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2021年度東京支部運営委員 (敬称略・順不同) 

 

 

支部長 小嶋 徹也 東京高専 支部委員（群馬） 茂木 和弘 群馬大 

次期支部長 森永   聡 NEC 支部委員（学生会） 傘     昊 東京都市大 

庶務幹事 三好   匠 芝浦工大 支部委員 磯   和之 NTT 

庶務幹事  松田 崇弘 東京都立大 支部委員 長尾 竜也 KDDI総合研究所 

会計幹事 平   明徳 三菱電機 支部委員 永田 真斗 日立製作所 

会計幹事 吉田 智暁 NTT 支部委員 中村守里也 明大 

支部委員 大和田英成 NTT 支部委員 橋詰 泰彰 NTT 

支部委員 坂木 啓司 構造計画研究所 支部委員 服部 聖彦 東京工科大 

支部委員 孫     博 埼玉工大 支部委員 笹井 一人 茨城大 

支部委員 高橋 英憲 KDDI総合研究所 支部委員 外山   史 宇都宮大 

支部委員 樋野 智之 NEC 支部委員 牧野 浩二 山梨大 

支部委員 間邊 哲也 埼玉大 支部委員 今井 順一 千葉工大 

支部委員 村上   誉 NICT    

以上 25 名 

 

 

2021度東京支部学生会運営委員 (敬称略・順不同) 

 

 

代表 高栁 拓生 日大 委員 嶋田 理久 横浜国大 委員 蓮沼 栄太朗 拓殖大 

委員 石川 真聡 日大 委員 花澤 和明 横浜国大 委員 相澤 廣樹 拓殖大 

委員 山田 哲之 日大 代表 五木田 直樹 群馬大 委員 正能 健一 拓殖大 

委員 宇佐見 雄 日大 委員 米川 俊彰 群馬大 委員 高田 祐輝 拓殖大 

委員 伊藤 穂高 日大 委員 郊 王戊 群馬大 委員 深瀨 優介 都立産技高専 

委員 松本 卓才 日大 代表 伊藤 弘樹 電通大 委員 木村 理人 都立産技高専 

委員 鈴木 克典 日大 委員 有賀 高志郎 電通大 代表 篠原 楓 神奈川工科大 

委員 山口 拓人 日大 代表 大崎 友広 東京都市大 委員 日向 昭吾 神奈川工科大 

委員 古屋 菫 日大 委員 伊藤 樹 東京都市大 代表 栗田 真帆 東海大 

委員 開米 拓実 日大 委員 岡本 諒太 東京都市大 委員 田上 樹 東海大 

委員 榎澤 瑠奈 日大 委員 嘉山 永樹 東京都市大 委員 濱岡 弘生 東海大 

委員 有馬 明日香 日大 委員 田中 耀山 東京都市大 代表 本橋 宏彰 千葉大 

委員 榊 亜理沙 日大 代表 四宮 孝之 千葉工業大 委員 池田 慎吾 千葉大 

委員 荒瀬 健太 日大 委員 高橋 琴美 千葉工業大 代表 佐藤 呼春人 上智大 

委員 柴垣 裕紀 日大 委員 戸村 怜央 千葉工業大    

委員 中沢 佑 日大 委員 佐藤 拓実 千葉工業大    

委員 東 貴範 日大 代表 高橋 佑弥 明大    

委員 三島 拓馬 日大 委員 香山 実結花 明大    

委員 石川 直也 日大 委員 王 子牧 明大    

委員 三枝 美波 日大 代表 箭田 こなみ 日本女子大    

委員 勝谷 孝一 日大 委員 高木 優衣 日本女子大    

委員 星野 太輝 日大 委員 大井 鞠奈 日本女子大    

委員 加藤 真也 日大 代表 吉村 仁志 拓殖大    

委員 山口 貴大 日大 委員 荒川 祐也 拓殖大    

委員 砂原 遼河 日大 委員 小國 治也 拓殖大    

代表 佐々木 蒼一郎 横浜国大 委員 佐藤 択迅 拓殖大    

以上 66 名 
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2021 年度東京支部学生会顧問 
 

(敬称略・順不同) 
 

顧問 松本 洋和 青学大 顧問 小林 一哉 中央大 

顧問 杉谷 栄規 茨城大 顧問 小舘 亮之 津田塾大 

顧問 荒川 臣司 茨城高専 顧問 松浦 基晴 電通大 

顧問 熊谷  毅 宇都宮大 顧問 野村 英之 電通大 

顧問 清水 隆志 宇都宮大 顧問 藤井 威生 電通大 

顧問 平岡 隆晴 神奈川大 顧問 濱本 和彦 東海大 

顧問 塩川 茂樹 神奈川工科大 顧問 川原 圭博 東大 

顧問 石坂 雄平 関東学院大 顧問 永田 明徳 東京工科大 

顧問 阿部 清彦 東京電機大 顧問 黒川 弘章 東京工科大 

顧問 弓仲 康史 群馬大 顧問 田中  晶 東京高専 

顧問 加藤   毅 群馬大 顧問 山岸 昌夫 東工大 

顧問 重野  寛 慶大 顧問 吉野 隆幸 東京電機大 

顧問 田中 敏幸 慶大 顧問 岡野 好伸 東京都市大 

顧問 大平 昌敬 埼玉大 顧問 傘   昊 東京都市大 

顧問 池口  徹 東京理科大 顧問 高野 邦彦 都立産技高専 

顧問 鯨井 政祐  埼玉工大 幹事 柴崎 年彦 都立産技高専 

顧問 三好   匠 芝浦工大 顧問 横井  健 都立産技高専 

顧問 武藤 憲司 芝浦工大 顧問 田中 聡久 東京農工大 

顧問 相馬 隆郎 首都大 顧問 藤沢 匡哉 東京理科大 

顧問 田川 憲男 首都大 顧問 佐伯 勝敏 日大 

顧問 小川 将克 上智大 顧問 齊藤  健 日大 

顧問 林   等 上智大 顧問 黒岩  孝 日大 

顧問 小林   学 早大 顧問 大貫進一郎 日大 

顧問 花山 英治 職能大 顧問 木許 雅則 日本工大 

顧問 杉山 賢二 成蹊大 顧問 小川 賀代 日本女子大 

顧問 寺島  美昭 創価大 顧問 亀井 利久 防衛大 

顧問 常光  康弘 拓殖大 顧問 李   磊 法政大 

顧問 大竹  敢  玉川大 幹事 井家上哲史 明大 

顧問 佐藤 雅俊 玉川大 顧問 村上 隆啓 明大 

顧問 小室 信喜 千葉大 顧問 本間  聡 山梨大 

顧問 難波 一輝 千葉大 顧問 笠井 裕之 早大 

顧問 今井 順一 千葉工大 顧問 落合 秀樹 横浜国大 

顧問 鎌倉 浩嗣 千葉工大    

以上 65 名 
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2021 年度学生会報巻頭言 

学生会運営委員長 

大崎 友広 

 

 

この度は，学生会報を手にとっていただき誠にありがとうございます． 

電子情報通信学会東京支部学生会は，学生員の活動を盛んにし，かつ学生員相互の親睦を図ることを目的

に，電子情報通信学会東京支部の下部組織として平成7年度に設立されました．設立して以来，学生会には多

くの学生員が参加し，今年度で26周年を迎えました．上記の東京支部学生会の目的を達成するために，研究発

表会，講演会及び，見学会など様々なイベントの開催をしており，毎年多くの方々にご参加いただいております． 

 学会は，研究の成果を外部に発信するとともに，研究者同士の交流を深め，知見を得る場であると思います．学

生会では，より良い未来の実現の為に学術の発展をもって貢献するという学会の理念の下，今後の社会を担ってい

く学生の皆様に向けて，大学での研究成果の発表の場として研究発表会を，また著名人，企業の方との交流の

場として講演会および見学会など各種イベントを開催していきますので，ご活用いただければ幸いです． 

 本誌は，多くの皆様に支えられ27回目の発行となりました．本誌では，吉森茂様より「超伝導の魅力」ついて紹介

しております． 

最後に日頃から多大なご支援をいただいている電子情報通信学会東京支部の方々，学生会の顧問の先生

方，学生会活動にご協力をいただいた関係各位，この学生会報を手にとっていただいた方々に心よりお礼を申し上

げ，巻頭のご挨拶とさせていただきます． 

 

2022 年 1月吉日 
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幹事団顧問の挨拶 
東京支部学生会顧問幹事 

東京都市大学理工学部電気電子通信工学科 

傘 昊 
 

東京支部学生会顧問幹事を仰せつかっております，東京都市大学の傘です．多くの皆様のご協力のおかげで，

2021年度も学生会の活動が活発に行えましたことを心より感謝申し上げます． 

昨年度からの新型コロナウイルス(COVID19)感染症がさらに蔓延する厳しい状況の中でも，東京オリンピックが無

事に開催され，また，感染拡大に伴う緊急事態措置，まん延防止等重点措置，経過措置等の対応は，年明け

から10月末まで続いていたことは皆さんの記憶にも新しいと存じます．研究，教育や学会活動の現場では，昨年度

の経験に基づき，オンラインやハイブリッド方式を活用する学習やイベント開催等が工夫され，電子情報通信学会

も本部，ソサイエティ，支部主催の多くのイベントがオンラインで開催されました．学生会の各種活動も，昨年度に引

き続き，初回の運営委員会から各種イベントまで全てオンライン開催となりました．運営委員会の学生たちは，素早

くかつ柔軟に対応し，開催方式こそ，オンラインとなりましたが，運営委員会はもちろん，見学会も講演会も，全ては

コロナ前と同様，計画通りに開催することができました．また，学生会の最大のイベントである研究発表会のオンライ

ン開催準備も着々と進められております．昨年度に構築・使用された予稿の投稿，プログラム編成，オンライン発表

などのシステムは引き続き使用する予定で，昨年度以上に盛大に開催できればと期待しております．開催準備にあ

たり，東京支部事務局には，多大なご支援を頂き，心より厚く感謝申し上げます． 

昨年度から2年連続で大変な状況下ではありましたが，運営委員の学生の皆さんが，連携・工夫しながら，それ

ぞれの担当行事を遂行してくれたことを大変うれしく思っています．Zoomミーティングでモニタ越しでしか皆さんにお会

いできませんでしたが，学生の皆さんの熱意がモニタからも伝わってきた気がします．社会活動・経済活動の再開に

向けた工夫が施行される中，学生会活動の新しい試みも準備されています．コロナウイルスの新しい変異種による

感染拡大が懸念される中，モニタ越しやスピーカー経由ではなく，学生の皆さんにリアルにお会いできることを切に願

っており，近いうちに，実現できることを楽しみにしております． 

最後になりましたが，今後の学生会活動のさらなる発展を心よりお祈りしております． 



2021 年度電子情報通信学会東京支部学生会報 

- 7 - 

 
Copyright © 2021 IEICE 
 

特集① 

２０２1年度 

東京支部学生会事業紹介 
東京支部学生会には 14 校が参加しており，6 つの事業団体に分かれ，役職に就いています． 

ここでは，今年度の各事業団体の所属校と，活動について紹介します． 
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幹事団グループ 

活動概要 

私達幹事団は，各事業グループが円滑に情報共

有や話し合いの場を作る事を目的としたグループです．

年4回の学生会運営委員会を開き，司会や議事録へ

の記録，新しい制度や活動方針の決定などを執り行

っています．また，新しい企画や活動が提案された場

合，この委員会を通して参加の可否を決定します．こ

のような活動を行い，他校の学生との交流を図ることで

情報交換を行っています． 

活動内容 
 学生会運営委員会の概要 

会場：オンライン開催 

会場:（例年は機械振興会館にて実施） 

日程：第１回（7月頃），第2回（10月頃）， 

日程：第3回（12月頃），第4回（2月頃） 

       ※毎年第2回に昼食会を実施 

時間：2時間程度 

（例年は委員会後懇親会実施） 

 

 作業内容 

・運営委員会の案内 

・運営委員会の出欠管理 

・運営委員会の司会進行 

・議事録の作成 

・交通費の精算 

・学生会勧誘ポスターの制作 

・学生会名簿の管理 

・委嘱状の配布 

・会場の設置 

 

 

今年度の活動について 

今年度は対面での委員会開催が叶わなかったた

め，オンライン上での開催となりました．対面時と比べて

委員同士の交流が図りづらい分，委員会時には各委

員が発言しやすい雰囲気作りに努め，さらに他グルー

プとの電話やメールによるコミュニケーションをより密に行

うことで，例年とはまた異なる良さが出せたのではないか

と思います．来年以降の委員会が対面で開催できる

か，今年度と同様にオンライン上での開催となるかは未

定ですが，どのような形態であっても常に柔軟な対応を

心がけ，各事業グループの皆様がより円滑に事業を進

められるよう，努めて参りたいと思います． 

 

 

 メンバー紹介 

幹事校：東京都市大学 

大崎，伊藤，岡本，嘉山，田中 

 

副幹事校：千葉工業大学 

四宮，高橋，戸村，佐藤 
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学生会報グループ 

活動紹介 

 我々、学生会報グループでは電子情報通信学会

において、学生員の活動を盛んにし、相互の理解や親

睦を深めることを目的として学生会報を毎年度末に発

行しております。今年度で学生会報も第27号となりま

した。 

  学生会には様々な事業グループが存在しており、

それぞれが研究発表会や講演会、見学会といったイベ

ントの企画・実施を活発に行っております。また、その一

方で様々な大学が、この学生会には参加しており、各

大学で学生会支部として様々な活動を行っておりま

す。 

 

  学生員に学生会の存在および活動内容を知って

いただくことで、本学生会に興味を持っていただき、また

学生会に参加したいという方が増えることが編集してい

る我々にとっての励みとなります。学生会報を通じて、

電子情報通信学会における学生会の活動、親睦が

より盛んになることを目指し、今後もより良い学生会報

を発行していきたいと考えておりますのでよろしくお願い

します。 

 

今年度の特集記事について 

本紙における特集記事は、拓殖大学工学部に所

属する吉森 茂教授による「超電導現象の概要とその

応用」の紹介となっています。 

超電導現象とはどんな現象か、この現象の発見から

現在までの歴史を追いながら、超電導材料研究の展

開や超電導現象の応用について概説しています。 

本誌を通して超電導技術に触れることで、読者の

皆様に新たな角度から刺激を与えることができたら良

いと考えています。 

また、これまで活動してきた皆様の記録が何年後か

にこの冊子を通して残せたのならば、本会報の特集記

事としての役割は十二分に果たせるのではないでしょう

か。 

メンバー 
幹事校 ： 拓殖大学 

吉村, 荒川, 小國, 佐藤, 蓮沼, 相澤, 正能, 高田 

 

副幹事校 ： 東京都立産業技術高等専門学校 

深瀨, 木村 
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見学会グループ 

活動概要 

私たち、見学会グループは、情報通信社会における

最先端技術に関して研究開発の場において直接学ぶ

ことを通じて、学生間の親睦を深める事を目的に活動

しています。研究所や企業の方々のご厚意のもと、

IEICE会員、学生員及び一般学生向けに見学会を開

催しております。 

 

 
今年度の実施内容 

今年度はコロナウイルスの影響を踏まえ、今回は

NTT情報ネットワーク総合研究所のご厚意により、一

般公開されていない同研究所のオンライン見学会を

開催させていただきました。 

 

見 学 先  ： NTT情報ネットワーク総合研究所 

       武蔵野展示ホール オンラインによる見学 

日     程  ： 2021年11月26日(金) 

見学時間 ： 10：00〜11:00 

 

所 感 

見学会の当日は、4名(IEICE会員1名、非会員3名)

のご参加をいただきました。学部1年生からもご参加い

ただき、これからの勉学を行う志気を高めるに有意義

な時間となりました。NTTが提唱するIOWN(Innovative 

Optical and Wireless Network)構想を支える技術とそ

れらによって齎される未来を中心にオンラインでご紹介

していただきました。 

 様々な産業と組み合わさり、私たちの暮らしがどの

ように大きく変化していくのかを、映像とともに非常に理

解しやすく解説していただきました。研究している技術

力の高さだけでなく、想定される活用シーンの多様さに

圧倒されました。 

 最後に、コロナウイルスの対応などでご多忙の中、

快く開催をお引き受け頂きました、NTT情報ネットワー

ク総合研究所の皆様へ心より感謝いたします。 

 

メンバー 

幹事校：神奈川工科大学 

篠原 楓，日向 昭吾 

 

副幹事校：東海大学 

栗田 真帆，田上 樹，濱岡 弘生 
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講演会グループ 

活動概要 

我々講演会グループは，学生会の趣旨である，電

子情報通信学会学生員の活動を盛んにし，かつ学生

員相互の親睦をはかることを目的に，講演会の開催を

通して，これを達成するための活動を行っています． 

 

今年度の実施内容 

題目：工学研究者の数学との付き合い方 

講演者：塩田 茂雄氏 

(千葉大学 大学院 工学研究院 教授) 

日時: 2021年11月27日(土) 14:00～15:30 

会議アプリケーション: Zoom 

 

 

メンバー紹介 

幹事校：千葉大学 

本橋 宏彰, 小宮山 裕太郎 

 

副幹事校：上智大学 

佐藤 呼春人 

 

 

感想 

今年度は，千葉大学の教授をお務めになる塩田様

を講演者としてお招きし，講演会を開催いたしました．

今年度はコロナ禍もあり，感染症拡大防止のためにオ

ンラインでの開催になりました．講演会は，「工学研究

者の数学との付き合い方」という題目で, 研究分野に

関係なく参加しやすいものでしたが, 土曜日の開催の

影響か, 応募数に対して参加数が少なく, 結果23名の

聴講となりました. 講演内容は, 塩田様の学生時代や

会社員時代の研究経験に基づいて, 工学分野におけ

る数学の使い方, 論文中での数学的考察の必要性な

どの意見についてご講演いただきました. 論文を執筆す

る学生や研究に携わる方々にとって, 研究の妥当性を

評価する手段として数学的考察をすることが重要であ

ることが分かりやすく説明され, 研究に対する意識が改

められる良い機会となりました. また，今年度の講演会

は, 応募期間の中頃まで, 例年と比べ応募数が少なく, 

学生員やジュニア会員だけでなく, 正員の方への募集

も試みました. 開催後のアンケート結果では, 非常に好

評となり, 今後の正員の方向けの募集も前向きに検討

する結果となりました. 最後となりましたが，ご多忙の中

講演していただいた塩田様には深く御礼申し上げま

す．本講演の開催にあたり，ご協力を頂いた事務局の

皆様，当学生会幹事団の皆様，講演会グループの皆

様，SCIグループの皆様，そして本講演に参加していた

だいた皆様に．深く感謝いたします． 
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研究発表会グループ 

活動概要 

本グループは，毎年3月上旬頃に，電子情報分野

を専攻している学生を中心に募った研究発表会を企

画・運営しています． 我々は，この研究発表会を通し

て，参加した学生の皆様が，他校の学生や教授およ

び企業で活躍されている方々との交流を通して，学術

的な見識を深める場を設けることを目的として活動し

ています． 

 

 

 

 

今年度の活動について 

 本グループでは一年をかけて研究発表会の準備を

行っています．活動内容としては，研究発表会におけ

る運営やプログラムの編成委員会があります． 

今年度の研究発表会は新型コロナウイルスの影響

を考慮し，オンラインでの開催となります． 

 

 

今年度の研究発表会の概要 

今年度は，以下の通り第27回研究発表会を開催

する予定です． 

開催日 ： 2022年3月5日(土) 

会場 ： オンライン開催 

 

 

メンバー紹介 

幹事校 ：日本大学 

高栁 拓生，石川 真聡，山田 哲之，宇佐見 雄，伊

藤 穂高，松本 卓才，鈴木 克典，山口 拓人，古屋 

菫，開米 拓実，榎澤 瑠奈，有馬 明日香，榊 亜理

沙，荒瀬 健太，柴垣 裕紀，中沢 佑，東 貴範，三島 

拓馬，石川 直也，三枝 美波，勝谷 孝一，加藤 真

也，山口 貴大 

副幹事校 ：横浜国立大学  

佐々木 蒼一郎，嶋田 理久，花澤 和明 

サポート校：群馬大学 

五木田 直樹，米川 俊彰，郊 王戊 

サポート校：電気通信大学 

伊藤 弘樹，有賀 高志郎 

（文責: :日本大学 髙栁） 
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SCIグループ 

活動概要 

SCI（Student Community of IEICE）は学生相互の

理解を深めることを目的として設立された事業グループ

です。「交流促進事業」「広報事業」「他グループ支援

事業」３つの事業を主な柱として活動を行っています。 

・交流促進事業： 

他支部との交流を深めるためのイベント開催・ 

親睦会の実施 

・広報事業： 

学生会HP・SNS（Twitter, Facebook）の更新 

・支援事業： 

見学会，講演会，研究発表会グループ等の 

広報ページ制作・公開 

 
今年度は新型コロナウイルスの影響もあり、親睦会

の開催を断念し、オンラインでのイベントの開催を予定

しております。新型コロナウイルスが収束した後には、学

生間の交流を深めていく為にも、再度イベントや親睦

会を開催していく予定です。そして、他支部との交流も

深め、より全国的に学生会の活動をしていく予定で

す。 

 

メンバー紹介 

幹事校 ： 明治大学 

高橋 佑弥, 香山 実結花, 王 子牧 

 

副幹事校 ： 日本女子大学 

箭田 こなみ, 高木 優衣, 大井 鞠奈 

 

学生会 HP 

http://www.ieice.org/tokyo/gakusei/ 

 

学生会 Twitter 
 

（文責：明治大学 高橋） 
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特集 
超伝導現象の概要とその応用 

 

拓殖大学工学部 電子システム工学科 

教授 吉森 茂 

 

 超伝導現象の発見から 100 年以上が経過し、その間、銅酸化物超伝導体の発見による超伝導フィ

ーバーを経験しながら応用分野が広がりつつある超伝導現象について、発生のメカニズムから具体的応

用例について概説します。 

 

1．超伝導現象とはどんな現象か 

金、銀や銅などの良導体を除くほとんどの金属及びある種の半導体は、物質固有の臨界温度（超伝

導転移温度）を境にして有限な電気抵抗状態から突然にゼロ抵抗状態に相転移する。この現象を超

伝導現象と呼びます。 

1908 年、ライデン大学（オランダ）の物理学教授を務めていたカマリン・オンネスは、当時は永久気体と

考えられていたヘリュウムの液化に成功し、絶対零度付近での極低温物理の研究が可能になりました。

蒸溜法によって様々な純度の水銀が作製できることから、オンネスは水銀の電気抵抗が極低温でどのよ

うに変化するかを調べることにしました。1911 年、オンネスは水銀を使った実験で超伝導現象を発見しま

す。アルバート・アインシュタインの比熱理論によって固体量子論の研究が始まったばかりの時代で、オンネ

スは超伝導現象が量子力学と深く関係していると予想しながらも、超伝導現象の理論的解明は将来の

量子力学の進歩に期待したのです。 

超伝導現象の量子力学的解明は、その発見から 46 年を経た 1957 年の BCS 理論の発表まで待た

ねばなりませんでした。ここで BCS 理論の要点を説明しておきましょう。金属が電気抵抗を示す原因は、

金属中にたくさん存在する自由電子の運動が格子振動（フォノン）によって散乱を受けるからです。そのた

め、温度を下げると金属の電気抵抗は小さくなります。しかし、温度を下げても電気抵抗がゼロになる、し

かも、ある臨界温度で突然ゼロになることは説明が困難です。電子の挙動は、電子が自転運動をしてい

ると理解できることがあります。代表例が磁性です。電子はそれ自身が小さな磁石の働きを持っていると

考えることで、固体の磁性が説明できます。自転運動には時計回りと反時計回りの 2 通りがあるので、電

子は 2 通りのスピンを持つと表現できるのですが、1956 年当時イリノイ大学の大学院生であったクーパー

は逆向きのスピンを持った 2個の電子が対を形成すると、電子間に働く反発力に打ち勝つ引力が電子間

に働き、それが超伝導現象の原因になっていることを突き止めたのです。 
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2．超伝導材料研究の展開 

 オンネスは鉛の臨界温度が 7．2K であることも発見していますが、超伝導体である単体金属の臨界温

度は高々10K 程度と低く、より臨界温度の高い金属化合物の探索が進められ、1973 年には臨界温度

が 23K のニオブとゲルマニュウムからなる合金超伝導物質が発見されました。その後も臨界温度の高い物

質探索研究が活発に行われましたが、1986 年に突然、ブレークスルーが起きます。銅酸化物超伝導体

の発見です。発見当初の臨界温度は 30K を超える程度でしたが、翌年には臨界温度が 90K を超える Y

系銅酸化物超伝導物質が発見され、世界的に超伝導フィーバーが起きました。ついに窒素の液化温度

である 77K を超える臨界温度を持つ超伝導物質が発見されたのです。その後、日本で臨界温度が

110K に達する Bi 系銅酸化物超伝導体が発見され、工業的に実用化されて一般販売もされるようにな

って現在に至っています。 

 

3．超伝導現象の応用 

 超伝導現象の一番の特長は電気抵抗がゼロになることにあります。電気抵抗のない金属線をコイルに

巻いて大きな電流を流せば、非常に強い電磁石が実現できることは容易に想像できるでしょう。超伝導

物質は非常にたくさんありますが、工学的に信頼できる超伝導金属は意外に少なく、ニオブとチタンの合

金超伝導物質などに限られています。超伝導電磁石は医療診断装置である MRI や素粒子物理学の

加速器で応用されていますが、日本で話題を集めているのは、超伝導磁気浮上方式リニアモーターカー

への応用でしょう。地上から 10cm ほど磁気浮上した状態で時速 500km を超す高速鉄道の実現が期待

されています。 

 一方、超伝導現象の分野ではジョセフソン効果と呼ばれる量子力学的現象が知られています。2 枚の

超伝導薄膜の間に薄い絶縁層を挟むことで生じる現象で、トンネル効果の一種です。ジョセフソン効果の

デバイス応用としてSQUIDと呼ばれる超高感度磁束計があり、医療診断装置として人間の脳磁界計測

分野で実用化されています。 

 ジョセフソン効果素子の応用として、近年、注目されているのが超伝導量子コンピュータでしょう。ミクロな

世界における量子力学の特徴は状態の重ね合わせにあります。デジタルコンピュータは 1 と 0 の組み合わ

せで動作しますが、超伝導量子コンピュータは 1 と 0 を重ねあわせた状態を実現できるのが最大の利点で

あり、ハードとソフトの両面から量子コンピュータの研究開発競争が激しくなっています。 

 

 超伝導現象の発見から現在までを概説しました。電子工学を専攻したみなさんの中から超伝導現象

の基礎研究や応用研究に従事する方が出てくるかも知れませんね。 
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電子情報通信学会（学生員）に入会希望の方は下記の電子情報通信学会ホームページを 

ご参照下さい。 

＜電子情報通信学会ホームぺージ＞ 

https://www.ieice.org/jpn_r/member/join.html?id=individual 

 

 
 

 

電子情報通信学会（学生員）にご入会いただくと、東京支部学生会に参加いただけます。 

東京支部学生会の活動については、下記の東京支部学生会ホームページをご参照下さい。 

＜電子情報通信学会東京支部学生会ページ＞ 

https://www.ieice.org/tokyo/gakusei/  
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また、電子情報通信学会東京支部でも、学生の皆様も参加可能なイベントを企画しておりますの

で、是非ご参加下さい。 

＜電子情報通信学会東京支部ホームページ＞ 

https://www.ieice.org/tokyo/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子情報通信学会（学生員）、東京支部学生会についての問い合わせ先 

一般社団法人電子情報通信学会東京支部事務局 

shibu@tokyo.ieice.org 
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編集後記 
学生会報 第27号いかがでしたでしょうか? 

今回の学生会報は、「超電導の概要」をテーマに選択しました。多種多様な技術を研究している

当学会ですが、超電導に関しての昨今の注目度は高く、日本国の超電導技術は世界一と言える

のではないでしょうか。そんな超電導技術を多くの学生員の方・ジュニア会員の方・理工学に興味を

持っている皆様に知っていただきたく、今回は拓殖大学にて長年に渡って超電導を研究なされている

吉森茂教授にご執筆していただきました。 

 昨年度の会報では「コロナウイルスの影響による各大学の変化」というテーマが特集として編纂され

ましたが、まさにこの1年で情勢は密かにまた大きく変わろうとしています。コロナが世界的に蔓延しだし

て早2年が過ぎ3年目に入ろうという中、オミクロン株が猛威を振るいワクチン接種の進んでいる先進

各国でさえ日に数万を超える方が、発症されています。私が大学入学時からお世話になっていた方

も今年の夏にコロナを発症されICUで重篤の中治療を受けておりました。コロナは間違いなく我々人

類に対する脅威であります。「人間の偉大さは、恐怖に耐える誇り高き姿にある」というギリシア

の哲学者プルタルコスの言葉があります。コロナはまさに我々人類にとっての恐怖でありその恐怖に耐

える勇気こそ人の素晴らしい所なのではないでしょうか。皆様が、後世や先人たちに誇れるような人

生を送ってくださることを願っております。 

 末筆ながら、本会報を作成するにあたりご協力頂いた皆様へ心より感謝申し上げます。ご執筆を

快諾してくださった拓殖大学教授吉森茂様、各大学のIEICE 学生会の皆様、本当にありがとうござ

いました。また、学生会運営委員の皆様，学会事務局のご担当者様、そして学生会報担当の皆

様の御協力のおかげで本会報 を作成することができました。ここに感謝の意を表します。誠にありがと

うございました。  

 
 

学生会報幹事校メンバー 

 2022 年3 月1 日 

  編集：吉村 仁志（所属：拓殖大学） 

発行：一般社団法人電子情報通信学会 東京支部学生会 

            〒105-0011  東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館内 

  Tel (03) 3433-6691 
E-mail: shibu@tokyo.ieice.org 

                                  https://www.ieice.org/tokyo/gakusei/ 
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