいたい．

4. 京都大学の若手研究者のコメント

　今回のWorkshop に参加した京都大学の若手研

究者達のコメントを参考のために記載しておく．

・山田 啓介（機械理工学専攻，松久研）

　昨年の第 1回 Joint Workshop でも日本側の若手

研究者の代表を務めたが，今年は Host として京都

大学で開催したので，プログラムの作成等の準備か

ら当日の進行まで一通りのことを行い，前回とは異

なる経験ができた．また，韓国で昨年お世話になっ

た分の御返しができたのではないかと個人的に満

足もしている．代表は仕事が多いことも事実だが，

その分，相手と一番親しくなれるという役得もあ

る．今後も多くの人に同様の立場を経験してもらえ

れば，と思う．最後に，今回のWorkshop を陰で

支えてくれた本研究室の佐藤博則氏にも感謝の意

を表したい．

・坂東 麻衣（航空宇宙工学専攻，市川研）

　昨年のジョイントシンポジウムに参加した縁で

今回も発表をさせていただいた．研究分野が少し異

なるなかでの発表であったが，普段の学会発表では

得られない質問を受けることができた．さらに研究

でのディスカッションだけでなく，Banquet 等の交

流会では，同世代の博士課程の学生らと気楽に会話

する機会がもててよかった．

図8　Banquet 後の歓談

図 9　若手研究者のみの集い

図 10　お別れパーティーの様子
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・竹岡 郁（機械理工学専攻，小森雅研）

　AAVCF では，私の拙い英語での発表を，皆様に

興味を持ってお聞きいただき感謝しております．韓

国の先生方からは鋭い質問やコメントをいただき，

今後研究を進めていく上で大いに参考になりまし

た．韓国の学生の方からは積極的に声をかけていた

だき，和やかな雰囲気でコミュニケーションをとる

ことができました．大変貴重な体験をさせていただ

き，ありがとうございました．

・河野 大輔（機械理工学専攻，松原研）

　AAVCF へは今年初めての参加でした．普段は自

分の研究室内での議論・評価に偏りがちであるの

で，様々な研究室での研究を知ることができたのは

貴重な経験になったと思います．また，今回は韓国

の大学との共同研究会ということで，隣国の大学生

の置かれている状況，考え方にも触れる機会を得ま

した．その中でも博士取得に 6年必要であるとい

うことには驚きましたが，欧米の大学生と比較し

て，研究・就職などに対する考え方は我々と近いと

いうことを感じました．

・金田 さやか（機械理工学専攻，椹木研）

　KAIST の先生，学生さんの研究内容について知る

ことができたことももちろん大変よい経験でした

が，京大機械系の先生とお話する時間が得られたこ

と，他研究室との交流もできたことが，今年研究室

を移った私にとっては大変ありがたい時間でした．

異分野を知る機会を設けてくださってありがとう

ございました．

5. おわりに

　参加者の協力を得て，無事に AAVCF は 3 日間の

日程を終えた．以下に第 2回 Joint Workshop を終

えての全体の感想と意見をまとめる．

　博士課程の学生といえども，国際舞台で研究発表

を行う機会は少なく，今回参加した京都大学の学生

の国際学会の発表経験数は 1回程度であり，KAIST

の学生もほとんど海外で研究発表をしたことはな

いということだった．また，例え頻繁に国際学会に

参加している場合でも，他国の参加者と交流を持つ

ことができる機会は非常に限られていることを考

えると，今回のように交流を重視した研究発表会は

非常に意義深い．研究に関する意見・情報の交換や

経験の蓄積だけでなく，国際的な人脈を構築できた

点も非常に有益であった．

　KAIST では授業の数割を英語で開講しているため

教員および学生の英語力が非常に高く，日本人の若

手研究者にとってはよい刺激となった．また，大学

のシステムや研究に対する考え方，博士号の持つ社

会的意味の相違を知ることができ，国際的な感覚に

幅ができた．お互いの比較により相手の利点を見つ

けるとともに我々のシステムが持つ長所を再確認

し，それらを今後に生かすことができれば今回の

Workshop は大きな成功だったと言える．

　本報告書が次回以降のさらなる成功に繋がれば

幸いである．また，同様のWorkshop が他分野に

おいて開催されるきっかけとなれば，それ以上のこ

とはない．
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１. セミナーの目的と概要

　近年，研究者には自身の専門分野を追求すること

にとどまらず，異分野の研究者と連携をすることが

求められている．機械系博士後期課程学生を対象と

した本セミナーの目的は，個別の専門分野にとらわ

れない幅広い知識と視野を培い，複雑系機械工学に

対する理解を深めること及び異分野の研究者と協

働するためのリーダーシップとマネジメント能力

を醸成することである．

「21世紀COE複雑系機械工学セミナー」
　機械系専攻および航空宇宙工学専攻の大学院博士後期課程講義として，平成 16 年度より「21 世紀 COE

複雑系機械工学セミナー A～ F」（各々半期で 1単位）を開講した．これは博士課程の学生が各自の研究成

果を英語で報告，討論し，異分野の研究者への説明能力やディベート能力を養うことを目的としている．教

員も出席し，討論に加わる．「何をしたのか，問題は何であったのか，これらの問題解決のためにどのよう

な方法を用いたのか」を最小限の共有基軸のもとで紹介させ，異分野の聴講生に対して説明ができ，討論が

できる能力の習得訓練の場とした．また，COE 事業担当者教員および COE 事業で招聘される有識者・研究

者による講演・討論の場を設定し，個別の専門分野にとらわれない幅広い知識と視野を培い，複雑系機械工

学に対する理解を深めることを目的とした．

　平成 18 年度からは，21 世紀 COE 複雑系機械工学セミナーについて新たな試みを実施した．すでに結果

の得られている成果の研究発表・紹介の場としてではなく，博士後期課程学生が日ごろの研究から身に付け

ている知識を活かしながら，数名からなるチームによる協働によって新たな問題課題に取り組む場としてセ

ミナーを位置づけた．留学生・社会人博士をも含む博士後期課程学生全員を，分野・学年を問わず数人のグ

ループに組ませ，英語によるセミナー形式で 1年をかけ，それぞれの自分の持てる専門分野の知識を発揮し

ながら討論を重ね，一つの大きなテーマのもとにプロジェクト提案をさせる試みである．教員主導ではなく，

学生同士が時間を見つけながら決められたタイムテーブルに沿って討議した内容と進捗を報告し合い，その

うち夏と冬の２回は，大学内外への公開発表会を開催し，グループ同士の相互評価に加え，各グループ内の

メンバー同士での相互評価をさせている．各グループが見いだしてくる共通テーマは，必然的に横断型テー

マとなり，興味深いことにグループ内ではリーダーシップを発揮する学生が必ずや出現してくる．学生個々

人が，グループの共通のテーマのもとに何ができるのか，自らの研究内容をどのように説明することが異分

野領域のメンバーに理解を得られるのか，等の観点から日ごろの研究を見つめ直す機会になったのではない

かと評価している．

　上記の目的のために，①４～５人の学生が研究プ

ロジェクトを提案するグループワークと，②提案す

るプロジェクトを発表するオープンフォーラムを

実施した．活動は前期と後期の両方にわたって実

施し，前期ではプロジェクトの立案，後期ではプロ

ジェクト案の擬似的な申請の経験を目標とした．

年間スケジュールは以下のとおりである．

４月～７月  前期グループワーク

COE セミナー報告
マイクロエンジニアリング専攻　D1　河野　大輔
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８月   前期オープンフォーラム

１０月～１２月  後期グループワーク

１２月   後期オープンフォーラム

２. 活動内容

２. １　前期グループワーク

　４～５名の受講者ごとにグループを組み，ブレイ

ンストーミング，文献調査などを通して「未来社

会に貢献する研究プロジェクト」の立案を行った．

グループワークの運営は各グループに委ねた．ミー

ティングと電子メールによる意見交換が議論の主

な手段であった．各グループで立案した研究プロ

ジェクトは以下のとおりである．

グループ１：「科学技術は持続可能な未来に向けて

　　　　　　　人間の行動を変えられるのか？」

グループ２：「超低濃度検出」

グループ３：「火星環境での生活　

　　　　　　 ̶極限環境下の住居̶」

グループ４：「自動車の自律走行実現のための

　　　　　　 必要技術の紹介」

グループ５：「海中での暮らし」

グループ６：「バイオテクノロジーをもっと身近に」

グループ７：「回遊魚の環境を守れ！　

　　　　　　 ̶生態系を保護するための工学̶」

グループ８：「バイオナノマシーン　̶バイオと

　　　　　　 機械の融合が切り開く新しい世界」

２．２　前期オープンフォーラム

　前期グループワークの成果を発表するために，

フォーラムを実施した．また，高校生に博士課程

での教育・研究活動をアピールするために，フォー

ラムの前日に開催されたオープンキャンパスにお

いて各グループによるポスターセッションを実施

した．

２．２．１　開催準備

　受講者よりオープンフォーラムの責任者（Board 

Member）を任意に募集し，責任者が中心となって

準備を行った．責任者は以下の８名である．

General Chair
可知直芳（フォーラムの全体統括）

Vice-general Chair
河 野 大 輔（General Chair の サ ポ ー ト，Board 

Member によるミーティング運営）

Program Chair
青沼有紀（当日プログラムの企画・作成）

Session Chair
樋渡一晃（フォーラム各セッションの企画・運営）

Publicity Chair
嶋田隆広（広報活動の企画・運営，パンフレットの

作成および配布，告知メールの作成及び送信）

Local Arrangement Chair
福本浩志（会場レイアウトの企画・運営）

AV Chair
紺野昭生（フォーラム会場の映像・音響の調整，当

日写真撮影）

Poster Session Chair
宍戸信之（ポスターセッションの企画・運営）

２．２．２　フォーラム概要

　各グループのプロジェクトの内容をもとに総合

テーマを決定し，各グループの発表を３つのセッ

ションに分けて行うとした．また，グループ間及

びグループ－一般参加者間での議論を促進させる

ために，セッションでは総合討論の時間を設けた．

最も優れたプロジェクトを発表したグループには

アワードを進呈した．発表の評価は担当教員，参加

者のアンケートをもとに決定した．フォーラムの具

体的内容は以下のとおりである．

場所 ：京都大学百周年時計台記念館 国際交流

ホール III

日時 ：2007 年 8 月 11 日 10:00 ～ 16:00
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テーマ ： 総 合　Engineering for the Better World 

　　　　　　　　 機械系ドクターは地球を救う

 　セッション１ 　新しい技術

 　セッション２ 　生活圏の拡大

 　セッション３ 　生活環境

アワード：グループ６

参加人数：35 人（受講者＋担当教員）

プログラム：

10:00-10:10 開 会（ 可 知 直 芳 ）　Opening - 

Naoyoshi Kachi (1st Semester General Chair)

10:10-11:25 Session #1: 新しい技術

（座長：高橋可昌）

New Technology (Chair: Yoshimasa Takahashi) 

10:10-10:30 Group 2

「超低濃度検出」“Ultra Sensitive Sensor”

10:30-10:50 Group 4

「自動車の自律走行実現のための必要技術の紹介」

“Self-Driving Car System”

10:50-11:10 Group 8

「バイオナノマシーン～バイオと機械の融合が切り

開く新しい世界」

“Bio Nano Machines-New World Developed by 

Combination of Bio and Machinery”

11:10-11:25 総合討論　Discussion

11:25-13:00 休憩　Break

13:00-13:55 Session #2: 生活圏の拡大

（座長：樋渡一晃）

Living Area Expansion (Chair: Kazuaki Hiwatashi)

13:00-13:20 Group 3

「火星環境での生活‐極限環境下の住居」

Life in Mars Environment ~Housing in an Extreme 

Environment~”

13:20-13:40 Group 5

「海中での暮らし」“Life in the Sea”

13:40-13:55 総合討論　Discussion

13:55-14:10 休憩　Break

14:10-15:25 Session #3: 生活環境

（座長：中山英介）

Life Environment (Chair: Eisuke Nakayama)

14:10-14:30 Group 1

「科学技術は持続可能な未来に向けて人間の行動を

変えられるのか？」

“Influence of Technologies on the Attitude of 

Human Beings for the Future”

14:30-14:50 Group 6

「バイオテクノロジーをもっと身近に」“Informatize”

14:50-15:10 Group 7

「回遊魚の環境を守れ！

 ―生態系を保護するための工学―」

“Protect Global Environment in Migrating Species!! 

-Engineering for Ecosystem Preservation-”

15:10-15:25 総合討論　Discussion

15:25-15:35 講評（椹木哲夫 教授）

Award Ceremony and Short Comments - Prof. 

Tetsuo Sawaragi

15:35-15:45 閉会（河野大輔）　

Closing - Daisuke Kono (2nd Semester General 

Chair)

２．３　後期グループワーク

　前期のグループワークを継続して行った．後期で

は実際のプロジェクト申請手順を経験するために，

申請書 Application Form を提出し，評価基準に従っ

て各グループのApplication Formを評価した．また，

英語での議論の必要性や一般社会からの大学に対

する国際化の要求を考慮し，英語を用いて申請書を

作成した．各グループで作成した Application Form

の題目は以下のとおりである．

グループ１： 「Influence of Technologies on the 

Attitude of Human Beings for the Future」

グループ２：「Ultra Sensitive Sensor」

グループ３： 「Life in Mars Environment ~ Housing 
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in an Extreme Environment ~」

グループ４：「Self-Driving Car System」

グループ５：「Life in the Sea」

グループ６： 「Biotechnology Literacy Index: A tool 

for assessing social acceptance of 

emerging biotechnologies」

グループ７： 「Protect Global  Environment in 

Migrating Species!! － Engineering for 

Ecosystem Preservation －」

グループ８：「Bio Nanorobot」

Application Form の評価基準は以下の６つである．

・Vocabulary and Description

・Need and Impact

・Originality and Novelty

・Scheduling and Financial Management

・Reality and Possibility

・Situation Analysis

２．４　後期オープンフォーラム

　前期・後期グループワークによる成果の最終発

表のために，フォーラムを実施した．また，学部

及び修士の学生に対する博士後期課程の PR のため

に，プロモーションビデオを製作・上映した．グルー

プワークと同様，プロジェクト申請手順を経験する

ために，フォーラムでの発表を申請のヒアリングと

位置付けた．発表は英語を用いて行った．

２．４．１　開催準備

前期と同様，受講者よりオープンフォーラムの責任

者（Bo a r d  M emb e r）を任意に募集し，責任者

が中心となって準備を行った．責任者は以下の８名

である．

General Chair
河野大輔（フォーラムの全体統括）

Vice-general Chair
青 沼 有 紀（General Chair の サ ポ ー ト，Board 

Member によるミーティング運営）

Program Chair
高島修二（当日プログラムの企画・作成）

Session Chair
樋渡一晃（フォーラム各セッションの企画・運営）

Publicity Chair
可知直芳（広報活動の企画・運営，パンフレットの

作成および配布，告知メールの作成及び送信，プロ

モーションビデオ製作）

Local Arrangement Chair
廣澤幸一郎（会場レイアウトの企画・運営）

AV Chair
紺野昭生（フォーラム会場の映像・音響の調整，当

日写真撮影）

Application Form Chair
福本浩志（Application Form の形式・評価方法の立

案，評価運営）

２．４．２　フォーラム概要

　フォーラムの実施要領は前期オープンフォーラ

ムと同様である．各グループの発表を３つのセッ

ションに分けて行うとした．ただし，特に総合テー

マは定めず，フォーラムタイトルを機械系ドクター

による発表会とした．Application Form の評価と

フォーラムでの発表の評価を合計し，最も優れた

プロジェクトを申請したグループにはアワードを

進呈した．フォーラムでの発表の評価は担当教員，

参加者のアンケートをもとに決定した．フォーラム

の具体的内容は以下のとおりである．

場　　所：京都大学工学部物理系校舎 315 講義室

日　　時：2007 年 12 月 20 日 13:00 ～ 18:00

タイトル：機械系ドクターによる発表会

　　　　～異分野交流で未知の難問解決に挑む～

 　セッション１ 新しい技術

 　セッション２ 生活圏の拡大生活環境

 　セッション３ 生活圏の拡大
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アワード：グループ６

プロモーションビデオ内容：博士課程学生の１日，

博士課程学生へのインタビュー

参加人数：45 人

（受講者＋担当教員＋学部・修士などの一般学生）

プログラム：

13:00-13:10 開 会（ 河 野 大 輔 ）　Opening ‒ 

Daisuke Kono (2nd Semester General Chair)

13:10-14:30 Session #1: 新しい技術（座長：青

沼有紀）New Technology (Chair: Yuki Aonuma) 

13:10-13:15 Session statement

13:15-13:35 Group 2

「超低濃度検出」“Ultra Sensitive Sensor”

13:35-13:55 Group 4

「自動車の自律走行実現のための必要技術の紹介」

“Self-Driving Car System”

13:55-14:15 Group 8

「バイオナノマシーン～バイオと機械の融合が切り

開く新しい世界」

“Bio Nano Machines-New World Developed by 

Combination of Bio and Machinery”

14:15-14:30 総合討論　Discussion

14:30-14:45 休憩　Break

14:45-16:05 Session #2: 生活環境（座長：廣

澤 幸 一 郎 ）Life Environment (Chair: Koichiro 

Hirosawa)

14:45-14:50 Session statement

14:50-15:10 Group 1

「科学技術は持続可能な未来に向けて人間の行動を

変えられるのか？」“Infl uence of Technologies on 

the Attitude of Human Beings for the Future”

15:10-15:30 Group 6

「 バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー を も っ と 身 近 に 」

“Biotechnology Literacy Index: A tool for assessing 

social acceptance of emerging biotechnologies”

15:30-15:50 Group 7

「回遊魚の環境を守れ！ ―生態系を保護するための

工学―」“Protect Global Environment in Migrating 

Species!! -Engineering for Ecosystem Preservation-”

15:50-16:05 総合討論　Discussion 

16:05-16:30 休憩　Break

16:30-17:30 Session #3: 生活圏の拡大（座長：

河野大輔）Living Area Expansion (Chair: Daisuke 

Kono)

16:30-16:35 Session statement

16:35-16:55 Group 3

「火星環境での生活‐極限環境下の住居」

Life in Mars Environment ~Housing in an Extreme 

Environment~”

16:55-17:15 Group 5

「海中での暮らし」“Life in the Sea”

17:15-17:30 総合討論　Discussion

17:30-17:45 Announcement for undergraduate 

students

17:45-17:55 講評（椹木哲夫 教授）

Award Ceremony and Short Comments - Prof. 

Tetsuo Sawaragi

17:55-18:00 閉会（青沼有紀）　

Closing ‒ Yuki Aonuma (2nd Semester Vice Chair)

３. 反省と今後の課題

　まず，本セミナーの目的に対する反省について述

べる．異なる分野の学生とグループを作り，プロ

ジェクトの立案と申請を行うという過程を経験す

る中で，幅広い視野を身に付けることができた．ま

た，グループワークやフォーラムの運営を通して，

共同作業における役割分担の重要性と責任を感じ

ることができた．その一方で，議論を収束させるた

めには積極的に議論に参加し，リーダーシップを発

揮する場面が必要であることもわかった．さらに本

来の目的ではないが，他研究室の学生と交流するこ

とで新たな人脈を培うことができた．

　次に今後の課題としては，オープンフォーラムへ
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の受講者・一般学生の参加が少ないことが挙げら

れる．特に一般学生の参加を促すためには，フォー

ラムの開催時期，フォーラムの形式，広報の方法な

どに検討が必要である．

　また，フォーラムにおいて実施したアンケートに

記載された意見の中で，今後の課題とすべき内容を

含むものを以下に列挙する．

 ・教官の方が「議論のプロセスを知りたい」といっ

ておられたが，結果のよしあしが問題なのかプロセ

スが問題なのかはっきりしない．逆にもっとつきつ

めて将来の姿と必要な技術を提示させるべきでは

ないか？　中途半端だと学生もちゃんとやらない．

時間をとられているのだから目的と評価のポイン

トはちゃんと伝えるべきではないか．

 ・中身が薄い．　もう少し深みのある研究が行わ

れるよう，セミナーの課題設定を工夫したほうがよ

い．

 ・中途半端．　１００年先を見据えて具体的な技

術ブレークスルーを出せるはずはないのだから，

ビジョンだけを示させるべき．　そうでないなら，

１０年先に実現可能な具体的提案をさせるべき．

 ・学生が運営をやるのなら，もっと早い時期に決

めてほしかった．

以上
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ヨーロッパ３か国における研究会参加報告
情報学研究科複雑系科学専攻　藤原　直哉  

　本拠点では，国際的人材たりえる若手研究者の育

成に向けたプログラムの一つとして，国際的に活躍

している研究者に直接指導を受ける機会をもつた

めの武者修行制度を設けている．これまでの研究発

表のみを渡航目的とする海外出張から，外国の研究

機関に出かけ，主体的に研究を説明し意見を求める

態度を涵養させることを目的とするもので，単独の

指導教官との共同研究のみならず，一定の期間，海

外の研究拠点を含む研究科・専攻を超えた共同研究

に参加し，異分野教官との意見交換や共同研究に向

けた面談をもつことを義務づけている．さらに，現

地でのセミナーに参加することで英語によるディ

ベートや質疑応答の豊富な時間を経験することが

でき，将来のより長期にわたる留学への足がかりを

見いだす機会を提供できたと評価している．訪問・

滞在先の選定，先方への滞在許可申請，滞在期間

中に先方組織に対して各自が貢献できることのア

ピール，滞在条件等の折衝等を各自に行なわせてい

る．平成 15 年度は 4名，平成 16 年度は 11 名，平

成 17 年度は 8 名，平成 18 年度は 6 名の若手研究

者がこの制度を利用した．

武者修行制度

1. はじめに

私は，21 世紀 COE プログラム「動的機能機械シ

ステムの数理モデルと設計論」―複雑系の科学に

よる機械工学の新たな展開―の若手武者修行制度

の助成を受け，2007 年 6 月 26 日から 7 月 15 日

までヨーロッパに滞在し，本 COE の主催でオー

ストリアのウィーンで開催された「The Fourth 

International Seminar on Applied Analysis and 

Synthesis of Complex Systems」，スロベニアのマリ

ボルで開催された「8 th Japan-Slovenia seminar」，

そしてイタリアのジェノヴァで開催された国際会

議「Statphys23」に参加し，発表を行った．本稿で

は，滞在中の研究発表の様子を中心に報告する．

2. 出発以前

渡欧に先立ち，前拠点リーダーの土屋和雄名誉教授

から，ウィーンでの研究会の目的は，複雑な機械シ

ステム―個々のミクロな要素からなる系が，相互作

用を通じて集団的な振る舞いを示す―を研究する，

専門分野の異なる研究者が参加し，意見交換を行う

ことで共通理解を深めることである，というお話

を伺った．私は，統計物理学を背景に，強い周期外

力下での非線形動力学，とりわけ結合振動子系と呼

ばれる，振動子の相互作用により秩序を形成する

系を研究しているので，理論的側面から本セミナー

に貢献できるものと考えた．土屋先生からは「異分

野交流のため，その分野特有の暗黙知が通用しない

相手に対して，研究の本質を失うことなく，わかり

やすく説明する工夫をしてほしい」と依頼された．

それを受けて発表内容を検討していくうちに，今回

参加する 3つの研究会の参加者は，私の研究分野

に対する知識が異なることに気づいた．ウィーン

の研究会には，私の研究とは専門が離れている人

が多数参加するので，専門家向けの発表をすると内

容が伝わらない．マリボルの研究会は非線形動力学

の専門家が参加するので，詳しい話を聞きたい人が
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多い．ジェノヴァの国際会議は統計物理の会議で，

非線形動力学の知識はあるが専門家ではない，とい

う参加者が多い． そこで，研究会ごとに発表内容

を少し変え，わかりやすく説明することを目標にし

た．

3. 会議への出席

3.1　ウィーンにて　研究会は，ウィーン郊外の

ラクセンブルグにある，International Institute for 

Applied Systems Analysis (IIASA) で開催された（図

1）．この研究会の参加者は，私の専門分野外の研

究者がほとんどであったので，発表の導入部を多め

にとって，結合振動子系と見なすことのできる系

は自然界に広く見出すことができることを説明し，

細かい内容は本質を損なわない程度に割愛するこ

とにした．

　発表自体は

うまく進んだ

が，質問への

受け答えが悪

く，その点で

は厳しいコメ

ントを頂いた．

しかしセミナー終了後，そのコメントをされた先生

から，研究自体はとても面白い，とのお言葉を頂き，

別の先生からは「理論家の話はよく理解できないこ

とが多いが，筆者の話はわかりやすく，興味深かっ

た」とのコメントを頂いた．大変励みになると同時

に，分野間の相互理解は進みつつあるが十分ではな

いことを痛感した．逆に言えば，相互理解をさらに

進めることで新たな研究の進展が期待できるとい

うことであり，そのためには，非線形動力学をわか

りやすく説明していくことが必要であると感じた．

3.2　マリボルにて　ウィーンから列車でスロベニ

ア共和国第二の都市，マリボルへ向かい，Japan-

Slovenia seminar に参加した．この研究会は，主に

非線形動力

学の研究者

が 参 加 し

た．そこで，

本研究の目

的である，

「非自励系

におけるパ

ターン形成の研究が少ないので解析を行う」という

点について説明し，非自励系特有の現象を中心に詳

細な説明を行った．

　発表（図 2）は問題なく終わり，参加された藤坂

博一教授からお褒めの言葉をいただいた．しかし，

他の参加者からは，発表の中で触れた準周期振動子

の位相ダイナミクスの研究についても，周期振動

子結合系と定性的に異なる結果があればよかった，

とのコメントを受けた．今後の課題である．

3.3　ジェノヴァにて　その後一旦ウィーンに戻り，

飛行機でミラノへ行き，列車でジェノヴァに向かっ

た．ジェノヴァはコロンブスの出身地としても知ら

れる港湾都市である． Statphys23 の会場は港に面

しており，会場から眺める市街地の風景は大変美し

い（図 3）．ここでは，ポスター発表を行った．こ

の国際会議は大規模なもので，非線形動力学の研究

者のみならず，統計物理や，実験系の研究者も多数

参加している．

物性物理の研究者に向けて研究発表を行うことで，

実験的な本研究の検証の可能性について議論を深

め る こ と

が，本会議

に参加した

目 的 で あ

る．発表で

は，本研究

で扱ってい

るモデル方

図1：International Institute for Applied 
Systems Analysis (IIASA)

図 2：マリボルでの発表の様子

図 3：Statphys23 会場から，港を挟んで
ジェノヴァ市街を望む
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程式は，磁性体や液晶などのモデルとなっている点

を強調した．

　期待通り，磁性体の実験をしている人がポスター

を聞きに来て，実験の可能性について議論すること

ができた．また，電気流体力学的対流系において観

測される時空カオスの相転移が，方向性のあるパー

コレーションの普遍性クラスに属することを実験

的に示した研究の報告など，多くの興味深い研究発

表を聞くことができたことは大きな収穫であった． 

ただ，液晶の実験家と本研究について議論できな

かったことは残念であった．

4. まとめ

　今回の発表では，聞き手のバックグラウンドを考

慮して発表内容を変えることを試みた．結果とし

て，有益な意見交換を行うことができ，今後の研

究の指針が得られた，と考えている．それぞれの研

究会で行った数多くの議論を通じて今回感じたこ

とは，非線形動力学の考え方を他分野の研究者に広

めることで，複雑系科学の新たな発展が生まれる可

能性である．そのためには，自分の研究内容をで

きるだけわかりやすく説明することが必要である．

私は，基礎研究としての自分自身の研究をさらに深

めるとともに，他分野の研究者や一般の方々に対し

て広く情報発信できる研究者になりたいと，今回の

武者修行を通じて感じた．

5. 謝辞

　今回，私に武者修行の機会を与えてくださいまし

た，本 COE 拠点リーダーの椹木哲夫教授（工学研

究科 機械理工学専攻），前拠点リーダーの土屋和雄

名誉教授（工学研究科），複雑系の数理解析グルー

プリーダーの磯祐介教授（情報学研究科 複雑系科

学専攻）をはじめ，関係者の皆様に厚く御礼申し

上げます．また，私の博士論文の指導教官であり，

マリボルでは温かい励ましのお言葉を頂いた，藤坂

博一教授（情報学研究科 複雑系科学専攻）が，帰

国直後急逝されました．藤坂先生の生前のご指導に

深く感謝するとともに，先生のご冥福を心からお祈

りいたします．
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1. はじめに

本 COE プログラム（「動的機能システムの数理モデ

ルと設計論 ‒ 複雑系の科学による機械工学の新た

な展開 -」）の助成を受け，2004 年 8 月 29 日より

9月 9日まで約二週間にわたってフランスのコルシ

カ島にて行われた SOLAS Summer School に参加す

る機会を頂いた．本稿はそのときの様子と所感を報

告するものである．

2.SOLAS Summer School について

2.1　SOLAS に つ い て　SOLAS と は「Surface 

Ocean-Lower Atmosphere Study」の略であり，大気・

海洋間の相互作用を解明することで，今後の気候変

動に及ぼす影響および気候変動による影響を解明

するための国際的な研究の枠組みである．その研究

目標は，「大気・海洋間において重要な生物化学的

過程と物理過程との間の相互作用およびフィード

バックを定量的に解明すること，およびこの複雑な

系がどのように気候および環境変動に影響を与え，

また影響を受けているかを解明すること」である．

また，大気・海洋間について取り扱う SOLAS と同

様に，海洋・陸域間には LOICZ，大気・陸域間には

iLEAPS と呼ばれる枠組みが存在する．

2.2　Summer School について　SOLAS は立ち上

がって間もない枠組みであるため，今後の SOLAS

に関する研究を担う若い研究者（とその卵）を育

成することが Summer School の目的である．今回

の Summer School には世界各地から約 200 名の応

募があり，その中から書類審査により選ばれた約

70 名の参加者と，約 20 名の講師を招いて行われた．

日本人の参加者は私を含めて 5人であった．参加

者の国籍は様々であり，アメリカとヨーロッパを中

心に世界中から参加者が集まった．またその専門分

野も，海洋物理学，海洋化学，大気科学，気象学，

海洋生物学など多岐にわたっており，その研究手法

についても観測，室内実験，モデリング，衛星デー

タ解析と，非常に幅広い分野から若手研究者が参加

した．参加者は博士課程の学生がほとんどであり，

このようなことからも，本 Summer School の教育

的意味合いの強さがわかる．

　

Summer School はコルシカ島西岸の Cargese と

いう小さな町の外れにある Institute d’Etudes 

Scientifi ques という海沿いの研修施設にて行われ

た．（図１）この施設は一つの大きな講義室と幾つ

かの小さな講義室からなる小規模の施設であった．

大きい方の講義室を使う場合でも，参加者全員が入

ろうとすれば席を詰めて座らなければならないほ

どであり，体の大きい欧米人の間に挟まれた場合に

は少々手狭な思いをした．Summer School 期間中

は学生達は，歩いて 30 分ほど離れた町のアパート

で共同生活をしたり，この施設の近所で自分でキャ

ンプ生活をして生活した．

3.Summer School の内容

Summer School の内容は，「講義」と「実習」の二

つに大別される．最初の三日間と最後の四日間は

SOLAS Summer School への参加報告
工学研究科機械理工学専攻　丹野　賢二

図１：Institute d’Etudes Scientifi ques
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「講義」が行われ，その間の三日間に「実習」が行

われた．

3.1　講義　講義のある日は朝の 9時から夕方 6時

半まで，1時間半の講義を 4つ受講する．また，講

義が終わったらそれで終わりというわけではなく，

その後軽い食事を取りながら参加者が各々の研究

を発表する時間が取られた．最初の三日間はポス

ター発表によるもので，最後の四日間には口頭発

表によるものであった．このように，朝から晩まで

みっちりとカリキュラムが組まれており，決して夏

休み気分で参加したものではないことは強調して

おきたい．

次に実際に受講した講義の課目であるが，大気科

学，海洋化学，海洋生物，沿岸環境，大気・海洋間

でのガス交換，海洋表装の循環，鉄サイクル，エ

アロゾル，DMSサイクル，地球温暖化，炭素循環，

モデリング，リモートセンシングなど，非常に多岐

に渡った．また講義に進め方は，非常に基礎的な

部分の説明に始まり，その研究分野の現在の動向ま

でをまとめたものが多かった．講義はもちろん英語

で行われた．専門分野ならともかく，初めて聴く分

野の講義が多かったため，最初のうちはスピーチを

ちゃんとフォローできるか不安でしょうがなかっ

た．しかし，講師陣はだいたい聞き取り易い発音で

割とゆっくり話してくれたため，そのような不安は

杞憂に終わった．また，講義の雰囲気であるが，疑

問を持った参加者がいれば即座に質問し，講師の方

も多少授業が滞ろうともお構いなしとばかりに熱

弁を奮った．このようなアグレッシブな授業は（私

が受けた中では）日本での大学の講義の中ではほと

んど目にかかることできなかったものであり，海外

の研究者（の卵）達の意識の高さを感じた．また，

私は機械工学の立場から大気・海洋間のガス交換に

ついての研究を行っているが，学部生時代に受けた

講義は工学に関するものがほとんどであり，このよ

うに大気科学，海洋科学に関する基礎的な講義を集

中的に受講できたのは非常によい経験であった．

ポスターセッションに用いるポスターは各自が出

発前に作って持ってきたものを用いた．ポスター

セッションに充てられた三日間をそれぞれ「大気」，

「海洋」，「大気・海洋の界面」とテーマ毎に分け，

自分のテーマに則した日に発表を行った．私の研究

テーマは「大気・海洋間のガス交換」を「室内実験」

から取り組むものであり，参加者の中では非常に

マイナーなテーマであったため，始めるまでは人

が来てくれるか非常に不安であったが，いざ始まっ

てみれば，食事を取る暇がないほど多くの人が話

を聞きに来てくれてホッとしたことを覚えている．

また，ポスターセッションは屋外で行われた（図 2）．

勿論スペー

スの問題も

あったであ

ろうが，参

加者が開放

的な気分で

討論できる

ように，と

いう気配り

もあったよ

う に も 思

う．

最後の四日

間の講義終

了後は各参

加者の口頭

発表に充てられた（図 3）．発表時間は 4分と短く，

的確に要点をまとめる必要があった．後述するが，

「実習」の中で口頭発表を指導してもらえる時間が

あり，その成果があったのだろう，発表した後は周

囲の人間から口々に「良かった」と言ってもらえた．

この発表が終わった後は随分安心したものである．

また，ポスターセッションと口頭発表は参加者全

員がそれぞれを採点し合い，得点の高かった上位 3

名が表彰された．ポスターセッションの方はそこま

図3：口頭発表の様子

図２：ポスターセッションの様子
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での手ごたえはなかったが，口頭発表の方は結構褒

められたりしたため，ひょっとしたら？と淡い期待

を抱いていたのだが，残念ながら表彰の際に私の名

前が呼ばれることはなかった．さらに研鑽を積めと

いうコルシカの神様のお告げだったのであろう．

3.2　実習　実習は，「海洋観測とその際得られたサ

ンプルの測定と解析」，「屋外での大気・海洋間のガ

ス交換」，「モデル」，「口頭発表指導」，「論文執筆指

導」の 4つのうち 3つを参加者がそれぞれ選択す

るもので，私は「海洋観測とその際得られたサン

プルの測定と解析」，「屋外での間のガス交換」，「口

頭発表指導」を選択した．

海洋観測では，小型の観測船（図 4）に乗り港から

7km ほ ど

離れた地点

で海水試料

およびプラ

ンクトンの

採取，クロ

ロフィル測

定用のろ過

作業を行った．大気・海洋の研究を行っている身で

ありながら，実際に観測船に乗って海に出るのはこ

れが初めての経験であった．航海は心配していた船

酔いもなく，気持ち良い海の風を受けて順調に進ん

だ．しかし，これはたかだか半日程度の航海であり，

実際の観測ともなれば一ヶ月や二ヶ月の航海は当

たり前である．洋上でそれほど長期に渡って観測

生活を行う観測分野の研究者達には頭が下がる思

いがした．航海終了後，採取したサンプルを研修施

設内に作られたラボに持ち帰り，栄養塩および塩分

濃度測定，プランクトンの観察，クロロフィル濃度

の測定を行った．また，その結果をまとめたレポー

トをグループのメンバーで協力して作成した．

「屋外での大気・海洋間のガス交換」と題して行わ

れた実習では，実際にガス交換量の測定はせず，沿

岸部において高さを変えて風速できる装置を設置

し，超音波風速計

を用いて風速の測

定を行った（図 5）．

また，測定値から

界面での摩擦速度，

および海上 10mで

の風速を対数式よ

り求めた．室内実

験とは言え同様の

研究をしている自

分からすると，半

日でガス交換量の測定を行うのは時間的に厳しい

だろうしやむを得ないとは思ったが，事前には屋

外でのガス交換量の測定を行えるものと思って参

加しただけに，ガス交換量の測定を経験できなかっ

たのは残念だった．この点についてはほぼ全ての参

加者が同じ感想を頂いていたようである．ちなみ

に，この実習を担当した講師は面識のある研究者で

あったため，大いに手伝わされた．

口頭発表指導では，各自が事前に準備してきた 4

分間の発表を行い，それを講師が厳しく指摘した

り，同じグループの中の参加者同士でアドバイスし

あったりした．一人当たり4分の発表時間に対して，

30 分から 1時間かけて見てもらう相当濃密な指導

であったが，その甲斐あってこの実習を受けた者の

発表は見違えるように良くなっていた．また，英

語での発表を外国人にここまでしっかり見てもら

う機会はなかなか得られるものではないと思うし，

今更ながら貴重な体験であったと思う．ちなみに，

参加者の発表を一通り聞いてみると，英語圏の人間

だから発表が上手とか，アジアの人間だから発表が

苦手といったことはなさそうで，要は個人個人の問

題なのだと感じた．

4. コルシカ島での生活

コルシカ島での生活についても述べさせて頂く．私

図４：海洋観測船

図 5：屋外での風速測定の様子
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が滞在していたのは 8月末から 9月上旬という日

本ではまだ残暑の厳しい時期であったが，地中海

の島だけあってコルシカ島はからっとした気持ち

のいい陽気が続いた．ともすれば，朝晩などは寒

いと感じたほどである．宿舎と研修施設のあった

Cargese という町は非常に静かでのんびりした雰囲

気の町で（図 6），このような研修をするのには最

適な場所であった．ヨーロッパ本土からバカンス

に来ているという人達にも出会ったが，心からのん

びりしに来ているようだった．また，フランスだけ

にさぞ料理はおいしいと思われるだろうが，地理

的にもコルシカ島はフランスよりイタリアに近く，

レストランのメニューもピザやスパゲッティが多

かった．イタリアに近いにも関わらずスパゲッティ

の味はイマイチで，外食するときはだいたいピザを

食べていた．短期間にあれだけピザを食べるという

経験は人生の中でも最初で最後になるのではない

だろうか．値段については，ヨーロッパ諸国と同様

に外食は高かった．

　滞在中の宿舎は，Cargese の町の中にある小さな

家（図 7）をユトレヒト大学から来ている日本人の

方と二人で使った．二人で使うには十分な広さがあ

り，家具，電化製品も完備してあって快適な生活が

できた．同居人が日本人であれば，当然家での会話

は日本語である．語学力向上という意味ではあまり

良くない環境であったかもしれないが，昼間は散々

英語を聞いているし，日本語でゆっくり昼間のグチ

などを言い合ったりしたのは，慣れない生活の中で

よい気休めであったと思っている．

5. まとめ

今回 SOLAS Summer School に参加することで，専

門知識のすそのを広げ，語学力の向上ができたと考

えている．しかし，自分にとって一番有意義であっ

たのは，専門分野は異なるにも関わらず，研究目的

を共にしている多くの研究者達と知り合えたこと

である．彼らとは講義の時間のみならず，昼夜大い

に語らった．最初は自己紹介がてらお互いの研究

を紹介しあうだけだったが，次第に彼等は自分の研

究に対して遠慮せずに，彼等の感じたことを言って

くれるようになった．そのような指摘を受けたこと

は，自分の研究を新たな視点で見るいい機会であっ

たように思う．今回の経験は単に国際学会に参加し

ただけではなかなか得難いものであり，非常に充実

した海外研修であったと考えている．

6. 謝辞

今回このような機会を与えて頂いた本 COE 拠点

リーダー　航空宇宙工学専攻　土屋和雄　教授，

流体グループリーダー　小森悟　教授をはじめと

する関係者の皆様に心より感謝いたします．また，

SOLAS Summer School における講師の方々と運営

スタッフの皆様に深く感謝いたします．

図7：滞在中の宿舎

図 6：Cargese の風景
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1. はじめに

　私は，京都大学・ミシガン大学・フライブル

ク大学 MicRO アライアンスの枠組みにおいて，

２００６年４月から１０月まで，及び２００７年

１１月から２００８年６月までナノ・マイクロシス

テム工学研究室に滞在した．２００４年に学術交

流協定が締結され，学生レベルの交流も始まった． 

それまで私は

海外へ留学し

たことがなく，

異文化を経験

したいと熱望

していた．

　協定の学生

交流の詳細は

そのころまだめどが立っていなかったが，京都大学

の田畑修教授とフライブルク大学の Zappe 教授お

よび Paul 教授の努力のおかげで，京都大学から特

別研究学生として受け入れられた． その最初の半

年の間，日本文化の様々な面を勉強させていただ

き，私の人生にとって忘れられないものとなった． 

その結果，２００７年１１月から卒業論文も田畑研

究室で書かせていただいている．

2. ２００６年・最初の留学

2.1 動機

　自分の国を理解するためには，外国に行かなけれ

ばならないと思っている．そして，学生交換は国際

的理解の母であると思っている．その国際的理解

は，世界の平和の種だと確信している．

　上記の抽象的な理由の上に，人間として成長する

ために自分を挑戦させたいと思った．

　ヨーロッパと日本の間の文化的な違いはヨー

ロッパとアメリカの間のそれより大きいので，まず

日本に行こうと決定した．

2.2 研究生活

　ドイツの大学教育制度は日本とは違い，学部生と

大学院生はほとんど研究に参加しない．４年間研

究せずに講座に出席して，その後の卒業論文は６ヶ

月間しかかからない．実際には，たくさんの大学院

生はその前に自発的にバイトとして研究に参加す

る．日本では，

学部生のころ

から現実の研

究に参加でき

る．特に，研

究計画を自分

で立てるとい

うことを最初

から学ぶ．そういう能力を京都大学で身に付ける

ことができたことは，とても大切な体験になった．

新たな自信を持って，その後アメリカとドイツの

Bosch 社でのインターンシップで二つの特許を出願

することができた．そして，Bosch 社への就職が決

まった．

　しかし，その時はまだ研究経験が少なくて，日本

語運用能力も足りなかった．そして，研究結果は私

の期待が外れて，発表もできなかった．それで

も，「Metallization of DNA・Characterization of 

DNA-templated growth of gold nanorods and 

application for wiring of biomolecules」[1] という

MicRO アライアンス協定を利用した留学・研究成果報告 *
工学研究科マイクロエンジニアリング専攻　ダニエル シッファーデッカー

図 1: 研究室での鍋パーティ

図 2: 四国の石鎚山の頂上

* 本人が日本語で執筆した原稿をそのまま掲載した．



図 3: 研究室小旅行

図５: 九十九島への旅

図４: 冬の延暦寺
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研究を実施して，いろいろなことが勉強になった． 

２００７年の滞在の準備もできた．

2.3 私生活

　最初は日本語を十分に理解できなかったので，日

本人と友達になることは難しかった．それに，京都

大学の優秀な学生はまじめに勉強するので，研究室

外で会う機会が少なかった．最

終的に素晴らしい友人に出会う

ことができたが，なかなか時間

がかかった．博物館に行ったり，

夜に外出したり，旅行に行った

り，山に登ったりした．京都大

学空手サークルにも参加した．

　私にとって日本は第 2 の祖国になったが，最初

は寂しいと感じることも多かった．しかし京都の美

しさ，過去と現在の融合，心の温かい住人のことを

感じずにはいられない．

3. ２００７/ ８年・卒業論文

3.1 動機

　ドイツへ帰国して，３ヶ月ドイツの Bosch 社で

インターンシップをしてから，その後３ヵ月半カリ

フォルニアの Bosch 社でシリコンバレー精神を感

じることができた．しかし，日本文化の魅力，優秀

な先生方の指導を思い出して，私の卒業論文も京都

大学で書きたくなった．

3.2 研究生活

　日本に行く前に，６ヶ月間私の卒業論文の研究内

容について議論した．フライブルク大学の材料の専

門知識と，京都大学のセルフアセンブルノウハウを

合わせて，「カーボンナノ材料引張り試験・MEMS 

デバイスおよび誘電泳動ナノアセンブリを利用し

て」[2, 3, 4] という研究方針をたてた．カーボンナ

ノ材料は，特異な機械的特性と電気的特性で，様々

な分野への応用が期待されている [5]．先日京都大

学で発明されたマイクロスケールの引張り試験デ

バイス [4] を用いて，ナノスケールの試験片の機械

的特性と電気機械特性を測定できると思われる．ド

イツの Forschungszentrum Karlsruhe [6] とも共同

研究して，我々はナノ技術とマ

イクロ技術を融合させたい．

3.3 私生活

　ドイツとアメリカでしっかり

日本語を勉強したので，今回は

十分に理解できると思う．研究

については，まだ簡単な言葉だけで話しているが，

研究室の皆様から大変支援を受けている．日本人４

人と共同生活になったので，とてもくつろいだ気持

ちでいられる．

　今年の１月に１ヶ月休みを頂いて，セネガルで働

いている婚約者を訪ねた．ヨーロッパ，アメリカ，

日本とセネガルの経験をきっかけにして，私の人生

観がまた変わった．私も少しは成長出来たのではな
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いかと思っている．

4. 最後に

　海外での経験は，人生に大きな意味を持つので，

将来にたくさんの学生もそういう素晴らしい経験

をさせて頂くことができるように私は祈っている． 

そこで，フライブルク大学から京都大学に留学した

い学生のためにホームページを作成した [http://

www.kyodai-imtek.de.vu]．

　今年の６月に帰国しても，残りの人生において日

本との強いつながりを感じると思う．

5. 謝辞

　田畑教授，土屋助教授，パウル教授および研究室

の皆様に，京都大学では実りある研究をさせて頂

き，心より感謝申し上げます．そして，奨学金なし

では日本に行くことができなかったので，German

National Academic Foundation, Robert Bosch 

GmbH 社 , HANIEL Foundation からご支持頂き，感

謝いたします．
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3- 情報発信と外部評価

21世紀 COE プログラムシンポジウム
(1) 評価・諮問委員のコメント

学際的国際交流活動
(1) IIASA 国際セミナー

(2)International Workshop 2004 on Air-Sea Interactions with Gas Transfer

(3) ミュンヘン工科大学との国際ワークショップの開催

(4) 京都大学 - ミシガン大学 -フライブルク大学MicRO アライアンス

海外研究者による拠点活動の評価と助言
(1) IIASA 国際セミナー招聘研究者の評価と助言

(2) 招聘外国人研究者の若手研究者への助言
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　本拠点では，21 世紀 COE プログラムシンポジウムを，平成 15 年度の拠点立ち上げ時の第 1回に引き続き，

平成 16 年度以降は毎年 5月に開催し，本研究教育拠点の目指すところ，および具体的な研究内容について

の紹介とともに，研究・実験設備の見学を実施している．これは各年度における研究成果の報告を目的とし

たシンポジウムであり，本拠点の同窓会組織，本拠点の

教官が属する学会メーリングリスト等を通じた研究活動

の公知を行ない，広く社会人に対して複雑系機械工学を

紹介する場とした．さらに本シンポジウムでは，本拠点

における研究遂行に対する外部評価を目的として，学外

の応用数学，統計物理学，流体力学，材料力学，システ

ム工学の分野で高い見識を持った著名な有識者 5名から

構成される外部諮問委員会を設置して評価を依頼し，そ

の結果を次年度以降の拠点計画の策定に反映していく場

ともしてきた .

　平成 18 年度の第 4回では京都大学桂キャンパス B クラ

スター 桂ホールにおいて開催し，桂インテックセンター

の実験設備の見学会を併せて実施した．また，平成１９

年度の第５回（京都大学芝蘭会館　稲盛ホール）では，

本拠点活動の中で研究者として育った５名の若手研究者

が研究成果の報告を行った .

　ここでは，第２回，第 4回のシンポジウムでの討論を

基にして寄せられた拠点活動の企画と成果に関する評価・

諮問委員の評価書を記載する .

（1）評価・諮問委員のコメント *
本 COE プログラムへの期待と助言（第 2回シンポジウム）

　本 COE プログラムでは 5人の先生方に「評価・諮問委員」をお願いしており，先日開催した第２回シン

ポジウムにもご参加いただいた．われわれの意図は，先生方には外部からご覧になっての客観的な評価とと

もに，半ば「身内」として本プログラムが成功裏に進行するために種々のご助言をいただきたい，というこ

とであった．ここに，先生方の評価書を掲載するとともに，われわれの立場から見た「評価書」のレヴュー

を試みる．

・本 COE プログラムの意図について

　「目に見える具体的目標を設定してその実現に向かっての活動を行う」といういわゆるプロジェクト達成

21世紀COEプログラムシンポジウム

第１回シンポジウム（シンポジウム風景）

第４回シンポジウム（桂インテックセンター見学）

* 評価・諮問委員の所属は，シンポジウム開催当時のものである．
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主義はとらず，「形式的な成果達成よりも本来の学問のレベルを高める」のがこのプログラムの目標であろう，

というご判断を述べられた先生方も多く，われわれの意図をよくご理解いただき，また高く評価していただ

いたように思われる．

・ご批判・ご提案

　そのうえでいくつかの懸念が表明されている．ひとつには，本プログラムでは各研究グループは本来の研

究を行うわけで，それではこの COE プログラムとしてのまとまりを欠くのではないか，また本 COE として

の包括的な成果があまりにも見えにくくなるのではないか，というものである．それに関連してのご批判や

ご提案もある．ひとつには各研究グループ間で研究の方法論や成果をめぐっての相互批判を闊達に行う場が

醸成されていない，本プログラムの基本精神を共有する努力を行うべし，この COE プログラムのコアとな

る研究の成果がほしい，またひとつのグループのなかでさえ分野間に共通項が希薄である，というものであ

る．また，社会から学ぶ仕組みがない，とか報告書の形式に関するご批判もいただいた．これらはわれわれ

としてもよく理解できることであり，今後これらご批判に応えるべく努力してゆくつもりである．

　本プログラムは今後 4年間継続する予定であるが，われわれは本プログラムにおいて外部からの目はきわ

めて重要であると考えている．われわれの活動をより広いパースペクティヴから相対化してご覧いただき，

ご批判ご助言をしていただく．それによって初めてこの COE プログラムが健全な成長をすることができる

であろう．「京都大学の人材だからこそ可能なプログラムの内容なのである」という木村先生のコメントを

われわれに対するお励まし，ご鞭撻のことばとして謹んで受けとめたい． 

木村　龍治　（放送大学教授，東京大学名誉教授）

　本プログラムは，京都大学の情報学研究科の複雑系科学研究分野，工学研究科の流体関連分野，材料研究

分野，設計・制御系分野の研究者が共同で組織するもので，１）複雑系の数理解析，２）複雑流体現象，３）

複雑構造材料，４）複雑系の制御設計論の４つの柱から構成されている．機械工学は歴史のある研究分野で

あるから，既に確立された独自の方法論をもっている．そのため，他の研究分野と融合しにくいことが想像

されるが，本プログラムの特色は，関連分野との連携を積極的に指向している点である．他分野との関連を

特徴つけるキーワードは「複雑系」である．

　自然環境にしろ，生物にしろ，地球表層の自然界は本質的に複雑システムである．自然科学は，その中か

ら法則性を発見し，自然界の構造を体系的に理解しようとする学問に他ならない．また工学は，自然界にあ

る複雑きわまりない素材を利用して，人間生活をより豊かにするための装置を創造する学問である．その意

味では，「複雑系」をキーワードにしてプログラムを構成することに新鮮味はない．理学も工学も，本質的

にそういうことをやってきた学問なのである．　そこで，COE としての意義は，このキーワードの旗印の下

で，具体的にどのような共同研究を構成するか，ということである．多くの場合，プロジェクト研究は，研

究期間内で達成できる目標を定め，その目標に向かうための作業が研究内容になる．成果を得るためには，

どうしても成果が見える目標を立てざるを得ない．第 2回シンポジウムに参加して感じたことは，本プログ

ラムは，「正しい COE プログラムは，形式的な成果達成よりも，本来の学問のレベルを高めるための作業を

行うべきである」という基本理念に従って構成されている，ということである．換言すれば，研究参加者は，

COE プログラムの実行のために，本来の研究から脇道にそれた作業を行うのではなく，個々の研究者が指向

してきた研究のレベルアップをはかることこそ，COE の意義にかなっているという考え方である．　研究分
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野によっては，（たとえば，ヒトゲノム計画のように）期間を区切って目標を達成できるものもある．本プ

ログラムが目標とする「複雑システム」は，問題の性質上，そのような研究ではうまくいかないであろう．

いろいろな分野で基礎研究の底上げを行うことにより，その成果が結果的に分野を越えて「複雑システム」

に関する学問全体を進化させる方法以外には，この難問を克服する方法はない．

　その意味で本プログラムの基本姿勢は正しいと思う．ただ，このようなプログラムの構成は危険を伴うこ

とを感じないわけにはいかない．それは，悪くすると，関係のない研究の寄せ集めによってプログラムが構

成される危険性である．COE プログラムと銘打つためには，全体の研究を束ねる部分が必要であろう．私見

では，全体を緊密に束ねようとすると，基礎研究に対する本来の意味を失う．そこで，この COE プログラ

ムの一部分を束ねたコア研究の成果がほしい．その他の研究はゆるく関連していれば十分である．このよう

な形で，COE プログラムが成功するためには，参加する個々の研究者の研究レベルが高いことが要求され

る．その意味では，どこの大学でも本プログラムのような考え方でCOEプログラムが成功するとは思えない．

やはり，京都大学の人材だからこそ可能なプログラムの内容なのである．換言すれば，「京都大学のCOEとは，

かくあるべし」という姿勢がはっきり出ているプログラムの内容である．

　かって，なぜ，東京大学ではなく，京都大学からノーベル賞受賞者が輩出するのか議論したことがある．

その議論の中で，「東大はパリのファッションを日本に紹介する大学であるが，京大は西陣織の美しさを世

界に発信する大学である．欧米の研究者には，どちらが魅力的にみえるか」という意見が出て，妙に納得し

た記憶がある．この COE プログラムが西陣織のような魅力的な研究を世界に発信して，「日本の Center of 

Excellence は京大にある」という評価を得ることを期待している．

北川　浩　（同志社大学客員教授，大阪大学名誉教授）

　この COE プログラムはスタートしたばかりであるから，まだ成果の一々を取り上げて評価をする段階で

はない．ここでは，掲げられた目標に向けての活動展開の可能性，視点の高さ，組織のモラールといった面

からの評価を書かせていただく．

（１）プロジェクトの目標設定と立ち上げに向けてのスタンスに関する評価

　工学分野の問題解決に臨むに際して留意すべき重要な点は，科学的方法論によって最終的な解答を引き出

すことができるという幻想を克服することである．ものづくりを使命とする工学の立場では，事象を解明す

ることに意義ありとする（旧来の）科学的方法論を至上とする考え方は，あまりにひ弱であり，無用である

ばかりか有害なことすらある．科学的方法論の相対化こそがプログラムを成功に導く鍵である．そうした観

点から見ると，このCOEプログラムは次の２点できわめて優れている．　まず，機械工学における問題解決を，

複雑な動的システムが持つ普遍性を追求することを通じて，新しい工学のフロンティアを形成することを通

じて具体的に実行しようと意図していることである．予定調和的な目標を安易に掲げないこのプログラムは，

いまこの分野を覆っている閉塞感を破る起爆剤となる可能性を秘めており，展開が期待される．　もう一点，

複雑系への接近を，解ける問題の近傍問題，あるいは内挿問題として取り組む姿勢を排除していることであ

る．このプログラムでは，そうした問題解決ないしはプロジェクト達成主義は取らず，様々な価値観がぶつ

かり合うことで触発される共通認識の形成と，それによって誘発される研究者（とその集団）の創発的な意

識変化を作り出すことといった，複雑系を追求する優れた知的活動の形成を誘導するプロセスに主眼をおい

たプログラムになっている．これまでにない研究（そして教育）拠点の形成が期待できる．　
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　ただし，このプロジェクトを推進している組織は，人数と対象としている追求分野が拡大しすぎている感

は否めない．また，現在進行中の個々の取り組みは，決して旧来の要素還元主義を超えたものとは言えず，

また，複雑さを別の言葉で言い換えたことにすぎないものも含まれている．そして何よりも重要と思われる，

研究グループ間や各個研究間での，研究の方法論や成果をめぐっての相互批判を闊達に行う場が醸成されて

いない．今後，研究リーダーの強いリーダシップの下，創発的，あるいはダイナミカルに各個の研究に対す

るスタンスをより高次のレベルで融合する活動につなげる努力を期待したい．

（２）現在進行中のプログラムに対する評価

　スタートしたばかりのプログラムであるので，今後に向けての希望と期待として書かせていただく．

・短期間に（しかも少ない予算で），驚くほど多彩な事業が実施されており，それ自体は評価される．しか

しながらこの COE プロジェクトの本来の目標に照らして，発表論文の数や研究発表会の開催数，外国人研

究者の招待数といった，形の上での業績の集積にこだわることなく，息の長い研究活動の持続と研修途上に

ある若い研究者，特に学生諸君を強く刺激し，そこから斬新な研究活動が起こることを期待したい．

・社会に開かれたプログラムが組み込まれていることは好ましいが，再教育という大学から社会への一方通

行的なものにとどまっている．元来，工学・技術に絡む問題解決には，（歴史・伝承を含めて）経験が大き

な意味を持ってきた．社会連携の場が社会から学ぶ場として機能する仕組みが組み込まれていてもよいよう

に思われる．

・学生を安い労働力として利用する慣習（悪習）を脱して，研究活動を通して意欲的な人材を育成するプロ

グラムが組み込まれていることは大変に好ましい．ただ，現行の大学院制度（それを認可している文科省，

受け入れている社会の考え方）は，特別に有為な人材を育成することをよしとしない．学生へのばらまきに

近い経済的支援は却って研究に対する純粋な情熱を殺ぐことにもつながる．大学の運営諸制度が大きく変わ

ろうとしている時期でもあり，現行の枠組みにとらわれない，あるいは現行制度の改革を求めるような挑戦

があってよいように思われる．

西田 孝明　（京都大学大学院理学研究科）

　研究計画として，複雑な機械システムを研究対象とし，複雑系科学を基礎として新しい機械工学を構築す

る計画は，適切である．具体的な研究計画は，各研究室固有の研究を推進することを基礎として，研究室を

結んだプロジェクト研究の推進を図ることは理にかなっている．そのプロジェクトの一つとして，長期的気

象変動予測を可能とする大気海洋システムモデルの構築は極めて期待されることであり，計算可能となるこ

とは，画期的で重要である．シンポジウムの報告の前半（１）（２）の部分について

（１）複雑系の数理解析グループ

フラクタル解析と確率論の内のシンポジウム講演にあった「 複雑な空間における熱方程式の解析（日野正

訓）」は，良い研究発表であった．波動方程式は，どうなるのだろうか？「 数値解析の新展開（磯祐介）」に

おける，区間演算の機能を含んだ多倍長数値計算ソフトの構築による計算環境の整備は，今後の逆問題解析，

非適切問題，地球環境シミュレーションの精度保証など応用での活躍が楽しみである．

（２）複雑流体現象の解明とそのモデリング

各研究室の研究課題が面白い．その共同研究プロジェクトとしての

・大気海洋システムのモデル化
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・乱流制御システムの開発

共に，非常に適切であるが，困難な計画でもある．個々の複雑流体要素の解明と信頼できるモデル化を成功

させ，その総合としての上記の大プロジェクトの成功を期待したい．シンポジウム講演に在った「 壁近傍

乱流の秩序構造の解明と制御にむけて（河原源太）」は，非常に興味深く良い結果である．

北村　新三　（神戸大学理事）

　平成 16 年 5 月 9 日に開催された標記 COE の第 2回シンポジウムに参加しての印象を述べる．この COE

は機械工学を「複雑性」の立場より再解釈しようとするもので，従来の形にはまった機械工学の概念から新

規な領域を開拓しようとする意欲的な構成となっている．このような斬新な取り組みを開始された関係者の

各位に敬意を表する．ただし，当日の発表内容は多岐に渡るものであったし，当方の経験範囲外のものも多

く，次に述べることに少々の不安を持っているのではあるが．まず，「複雑性」である．この用語は，我国

においても 1980 年代には使われ始めたと記憶するが，実はこれの定義は現時点でも定まったものではない．

この拠点では「（非線形な）相互作用をする構成要素からなる機械的システム」という捉え方である．シス

テムが多様な構造をとり，そこから新奇な機能（秩序）を創発するという概念である．従来，複雑系は生命

体のように要素還元主義が有力でない系，組織化された複雑系，複雑系（complex system）と込み入った系

（complicated system，これが当てはまるのは人工物であろう），カオス的な複雑系（記述は単純であっても，

パラメータ敏感性から複雑な現象を呈する），適応動作が複雑性を生む（複雑適応系）などいろいろと例示

され，ひいては複雑性はそれを定義しないという態度もある．実際に，本拠点で取り上げられている課題は

これらのどれかの枠組みには入るようである．当方の主張は「複雑系を定義すべき」ではなく，すでに先人

がいろいろと複雑系と名乗って研究をしてきたということを指摘しただけである．

　それでも，この拠点は工学の分野であり，具体性を要求され，しかも 5年の期間において，研究（世界的

な業績）と教育（博士レベルの人材養成）での成果を期待されている．このためには，「非線形な相互作用

をする機械的システム」のキーワードを，各研究課題が認識して研究を進めないと，拠点リーダーとグルー

プリーダーが自問自答することになるかも知れない．各グループはその研究内容ではすでに充分な業績を挙

げているわけであるから，問題はむしろ，その成果を包括的に語れるかである．

　人材養成あるいは社会連携については，プログラムとして良く配慮されている．これも実際にどこまで展

開できるかである．さらに欲張っていえば，国際的視点の強化であろうか．計画では IIASA（International 

Institute for Applied System Analysis）との連携が明記されている．この研究所は当該分野において 30 年も

成果を上げてきたところである．京都大学の COE に対しては世界的な貢献を他大学よりはずっと期待がさ

れているところであり，IIASA との協同は実り深いものであろう．

蔵本　由紀　（京都大学名誉教授）

・全体的な意見（本プログラムの意義について）

機械工学のみならず，現代科学技術の多くの分野において二つの異質な方向で急速の展開が進行しています．

一つはミクロ化，高速・高精度・高能率化，大規模化等のキーワードに代表されるような方向であり，もう

一つはシステムの非線形性，複雑性にもとづく自己組織・自己制御能力に着目してこれを探究し開発してい

こうとする方法です．しかし，私の見るところ，前者の方向が一般には理解されやすく短期的に目に見える
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成果につながりやすいために優勢であるのに比して，環境と人間の長期的な共存共栄のために不可欠である

後者の方向が理解されにくく遅れがちであるように思われます．ここに，工学の分野からこのような潮流に

インパクトをあたえる COE プログラムが提案され採択されたことをまず高く評価したいと思います．した

がって，ぜひともこのプログラムを成功させ，よりバランスのとれた科学技術への志向を定着させる契機を

つくっていただきたいと念願しています．

・活動計画・運営方針について

長い歴史的経緯を通じてそれなりのしかるべき根拠の下に確立されている研究推進の基本姿勢をこの計画に

よって大きく変質させることはできません．着実な成果をあげてきたこれまでの体制をベースにし，それぞ

れの研究者の独自性を尊重していこうとする共同研究遂行の基本方針はそうあってしかるべきものと考えま

す．その上で本プログラムに謳われている基本精神を共有すべくあらゆる機会を通じて努力されるよう望み

ます．４つのグループから成る研究組織，若手研究者の育成プログラム，運営組織等については特に意見は

ありません．

・15 年度の成果について

発足後短期間でもあり，現時点で成果について云々できるとは思えません．本質的なことではないかもしれ

ませんが，年次報告書の要約編はきわめて読みにくいものになっています．大見出し小見出しの区別もなく

すべての報告が並列されているので内容の構造がきわめて見にくくなっています．今後この種の報告書を出

されるときはご注意ください．また，個々の研究者の個性を尊重しつつも，報告書においては各研究リーダー

の責任の下であるていどスタイルの統一を保つようにお願いします．また，報告の内容もよく練られたもの

から雑なものまで混在しているのが目に付きました．

・「複雑系の数理」組織の研究について

私は専門分野との関係から特に「複雑系の数理」組織の活動に関心をもっています．やや残念に思うのは，

この組織が数学寄りのグループと物理寄りのグループの間でかなり統一性を欠いているように見受けられる

ことです．それぞれの研究内容に立ち入って評価できる立場にはありませんが，少なくともこのグループと

しての共通項が目に見える何らかの形で表明されるよう希望します．また，数学グループの研究内容につい

ては専門外の人々にもある程度は理解されるよう格別の努力をお願いしたいと思います．

本 COE プログラムの到達点と今後の展望（第 4回シンポジウム）

平成 17 年度は，「21 世紀 COE プログラム委員会」による中間評価を受けた．その結果，総括評価として，「当

初計画は順調に実施に移され，現行の努力を継続することによって目的達成が可能と判断される．」という

高い評価を受けた．この評価結果を受けて，第４回シンポジウムでは，本拠点活動の今後の活動計画につい

ての議論が行われた . シンポジウムにご参加いただいた評価・諮問委員の先生方の評価書を以下に掲載する .

木村 龍治 ( 放送大学教授，東京大学名誉教授 )

　本プロジェクトの特色は，「複雑系機械工学」のキーワードの下に，本来，ディシプリンの異なる研究分

野がひとつのプロジェクトを構成していることであろう . その結果，まず眼につくのは，指導原理や方法論

が研究課題によってそれぞれ異なっているということである . 機械工学においては，使用目的がはっきり定

まっている具体的な装置の開発や建造が研究の目的になるが，非線形問題を扱う数理科学では，さまざまな
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複雑系の裏にある統一原理（骨格構造）を抽出することが目標になる . そこでは，具体化よりは，抽象化が

興味の対象になる . 環境システムは複雑システムのひとつの例であるが，機械のように，はっきりした目的

があってシステムが運営されているわけではない . 特徴的なスケールというものが存在せず，顕微鏡的なス

ケールから地球規模まで，さまざまなスケールの構造が組み合わされて地球環境が形成されており，どこが

頭でどこが尻尾なのか判別しがたいところがある . そのシステムの運営には，別の複雑システムである生物

の存在が深く関係しているので，その複雑性は想像を超えるものがある . また，このプロジェクトでは，機

械工学とバイオメカニズムの接点が見られるが，機械と生体はかなり異なっている . 航空工学の研究者にとっ

て，飛行機と鳥は別物である . 飛行機の研究に鳥の飛行が役立つと考える人は少ないであ ろう .

　理工学は，合理精神という根は同じながら，専門分野によって方法論が異なっており，従来，専門性の追

求が発展の原動力になってきた . その結果，共通言語が失われ，異なる専門分野の間のコミュニケーション

がきわめて難しい状態になってしまった . それぞれの専門分野でプロジェクトが形成されるのであれば，こ

のようなことは問題にならないのであるが，本プロジェクトでは，専門分野間のコミュニケーション がま

ず気にかかることである .

　あえて本プロジェクトのような，外面的には統一感の希薄なプロジェクトを立案・実施する意味はどこに

あるのであろうか . それは，従来の機械工学に対する「閉塞感」ではないだろうか . 産業革命以来，機械文

明は留まるところを知らずに発展してきたが，それは同時に方法論の確立をもたらした . 日本の大学の機械

工学科の研究状況を見ると（全部見ているわけではないが），研究室ごとにかなり固定した研究テーマがあり，

大学院生が手分けをして，研究室のメインテーマを研究しているという印象をもった . このようなスタイル

で研究が伝承されていくと，伝統的機械工学の進化は行われても，機械工学の従来のパラダイムをうち破る

ことは非常に難しいであろう .

　本プロジェクトが中間評価報告で高い評価を得たことはたいへん喜ばしいことであるが，高い評価の裏に

は，従来の機械工学の「閉塞感」をうち破る期待がこめられているような気がする . 異なるディシプリンの

研究分野を束ねるだけでは，ディシプリンの違いが明確になるだけで，面白くない . そこから，従来にない

機械工学のコンセプトが生まれるかどうかが，このプロジェクトの成否にかかっていると思う . それは，5

年間という短い期間で完成できる小さな問題ではない . 場合によって，従来の機械のイメージを覆すような

「機械」が産業の中心になる時代の幕開けに繋がるかも知れないのである（例えば，原形質流動のようなも

のが推進力になって前進し，アメーバーのように変形自在な自動車が一般的

になるとか）. そのようなかなり長期的な展望をもつと，このプロジェクトは，単に 5年間で完結するプロジェ

クトである必要はない . このプロジェクトの中で，いつくかの新しいコンセプトの芽が生まれれば，それを

将来育てていくような体制をぜひ作ってほしい . 小さく成果をまとめるよりは，将来の機械工学の発展に指

針を与えるような複雑系機械工学のイメージを提案し てほしい .

蔵本　由紀（京都大学名誉教授）

　本 COE プログラムに掲げられた野心的とも言える目標は，当初は下手をすると謳い文句だけで終わるの

ではないかという懸念ももっていましたが，これまで３年間のプログラムの進展をふり返ると，意外にも（と

言っては失礼ですが）目標に沿った成果が着々と得られつつあるように思います . 一つには，「複雑系」とい

うものを漠然と捉えるのではなく，秩序形成能力にもとづく機能創発システムとして明確に特徴づけられた
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ことがよかったのではないかと思います . 最終目標は「複雑系機械工学」という新分野の創出・確立にある

とされていますが，それが夢物語ではなくなってきつつある感があります . 機械工学を中心とする本 COE プ

ログラムに限らず，21 世紀に要求される最も重要な科学として，私は工学，生命科学（生物，医学），数理

の三者を頂点とする三角形をしばしばイメージします . そのうちどこに重点が置かれようとも，この三者が

あらゆる場でますます緊密な協力関係を推し進めていくことがこれからは重要なのではないでしょうか . 本

COE プログラムはまさにそれを他に先駆けて実践している大規模なプログラムであると思います . 終盤に向

けて本プログラムが一層の輝きを放つことを念じています .

北川　浩（同志社大学客員教授，大阪大学名誉教授）

　任意の有理数の間には無限の数の実数が入りうる．大抵の数理モデルでは，それを “ 連続 ” という概念で

一括りにして類別して取り扱うことが行われる．このようにして無限に存在するはずの多様性を塗りつぶす

ことによってなされた抽象化によって獲得された知見には，どれほど普遍性のある “ 複雑さ ” が写し取られ

ているであろうか．

　‘ 複雑さの物理的実体によらない普遍的な性質の追求 ’ を眼目として進められてきたこのプロジェクトは，

個別的・発見的な追求の段階を終え，普遍的・一般的な知識を形成する段階を迎えている．それは可能なこ

とであろうか，その前にそれは必要なことであろうか．

　「複雑系機械工学」の体系化を目指してこの３年間に行われた活動の内容は，‘21 世紀 COE プログラム委

員会 ’ の中間評価に正当に反映されている通り（いや，それ以上に）高く評価できるもので，多様・多彩で

あるばかりか深くかつ広い．プロジェクトのスタート時に計画された内容を越えて展開されている活動も見

られ，COE 拠点形成に向けての着実な進展が見て取れる．しかしながら，この活動の延長線上に，このプロ

ジェクトが次世代に語り継がれるような足跡を残すことができるであろうか．このような疑問にかかる次の

二つのことを申し上げておきたい．

　掲げられたテーマにも謳われているように，何といってもこのプロジェクトの最大の眼目は，工学の分野

でも最も基幹的な，言い換えると工学全分野に実質的な意味で責任を負うことを義務づけられている “ 機械

工学 ” の活性化を意図していることである．これは大変に意欲的であり，かつ気宇壮大な構想でもある．歴

史をさかのぼれば明らかなように，機械工学は，遡ればギリシャ語でテクネーと呼ばれてきた人間の活動の

流れの正統的な継承者である．そしてテクネーは，自然，モラルや学問・科学などをそれ自体の内に丸ごと

包含し，人間の活動の豊かさに通じている．“ 複雑性 ” の数理科学的追求から得られる知識は単純化された

一断面にすぎない．（機械）工学をたかだか分析によって獲得された部分知に過ぎない科学と対峙させて貶

めるべきではない．これが第一点である．

　「複雑現象」の追求はアルゴリズム化できるような対象ではない．そのような対象に工学的にアプローチ

するには，様々な（独立した）考え方がぶつかり合うところに創発的に生じる直感を育むことが必要であろ

う．これは，最初のシンポジウムでのご挨拶の中で期待を込めて申し上げたことでもあった．しかしながら

残念なことに，プロジェクトのスタートに作られた研究組織の形態は固定されたままであり，研究組織間の

交流も活発であるようには見受けられない．３年間という必ずしも長くない期間にこれほどの成果を達成し

た優秀な研究者より成る研究組織が形成されていることを思えば，より積極的な相互協力の下で研究が進め

ば，更なる新展開が期待できると思われる．
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　さらに蛇足ながら，残る研究期間はまとめとそれを踏まえて次に進めるべき新しい研究展開に向けた準備

を行う時期でもある．豊かな多様性を生み出したこのプロジェクトの枠内で，成果を統合・融合させるテー

マが設定され，それに沿った新たな研究活動が展開されることが期待される．

北村　新三（神戸大学理事，副学長）

　プログラム開始後 3年を経て，COE プログラム委員会から中間評価を得ている段階であり，総括的には当

初設定の目標を達成しつつあると思います . しかし，現在までは，多くの研究者が多様な課題に取り組んで

おり，今後のまとめの段階で，各グループあるいは各個の研究課題を，複雑系機械工学の概念のもとに取り

まとめていくことが必要であると感じます .

シンポジウム当日に講演がありましたうち，筆者の専門性に近い 2つの課題については，次の意見を提出し

ます .

（１）次世代ディジタル信号処理－シャノンのパラダイムを越えて，

複雑系数理グループ　山本　裕教授

　シャノンによるサンプリング定理（我が国ではシャノン－染谷の定理とも呼ばれる）は第 2次世界大戦中

の業績であるが，昨今，技術がディジタル主流になるにつれ，それ再考しようという研究は多い . 時間的に

連続信号（これはあくまでも人間の認識の範囲のことであるが）をサンプリングすれば，サンプル時点間の

情報は失われる . だからスペクトルが無限に広い信号では，情報を失わずにサンプリングすることは不可能

だから，対象信号のスペクトルを有限帯域に限定すれば，その最大周波数の 2倍以上の周波数でサンプリン

グすればよいという単純明快な結果である .

　身近に存在するディジタル信号としてオーディオでは CDであり，ヴィデオでは画像である . 言うまでも

なく，人間が知覚できない限界までサンプル周期を小さく取るというのが原則である .CD では 44.1kHz のサ

ンプリング周波数であり，可聴周波数の上限が 20kHz であることを信じれば，定理上はこれでよいというこ

とになる . しかし，オーディオマニアから，どうもアナログディスクに比べ，CDは物足りない（高音部がしっ

かりしない）という不満が出されていた . この解決のために，より高いサンプリング周波数によるディスク

もすでに販売されている .

　サンプル値間の値を与えることは，理論的には理想フィルタを作ることになり，これは実現不可能であ

る . しかし，実際の問題では，対象についての先験的知識はあるものであり，これを使えば技術的には内挿

の方法は考えられる . もともと，この種の問題はサンプル値制御系でも，信号処理でも古典的課題であった .

　発表者は従来この分野の研究を進めてきた . 今回提案の手法はサンプリング周波数を上げ（アップサンプ

ル），次にディジタルフィルタ処理を行い，続いてサンプリング周波数を下げる（ダウンサンプル）という

スキームで，ディジタルフィルタをうまく設計しようとするものである . これにより，サンプルレート変換器，

CDの DAコンヴァータ，メッシュの粗い原画像を内挿復元する問題に良好な結果が得られるとしている .

　当該の COE の研究という立場から付言したいのは，「複雑系」としての捉え方は，この種の問題では，上

にも述べたが，人間の知覚あるいは感性をどう考えるのかに関係してくる . これはすでに心理学の分野で多

く論じられていることと思うが，そこに踏み込むのか，あるいは別途の複雑機械系としての観点があるのか

を明確にしてほしい .

（２）ヒトを内包するソフト・ダイナミカル・システムの研究に向けて
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複雑系の制御・設計論グループ　椹木　哲夫教授

　この研究は，従来のシステム設計論，とくに物質世界における明確な因果律に基礎をおく機械論的設計原

理から，自律性と適応性を鍵概念とする設計原理への転換を図ろうとする，斬新なアイデアである . 本 COE

プログラムが目指す複雑系機械工学として一つの主題を提供するものである .

　近年，情報処理技術の発展とともに，人間（ヒト）と機器の界面は深くなり，脳の反応を考えれば，むし

ろ境界は不明となりつつある . 発表者は「環境に開かれた動的平衡系が呈する非決定性とカオス性，さらに

環境の変化に適応して自らを変容させていくことのできる多様な柔軟性こそが，細胞やヒト，組織・社会に

亘るまでの様々なレベルに普遍的なシステムの特性である・・・」「しなやかさとダイナミズムという性質

に着目することで，生物界だけでなく，非生物界，とりわけ機械システムのような人工物の設計や，ヒトと

機械が織りなす系の新しい設計原理の究明への道が開ける」としている .

　人間活動システムを対象とすると必然的に，「意味」を扱わねばならない . そこで発表者が導入しようとし

ているのは，記号過程（セミオーシス）である . 従来の「実体」（存在するもの）と「記号」（モデル）とい

う二項関係に加えて，「解釈」（意味）という項を付加し，三項関係とする . この解釈項は実体と記号の関係

を上位より規定する合目的存在であり，たとえば「構造と機能の関係は，系を構成する他の要素から単離さ

れて確定するものでなく，それが包摂される合目的系の中での役割として定まる .」「すなわち，物理的な法

則が支配するモノの世界と意味や認識が支配するヒトの世界を繋ぐことが可能となる .」具体的対象として，

生体組織，ロボット，生産組織，リスクシステム，都市空間などが挙げられている .

　この研究は上でも述べたが，工学として非常に斬新な立場にたっており，その展開が望まれるところであ

るが，工学において応用可能な理論は，操作性を持たねばならない . すでに各論では目標達成は見込まれて

いると思われるが，今後，この概念を工学の枠組みでどこまで一般化できかが問題となろう .　
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学際的国際交流活動
（１）IIASA 国際セミナー
　本拠点では，国際的な共同研究のネットワーク形成も進行している．まず本 COE の開始とともに，平成

15 年度には，本拠点の国際的情報発信センターとして国際応用システム解析研究所（IIASA: International 

Institute of Applied Systems Analysis，オーストリア）と京都大学の間で研究協定を締結し，毎年，IIASA を

本拠点の国際拠点として，成果を発信するとともに，諸外国から著名研究者を招聘して国際セミナー（IIASA

国際セミナー）を開催することとした．平成 16 年度には，IIASA を会場として本拠点の活動を紹介するセミ

ナー， 1st International Seminar on Analysis and Synthesis of Complex Systems (ASCM2004)，を開催し，そ

の内容は IIASA の公式レポートとして刊行され，IIASA 加盟の 18 カ国を中心に全世界に情報発信されている．

さらに平成 17 年度には，本セミナーの外国人評価委員を務めるミュンヘン工大の Prof. Martin Buss の招致

を受け，IIASA- ミュンヘン工大 -京都大学の共催による 2nd International Seminar on Analysis and Synthesis 

of Complex Systems (ASCM2005) をミュンヘン工大で開催し，同大学からの多数の出席者を得た．さらに平

成 18，１９年度には，再び IIASA において 3rd International Seminar on Analysis and Synthesis of Complex 

Systems (ASCM2006)，4th International Seminar on Analysis and Synthesis of Complex Systems (ASCM2007)

が開催された．

　IIASA は，1966 年，アメリカ合衆国のジョンソン大統領が，「成熟社会に共通する諸問題を研究するため

に，東西両陣営の主要国がその政治的立場を離れ，同等に参画した国際的な研究機関の設立」 を提唱したこ

とを発端として，1972 年 10 月，非政府ベースの学際的な国際研究機関として，オーストリア ウィーン郊

外のラクセンブルクに設立されたシステム科学を核にした全地球規模での国際的研究機関であり，地球変動

の人間側面における環境，経済，技術及び社会問題について，学際的かつ科学的な研究を行っている．その

研究成果は，一般書籍，学術専門誌への投稿論文，IIASA の公式出版物（研究報告書等）のほか，インター

ネットや CD-ROM 等の電子媒体を通じた研究成果の公開，出版等を行っている．１年に 50 以上の会議ワー

クショップが開催されており，革新的な研究，学際・国際的な協力，世界中のノーベル賞級を含む科学者グ

ループとのネットワークなどで極めて高い評価を得ている研究機関である．
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以下，各年度のシンポジウムの開催場所と日時をまとめておく．

・IIASA - Kyoto University　The First Joint International Seminar on Applied Analysis and Synthesis 

of Complex Systems,  June 28-29, 2004, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), 

Laxenburg, Austria

・IIASA - Technische Universität München - Kyoto University, The Second Joint International Seminar 

on Applied Analysis and Synthesis of Complex Systems, June 30-July 1, 2005, Technische Universität 

München, München, Germany

・IIASA - Kyoto University The Third Joint International Seminar on Applied Analysis and Synthesis of 

Complex Systems, June 29-30, 2006, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria

・IIASA - Kyoto University The Forth Joint International Seminar on Applied Analysis and Synthesis of 

Complex Systems, June 28-29, 2007, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, 

Austria

（2）International Workshop 2004 on Air-Sea Interactions
with Gas Transfer

October 25-26, 2004

Kyoto University Clock Tower Centennial Hall

Kyoto University, Kyoto, JAPAN

Chairman:
S. Komori (Kyoto Univ.)

Secretaries:
K. Nagata (Kyoto Univ.)

T. Yamaguchi (Kyoto Univ.)

This workshop was organized to discuss what is important in the studies on air-sea interactions with 

gas transfer and how to precisely estimate the air-sea gas exchange rate which strongly infl uences the 

reliability of the future global carbon cycle. In order to exchange most exciting and new information 

in this fi eld, we invited eight speakers from both abroad and home who are internationally recognized 

as leading scientists. Furthermore, to hold enough time for discussion, we limited the presentations 

in this workshop to only invited talks and asked one chairperson to chair one invited talk. As a result, 

we were able to have sufficient discussion on very interesting problems related to heat, mass and 

momentum transfer at the air-sea interface. Finally, we acknowledge financial support by the 21st 
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Century Center of Excellence Program for Research and Education on Complex Functional Mechanical 

Systems and we also thank all the invited speakers and participants in this workshop.

Monday, October 25

9:15 ～ 9:20 Welcome Address

Opening Session
Session Chair:  Dr. K. Nagata (Kyoto University, JAPAN)

9:20-9:35 Introduction of the COE Program

 Prof. K. Tsuchiya, Leader of the 21st Century COE Program

 (Kyoto University, JAPAN)

9:35-10:15  Introduction of our COE Project on Gas Transfer Across the Air-Water Interface

 Prof. S. Komori (Kyoto University, JAPAN)

Session 1
Session Chairs:  Prof. H. Ueda (Kyoto University, JAPAN)

 Prof. Y. Sakai (Nagoya University, JAPAN)

10:30-11:10  Turbulent Flow Above and Below Wind Wave Surfaces

 Prof. J. C. R. Hunt (University College London, UK)

11:30-12:10  The Eff ect of Wind Forcing on Air-Water Gas Transfer

 Prof. S. Banerjee (University of California, Santa Barbara, USA)

Session 2
Session Chairs:  Prof. I. Nezu (Kyoto University, JAPAN),

 Dr. Y. Suzuki (Japan Weather Association, JAPAN)

14:00-14:40  On the Role of Micro-Scale Breaking Waves in Air-Sea Momentum Flux and Gas

 Exchange

 Prof. M. L. Banner (The University of New South Wales, AUSTRALIA)

15:00-15:40  The Windsea Reynolds Number as the Fundamental Controlling Parameter for

 Air-Sea Boundary Processes

 Prof. Y. Toba (Emeritus Professor of Tohoku University, JAPAN)

Session 3
Session Chair:  Dr. N. Mori (Osaka City University, JAPAN)

16:30-17:10  Improving Global Air-Sea CO2 Flux Estimates through Better Parameterization of

 Gas Transfer

 Prof. R. H. Wanninkhof

 (The National Oceanographic and Atmospheric Administration, USA)

19:00-21:00  Dinner at the Japanese-style restaurant near the Hotel Fujita,

 ‘Ganko Takasegawa Nijo-en’



International Workshop 2004 on Air-Sea Interactions with Gas Transfer
Kyoto University, Octorber 25-26, 2004
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Tuesday, October 26

Session 4
Session Chairs:  Prof. T. Kunugi (Kyoto University, JAPAN)

 Prof. D. Zhao (Ocean University of China, CHINA)

9:30 -10:10  Using the Net Air-Water Flux as a Proxy Tracer for Gas Exchange

 Prof. W. E. Asher (University of Washington, USA)

10:30-11:10  Laboratory and Field Studies on Air-Water Mass Transfer

 Prof. W. R. McGillis (Columbia University, USA)

11:30-12:10  Air-Sea Interface, Wind-Waves, Heat and Gas Exchange, and Satellite-Based

 Remote Sensing

 Prof. H. Kawamura (Tohoku University, JAPAN)

Closing Remarks
12:30 ～ 12:45  Prof. Y. Toba (Emeritus Professor of Tohoku University, JAPAN)

14:30-17:00  Tour to Katsura Imperial Villa and Katsura New Campus for the Graduate

 School of Engineering, Kyoto University



145

第 3章　拠点活動報告

（3）ミュンヘン工科大学との国際ワークショップの開催
複雑系の制御・設計論研究グループ グループリーダー　椹木 哲夫

2005 年度にはグループ研究活動の一環として，ミュンヘン工科大学とのジョイント国際ワークショップを

開催した．これは 2005 年 10 月 6日と 7日に開催された，ミュンヘン工科大学と京都大学との交流企画「日

本におけるドイツ “Frontier Sciences”」の事業の一環として，本グループリーダーと，本 COE の海外研究ア

ドバイザを務めるミュンヘン工大の Prof.Martin Buss との共同企画として実現した．この事業は，日本・ド

イツ両政府による「日本におけるドイツ年 2005/2006」のイニシャティブを受け，ミュンヘン工科大学より

本学が指名を受けて開催したもので，日独における科学フロンティアを広く日本の学協会・企業・財団の方々

に紹介し，両大学・両国の将来に向けた益々の学術研究交流の発展をはかるべく企画されたものである．

　初日にはミュンヘン工科大学 Hannemor Keidel 副学長，本学尾池和夫総長臨席のもと，本学桂キャンパ

スのロームプラザにおいて参加人数合計 151 名を集め開催され，ミュンヘン工大からは，ドイツにおける

フロンティア・サイエンスの現状と，その中でミュンヘン工科大学の果たしてきた役割・貢献について紹

介がなされ，本学からは，現在進行中の理工系分野の５つの 21 世紀 COE プログラムの概要について紹介さ

れた．本 COE 拠点からは，土屋和雄拠点リーダーにより，研究概要が述べられた．翌日の 2日目は，吉田，

北部，桂の３キャンパスに分かれ，持続性社会，力学系数理物理学，食品・環境，建築，バイオマテリアル，

複雑系機械工学，に関するトピックでの６つのフロンティア・サイエンス・ワークショップが企画され，そ

の中の一つとして，本グループとミュンヘン工大との共催による “Joint Workshop on Frontier of Complex 

Mechanical Systems for and with Humans” が開催された．ワークショップでは，京都大学から 8件，ミュン

ヘン工大から 10 件，東京大学から 1件，奈良先端大学院大学から 1件の，合計 20 件の発表が行われ，両

図１　ミュンヘン工大̶京都大学ジョイント国際ワークショップ “Frontier of Complex Mechanical Systems for and with Humans” のテーマ
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大学の若手研究者・ポスドク研究者・博士課程学生を中心に活発な研究交流の場となった．

ワークショップのテーマとしては，本グループの提唱する複雑系機械工学の制御・設計の分野，とりわけ，

ロボットと人間に関わるテーマを中心に構成した．図１に同ワークショップの共通コンセプトとして企画者

が提示した内容を示す．ヒトと機械を繋ぐシステムとして，まずヒト側に関しては，ヒトの作業パフォーマ

ンスに関する心理学的解析から，複数他者との共創ダイナミクス，橋梁上での集団歩行に際しての引き込み

現象の実験解析に関する内容にわたるまでの幅広いテーマが発表され，一方，自律行動ロボットの設計側か

らは，二足歩行ロボットやエアロロボット，パワーアシスト機器，環境適応機械の学習アルゴリズムなどに

関する発表がなされた．さらにこれらのヒトと機械を繋ぐインタフェース・システムについては，ロボット

遠隔操作のための仮想現実・拡張現実・混成現実作業空間の構成や，機器のユーザビリティ設計など，盛り

だくさんのテーマが発表された．ワークショップの詳細プログラムについては，本グループ報告の末尾を参

照頂きたい．またワークショップ参加者による懇親会には，ミュンヘン工大からHannemor Keidel 副学長が，

本学からは荒木光彦副学長も参加され，両大学の今後の益々の学術交流の深化を約束して二日間のイベント

の幕を閉じた．

図2　
ミュンヘン工大̶京都大学ジョイント国際ワークショップ
“Frontier of Complex Mechanical Systems for and with Humans”
の風景
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（4）京都大学－ミシガン大学－フライブルク大学
MicRO アライアンス

複雑構造材料の特性解析研究グループ　田畑　修

Abstract: The objective of this alliance between three Universities, Kyoto University, The University of 

Michigan and Freiburg University, is the establishment of new design and fabrication paradigms for 

micro electro mechanical systems (MEMS) of next-generation in which nanostructures are integrated 

with micro MEMS.  During the project, the key technologies to realize next-generation MEMS will be 

established.  Furthermore, a strong international alliance in MEMS field will be formulated to further 

pursue the clarifi cation and strengthening of the core-competence technology of the alliance institutes, to 

share systems of research infrastructure, as well as to develop the educational program, the continuing 

education program and the international internship program.

Key words: MEMS, Michigan, Freiburg, alliance, education

1. はじめに

　2004 年 11 月，京都大学，ミシガン大学，フライブルク大学の 3大学は次世代微小電気機械融合システム 

（MEMS: Micro Electro Mechanical Systems）分野の基盤技術の系統的構築を目指して，3大学の学術交流協

定を締結した．今後この学術交換協定に基づき，21 世紀 COE「動的機能機械システムの数理モデルと設計論」

による支援を受けて，共同研究を進めていく予定である．この学術交流協定は，それぞれの大学の名称から

MicRO（Micigan, fReibuRg, kyOtO）アライアンスと名付けられた．本稿では，MicROアライアンスのパートナー

大学であるミシガン大学とフライブルグ大学の紹介と，MicRO アライアンスの目標について紹介する．

2. パートナー大学

　ミシガン大学は 1817 年に設立された世界でもトップクラスの大学の 1つであり，全米 50 州からの学生

および留学生を含む 54,000 人の学生が学んでいる．アナーバー，フリント，ディアボーンの 3市にキャン

パスを持ち，常に全米トップ 25 に入っている公立大学 3校のうちの 1校である．ミシガン大学には 19 の

カレッジとスクールがあり，教員約 7,600 人，その他の職員約 27,500 人が教育・研究に従事している．工

学部門は教育と研究に関して，常に世界でも最高レベルにランクされている．工学部門の教員より構成・運

営される集積化ワイヤレスマイクロシステム研究センター（WIMS：Wireless Integrated Micro Systems）は

マイクロシステム，MEMS に関する研究で北米および世界における当該分野の研究拠点として高い評価を受

けている．

　フライブルク大学は，ドイツ南西部，フランス，スイスとの国境近くに位置する人口 20 万人の都市フラ

イブルクにある公立大学である．1457 年に神学，法学，医学，哲学の 4学部で創設されたドイツでも古い

大学であるが，長い間人文科学系および医学系を中心とした大学であった．しかし，ドイツにおける技術

者不足の解消，また新たな産業の創出を目的として，工学部 Faculty of Applied Science が 1995 年に設立さ

れ，同年，マイクロシステム工学科が誕生した．今日では，全学で 11 学部，学生数 19,000 人以上，教職員
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9000 人を擁し，欧州屈指の有力総合大学として知られている．マイクロシステム工学科は 18 講座，200 人

の研究スタッフを擁し，マイクロシステム，MEMS に関する基礎物理・化学分野から，電気・機械・情報な

どの広範な工学分野において横断的な分野の教育と研究を行っており，欧州および世界における当該分野の

研究拠点として高い評価を受けている．

3.MicRO アライアンスの目標

　京都大学は基礎科学・工学を重視した研究展開を行っている点が特徴である．平成 17 年 4 月には機械系

の改組によりマイクロエンジニアリング専攻が設置され，バイオ・次世代MEMS 分野などの複合，境界領域

をサイエンス（基礎）からエンジニアリング（応用）までの幅広い視点で研究する体制が整った．また，平

成 15 年から工学研究科の移転が開始された桂キャンパスには，共同実験棟として半導体微細加工設備を有

するインテックセンターが設置され，専攻の枠を超えてナノテクノロジーや次世代MEMS に関する基盤技

術の研究開発を行う組織としてナノ工学高等研究院を設立された．ミシガン大学は集積化ワイヤレスマイク

ロシステム研究センターにおける次世代 LSI を集積化した次世代MEMS の研究開発が特徴的であり，MEMS

の生体・医療分野への応用研究も積極的に進めている．フライブルク大学は，次世代MEMS に関わる電気・

電子・化学・バイオ・微細加工・光・材料・パッケージ・シミュレーション・産業応用などの幅広い領域の

研究を 18 講座で系統的に網羅している点が特徴である．MicRO アライアンスはこの 3大学の特徴を有機的

に結びつけることで，次世代MEMS 分野の基盤技術を系統的かつ網羅的に構築するためのフレームワーク

を形成することを目標としている．

　若手研究者の養成も目標達成の重要な要素である．助教授，助手クラスの若手教員，ドクター・マスター

学生の相互交流を積極的に進める．また次世代MEMS 分野の持続的な研究・教育交流のために，若手の相

互交流によって各大学が保有する超微細加工，極微量・極超感度分析関連の研究インフラを若手研究者に熟

知させ，研究インフラの相互利用システム環境を構築する．

　次世代MEMS 分野のように急速に発展し，かつマルチディシプリナリーで最先端の知識を必要とする研

究分野の研究促進に重要なもう一つの要素は，企業における若手研究者・技術者の再教育（リカレント教

育）である．京都大学，ミシガン大学，フライブルク大学の 3拠点大学は，それぞれが活発に産学連携に取

り組んでおり，これらの共同研究を進めている企業の若手研究者・技術者を社会人大学院学生として受け入

れ，次世代MEMS 分野のリカレント教育を行うシステムを構築する．また京都大学，ミシガン大学，フラ

イブルク大学に在学中のドクター・マスター学生には，グローバルな視点で産業応用を常に意識した次世代

MEMS 分野研究を行う能力を養うため，連携大学を通じての他地域でインターンシップを実施するプログラ

ムをスタートさせたいと考えている．

　学術情報発信や研究成果還元も重要な目標である．京都大学，ミシガン大学，フライブルク大学が幹事校

となり，アジア・北米・欧州において持ち回りで毎年ミーティングとシンポジウムを開催し，学術情報の国

際的収集，研究成果の学術的な還元および社会的な還元を積極的に実施する．学術交流協定初年の 2004 年

度は京都大学が幹事校となり， 10 月 12，13 日，京都大学にて第 1回ミーティングとシンポジウムを開催し

た．2005 年度は 10 月 14，15 日にミシガン大学にて第 2回ミーティングとシンポジウムを開催する． さら

には 3大学がそれぞれの地域における関連研究機関の中核として学術情報の収集・分析を行った結果を，前

述のシンポジウムなどによって情報発信し，本事業での研究活動成果の公表に努める予定である．
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図 1　MicRO アライアンス構想
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海外研究者による拠点活動の評価と助言
（１）IIASA 国際セミナー招聘研究者の評価と助言
本拠点では，毎年，IIASA を国際拠点として，拠点活動の成果を発信することを目的とした国際セミナー（IIASA

国際セミナー）を開催している . ここに，諸外国から著名な研究者を招聘し討論に参加してもらうとともに，

本拠点活動の評価を依頼している . 外国人評価委員から寄せられたコメントを紹介する .

July 2007
Report on

IIASA – Kyoto University
Fourth Joint International Seminar on Applied Analysis and Synthesis 

of Complex Systems

June 28-29, 2007

Gunnar Johannsen

Professor of Systems Engineering and Human-Machine Systems
Department of Mechanical Engineering

University of Kassel
Germany

1.  Introduction

The “Fourth Joint International Seminar on Applied Analysis and Synthesis of Complex Systems” 
of IIASA and Kyoto University was held on June 28-29, 2007 at the International Institute for 
Applied Systems Analysis (IIASA) in Laxenburg, Austria.

As two of the preceding events since 2004, the seminar was a joint initiative of Kyoto University 
and IIASA with the main objectives of reporting on new research fi ndings, as well as exchanging 
ideas and discussing about concepts and methodologies for analysis and modeling of complex 
systems. The COE program “Center of Excellence for Research and Education on Complex 
Functional Mechanical Systems” at Kyoto University belongs to the COE (Center of Excellence) 
Program of the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT). 
The previous COE Project Leader was Kazuo Tsuchiya of Kyoto University, followed since recently 
by the current COE Project Leader Tetsuo Sawaragi of Kyoto University who has also been one of 
the Seminar Organizers, again together with Marek Makowski of IIASA.

2.  Presentations at the Seminar

The seminar was opened with greetings by Tetsuo Sawaragi and Kazuo Tsuchiya, as well as by 
Marek Makowski with his welcome on behalf of IIASA. Further brief opening greetings were given 
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by Gunnar Johannsen and Martin Buss, as Honorary Evaluators.
This time, all four research groups of the whole COE program participated in the seminar, namely 
the scientific groups on (1) Complex Fluid Mechanics, (2) Complex Material and Structure 
Analysis, (3) Complex System Control and Design, and (4) Complex System Mathematics Analysis.

The first session started with “A Report on the Activities of Complex Fluid Mechanics Group 
in 2006” presented by Kazuyoshi Nakabe. He reported on the “Kyoto-Birmingham University 
International Symposium on Recent Advances in Fluid Mechanics” in September 2006 in 
Birmingham. The eight sessions of the symposium covered Environmental Fluid Dynamics I and 
II, Solid/Fluid Interaction and Industrial Flow, Chaotic Mixing, Micro Fluid Dynamics, Transition, 
Capillary, and Turbulence. Then, Kazuyoshi Nakabe explained the research topic on Multi-Jet 
Mixing Control in more detail.

The next presentation by Ryosuke Matsumoto was from the Complex Material and Structure 
Analysis Group and dealt with “Molecular Dynamics Simulation of Hydrogen Related Fracture of 
Iron”. Atomistic simulations of crack growth in iron crystals with and without hydrogen had been 
performed, and the hydrogen effects on crack growth behavior had been analyzed from atomistic 
viewpoints. Thereby, two types of crystal orientation were compared.

The fi rst speech of the Complex System Control and Design Group was on “Learning Nonlinear 
Robust Control Systems by Use of Neural Networks” presented by Hiroaki Nakanishi. The design 
of control systems had been achieved by using neural networks with training methods for assuring 
robustness against uncertainties. – In his presentation on “End Milling Process Control Schemes for 
Autonomous Machining Process Planning”, Soichi Ibaraki described the analysis and the modeling 
of several processes in machining and the proposal of a scheme to control such processes. Also, 
the process planning for high-productive machining shall be performed by a support system which 
can autonomously monitor the machining process and adaptively optimize machining conditions. 
How to deal with the expert machine operators’ tasks, experience and knowledge has been further 
discussed after the presentation.

The next two presentations were strongly related to each other and belong to the Complex Fluid 
Mechanics Group. Both dealt with “Effects of Rainfall on Mass Transfer across the Air-Sea 
Interface”. Naohisa Takagaki reported in Part 1 on “Laboratory Measurement of CO2 Transfer 
Velocity by Impinging Droplets” whereas Naoya Suzuki reported in Part 2 on “Estimation of the 
Global Air-Sea CO2 Flux Due to Rainfall Effects”. The laboratory study of Part 1 has shown that 
rainfall enhances CO2 transfer across the air-water interface. Further, mass transfer velocity of 
rainfall is well correlated with its momentum fl ux. In Part 2, the effects of rainfall on the global and 
local CO2 transfer across the air-sea interface have been investigated by using the daily precipitation 
data set as well as the empirical correlation between the CO2 transfer velocity and the mean vertical 
momentum fl ux. The results show that the rainfall effects are signifi cant for the local CO2 budget 
between atmosphere and ocean in the equatorial and mid-latitude regions, but they are not so 
important for the global budget, compared to wind shear effects.

Takahiro Shimada presented the research results on “First-Principles Investigation on Stress-
Induced Domain Switching in PbTiO3” from the Complex Material and Structure Analysis Group. 
The atomistic and electronic structure of the ferroelectric domain wall has been investigated where 
the polarization direction is discontinuous in PbTiO3. Also, the domain switching has been studied 
which is an abrupt movement of the domain wall induced by shear stress.
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The Complex System Control and Design Group contributed another presentation by Shinya Aoi 
titled “From Robot Locomotion to Animal Locomotion”. Locomotion control of a biped robot has 
been realized with nonlinear oscillators resulting in adaptive walking. This has been compared 
with adaptive walking of a Japanese monkey. Similar mechanisms of adaptive behaviors have been 
found. The locomotor behavior of the monkey has been reconstructed based on the obtained skeletal 
model with physical kinematics and motion capture data. Spinal central pattern generators have 
been modeled by the nonlinear oscillators which generate motor commands to activate the skeletal 
model. Sensory feedback modulates the motor commands. A convincing video clip of the simulation 
results was shown in the presentation.

The only contribution from the fourth scientifi c group on Complex System Mathematics Analysis 
was presented by Naoya Fujiwara on “Nonlinear Dynamics in a Periodically Driven Coupled 
Oscillator System”. Nonlinear dynamics of dynamic phase transitions have been modeled. Pattern 
dynamics in a system with coupled oscillators have been investigated for a domain wall in 1-D 
systems and for various patterns in 2-D systems such as spiral, vortex, and spatio-temporal chaos. 
The stabilization of unstable patterns using time delayed feedback has been achieved.

This time, two invited keynote speeches were held. In the fi rst one, Martin Buss spoke about the 
“Excellence Cluster of “Cognition for Technical Systems” (CoTeSys)”. This cluster of excellence 
examines cognition for technical systems, such as automotives, robots and plants. Research 
competence in (medical) neurosciences, natural sciences, engineering, informatics, and humanities 
are united in the CoTeSys cluster at Technical University of Munich (TUM), Ludwig Maximilian 
University (LMU), Federal Armed Forces University (UBM), German Aerospace Center (DLR), 
and Max Planck Institute of Neurobiology (MPI). CoTeSys is funded by the German Research 
Council DFG from 2006 to 2011. The cognitive system architecture has been explained with the 
perception-action loop and the interplay of the cognitive capabilities. The research areas of the 
Excellence Cluster are (1) perception, model acquisition, and diagnosis, (2) learning and knowledge, 
(3) control, action planning, and joint action, and (4) human interaction.  Demonstrators will be built 
and validated with three scenarios, namely cognitive mobile vehicles, cognitive humanoid robots, 
and cognitive factories. In addition to the main endeavors of research, a new teaching concept has 
been built up with Bachelor and Master curricula, summer schools for doctoral students, and means 
for attracting researchers from international, top-level institutions.

The other keynote speech by Ruth Marzi dealt with “Competence Enhancement versus Adaptation 
in a Complex Application”. The system ComPASS (competence enhancing multi-agent-system 
with speech output) was introduced as a support system for human operators in fault-fi nding tasks 
at CNC machine tools. Because these machines are usually very reliable, such a support system is 
rarely used and only in diffi cult situations. A navigation concept for speech interfaces with mobile 
devices has been developed. Several competence enhancing functionalities have been realized. 
Guidelines for software development which facilitate the competence enhancing aspects are an 
important idea. Competence enhancement, icon selection, speech output and usability have been 
evaluated. The individualization of the user interface needs to be restricted to a certain extent in 
order to ensure competence enhancement.

The COE Project Leader and also Leader of the Complex System Control and Design Group, 
Tetsuo Sawaragi, presented an “Overview of the Educational Activities of the COE”.  Educational 
activities for young researchers have been organized as on-the-research training.  Several types 
of interdisciplinary international collaborations have been implemented, such as active research 
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interchanges, joint seminars, and international meetings organized by doctoral course students. 
Also, educational activities for non-university people have been offered. The educational reform 
ongoing at the Graduate School of Engineering has been infl uenced by this COE. The educational 
philosophies of the COE have been determined as renewing the knowledge vision of mechanical 
engineering, educational research and development for promoting basic research, and mechanical 
engineering as an empirical science supported by qualified pragmatism. Complex Mechanical 
Systems Engineering has become a new subject for graduate course students. Finally, Sawaragi 
gave an outlook on possibilities for a future GCOE (Global Center Of Excellence).

In the closing session, assessments and comments were presented by the two Honorary Evaluators, 
Gunnar Johannsen and Martin Buss, as well as by Marek Makowski. These were not only related 
to this actual seminar but also to the whole duration of the COE and its four seminars. The overall 
great success of the seminar and of the whole COE was clearly emphasized by the three evaluators. 
Tetsuo Sawaragi chaired very fruitful discussions about these three assessments and invited all 
participating researchers of this seminar, particularly also all younger researchers, to give brief 
comments. Very good personal impressions and important benefi ts gained through this seminar and 
its lively international atmosphere were expressed.

3.  Evaluation of the Seminar

This seminar had again a very high level of scientific quality. It was the fourth in the series of 
the COE program “Center of Excellence for Research and Education on Complex Functional 
Mechanical Systems” at Kyoto University – and it was also the last. Therefore, it is worthwhile to 
evaluate the recent seminar of 2007 together with the whole series of all four seminars of this COE.

Overall, the whole COE and its three scientific groups on (1) Complex Fluid Mechanics, 
(2) Complex Material and Structure Analysis, and (3) Complex System Control and Design 
demonstrated with all their work presented between 2004 and 2007 that they are among the best 
fi rst-class groups in the world and that they have achieved outstanding research results of highest 
caliber compared with strong international standards. The financial resources provided by the 
Japanese Ministry MEXT have best been used for improving research and education on complex 
functional mechanical systems in impressive ways. All presentations of the four seminars between 
2004 and 2007 were at least very good in contents and style, many excellent and some outstanding. 
The preparations and efforts, particularly of the Japanese colleagues and, also, of the invited 
speakers were admirable.

During this seminar in 2007, the educational aspects of the COE were emphasized for the first 
time and, also, the fourth scientifi c group on Complex System Mathematics Analysis participated 
for the fi rst time. The contribution from this fourth group showed how much more the COE might 
have gained from a stronger involvement of that group over the entire duration of the program. 
The educational aspects were represented by the large number of excellent students’ presentations 
mainly on work from doctoral theses, as well as by the overview paper of Tetsuo Sawaragi. It was 
certainly a wonderful experience for most of the doctoral students to present their research fi ndings, 
some of them for the fi rst time in English, in an atmosphere of high-level interdisciplinary scientifi c 
exchange and debate within an international setting. The discussions of all papers were again open-
minded, constructive, and valuable.
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All scientific approaches and application domains of the COE speakers of Kyoto University and 
of the two invited speakers have been highly relevant for the disciplinary coherence and for the 
interdisciplinary mutual understanding and exchange in 2007. This was the same as in the previous 
three seminars. The highest degrees of complementarity and transdisciplinarity had been achieved 
during the seminar of 2006, as to the opinion of this evaluator. Thereby, many commonalities in 
functionalities and dynamical behaviors have been discovered across all complex systems under 
investigation in the two research fi elds of bio-material science and systems engineering. How can 
this great scientifi c progress, beyond excellency in the individual research achievements, be reached 
even more throughout the whole COE?

Looking at the wealth of research findings in this COE over the last four years, it may not be 
surprising that higher degrees of complementarity and transdisciplinarity cannot so simply be 
reached within a quite short period of time. This COE is on a very good way towards that goal of 
detecting even more commonalities, complementarities, and transdisciplinary coherences – always 
beyond the already achieved excellency of the individual research results.

As in my evaluative remarks during the closing session of the seminar, I like to suggest again that 
all the members of this COE could contribute – beyond the excellent research achievements of their 
individual work and of the scientifi c group –
by specifying not only a few highlights of their own work but also, at least, one highlight of what 
has been gained from the interaction within the COE, and
by deriving a common interaction matrix between all individual projects of all four scientifi c groups.
The columns of this interaction matrix are the individual projects whereas the rows of the matrix 
are all possible criteria of complex functional systems. Looking at all the presentations of all four 
seminars, such criteria have been named as, for example: dynamics, complexity, functionality, 
adaptability, self-organization, robustness, safety, vulnerability, nonlinearity, etc. In at least two 
iterations, the list of criteria should be extended to cover enough relevant aspects of all individual 
projects. Then, all important interactions between the criteria and the individual projects can be 
cross-marked. As a result, the interactions between individual projects can be derived from this 
matrix. Probably, the additional insights which can be gained from this endeavor may be extremely 
valuable for the successful continuation of this COE.

In summary, I like to express my admiration and my sincerest congratulations to the great success 
of this COE Program of Kyoto University. Many excellent results have been achieved.  They have 
been presented and discussed with overwhelming thoroughness and enthusiasm in four seminars 
of highest quality. New and visionary approaches for mechanical engineering, particularly towards 
complex functional mechanical engineering, have been determined and successfully investigated. 
One especially convincing example for such visionary views on mechanical engineering was 
the seminar in 2006 with its strong emphasis on learning from biology, linguistics, and cognitive 
sciences. I like to state again, as in my previous report, that the whole group of this COE at Kyoto 
University comprises strong potentials towards a leading role of mechanical engineering research in 
the world, due to their excellent research results, dedication, and research culture.

Therefore, I strongly recommend that this COE program of Kyoto University should be successfully 
continued with new succeeding COE activities.

The objectives for a future GCOE (Global Center Of Excellence) should be well focused, and the 
number of disciplines should not be extended too much – in order to achieve excellent individual 
research results as well as transdisciplinary coherent scientifi c approaches and methodologies.



LEHRSTUHL FÜR STEUERUNGS- UND REGELUNGSTECHNIK
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN

ORDINARIUS: UNIV.-PROF. DR.-ING./UNIV. TOKIO MARTIN BUSS

München, Oct 2004 

Comments on the 21st Century COE Program 
COE for Research and Education on Complex Functional Mechanical Systems

(Kyoto University)

First Joint International Seminar on
Applied Analysis and Synthesis of Complex Systems

IIASA, Vienna – Kyoto University

On 28/29 June 2004 the above mentioned 1st joint International Seminar was held in Laxenburg,
Austria, jointly organized by the COE (Kyoto Univ.) and the International Institute for Applied Systems
Analysis (IIASA). The seminar agenda and scheduling is available at

http://www1.mech.kyoto-u.ac.jp/coe21/seminar/20040628/agenda.html

The presentations during the seminar were of world-leading quality, in particular the presentations by 
COE members of Kyoto University and the plenary talk by Prof. G. Johannsen were extremely inspiring
because of their high scientific quality. Some of the presentations by people from IIASA were not a good
balance in terms of quality. After all presentations by COE members there was a lively and fruitful 
discussion generating new ideas with all participants of the seminar. The athmosphere during these
discussions and the seminar overall was very fruitful.

With the external influence by IIASA and the plenary talks it was nice to see that the COE members
stood together behind their topic of complex systems and really conveyed a unified picture of a well 
established cooperation within the COE. It is conjectured that the COE was also strengthened in its
research line and focus by the external influences in Laxenburg, also because the members were away 
from their usual businesses and could therewith freely discuss visionary research ideas.

Mild criticism is in order because of the weak IIASA committment to the joint seminar. Apparently, the
institution IIASA seems to be moving with too much political inertia and therefore may not be the best 
sparring partner for visionary scientific discussions with COE members. If one imagines a group of 
scientists in Europe with vividness and positive spirit like the COE members from Kyoto University, a 
joint seminar with such a group could have been even more productive.

The joint seminar is to be considered a very important milestone and without hesitation a very successful
one for the COE in that members found together even more closely and that by external influences a
fruitful scientific discussion took place.

It is my pleasure to congratulate the COE leaders to this success and wish the whole research team all 
the best for their future research agenda. With confidence I am looking forward to hearing more news
about this COE pushing new boundaries for science and engineering in complex mechanical systems.

 Martin Buss
Professor, Chair and Director
Institute of Automatic Control Engineering, M.Buss@ieee.org
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology 
Technische Universität München, Munich, Germany

155

第 3章　拠点活動報告



156

（２）招聘外国人研究者の若手研究者への助言
　本拠点では，招聘研究者制度により，多くの海外著名研究者を招聘している . 一定期間滞在する招聘研究

者に対して，大学院における特別講義と共に大学院学生を含む若手研究者に対する個別研究指導，「招聘研

究員による個別研究指導制度」，を企画し実行している . 招聘研究者から若手研究者に寄せられた助言のいく

つかを紹介する .
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VISITING PROFESSOR REPORT

ACTA-Vrije Universiteit
Jenneke Klein-Nulend

Period of visit: 14-30 October, 2006
Host university: Kyoto University, Dept Mechanical Engineering & Science
Hosts: Professor Masaki Hojo
 Associate Professor Taiji Adachi
 Associate Researcher Mototsugu Tanaka

1.  General

This is a report written to report on my visit from October 14 to 30, 2006, to the Department of 
Mechanical Engineering & Science, Kyoto (Prof. Taiji Adachi, Prof. Masaki Hojo, Dr. Mototsugu 
Tanaka). Prof. Adachi and Dr. Tanaka’s research on the response of osteocytes to mechanical 
loading is a research area involving many academic disciplines. For example, I am a biologist and 
Prof. Adachi and Dr. Tanaka are engineers, and the basic problems we are trying to address in our 
research have application in promoting the long term stability of bone implants, osteoporosis, and 
long term space fl ight. The basis of my visit comes from the contributions of Prof. Adachi and Dr. 
Tanaka to our common research area.

For the last couple of years, Prof. Adachi and Dr. Tanaka have studied the biochemical response of 
osteocytes to localized mechanical loading. This work is basic as it is directed at determining the 
mechanosensory system in bone, that is to say, the physiological system that converts information 
on the mechanical loading of a bone into a signal that activates or deactivates bone cells in the 
process of adding or resorbing bone tissue. The time varying mechanical loading of the bone causes 
the bone fl uid to fl ow and the fl owing bone fl uid excites the osteocytes. The osteocytes are the bone 
cells buried in bone; they are located in a connected system of passages through which bone fl uid 
fl ows.

Prof. Adachi and Dr. Tanaka have shown that the biochemical response of osteocytes is very 
sensitive to localized mechanical deformation. The implications of the results are quite signifi cant. 
It means that physical activity of the body (e.g., running, walking, etc.) is sensed by the bone cells. 
Prof. Adachi’s and Dr. Tanaka’s work has been a valuable contribution to the development of our 
understanding of the mechanical adaptation of bone.

The quality of the group’s work of Prof. Adachi and Dr. Tanaka is excellent, that their research 
is directed at important problems and that they are making significant contributions toward the 
solution of these problems.
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I will be happy to collaborate on their studies to determine osteocyte responsiveness to mechanical 
loads. Specifi cally, I will search for possibilities to collaborate on effects of microgravity conditions 
on osteocyte mechanoresponsiveness in space fl ight studies.

I will be happy to host Prof. Adachi and Dr. Tanaka in Amsterdam within the coming year, if 
possible, in order to also introduce them into the research performed by our group in Amsterdam, 
which defi nitely helps to build a collaboration. 

2.  General impression of department

My impression of the research group as a whole, as well as the individual scientists and students, 
is excellent. The education program for PhD students appeared strong. The department was a 
knowledge environment. I was encouraged to help/support MSc and PhD students, as well as post-
docs. The MSc and PhD students and post-docs were eager to learn from me, and to exchange ideas.  

Our mutual interest in the topic of bone adaptation and regeneration has made my visit to the 
department as a visiting professor highly interesting. I was ensured access to key leaders in the fi eld 
(a.o. Prof. Kamioka and Prof. Takano-Yamamoto from Okayama University), and to an international 
group within which to network and learn.

3.  Premier department

The department visited is a premier mechanical engineering and science department and has 
dedicated itself to studying the fi eld of bone adaptation and regeneration for the last decade. The 
department hosted me as a visiting professor to explore the complex mechanosensory mechanism of 
osteocytes in bone remodeling.

4.  Innovative research

The department has been most innovative in the fi eld of nano-biomechanics (Prof. Adachi and Dr. 
Tanaka), and its international reputation is outstanding. Publications from the department appear 
in first rate journals, and the department holds regular meetings distinguished for their scientific 
content, to serve its students. The department has provided support to me in that it organized 
meetings with the MSc and PhD students who are working in highly interesting specialty fi elds.
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5.  Lecture

I presented a lecture on the cell biology of mechano-adaptive bone remodeling, which was very well 
received. The audience showed great interest and there was a lively discussion. The combination of 
my own lecture with the lectures by Dr. Bacabac (Amsterdam) and Prof. Kamioka (Okayama) in 
one symposium was highly interesting, since it provided an excellent overview for the audience.

6.  Visit to Okayama University

Prof. Kamioka and Prof. Yamamoto hosted me in Okayama. I presented here also a lecture on 
the cell biology of mechano-adaptive bone remodeling, and received a similar response from the 
audience as in Kyoto (see above). Several PhD students were invited to present their scientifi c work 
to me, which enabled me to provide my input. My impression was here too that the students were 
keen on hearing my ideas, and that their work was of excellent quality.

7.  My specifi c activities while at Kyoto University

• I presented a lecture during the special symposium.
• I had meetings with: Prof. Hojo, Prof. Adachi, Dr. Tanaka.
• I had a meeting on osteocyte mechanosensing with the Bio-experimental group (Prof. Adachi, Dr. 
Tanaka, Dr. Bacabac, Ms Aonuma, Mr Ito, Prof. Klein-Nulend). During this meeting, Dr. Tanaka 
gave a presentation on the calcium response in isolated chicken osteocytes and osteoblasts to direct 
deformation. A microneedle was used to explore the mechanosensory mechanism in the osteocytes. 
Emphasis was on the importance of the actin cytoskeleton in this process, and the location of 
mechanical stimulation of the osteocyte (cell body or cell process). In addition, 13-day chicken 
calvariae, which were partly decalcifi ed, were used to study the calcium response of osteocytes in 
their natural 3D environment. Another presentation was given by Dr. Bacabac to summarize his 
work on calcium and nitric oxide signaling in osteocytes.
• I had meetings with the following students:
　　Mr Ito, 2nd yr MSc student. He works on the mechanosensory system in bone. He performs 
mechanical stimulation by microneedle of primary osteocytes in whole 13-day-old chicken calvariae 
and measures the calcium response.
　　Ms Aonuma, 2nd yr MSc student from Kobe University. She works on the relation between 
mechanical stimulation by localized deformation and the calcium signaling response in single 
isolated osteocytes. She compares the calcium response after mechanical stimulation by microneedle 
of the cell body and the proximal base of a cell process.
　　Mr Okeyo, 2nd yr MSc student. He works on keratocyte cell motility – the role of actin 
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dynamics in micropodia. He found that the calcium infl ux into a cell causes contraction, and focal 
adhesion assembly causes retraction.
　　Mr Shimada, 2nd yr MSc student. He studies actin monomer polymerization to actin fi lament 
by a Brownian dynamics method. The calculation costs of this method appear low in comparison 
with that of the molecular dynamics method.
　　Mr Suzuki, 1st yr MSc student. He studies bone defects and the use of biodegradable polymers.
　　Mr Kameo, 1st yr MSc student. His work is on fl uid fl ow in trabecular bone remodeling.
　　Mr Matsudo, 2nd yr MSc student. His work is on molecular dynamics simulation of actin 
polymerization. 
　　Mr Matsushita, 4th yr BA student. 
　　Mr Yasumuro, 2nd yr MSc student. He attempts to construct nano-structural elements using 
single-stranded DNA. His goal is to use biomaterials in tissue engineering, 1) construct nano-
structural elements using single-stranded DNA, and 2) using biostructures to make mechanical 
systems. He uses two approaches: 1) top-down approach (lithography), and 2) bottom-up approach 
(lego). Self assembly of blocks (single stranded DNA) are important for 1) design, 2) fabrication, 
and 3) assembly. 
　　Mr Ueda, 2nd yr MSc student; Yukiko Maruoka, 4th yr BA student. They work on liposomes, 
as microreactor. Polymerization of actin occurs within a liposome. Their goal is to make fascin 
protein from DNA in vitro.
　　Mr Yokota, 4th yr BA student. His goal is to develop a device to stimulate an osteocyte process 
by fl uid fl ow. This micro-fl uid device has to be transparent, and control adhesion of osteocytes to the 
device. Furthermore, the dimensions need to be similar as in vivo. He uses poly-dimethyl-siloxane 
(PDMS), which is transparent, durable, and not toxic for cells.
　　Ms Kihira, 4th yr BA student. She studies actin expression in liposomes.
　　Mr Inoue, RIKEN postdoctoral fellow. His work is focussed on keratocyte movement. He 
developes a simulation model from the viewpoint of dynamics. Actin polymerization drives the 
membrane, resulting in motility. He explains the mechanism of motility as follows: 1. Protrusion of 
membrane (lengthening membrane, and actin fi lament growth), 2. attachement of leading edge, 3. 
release of tail; retraction, 4. tail adheres to substratum, focal adhesion formation by tail. Currently 
he makes a simulation model for (1).
　　Mr Yamaoka, RIKEN postdoctoral fellow. He performs mathematical  physics. He works on the 
reduction of few bodies on basis of differential geometry, and is setting up mechanics of N-particles. 
Furthermore, he studies the relation shape change and system dynamics, and the generation of fi nite 
rotations by small vibrations. He works on computational cell biomechanics (with Prof. Adachi, 
Dr. Inoue, Dr. Sunaga, and Dr. Yamaoka). Dr. Yamaoka is performing the modeling of the actin 
fi lament, and the fi ber network. He addresses the question of polymerized elongation versus tensile 
elongation.
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　　Mr Tawara, postdoctoral fellow. 
　　Ms Sunaga, research associate.

8.  Plans for continuing collaboration

We will look into the possibilites of a research collaboration initiated by mutual visitation. In 
addition we wish to explore the possibilities for research collaboration via existing funding ties 
between Japan and The Netherlands.

9.  Personal impressions

I was highly impressed by the hospitality of the people at Kyoto University, as well as at Okayama 
University. During my stay at Kyoto University everybody was extremely friendly, and doing their 
utmost to make my stay very pleasant. I loved the tradions of Kyoto, the beautiful temples and 
shrines, it all has made an unforgettable impression on me!

My lecture at Kyoto University

Pottery making at Kurashiki with Prof. Kamioka

Dinner party with professors

Farewell party with students
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社会連携活動
統括班（社会連携活動担当）　松久　寛

Abstract: Joint seminars with engineers and researchers working in industries were held for 
24 times mainly in Tokyo area. Each seminar had about 40 participants. The outcomes of the 
COE project were presented and many suggestions were given and the good relationhsips 
between university and industries were established. The seminars helped to know the 
practical needs and to promote the academic fruits to be applied in the practical use. 
Key words: Joint seminar, industries.

1. はじめに

　21世紀 COE プログラム「動的機能機械システムの数理モデルと設計論」では，多くの研究を行うと

ともに，若い研究者と院生の育成を行ってきた．また，その成果を社会に提示し，社会からの評価や

批判を得るために社会連携セミナーを開催してきた．

2. 社会連携セミナー開催記録

　第１回　2004.7.23，学士会館 ( 東京 )

　・21世紀 COE システム制御設定グループの研究概要と研究事例紹介，

　　　京都大学　機械理工学専攻教授　椹木 哲夫　

　・神経系を考慮した人の歩行と歩道橋の連成振動学，

　　　京都大学　機械理工学専攻教授　松久　寛

　第 2回　2004.9.24，学士会館 ( 東京 )

　・21世紀 COE システム複雑流体現象の解明とそのモデルリンググループの研究概要と研究事例紹介，

　　　京都大学　機械理工学専攻教授　小森　悟　

　・複雑乱流場の渦構造と混合，

　　　京都大学　機械理工学専攻教授　木田　重雄

　・大型回転機械のすべり軸受けの開発を振り返って

　　　三菱重工業（株）　先端技術開発センター　センター長　小澤　豊

　第 3回 2004.12.10，学士会館（東京）

　・マイクロシステムとしてのマイクロTASデバイスとミリ波用マイクロアンテナとスイッチング素子

　　　京都大学　機械理工学専攻教授　小寺　秀俊

　・表面電界効果を用いたマイクロマニピュレーション

　　　東京大学　工学系研究科機械工学専攻教授　鷲津　正夫

　・燃料電池車両の現状と固体高分子型燃料電池の技術課題

　　　富士写真フイルム ( 株 )　生産技術本部主任研究員　宮窪　博史

165
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第 4回 2005.1.29，学士会館（東京）

　・「動」と「静」の解析 －　文化遺産の 3次元デジタルアーカイブ －

　　　東京大学　大学院情報学環教授　池内　克史

第 5回 2005.3.7，学士会館（東京）

　・複雑系と材料力学

　　　京都大学　機械理工学専攻教授　北村　隆行

　・薄膜のナノ形態の制御と機能

　　　京都大学　機械理工学専攻助教授　鈴木 基史

　・(2㎡の液晶基板で基板間ギャップバラツキ 100 ナノメーター以下に挑む精密技術 )

　　トランサーシステムによる大型液晶用カラーフィルターの生産方式

　　　富士写真フイルム ( 株 )　 秋好　寛和

第 6回 2005.4.23，D－スクエア：デンソー社員クラブ ( 愛知刈谷 )

　・機械加工における計測と制御　- 熟練技術への挑戦

　　　京都大学　機械理工学専攻教授　松原　厚

第 7回 2005.7.22，学士会館（東京）

　・ポスト人間中心の自動化設計

　　　京都大学　機械理工学専攻教授　椹木 哲夫

　・無駄の役割

　　　京都大学　国際融合創造センター　教授　富田　直秀

　・持続性社会構築を目指す鉄鋼技術

　　　新日本製鐵株式会社（技術開発本部）フェロー　松宮　徹　

第 8回 2005.9.16，学士会館（東京）

　・プラズマを用いた超微粒子加工技術と宇宙マイクロ・ナノ工学

　　　京都大学　航空宇宙工学専攻　教授　斧　高一

　・格子ボルツマン法による複雑流れのシミュレーション

　　　京都大学　航空宇宙工学専攻　教授　稲室　隆二

　・イオン電流計測を用いたフォーミュラー１エンジンの燃焼モニタリングシステム

　　　本田技術研究所　アドバンスドパワープラントリサーチブロック　島崎　勇一　

第 9回 2005.11.19，学士会館（東京）

　・粉末粒子材料の複雑挙動の解析

　　　京都大学　マイクロエンジニアリング専攻講師　津守　不二夫

　・微小低次元構造体の界面破壊

　　　京都大学　マイクロエンジニアリング専攻助手　平方　寛之

　・機械技術の活用による熱間エンドレス圧延技術の開発

　　　JFE 技研株式会社　機械研究部　部長　北浜　正法

第 10回 2006.1.20，学士会館（東京）

　・ゴンドラの減遥装置の開発 ( 高校で習う力学のみを使った発明 )
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　　　京都大学　機械理工学専攻　教授 　松久　寛

　・新しい付加価値を持つ製品を生み出すための最適設計

　　　京都大学　航空宇宙工学専攻　助教授 　西脇　眞二

　・ユビキタス社会を実現するモバイル通信技術

　　　株式会社ＮＴＴドコモ ネットワーク研究所　今井　和雄

第 11回 2006.3.25，東邦ガス　栄ガスビル ( 名古屋 )

　・関節と血管と機械工学

　　　京都大学　再生医科学研究所　教授 　池内　健教

第 12回 2006.4.22，東邦ガス　栄ガスビル ( 名古屋 )

　・最適設計の歴史とその基本的な考え方

　　　京都大学　航空宇宙工学専攻　助教授　 西脇　眞二

第 13回 2006.6.30，学士会館（東京）

　・固体酸化物型燃焼電池 (SOFC) の概要とその熱管理技術

　　　京都大学　航空宇宙工学専攻　教授　吉田　英生

　・水素の燃焼特性とそのエンジン利用

　　　京都大学エネルギー変換科学専攻　助教授　 川那辺　洋

　・航空エンジンとその材料について

　　　石川島播磨重工業株式会社航空事業本部副本部長　今井　和雄

第 14回 2006.9.15，学士会館（東京）

　・システムの信頼性・安全性への工学的アプローチ

　　　京都大学　航空宇宙工学専攻　教授　幸田　武久

　・航空安全情報を用いたリスクマイニング

　　　㈱日本航空インターナショナル運行技術部次長　寺田　昭

　・先進複合材料の破壊機構－航空機構造材料からの再生医療へ－

　　　京都大学　機械理工学専攻　教授　北條　正樹

第 15回 2006.11.24，学士会館（東京）

　・最近の工作機械に関連する新しい機構・制御・計測について

　　　京都大学マイクロエンジニアリング専攻 助教授　茨木　創一

　・多様化・複雑化するエンジン燃焼

　　　京都大学エネルギー変換科学専攻　教授　石山　拓二

　・IBM GTO(Global Technology Outlook)2006-IT 技術の今後の方向

　　　日本アイ・ビー・エム株式会社　ソフトウェア開発研究所　STSM　土屋　昌一

第 16回 2007.1.28，学士会館（東京）

　・熱と光と温度の話

　　　京都大学　機械理工学専攻　教授　牧野　俊郎

第 17回 2007.3.9，東京住友クラブ

　・技能継承におけるアナログとデジタル：徒弟制度かコンピュータ化か
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　　　京都大学　情報学研究科システム科学専攻　助手　　塩瀬　隆之

　・NEDOナショナルプロジェクト『環境調和型超微細粒鋼創製基盤技術の開発』

　　(PROTEUS-PJ) について　超微細粒熱延薄鋼板製造 SSMRプロセス基盤技術の開発成果と

　　材料特性調査結果

　　　住友金属総合技術研究所 鋼板プロセス研究開発部 部長　佐々木　保

　・不便益－不便の効用に着目したシステム論に向けて－

　　　京都大学　情報学研究科システム科学専攻　助教授　　川上　浩司

第 18回 2007.3.24，九州国立博物館

　・科学技術が支える美の世界

　　　京都大学　国際融合創造センター教授　　井手　亜里

第 19回 2007.4.22，㈱森精機製作所　

　・ロボットと人間をつなぐもの

　　　京都大学　機械理工学専攻　准教授　　　横小路　泰義

第 20回 2007.5.21，東京住友クラブ

　・単結晶製造プロセスと材料強度に関する研究

　　　京都大学　機械理工学専攻　教授　　宮崎　則幸

　・エレクトロニクス実装部の信頼性設計

　　　京都大学　機械理工学専攻　准教授　池田　徹

　・シガレット製造機の高速化に寄与した２つの大発明

　　　日本たばこ産業株式会社　顧問　　奥本　裕

第 21回 2007.9.28，東京住友クラブ

　・市場メカニズムの新しい使い方　―予測市場システムとその需要予測への応用―

　　　京都大学　機械理工学専攻　講師　　水山　元

　・企業通貨　～ポイント・エコノミー時代の到来

　　　住野村総合研究所　コンサルティング事業本部　情報通信・金融戦略担当　　吉川　尚宏

　・材料組織における形の由来：球と多面体のあいだの形状を持つ合金中の微粒子

　　　東京工業大学大学院総合理工学研究科　教授　　尾中　晋

第 22回 2007.11.16，東京住友クラブ

　・機械部品の測定精度保証と超高精度アーティファクト（マスターゲージ）

　　　京都大学　機械理工学専攻　准教授　　小森　雅晴

　・デジタルカメラ用光学系

　　　キャノン株式会社　イメージコミュニケーション事業本部 光学技術企画部長　　小山　剛史

　・波動現象と共同研究の事例紹介

　　　京都大学　機械理工学専攻　准教授　　　宇津野秀夫

第 23回 2008. 1.26，学士会館（東京）

　・技術の持続可能性

　　　環境情報アナリスト 石田靖彦
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　・昔と今の歯車のお話

　　　京都大学名誉教授　　久保愛三　

第 24回 2008. 3.7，東京住友クラブ

　・未定　

　　　京都大学助教　　中嶋薫

　・未定　

　　　大阪大学准教授　　土井謙太郎

　・未定　

　　　ソニー　　未定

3. 総括

以上のように 24回の社会連携セミナーを主に東京で開催してきた．毎回４０名ほどの企業の技術者を

主とする参加者があった．これによって，大学での研究を紹介するとともに，企業技術者からの広い

視野からの助言を多く得られた．なお，上記以外に京都においても同窓会活動の一環として，産学交

流会を年に 3回ほど開催しており，同様の成果を得ている．これらの活動によって，COE プロジェク

トを含む研究成果の社会還元をするとともに，研究のヒントとなる社会のニーズが取得された．また，

社会に開かれた大学の形成に貢献したといえる．

社会連携セミナーの一風景
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今後の展開
拠点リーダー　椹木 哲夫

（1）研究活動　－新しい応用力学創出に向けて－
　複雑系機械工学の教育，それは一つには，特定分野に領域化した基礎科学としてモノを中心に捉える要素

工学であり，アナリシスである．そしていま一つは，実用に供する人工物やコトを設計するためのシステム

工学であり，シンセシスである．機械工学の研究者・技術者の教育には，この両輪は必須である．本拠点で

複雑系機械工学の概念を提起した当初の動機は，現状での機械工学分野が，どちらかと言えば，成熟し高度

に進化した学問領域となってしまっており，それが故にそれぞれの小さな分野でタコ壺化が進み，概念の共

有が難しくなってきていることに対する問題認識であった．このような認識に鑑み，本拠点では，単なる複

数学理の複合化ではなく，統合による新たな学理の創出を「基礎研究型共同研究」として推進することに重

きをおいた．そのために，個々の研究者の自主的で自由な研究活動を基盤に，活発な領域間対話と緊密な情

報交換を日常化していくことで，個別領域の「知の相互関係」を学生が自ら見出し得るための環境を設計し，

実践してきた．

　20世紀の機械工学を「力学」をベースとした学問領域と位置づけるならば，21世紀の機械工学は，「力学，

複雑さ，情報」を基礎概念とする 21世紀の応用力学の体系化であり，それぞれ機能を異にする系が相互関

連をもって全体を維持することに注目する新たなシステム観に立つ学術分野の展開であろう．これまでの機

械工学が，関係性抜きの静的実在，目に見える実体を扱ってきたのに対して，複雑系機械工学で目指してき

たのは，個と全体，時空との関連のなかで生成活動する “ 関係的 ” 実在を対象とし，あらゆるシステムのも

つダイナミクスに注目すること，これこそが「動的機械システム」の拠点名称に託された趣旨でもある．

　今後は，材料・熱流体・制御分野の伝統的な力学に基盤をおく従来の機械系に加え，不安定性と自浄的循

環を特徴とする地球環境系，ミクロ構造とマクロ物性を特徴とする物質系，多様性と自己維持を特徴とする

生体系，そして相互作用と組織性を特徴とする人間機械系をも取り込むことで，環境との調和のなかで自律

的適応を実現している力学現象の解明と，その創成についての研究の展開を目指していく．手法の適用範囲

の拡大による学際拠点ではなく，機械工学が規範とする「力と運動」による構成式の力学的・数理的立式の

ディシプリンに則った知の統合化をはかっていくことで，新たな応用力学研究の世界的拠点を形成し，技術

を可能にする科学知識と機械工学での規範と論理とが結びついた機械工学に固有な理工学拠点の形成が可能

にあると考える．

（2）若手研究者育成活動
　　－新しい教育プログラムの創設と教育理念－
　現在，工学研究科で進めている大学院教育制度改革では，博士課程の前後期連携型教育プログラムの実施

に向けた取組みが進行中である．これには以下の 2つのコースが設けられることになっている．

173



　A. 融合工学コース（専攻横断型教育プログラム）

既存の専攻・学術分野を横断する分野，境界分野において真理の探求，学術の発展に貢献できる人材

教育を目的とし，上述のインテックセンターの中に高等研究院と併設して新設される高等教育院にお

いて教育を実施する．

　B. 高度工学コース（単独専攻型教育プログラム）

これまでの専攻単独での博士後期課程プログラムに代わるもので，既存の専攻・学術分野において真

理の探求，学術の発展に貢献できる人材教育を目的とする．

いずれのコースにおいても，その教育目的は，修士課程・博士後期課程を連携させ，在籍期間を 5年，4年，

3年とする 3コースを開設し，長期的な視点から，教育 ･研究目的に応じたカリキュラムを設計し，計画

的に学修 ･研究に取り組ませることである．各系専攻で既設の豊富な講義科目のみならず，実験 ･演習 ･

セミナー科目，高等研究院や連携企業，国際機関等における ORT（On the Research Training）やインター

ンシップ等，系専攻 ･学術分野の特徴に応じて，より幅広い学識と国際性を修得させ，研究を通じた教育

を介して，新しい研究分野において研究チームを組織し，新たな研究をリードすることのできる研究者を

育成することを目的とするものである．

　上記の融合工学コースとしては，工学研究科全体で現在 5つの分野の開設が検討されているが，その中

にあって本拠点は，「応用力学分野」ならびに「生命・医工融合分野」の 2分野において主導的役割を担っ

ており，本拠点活動で進めてきた研究教育の成果が，今後これらのプログラムにおいて組織化され，具現

化されることになっている 1．また，工学研究科のもとには，既存の系・専攻を横断する新しい研究分野に

対応するための専攻横断型の研究組織として設置されている高等研究院があり，本拠点でも既に５年の活

動実績を有するが，来年度からの第２期活動では，本拠点から「流体理工学」と「融合ナノ基盤工学」の

部門を設置し，On the Research Training の機会を提供することになっている．高等研究院で得られた横

断的な最先端の基礎研究の内容を，速やかに研究科レベルで整備する教育制度のもとにカリキュラム化し，

他方，機械工学の基盤をなす体系的基礎学理は既存専攻がその教育と研究に当たるという，三位一体での

教育研究体制が可能になると考える．

　本拠点での教育活動の展開，そして上述の大学院改革を推し進めていくためには，これまでの大学・大

学院教育での問題点の抽出から始めなくてはならない．学術分野が成熟し，教える内容の専門化が進めば

進むほどに，その内容は幾重にも分断されてしまい，その結果，学生には個々の学習の背後にある全体的

な学習が保障されず，真の意味での「学び」というものが成立しなくなってしまうという難しさがある．

本拠点ではこの問題を克服するべく，「複雑系機械工学」という共有概念を打ち出し，これまでの機械工学

を統合化したプログラムとして研究・教育活動を展開してきた．そこでの教育理念は以下の点にまとめら

れる．

　まず本拠点教育で心がけたのは，機械工学の教育が依ってたつところの「知識観」の再構築である．機

械工学，とりわけシンセシスを扱う領域では，知識の枠組みあるいは法則を注入し，それに基づいて具体

的に知識を運用するという教育手法が当て嵌まりにくい．このような教育の最も得意とする知識は，実体

化されやすい知識であり，概念化の容易なものに限られる．一方，機械工学の技術者には，細分化されて

いく個別分野の「知の相互関係の探求」が求められる．いわば，知識を「関係主義的」に捉える立場であり，

現実の問題に実践的にかかわる中で立ち現れてくる知識である．このような知識の多くは，自らが具体的
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な事実を抽象あるいは捨象するなかで定立できてこそ，初めて新たな事象に適用しうるものになる．実験的

研究と数学的解析を結合して得られる知識，抽象性と具象性の橋渡しができる能力を涵養していくこと，こ

れが本拠点での教育でまず目指してきたところである．

　教育理念の第二は，基礎研究型共同研究方式のための教育実践である．そこでは，プロジェクト型共同研

究のための教育とは異なり，教えるものが到達すべき目標をその都度明確に提示することが難しく，また育

成途上で目標を拡大させていくにしても，単に下位の目標から順次上位の目標をめざすというような「直線

的」なものにはなりにくい．そこでの教育目標は，ある程度構造化されている全体的なモデルに，習得のプ

ロセスでその都度教わる側が納得をし，実感として捉えられたものを取り込み，モデル全体を生成的に拡大，

充実させていくといった非直線的，質的，スパイラル的なものになる．これは，限られた期間内で効率的に

教え込むための教育を実施していく現行のカリキュラム教育システムとは相反する側面であり，その成否は，

教わる側の自らの解釈の努力をいかに引き出せるかに大きく依存することになる．そのために本拠点教育で

は，鳥瞰的に複数の分野を見渡せ，「違いを見る」というよりは「同じところを見る」という視点の持ち方

のできる能力，個別シーズを突き詰めるだけでなく，その問題の本質を捉えて抽象化・一般化した問題とし

て定立することで，新たな別のニーズとの有機的な関係を見いだすことができる能力の涵養を目指してきた．

　第三に，複雑系機械工学の人材育成では，閉ざされた世界ではなく，開かれた世界を対象にしなければな

らないが故の難しさがある．これまでの自然科学は，経験とか事象を「モノ」として対象化することで優れ

た成果をあげてきた．これに対して機械工学の技術者が向き合うのは，その理論が捉える世界とともに，役

に立つ知識，使いやすい知識を拠り所とする世界も併せて捉えていかねばならない．良質のプラグマティズ

ムに支えられた実証的科学としての機械工学の基盤知識の整理と体系化が求められる所以である．今後の本

拠点教育では，問題提起能力や抽出力，そしてそれを解決するための技術の構成能力を有する人材，いわば

知識を使いこなすための方法の訓練を積んでいる人材の養成にも重きを置いた育成が必要になることにも留

意していかねばならない．

1：工学研究科 融合工学コースとして検討されている分野としては，上記の２分野以外に，「発展的持続性社会基盤工学
分野」，「物質機能・変換科学分野」，「人間 ･環境 ･デザイン分野」がある．
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本拠点形成に貢献した研究者

統計データ集

英文概要：以下の会議でポスター展示
Third Asian-Pacifi c Congress on Computational Mechanics in conjunction with 
Eleventh International Conference on the Enhancement and Promotion of 
Computational Methods in Engineering and Science (APCOM’07‒EPMESC XI) 

held in Kyoto, Japan during December 3-6, 2007.

特定非営利活動法人「横断型基幹科学技術研究団体連合」第 2回横幹連合コン
ファレンス，京都大学百周年時計台記念館，2007 年 11 月 29-30 日．
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講座名 分野名 氏名 職名 ( 異動前の職名 ) 現職 異動の時期 備考
複雑系の数理解析研究グループ

応用解析学講座

磯 祐介 教授
木上 淳 教授
日野 正訓 准教授
久保 雅義 講師
若野 功 講師
藤原 宏志 助教
東森 信就 COE 研究員・特任助教
西田 吾郎 COE 研究員・京都大学

名誉教授
三井 斌友 COE 研究員・名古屋大

学名誉教授
安部 公輔 (COE 研究員・特任助手 ) 九州大学 学術

研究員
2007 年 4月

複雑系力学 非線形力学
船越 満明 教授
田中 泰明 准教授
金子 豊 助教

複雑系力学 複雑系数理

藤坂 博一 教授 2007 年 8月 逝去
宮崎 修次 講師
筒 広樹 助教
藤原 直哉 (COE 研究員 ) JSPS 研究員 2007 年 10 月
大内 克哉 (COE 研究員・神戸芸術

工科大学助教授 )
同志社大学准
教授

2004 年 3月

複雑系構成論 複雑系基礎論

西村 直志 教授
青柳 富誌生 講師
原田 健自 助教
野木 達夫 ( 教授 ) 京都大学名誉

教授
2004 年 3月

複雑系構成論 知能化システム
山本 裕 教授
藤岡 久也 准教授
永原 正章 助教
複雑流体現象の解明とそのモデリング研究グループ

流体理工学 分子流体力学
青木 一生 教授
髙田 滋 准教授
小菅 真吾 助教

航空宇宙基礎工
学 流体力学

稲室 隆二 教授
大和田 拓 准教授
杉元 宏 講師

航空宇宙基礎工
学 推進工学

斧 高一 教授
江利口 浩二 准教授
太田 裕朗 助教
節原 裕一 ( 助教授 ) 大阪大学教授 2004 年 6月
高橋 和生 ( 助手 ) 京都工芸繊維

大学准教授
2004 年 3月

流体理工学 流体物理学
木田 重雄 教授
花崎 秀史 准教授
後藤 晋 助教

流体理工学 環境熱流体工学

小森 悟 教授
黒瀬 良一 准教授
伊藤 靖仁 助教
長田 孝二 ( 講師 ) 名古屋大学准

教授

本拠点形成に貢献した研究者
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講座名 分野名 氏名 職名 ( 異動前の職名 ) 現職 異動の時期 備考

航空宇宙基礎工
学 流体数理学

永田 雅人 教授
野口 尚史 助教
河原 源太 ( 助教授 ) 大阪大学教授 2005 年 9月
板野 智昭 ( 助手 ) 関西大学講師 2005 年 4月

機械材料力学 熱材料力学 中部 主敬 教授
巽 和也 助教

物性工学 熱物理工学
牧野 俊郎 教授
松本 充弘 准教授
若林 英信 助教

航空宇宙システ
ム工学 熱工学

吉田 英生 教授
岩井 裕 准教授
斉藤 元浩 助教
金丸 一宏 ( 助手 ) 2005 年 3月 退職
鳥羽 良明 COE 研究員・東北大学

名誉教授
西岡 通男 COE 研究員・大阪府立

大学名誉教授
鈴木 直弥 COE 研究員

複雑構造材料の特性解析研究グループ

ナノサイエンス 量子物性学

立花 明知 教授
瀬波 大土 助教
谷村 省吾 ( 講師 ) 京都大学 准教

授
2003 年 9月

中村 康一 ( 講師 ) 立命館大学 
NEDO研究員

2006 年 9月

土井 謙太郎 ( 助教 ) 大阪大学講師 2007 年 12 月

物性工学 光工学

蓮尾 昌裕 教授
藤本 孝 ( 教授 ) 京都大学名誉

教授
2005 年 3月

岩前 敦 ( 助教 ) 日本原子力研
究開発機構

2007 年 12 月

物性工学 材料物性学

北村 隆行 教授
澄川 貴志 講師
梅野 宜崇 ( 講師 ) 東京大学准教

授
2006 年 10 月

平方 寛之 ( 助手 ) 大阪大学准教
授

2007 年 3月

尚 福林 (COE 研究員 ) 西安交通大学
教授

2005 年 8月

鄭 盛民 (COE 研究員 ) KOREA IN-
STITUTE OF 
CERAMIC ENG. 
& TECH. 研究
員

2007 年 7月

土井 佑介 (COE 研究員 ) 大阪大学助教 2005 年 6月
久島 祥嘉 (COE 研究員 ) マサチュー

セッツ工科大
学 研究員

2007 年 5月

構造材料強度学

野島 武敏 助教
杉山 文子 助教
川原 琢治 ( 教授 ) 京都大学名誉

教授
2005 年 3月 退職

小川 欽也 ( 講師 ) 2006 年 3月 退職

ナノサイエンス ナノ物性工学
木村 健二 教授
鈴木 基史 准教授
中嶋 薫 助教
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講座名 分野名 氏名 職名 ( 異動前の職名 ) 現職 異動の時期 備考
バイオエンジニ
アリング

バイオマイクロ
システム工学

井手 亜里 教授

機械材料力学 適応材料力学

北條 正樹 教授
安達 泰治 准教授
井上 康博 助教
田中 基嗣 ( 助手 ) 金沢工業大学

講師
2007 年 3月

機械材料力学 固体力学
宮崎 則幸 教授
池田 徹 准教授
松本 龍介 助教

ナノシステム創
成工学

ナノメトリック
ス工学

小寺 秀俊 教授
神野 伊策 准教授
津守 不二夫 講師
宮野 公樹 特任講師
鈴木 孝明 助教
城山 友廣 助教
桑島 修一郎 特任助教

ナノシステム創
成工学

ナノ・マイクロ
システム

田畑 修 教授
土屋 智由 准教授
菅野 公二 助教

マイクロシステ
ム創生

マイクロ加工シ
ステム

島 進 ( 教授 ) 2005 年 8月 逝去
田中 和人 ( 講師 ) 同志社大学准

教授
2005 年 3月

津守不二夫 ( 助手 ) 京都大学講師 2005 年 7月 拠点内での
異動

正脇 謙次 ( 助手 ) 2005 年 3月 退職
機械材料力学 機械材料設計学 箕島 弘二 ( 助教授 ) 大阪大学教授 2004 年 3月

複雑系の制御・設計論研究グループ

機械力学 メカトロニクス

横小路 泰義 准教授
吉川恒夫 ( 教授 ) 京都大学名誉

教授
2005 年 3月

山本 穣 ( 助教 ) 2004 年 3月

機械システム創
成学

機械システム創
成学

椹木 哲夫 教授
中西 弘明 講師
堀口 由貴男 助教
田 雅杰 COE 研究員

航空宇宙システ
ム工学

最適システム設
計工学

吉村 允孝 教授
西脇 眞二 准教授
泉井 一浩 助教

機械力学 振動工学

松久 寛 教授
宇津野 秀夫 准教授
山田 啓介 助教
朴 正圭 ( 助手 ) ＬＧ電子 2005 年 2月

航空宇宙システ
ム工学 制御工学

市川 朗 教授
幸田 武久 准教授
青井 伸也 助教
中西弘 明 ( 助教 ) 京都大学講師 2006 年 8月 拠点内での

異動



182

講座名 分野名 氏名 職名 ( 異動前の職名 ) 現職 異動の時期 備考

航空宇宙力学

杉本 靖博 助教
土屋 和雄 ( 教授 ) COE 研究員・

京都大学名誉
教授

2007 年 3月 前拠点リー
ダー

梅田 吉邦 ( 助手 ) 2005 年 3月 退職
辻田 勝吉 ( 助手 ) 大阪工業大学

准教授
2005 年 3月

青井 伸也 (COE 特任助手 ) 京都大学 助教 2007 年 3月 拠点内での
異動

早川 朋久 (COE 研究員 ) 東京工業大学
准教授

2004 年 3月

バイオエンジニ
アリング 医療工学 富田 直秀 教授

山本 浩司 COE 研究員

生産システム工
学

生産システム工
学

水山 元 講師
山品 元 ( 教授 ) 京都大学名誉

教授
2006 年 3月

マイクロシステ
ム創成 精密計測加工学

松原 厚 教授
茨木 創一 准教授
垣野 義昭 ( 教授 ) 京都大学名誉

教授
2004 年 3月

機械力学 機械機能要素工
学

小森 雅晴 准教授
野中 鉄也 助教
久保 愛三 ( 教授 ) 京都大学名誉

教授
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統計データ集 *

* 平成 19年度については 11月末の時点でのデータである．
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Complex Fluid Mechanics Research

Temporal evolution of a fluid blob

Efficient Mixing

Flow inside a Precessing Sphere

Molecular simulation of impingement of 
a nano-scale droplet on solid surface

Instability and bifurcation of rarified fluid

Main members: S. Komori (Leader), K. Aoki, T. Inamuro, S. Kida, T. Makino, M. Nagata, K. Nakabe, K. Ono, and H. Yoshida

Scalar transfer across the air-water 
interface in a wind-wave tank

M u l t i s t a g e  r e f o r m e r

Simulation of droplet collision dynamics by 
the lattice Boltzmann method (LBM) 

Mesoscale structure of SOFC
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Rotating plane Poiseuille flow

Natural convection in vertical slot

Transition from laminar to 
turbulence in parallel shear flow

Properties of Materials with Complex Structures

Materials Science in Mechanical EngineeringMaterials Science in Mechanical Engineering

Quantum mechanics of materialsQuantum mechanics of materials
Deformation and properties

Structures and properties

Adaptive materials and structureAdaptive materials and structure:
Bone functional adaptation by remodeling

Dynamics of cytoskeletal actin filament
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Polarization changes due to in-plane strains.
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Strain effects on surface ferroelactricity
Ferroelectrics PbTiO3

The study targeted here is centered on the modeling of 
materials system made up with “elemental formation of

internal structures” and through “interactions of the 
elements” in the “Complex Science”.

The study targeted here is centered on the modeling of 
materials system made up with “elemental formation of

internal structures” and through “interactions of the 
elements” in the “Complex Science”.

Our goal is to establish a common basis for dealing with 
“complexity” by reconsidering mechanical behaviors and 

functions of materials/structures from multi-physical aspects.

Our goal is to establish a common basis for dealing with 
“complexity” by reconsidering mechanical behaviors and 

functions of materials/structures from multi-physical aspects.

Mechanical behaviors of materials are highly dependent on 
the structure with multiscale hierarchy.

Atomic Level                Lattice Level       Cell (Grain) Level      Macro-Structure Level

Mechanical Strength & Material Properties

Fabrication & Functions Computer simulation of cancellous bone remodeling in Human 
proximal femur considering osteocyte network system

Mechanical Loading

Bone Formation & Resorption

Bone deformation (Mech)

Cellular activities (Biochem)
Mechanotransduction
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Multiscale modeling and simulation of cell crawling driven by 
dynamics of cytoskeletal actin filament from molecules to cell

Applied Analysis and Complex Dynamical Systems

The Scope of Our Research Digital Signal Processing based on Control Theory

We aim at establishing the theory of Complex Dynamical 
Systems from both science and  engineering  through  this 
COE program. To this end, we select our research topics as;

1. fractal and probability,
2. brain science,
3. analysis of chaos,
4. computational engineering,
5. signal processing based on control theory

Keywords
fractal, fractal geometry, chaos, probability, 
brain science, signal processing, non-linear physics, 
fluid dynamics, inverse problems, numerical analysis, 
computational engineering, fracture mechanics, 
applied analysis, control theory

A signal processing example is shown on the right: 

It is widely believed that the audible range is limited to 0-20kHz. Anything 
beyond is sharply cut via a low-pass filter. This is based on the well-known 
Whittaker-Shannon sampling theorem. This however has the following problems

•The Shannon formula is non-causal, it is not readily
applicable to sound reconstruction/recovery. 

• It is also argued that the Nyquist frequency 22.05kHz may 
NOT have a sufficient margin against the audible range.

To remedy these problems, we propose a new theory based on sampled-data 
control , which guarantees a digital filter (named YY filter) that optimally 
recovers the analog performance.  The theory have been applied to audio signal 
processing, image/video processing, signal compression, hearing aids, etc.

FFT of a digital audio signal
of MD (mini disc) with 66kbps 

DA converter with YY filter
implemented on TI C6713 DSP

FFT of reconstructed audio signal by YY filter. 
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