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　大学における研究は、独立した研究者である教員

が、社会の要求・希望や動向を踏まえつつ個人の自

由な発想に基づいて課題を設定し、必要に応じて学

内外の教員等とチームを組んで行います。工学研究

院では、社会的に必要とされる応用研究、あるいは科

学の進歩に寄与するような基礎研究の芽をいち早く

選び出し、全学の支援のもとに大きく展開できるよう

努めています。

　2010年度には、2011年度当初に行われる大学組

織の改組で工学研究院の建築工学系・都市基盤工学

系教員が都市イノベーション研究院・学府に異動す

ることに伴い、工学府社会空間システム学専攻が廃

止されることが決まりました。今後は文理融合型大

学院である都市イノベーション研究院・学府で、さ

らなる発展をめざして活動いたします。また、この改

組に伴って、工学研究院の三つの「部門」におかれて

いるすべての「分野」を廃止して、研究のさらなる融

合を図ることとしました。

　2008年度採択のGCOE「情報通信による医工融合

イノベーション創生」（拠点リーダー：河野隆二教授）

は3年度目を迎えました。横浜市立大学、情報通信

研究機構、およびフィンランド・オウル大学と連携

しての医療 ICTに関わる教育研究活動が一層活発化

し、5年間の活動期間の後半へと向かっています。活

動状況は、GCOEのホームページ（http://gcoe.mict.

ynu.ac.jp/）でご覧頂けます。

　工学研究院では、次世代の大きなプロジェクトに

つながる研究の萌芽を育てるべく、5年間の研究院

内のプロジェクトである「学際プロジェクト研究」を

行っています。第1期の4テーマは2002 年度から

5年間行われ、21世紀 COEを引き継いで、学際プロ

ジェクト研究から前記GCOEが生まれました。現在は

第2期の学際プロジェクト研究 6テーマが2007 年

度から進行中で、2009 年度に中間評価を行ってお

り、2011年度が最終年度となります。この中の一つ

である「持続型社会を担う水素エネルギー　横浜プ

ロジェクト」を母体として、2011年度に「グリーン水

素研究センター」が工学研究院の施設として開設さ

れることになりました。

　次代の学際プロジェクト研究の前身として、工学

研究院の教員数名からでも組織できる「グループ研

究」という、小・中規模の連携研究活動を行ってい

ます。すでに第1期 2007 年度～ 2009 年度は終了

し、第2期2009年度～ 2011年度が活動しています。

2010年度末には第3期2011年度～ 2013年度のグ

ループ研究を募集し、16件が内定しています。また、

第3 期には、学外から講師を呼んで行うセミナー等

への援助も予定しています。

　このような教員の研究活動を活性化するために、

工学研究院では教員の「自己研鑽制度」を2009年度

に試行し、2010 年度から実施しています。2010 年

度には2名の教員がこの制度を活用して海外に長期

滞在するなどしてリフレッシュしました。今後の活躍

が期待されます。

　2010 年度も終わろうとしている2011年 3 月11

日、東日本大震災が起きました。亡くなられた方々の

ご冥福と被災された地域・方々の一日も早い復帰を

お祈りいたします。また、この震災からの復興のため

に、今後長期間にわたって日本の経済をはじめ社会

全体が艱難を耐え忍ばなくてはならないと思います

が、このような事態を打破できるものこそが科学・技

術の進歩であると信じて、さらに研究を力強く押し

進めて行かなくてはならないと信じています。 

2011年度研究企画経営会議主査

横山　泰

平成22年度医療 ICTシンポジウム
（パシフィコ横浜、2011年3月4日）の会場風景
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医療ICTの先端研究を通じた教育と
臨床導入・産業化

　平成20年度に採択された文部科学省グローバルCOEプ

ログラム「情報通信による医工融合イノベーション創生」

「情報通信による医工融合イノベーション創生プロジェクト」

グローバルCOEプログラムの進展

BANの国際標準化、横浜市大医学部による
臨床研究

　グローバルCOEのコアであるBANは、 超低電力密度で

人体や機器に干渉しない革新的なUWB無線などの世界最

高水準の情報通信技術 (ICT)により構成され、連携機関であ

る（独）情報通信研究機構（NICT）がコーディネートする医

療 ICTコンソーシアム（20社、7大学参加）により、国際標

準化 IEEE802.15.6が進み、2011年中に完了する見込みで

あります。

　これと並行して、UWB-BANの試作機（右図）を連携機関

の横浜市大医学研究科にて、治験に先駆けた臨床研究が実

施されています。また、連携機関のフィンランド・オウル

大学と医療 ICTの国際的な標準化，法制化，ビジネス化の

実践を通じた教育、研究開発を遂行しています。

●グローバルCOEプログラムの重点プロジェクト

●BANプロトタイプの臨床研究

ペンダント型
BANモジュール

腕時計型
BANモジュール

ベースバンド
＆通信制御 RF回路

BANコーディネイタ

●医療 ICTの研究開発・法制化・標準化・産業化

７重点アプリ型研究の融合による相乗効果

　本拠点では、開始当初の19重点プロジェクトを進展に伴

い、図のように、7つにまとめ、更なる重点化を実施した。そ

の代表例として、ボディエリアネットワーク (BAN)をコア

とし、インターネット、携帯電話網、衛星通信 (WINDS)網と

接続され、救急、予防、在宅医療や読影などの重点プロジェ

クトを統合インプラントBANのカプセル内視鏡の拡張形と

して磁気共振器搭載のハイパーサーミア、Drug格納による

ドラッグデリバリーシステム（DDS）、ナノレーザやμマニュ

ピュレータ搭載による治療への発展が期待されています。

（拠点リーダー：河野隆二教授）は、5年間の3年目を迎え、

平成22年７月に中間評価を受け、最上級の評価を得て、重

点プロジェクトの進展と、研究成果の臨床検討、国際標準

化などへと発展させています。
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医学と工学の博士号授与制度
（ダブルディグリー制）

　学則整備により、H22年度に横浜国大・市大共に医工融

合特別選抜入試をスタートし、市大医学博士号取得後に国

大工学府へ入学第1号、国大工学博士修了後に市大医学研

究科へ入学者が各1名ダブルディグリー候補2名であり、

来年度の入学希望者も増えつつあります。

横
浜
国
大
工
学
府

横
浜
市
大
医
学
研
究
科

医
工
連
携
ス
タ
ジ
オ
教
育

ペ
ア
リ
ン
グ
教
育

両博士号を最短4年間で取得達成

工学博士号 医学博士号

●医学・工学ダブルディグリー制

医工融合国内・国際シンポジウム

　第4回医療 ICTシンポジウム（SMICT2011:Symposoium 

on Medical ICT）が、2011年3月4日 : にパシフィコ横浜

にてオウル大、横浜市大、情報通信研究機構共催により開

催された。特別講演（うち1件は米国食品・薬品局FDAに

よる収録ビデオ）、個別講演、人材育成に関するパネル討論、

横浜国大・横浜市立大連携・共同大学院構想 

　グローバルCOEの発展として、横浜国大・横浜

市大の連携・連合大学院（右図）に発展させる構想

が検討されています。その実現により、横浜を世界

に冠たるアジアの医工連携学術融合国際都市とし

て、米国のボストンと並びたつことをめざします。

さらにBAN技術や触覚技術をはじめ、医療応用を目指した

情報通信技術の多様な研究展示とポスター発表が行われま

した。約290人の参加を得て、先端的な技術を医療の現場

に導入するために必要な治験や、法的な承認手続きを円滑

に進めるために重要となるレギュラトリーサイエンスの取

り組みや、国際的な標準化に焦点をあて、先端医療を進め

る医師や工学者、企業などの幅広い発表と議論が行われま

した。展示やポスター発表でも熱心な質疑や交流がありま

した。

　2006年に横浜で最初に開催された国際医療 ICTシンポ

ジウム（ISMICT: International SMICT）の第4回シンポ

ジウム ISMICT2011が、2011年3月26 ｰ30日にスイス・

Montrouxで本学協賛で開催された。世界21カ国から医学、

工学の両分野から130名を超える発表者が集結して、医療

ICTに関する幅広い取り組みについて多彩な講演発表や質

疑が行われました。欧州、アジア各国、米国など世界から関

係者が集まる国際シンポジウムとして定着・発展してきた

事がわかりました。

●横浜国大・横浜市立大連携・共同大学院構想
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海洋・都市基盤技術のイノベーション
角洋一・中村文彦

研究目的とアプローチ

　海洋および海に面する都市の持続的発展に資するイノ

ベーションを学際的に研究する事を目的として2つのサ
ブテーマのもとに研究しています。

環境調和を目指した海洋と沿岸技術イノベーション

　本サブテーマでは、文理融合型の全学教育研究施設「統

合的海洋教育・研究センター」（海センター）と連携して

船舶海洋工学、海岸工学等の海洋研究を実施しています。

現在の研究課題は、極圏海域・深海における資源・エネ

ルギー開発、海上物流イノベーション、バラスト水問題、

シミュレーション・ベースのdurability管理、余寿命便

益評価に基づく船体の保守管理法、沿岸環境の創生など

です。工学分野の研究は主として科学研究費補助金、海

センターと連携した分野横断型教育研究は文部科学省の

特別経費と日本財団助成金を得て実施しています。

自立連携型都市地域マネジメント技術イノベーション

　土木工学と建築学の計画系研究グループを基軸に、新

しい発想や技術を取り入れた社会資本管理と地域イノ

ベーションの2つのテーマ研究、それらとGISプラット
フォームを土台に、地域実践教育研究センターとの連携

も含め、横浜・神奈川地域を主なフィールドとする複数

の実践プロジェクトを設定、港湾防災安全、橋梁モニタ

リングなど要素技術研究、横浜駅西口、羽沢新駅、厚木な

どをフィールドとした都市再生研究等を総合化し、新た

な知の領域の開拓を目的として、研究をすすめています。

第2期学際プロジェクト研究報告

ナノバイオテクノロジー研究：細胞制御とバイオマーカー
小泉淳一 代表

　本プロジェクトは学内の三部局から結集した研究組織

のもと，既存のナノ技術のバイオへの応用に加え，スト

レスをコア概念としてバイオメディカル化学への貢献と

新分野創出を目指すことを目的としています。

　2010年度は薬剤輸送を見据えて磁気微粒子への官能
基修飾方法を確立し，あらゆる化学物質との結合を可能

にしました。その上で独創的な「磁気ハイパーサーミア

応用を目指した磁気ナノ微粒子」や「磁気ナノ微粒子を

利用したベクターフリー iPS細胞の創成」などの発表が
注目されました。

　科学技術振興機構・戦略的創造推進事業に採択された

「医療応用へ向けた磁気ナノ微粒子の開発」については，

2010年１月に東京大学鉄門記念講堂にて公開の研究報
告会が開催されました。

　今後はこれまでの成果である「機能性ナノ微粒子支援

レーザー脱離イオン化技術」や「磁気微粒子の生体内に

おける局在化」なども融合させて，幹細胞などの分化シ

グナルのイメージングを実現します。「質量分析イメージ

ング」などの新たな技術にも挑戦し，構成メンバーの独

創的研究成果を共鳴させてプロジェクトのゴールを目指

します。
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持続型社会を担う水素エネルギー　横浜プロジェクト
光島重徳・松澤幸一

燃料電池用非貴金属酸化物系触媒の開発

　太陽光、風力などの再生可能エネルギーを用いた電力

で水電解して得た水素をエネルギー源とする社会が実現

できれば、人類の持続的発展を可能とする理想の社会と

なります。このような水素を私たちは「グリーン水素」と

呼んでいます。水素を燃料として利用しても排出される

のは水のみで、自然に返されて循環することになります。

高効率のエネルギー変換デバイスとして水素を燃料とし

て発電する燃料電池が注目されています。

　現在、最も注目されている燃料電池は固体高分子形燃

料電池と呼ばれるものです。一昨年、日本では家庭用燃

料電池が世界に先駆け「エネファーム」という名前で発

売され、2011年8月現在で約20000台が稼働していま
す。この燃料電池は家庭用の熱電併給装置のほか、電気

自動車の電源として全世界で活発な研究・開発が行なわ

れており、カチオン交換膜と数ナノメートルの直径の白

金触媒を用いています。なお、1ナノメートル は10億分
の1メートルを意味します。例えば、地球の直径を1mに
置き換えたとすると、ミニサッカーボールが1ナノメー
トルに相当します。このことからわかるように、非常に

小さな白金が使用されているわけですが、白金の資源量

というのはおおよそ25mプール1杯半分しか地球にな
いといわれています。したがって現在の技術で、今の世

界の自動車を全て燃料電池の自動車に置き換えることは

できないと考えられます。

　また、安定と考えられてきた白金も自動車が作動する

条件では溶解などにより性能が低下することも明らか

になりました。そこで本格的な普及を目指して白金 (貴
金属 )に替わる触媒が必要となります。私たちの研究グ
ループでは約10年前から酸に耐性があり、電極触媒と
しての機能を持つ非貴金属材料の研究開発をしてきまし

た。その結果、タンタル系触媒の構造に示したように酸

素空孔を有する4、5族酸化物系の材料が非常に高い触媒
活性を持つことを世界で初めて見出し、白金の性能に近

づいてまいりました。これからはこの革新的な材料を中

心に更に研究開発をすすめる予定です。

情報通信によるグローバル社会基盤創生
河野隆二 代表

グローバルCOEとして展開しています（p.10をご参照ください）

実装技術創造プロジェクト
羽深　等 代表

パワーモジュール
評価プラットフォーム構築へ

低炭素社会のキーコンポーネントとなる次世代パワーデ

バイス実装技術の開発を進めています。横浜国立大学学

際プロジェクトから発展した技術を実現すべく神奈川県

と神奈川科学技術アカデミーが2008年より3年計画で
展開してきた地域産学公結集共同研究事業により200℃
を超える高耐熱性封止材とパワーサイクル信頼性に見

通しを得ました。さらに、開発技術を実証すべく神奈川

県産業技術センター、横浜高度実装技術コンソーシアム

（YJC）と協力して国内21社を結集、パワーモジュール
評価プラットフォーム構築を目指すKAMOMEプロジェ
クトを立ち上げました。 

タンタル酸化物系触媒の構造 新規触媒の活性の推移
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　本プロジェクトは、以下の３つの研究グループから構

成されており、それぞれのグループ内において最先端技

術の学際的な連携研究を推進しています。

　（1）マイクロモーティリティ（丸尾グループ）
　（2）人と機械の相互発展（高田グループ）
　（3）ヒューマノイドロボット（河村グループ）
本年度は「マイクロモーティリティ」グループの研究成

果を中心に報告します。このグループでは、ウェアラブ

ルデバイスやラボオンチップなど快適未来社会に役立つ

マイクロデバイスの基礎・応用研究を展開しています。

本年度は、従来法より3桁小さい光強度で駆動が可能な
光電駆動型マイクロマシン（図1）を開発しました。ま

た、イオンだけからなる特殊な

液体（イオン液体）と高分子を

利用して、電場だけでなく光や

温度によって制御可能な新材

料を開発しました（図2）。その
他、磁気ナノ微粒子を用いたマ

イクロマシンや、光応答性アモ

ルファス分子のナノ形態制御

などの研究も進めています。

工学研究院第1期グループ研究一覧

テーマ 代表者

３次元マイクロシステムのラピッド製造と機能評価 西野　耕一

環境バリア表面機能を有する金属基バルクの創製 梅澤　修

生産工学における金型とその周辺技術の先進化 八高　隆雄

高性能酸化物熱電変換材料の開発と実用化 福富　洋志

高Tｃ および高J ｃを有する新規超伝導物質の研究　 上原　政智

人の動作・モデルに基づくメカトロニクスに関する研究 眞田　一志

圧力をパラメータとした物質制御 梅原　出

微生物複合系の遺伝子を指標とするインフォマティクス研究 鈴木　市郎

メゾスコピック系の低温における物理現象の研究と新しい
デバイスへの応用 島津　佳弘

高性能構造用孔質セメント系材料の開発研究 椿　　龍哉

生命分子における機能発現機構の構造生物学的アプローチ 内藤　晶

燃料電池における熱物質移動現象の解明に基づく性能向上 宇高　義郎

実験シミュレーション手法を融合した糖鎖の構造と機能に関
する研究 上田　一義

電気自動車の駆動と制御に関する研究 藤本　博志

海洋利用とエレクトロニクスの融合新技術に関する研究 鈴木　和夫

ナノエレクトロニクス 竹村　泰司

疲労載荷を受ける鉄筋コンクリート用鋼材の腐食機構の解明 林　　和彦

マルチエージェントシステムによる自律分散型エネルギー
ネットワークの研究 大山　力

元素化学に立脚した新しい分子触媒の研究 山口　佳隆

集積フォトニクス 荒川　太郎

ナノミクロ・光物理工学 武田　淳

道路橋の遠隔リアルタイムモニタリング・状況診断システム
の開発と適用 佐々木栄一

可燃限界におけるふく射伝熱の影響評価 酒井　清吾

水素発酵用MBRによる高効率水素生産 中村　一穂

基礎科学に立脚した新規放射線工学技術の開発研究 中村　正吾

長寿命の都市道路デザインに関する研究 中村　文彦

工学研究院第2期グループ研究一覧

テーマ 代表者

スパイラルモータの駆動と制御に関する研究 藤本　康孝

SiC実装パワー半導体デバイスの発熱低減とその信頼性評価 中津川　博

橋梁モニタリングシステムを活用した地震・強風災害対策技
術の開発 勝地　弘

アレーアンテナによる高精度到来方向推定 市毛　弘一

多原子価遷移金属分子における酸化還元反応の解明 Hannes
Raebiger

都市創成学研究領域の高度化 高見沢　実

高精度パルス磁化測定装置の開発 山本　勲

多機能電子顕微鏡を利用した新規材料の開発 竹田真帆人

ワークプレイスからのまちづくり 秋元　馨

フィジカルコンピューティングを指向するセンサネットワーク
基盤技術の研究 濱上　知樹

快適未来社会を育むモーションテクノロジーの創生
河村篤男・高田一・丸尾昭二

図1 光電駆動マイクロマシン

図2 イオン液体中で駆動する光アクチュエータ

グループ研究一覧
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　この表は科学研究費補助金をはじめとする政府関係の

特に大型の外部資金をまとめたものですが、これ以外にも

5,000千円未満の多数の研究課題を含め、巨額の資金を獲

得しています。また、多くの企業や団体から共同研究費、受

託研究費、寄附金などを多数受けています。項目別の受け

入れ合計金額については23頁をご覧下さい。工学研究院に

所属する各教員の研究内容や研究実績などは研究者総覧に

も公開されています。橫浜国立大学のホームページhttp://

www.ynu.ac.jp/から研究者総覧をご覧下さい。

区分 研究課題 代表者 金額 研究期間

経産省・革新的実用原子力技術
開発費補助金 局部減肉配管の耐震性評価と再稼働基準の明確化に向けた技術開発 安藤　柱 19,999  2008～

　2010

国交省・建築基準整備促進補助
金事業（分担金） 鉄筋コンクリート造の変断面部材の構造特性評価に関する実験 田才　晃 10,322  2008～

　2010

NEDO・産業技術研究助成事業 反応現像画像形成に基づく高性能感光性エンジニアリングプラスチックの開発 大山　俊幸 8,840  2007 ～
　2011

計 39,161  

区分 研究課題 代表者 金額 研究期間

総務省 高信頼性・低消費電力ユビキタス協力センサネットワークの研究 落合　秀樹 6,629 2008～
　2010

耐環境性に優れた回転・位置センサの開発と汎用モジュールの実用化 竹村　泰司 5,200   2008～
　2011

医療応用に向けた磁気ナノ微粒子の開発 一柳　優子 5,850  2011

（独）科学技術振興機構 Security WeaverとPスクリプトによる実行中の継続的な安全確保に関する研究 倉光　君郎 37,050  2008～
　2010

フォトニック結晶の巨大分散を用いるアクティブ機能デバイス・集積回路技術 馬場　俊彦 30,160  2007～
　2011

単一磁束量子算術演算ユニットの開発 吉川　信行 12,740 2007～
　2011

鉄鋼材料の革新的高強度・高機能化基盤研究開発 梅澤　修 6,003 2007～
　2012

次世代自動車用高性能蓄電システム技術開発　次世代技術開発　リチウムイ
オン液体を用いた安全性と高機能を兼ね備える蓄電システム構築 渡邉　正義 19,255 2007～

　2011

（独）新エネルギー・産業技術総
合開発機構

固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開発事業 /要素技術開発 /酸化物系
非貴金属触媒の研究開発 太田健一郎 86,288 2010～

　2012

固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発 /次世代技術開発 /広い範囲で無
加湿運転が可能な固体高分子形燃料電池の電解質および電極設計 渡邉　正義 11,981 2010～

　2011

グリーン・サスティナブルケミカルプロセス基盤技術開発 /触媒を用いる革
新的ナフサ分解プロセス基盤技術開発 /高性能ゼオライト触媒を用いる革新
的ナフサ分解プロセスの開発

窪田　好浩 15,001 2009～
　2011

(独 )産業技術総合研究所 ミニマルファブ構想に基づいた集光型ＣＶＤ装置とエピタキシャルシリコン
成膜プロセスの開発 羽深　等 11,946 2010

(独 )情報通信研究機構 革新的光ファイバ技術の研究開発（マルチコア光ファイバの性能評価方法お
よび実用方式に向けての検討） 國分　泰雄 20,158 2010～

　2013

計 268,261  

2010年度他省庁補助金等（5,000千円以上）

2010年度政府関係機関との受託研究・受託事業（5,000千円以上）

20010年度文部科学省・日本学術振興会科学研究費補助金（5,000千円以上）
種目 研究課題 代表者 金額 研究期間

基盤研究（S） 波長チャネル制御を用いる半導体マイクロリングプロセッサの研究 國分　泰雄 31,850 2008～2012
基盤研究（S） 断熱モード単一磁束量子回路の導入によるサブμＷマイクロプロセッサの研究 吉川　信行 53,950 2010～2014
基盤研究（A） 極微量ナノバイオ関連物質の光反応初期過程の実時間イメージングと光制御技術の開発 武田　淳 5,980  2008～2010
基盤研究（A） ナノレーザーによる超高分解能センシング 馬場　俊彦 13,390 2009～2011
基盤研究（A） 高効率高電力密度チョッパによる可変速駆動系の省エネルギー化の研究 河村　篤男 19,890 2010～2012
基盤研究（A） 船舶海洋構造物のdurability評価手法の高度化 角　　洋一 17,160  2010～2013
基盤研究（B） イオン液体と高分子のハイブリッド化による新規機能材料の創製 渡邉　正義 5,330  2008～2010
基盤研究（B） 固体高分子形燃料電池における新形式ガス拡散層の提案と酸素拡散特性の測定 宇高　義郎 5,590  2008～2010
基盤研究（B） In-situリアルタイム分光法による有機極薄膜の電荷移動計測と制御 田中　正俊 5,460 2009～2011
基盤研究（B） 半導体マイクロリング共振器を有する超低電圧動作マッハ・ツェンダー光制御素子の開発 荒川　太郎 5,200  2009～2011
基盤研究（B） 高エネルギー白色Ｘ線を用いた疲労過程における結晶学的損傷評価と寿命予測 秋庭　義明 11,440 2010～2012
基盤研究（B） 次世代耐高温Sicパワーデバイスの高信頼性実装技術に関する研究 于　　強 10,010 2010～2012
基盤研究（B） 温度／力センサ群内蔵工具による高速切削のトライボロジー・アフィニティの解明 篠塚　淳 14,300 2010～2012
基盤研究（B） 層状構造化合物の配向制御＿原理の確立とそれに基づく高機能熱電変換材料の創生 福富　洋志 8,710 2010～2012
特定領域研究 電子環状反応に基づくステルスフォトクロミズム 横山　泰 17,900 2007～2010
若手研究（S） 可逆性を有するスパイラルモータを人工筋肉として用いた柔軟で高出力な人間型ロボット 藤本　康孝 21,580 2007～2011
若手研究（A） 自己き裂治癒の応用によるセラミックスの転がり疲労強度向上 高橋　宏治 12,610 2010～2012
若手研究（A） 流動によるコロイド結晶の形状制御と新しい光機能性材料への応用 金井　俊光 9,100 2010～2012

計 269,450  

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

工学研究院の教員が2010年度に代表者として取得した科学研究費補助金および政府関係外部資金


