研究のハイライト

研究企画経営会議主査

河村

篤男

本学における研究活動は、研究者個人や様々な
規模の組織の自由な発想に基づく研究を尊重する
とともに、それらの中から大きく発展できる可能性
のある研究を選定し、様々な機会に全学の支援の元
に外部に発信して展開することを基本方針としてい
ます。したがって、大きく育った研究のさらなる発
展と、小さな芽を育む仕組みを機能させることとが、
工学研究院の重点事項となっています。
学際プロジェクト研究は、工学研究院が大きく発
展することを確信して支援している代表的な研究

から展開してきました。2008 年度新たに実施した

です。現在は第 2 期の研究課題として選定された 6

のは、研究内容を正しく評価されるために必要な申

テーマの研究が推進されています。2009 年度が中

請書作りへの支援です。研究企画経営会議主査を

間評価の年になりますが、第 1 期学際プロジェクト

委員長として工学研究院「科研費申請のために」作

研究における中間評価とは方式を変更し、できるだ

成委員会を設置し、冊子「科研費申請のために（上）

け早期に研究成果を社会に還元するために、公開方

（下）
」を作成しました。
（上）ではヒント（7＋1 箇条）

式で実施することと致しました。
小さな芽を育む仕組みとして、グループ研究登録

さて、2008 年の研究に関する大きなニュースは、

制度が 2007 年度に発足しました。計 26 課題が登録

グローバル COE の採択です。河野隆二教授を拠点

されています。発足後１年以上が経過したこれらの

リーダーとする「情報通信による医工融合イノベー

グループの成果を WEB で公開する準備を進めまし

ション創生」が大学全体としては 2 番目、工学研究

た。小さな芽は次々と生まれますので、2008 年度も

院としては初のグローバル COEプログラムとして 7

グループ研究登録の募集を行いました。その結果、

月に採択されました。グローバルの名にふさわしく、

新たに10 課題が登録されました。前年度とあわせて

横浜国立大学を中心母体として、横浜市立大学、情

計 36 課題となり、工学研究院のかなりの割合の教員

報通信研究機構（NICT）
、フィンランド・オウル大

が、何らかの形で小さなグループを結成して研究を

学と連携し、情報・デバイス・メカ・生体・医療の

展開している状況が生まれました。この中から、大

融合領域に関する教育研究を行うプログラムです。

きな課題として展開できる成果が生まれることが期

連携機関の間の様々な人材交流、本学の未来情報通

待されます。初年度登録の 26 課題については、第 2

信医療社会基盤センタ－（MICT センター）との共

期学際プロジェクト研究中間評価と日時、場所を同

同研究の推進，産学官連携コンソシアム主宰による、

じくして成果の公開を行うことと致しました。
小さな芽が大きく育つためのステップの一つとし
て、様々な競争的資金への応募による評価があり



が、
（下）では記入例が示されています。

標準化・法制化の主導などを目的としています。活
動状況は、本学ホームページ（http://gcoe.mict.ynu.
ac.jp/）でご覧いただけます。

ます。公平な競争的資金の代表は科学研究費補助

我が国の研究に果たす大学の役割が年々大きく

金であり、この制度に認められることは、研究資金

なり、とりわけ工学分野への期待は一段と大きく

の獲得という点だけでなく、研究者の大きな励みに

なっています。工学研究院では寄せられている期待

もなります。そこで、工学研究院では、科学研究費

を深く認識し、今後とも専門分野、学際分野の多様

補助金に採択されるための様々な施策を 2007 年度

な研究を推進して参ります。

URL: http://www.ynu-irc.ynu.ac.jp

研究のハイライト

学際プロジェクト研究センター

耐震工事の完了した学際プロジェクト研究
センター（2008 年 12 月）
（工学基礎研究棟 1、2 階）

分野融合型科学技術に対応できる広い視野を持ち、世界

ロボットの開発とマイクロ／ナノ・プロセッシング、
（G）

に通用する創造的研究能力を備えた新しいタイプの教員を

山梨裕希：超伝導単一磁束量子回路を用いた情報処理技術

育成する仕組みを定着させるために、文部科学省「科学技術

の研究、
（H）片山郁文：テラヘルツ時間領域分光法及び超

振興調整費 - 若手研究者の自立的研究環境促進事業」の援助

高速分光法を用いた光誘起相転移ダイナミクスの解明、
（I）

を得て 11 名のテニュア・トラックポストとしての特任教

田中稲子：地域資源としての学校を中心とした環境教育に

員（助教）を、2007 年 7 〜 8 月に国際公募し、2011 年度ま

よる地域の住環境改善手法に関する研究、
（J）樋口丈浩：

での 5 年間、兼任教員と共に、実践的学術拠点形成を目指し

航空機設計における複合領域最適化、
（K）西出勝正：フィ

て教育研究を開始したセンターです。11 の分野は、
（A）地

ナンシャル・エコノミックスの理論と実証、です。上記分

球惑星科学、
（B）分子生物学、
（C）情報学、
（D）機能材料化

野（C）
、
（E）の教員は、研究成果に対し、文部科学大臣賞を

学、
（E）物質工学、
（F）機械システム工学、
（G）電子情報工

受賞しました。2008 年 11 月にアウトリーチを目的に、第

学、
（H）光・量子物理工学（実験）、
（I）建築学、
（J）航空学、

1 回公開セミナを産学連携推進本部で開催しました。本セ

（K）金融工学・ファイナンスです。具体的な研究者名（敬

ミナ終了後に撮った特任教員（助教）と兼務教員の集合写真

称略す）とテーマは、
（A）和仁良二：海生無脊椎動物化石の

を下に示します。また、12 月に耐震工事の完了した、セン

古生態学・進化学的総合研究、
（B）鈴木

敦：雄性生殖細

ターの建物を上に示します。工学基礎研究棟 2 階に 11 名全

胞特異的遺伝子 Nanos2 の分子機能の解析、
（C）吉岡克成：

員の教員の居室を設け、1 階に実験スペースと小規模の講

情報システムセキュリティに関する実践的かつ分野横断的

演スペースを完備しています。

な研究、
（D）稲垣怜史：高性能固体触媒材料の創製に関す
る研究、
（E）中尾

航：構造・機械部材の構造健全性を向

上する表面改質技術の開発、
（F）渕脇大海：多機能超小型

学際プロジェクト研究センターの組織と 11 名の特任教
員（助教）の研究の一部を下記の本学 URL に公開していま
すので、ご覧ください。

URL：http://www.ynu-irc.ynu.ac.jp/research.html

第１回公開セミナ後の特任教員
（助教）と兼務教員の集合写真
（2008 年 11 月）
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グローバル COE（GCOE）プログラム採択
URL: http://gcoe.mict.ynu.ac.jp/

情報通信技術（ICT）と医科学との融合領域（医療 ICT）
において、横浜市立大学の医療分野、情報通信研究機構
（NICT）、さらに先進医療福祉で有名なフィンランドのオウ
ル大学と密接に連携し、世界最高水準の先端研究・教育を
医療 ICT の活発な研究・教育活動を基礎に

河野隆二教授を拠点リーダとする「情報通信による医工

行います。そして世界規模の医療 ICT 産業の創生と人類の
医療・福祉に貢献するグローバル拠点を目指します。

融合イノベーション創生」プロジェクトが、2008 年度文
部科学省グローバル COE プログラム（学際・融合・新領

5 つのグループと 3 つの階層での研究と教育

域）に採択されました。従来の金融・交通・物流・エネル

情報通信に基づく医工融合イノベーションを創生するた

ギーなどの社会基盤に加えて、これからの社会の医療・福

めに、5 つのグループ（デバイス・メカ・生体・情報・医療）

祉を支える高度医療社会基盤の創生を目指します。採択は、

の体制で、3 つの階層（BAN に関わる情報・通信・デバイ

2002 年度採択の 21 世紀 COE プログラム「情報通信技術に

ス技術のコア、インプラント BAN からウェアラブル BAN

基づく未来社会基盤創生」での光・電波融合情報通信ネッ

及び既存ネットワークとの統合めざすペリフェラル、そし

トワーク基盤構築の研究の実績、および 2005 年 9 月に設立

てユビキタス医療の実現への新システムやサービスをめざ

された河野教授を長とする未来情報通信医療社会基盤セン

すアプリケーション）にわたる活動を展開しています。

ター（略称：医療 ICT センター）の活発な活動を基礎とす
るものです。
医療・福祉に貢献するグローバル拠点へ

本プログラムの医工融合アプローチでは、ボディエリア
ネットワーク（BAN）を中心に置き、さらに外部インフラ・
システムとつながることで高度な医療・福祉支援サービス・
社会インフラにまでその応用範囲を拡大させ、研究、教育
はもとより国際標準化（IEEE802.15.6）、産業化、法制化に
おいて世界をリードします。
医工融合 GCOE 推進・グローバル連携全体図
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ダブルディグリー制で工学と医学の博士号を取得

各グループに所属する博士課程学生が他グループで指導
を受け、異なる方法論や総合力を身につけるダブルレジデ

GCOE 主催で医療 ICT シンポジウム開催
（SMICT2009）

ICT を核とする医工融合イノベーションによる医療や保

ント制を義務化。本学が日本で初めて導入した PED 大学院

健システムの革新と幅広いアプリケーションや実用化、人材

教育制度を拡充し、複数の専門モジュールのスタジオを海

育成の展開をめざして、内外の関係者が最新の研究開発や

外機関含めて構成し、実践教育を実施しています。また、イ

事業動向の情報を交換、グローバル連携を強めていくこと

ンターンシップ制により、海外の機関に博士号取得後に就

を目的として、GCOE 主催で本シンポジウムを開催（2009

職するキャリアパスを形成します。
医療 ICT を目指す院生や若手研究者の自立支援のために、
アシスタント雇用制度や相互メンター雇用制度により経済

研究のハイライト

「情報通信による医工融合イノベーション創生」

年 3 月）しました。参加者は約 260 名と盛況で、アンケート
の結果から医療 ICT 分野での本学の活動の着実な進展を高
く評価し、今後に注目するというものが目立ちました。

支援するとともに、工学と医学の博士号を効率的に取得で
きるダブルディグリー制を開始しました。これらにより医工
融合科学技術を先導する世界最高水準の科学者・エンジニ
ア・医師やイノベーションを創生するリーダを育成します。

横浜市大との医工融合セミナー 2008 年 12 月

テクニカルミーティング（医療 ICT 座談会）

GCOE プログラム実施の一環として、医工学面にとどまら
ず、医療機関の経営、医療倫理、法制度などの観点も含めて、
国大内外の講師によるテクニカルミーティングやセミナーを
医療 ICT センターと共同で月一回程度開催しています。

国際医療 ICT シンポジウム（ISMICT）の推進

第 3 回の国際医療 ICT シンポジウム（ISMICT2009）が、

2009 年 2 月にモントリオール（カナダ）で開催されました。
この国際シンポジウムは、河野教授が中心になって第 1 回
を横浜で 2006 年 12 月に開催し、第 2 回は 2007 年 12 月に
フィンランドのオウル大学で開催しました。モントリオー
ルの会議でも河野教授が医工融合 GCOE の活動をアピール
するなど活躍し、医療と技術など幅広い領域の研究発表と
交流が行われました。オウル大、カナダのマギル大、米国な
ど、主要な国々の関係者の参加が順調に増え、国際シンポ
ジウムとして発展しています。
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研究のハイライト

第 2 期学際プロジェクト研究報告

第 2 期学

究報
ェクト研
際プロジ

告

（太田健一郎代表）

持続型社会を担う水素エネルギー横浜プロジェクト

水素エネルギーは人口爆発と経済発展を両立させ、地球
環境を守る、すなわち人類の持続型発展をなし得る唯一の

用した水素製造、燃料電池用の非貴金属電極材料に関して
は国家プロジェクトとして進めています。

エネルギーシステムです。本学では 1973 年よりの伝統もあ

燃料電池はコスト、資源量の面から、脱白金は欠かせな

りますが、今後も、この実現に向けて一層の期待が寄せら

いところですが、これまで安定で性能の良いものは見出さ

れています。

れていませんでした。我々は遷移金属酸化物の中にその可

主要なテーマとしては、再生可能エネルギーを利用した
水素製造、バイオマス水素製造、燃料電池開発、水素セン
サーに関する研究があります。中でも、バイオ廃棄物を利

能性を見出し、目下のところ企業、大学 11 グループの中心
となって開発を進めています。
再生可能エネルギーを利用した水素製造、水素エネルギー
システムは持続型社会には欠か
すことが出来ません。この資源
に乏しい我が国の実情に鑑み、
我々は南米パタゴニア地方の風
力エネルギーに注目しています。
現在、パタゴニア地方で我々が
予想する、日本の総発電量の 10
倍取得が可能であるか、日本製
の風速計を現地に設置して風況
を精査しているところです。

横浜国大の PEFC 用非貴金属カソードの展開

第 2 期学

究報
ェクト研
際プロジ

パタゴニアに設置した日本製風速計タワー

告

（小泉淳一代表）

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

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

の生体分子のイオン化を促し、質量スペクトルにより分子イ

もと、既存のナノ技術のバイオへの応用に加え、ストレス

メージングができることが分かりました。実際に、磁気ナノ

をコア概念としてバイオメディカル科学への貢献と新分野

微粒子をラット小脳切片に噴霧し、微小領域ごとにレーザー

創出を目指すことを目的としています。

により質量スペクトルを走査した結果を下図に示します。

2008 年度では、プロジェクトメンバーの次の独創的研究
成果の展開とその共有化を図るとともに、プロジェクトの

組織切片のイメージング質量分析
ラットの小脳

a

ゴールに iPS などの幹細胞の分化シグナルを設定するなど、
f-MNPs もしくは
マトリックスを噴霧

討論を深めました。展開と共有化を図った研究成果として
0

は；
（1）様々な環境ストレスや病原感染による抵抗性誘導

500

時の防御応答、培養細胞の分化などに応用できる、遺伝子

1000

発現検知生物発光モニタリングプラットフォーム技術、
（2）
組織切片を幹培養細胞の足場としたとき、幹細胞はその足

500

1000

b

x(μm)

各座標における
質量スペクトル
を検出

c

d

y(μm) Laser

場組織と同じ組織へと分化します。これを基板に再現する
ことで、分化を誘導する基本技術、
（3）磁気ナノ微粒子表
面に適当な官能基を修飾し、これを細胞に付着または取り
込ませ、レーザーを照射すると、この磁気ナノ微粒子が周囲
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a〜d を重ね合わせることでどのような
生体分子が存在するのかだけでなく、
どのように分布しているかがわかる

告

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

研究のハイライト

究報
ェクト研
際プロジ
第 2 期学

本研究は、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
ブテーマに分けて研究を実施しています。
●環境調和を目指した海洋と
沿岸技術イノベーション
最近制定された海洋基本法と海洋基本
計画は、広大な我が国周辺海域資源の総合
的管理、海上交通の安全、海洋産業の振興、
海洋教育の推進を謳っています。このよう
な社会的要請に対応すべく全学教育研究
施設として「統合海洋教育研究センター」を設立し、従来か

事・海洋産業における環境リスクマネジメント、沿岸防災

らの船舶海洋工学、海岸工学の研究に加え、文部科学省の

と環境管理、沿岸管理と法制度などの学際的教育研究活動

特別教育研究経費および日本財団の助成金の支援を得て海

を行っています。
●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、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し、包括的に取り組み要素技
術研究を総合化し、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

究報
ェクト研
際プロジ

告

実用を目指した実装技術創造学際プロジェクト研究

（羽深等代表）

2008 年から神奈川科学技術アカデミーのプロジェクト

性に優れたパ

により、小型で超効率のエコ電気自動車（河村篤男教授ら）

ワーデバイス

を提案するとともに、そのために必須となる高密度で耐熱

の実装技術と
信頼性評価技
術の開発を進
め て い ま す。
封止材料では、
パワーデバイス実装拡大図

マトリックス
用として耐熱
温 度 200 ℃ 以

上の高耐熱・低熱膨張骨格を有するエポキシ樹脂を
開発しました。また、信頼性評価および接合技術に
おいては、電気 - 熱 - 構造連成解析を用いて、パワー
サイクル下におけるはんだ接合部での疲労寿命を評
価する手法を提案し、シミュレーション評価技術開
高耐熱性低熱膨張率エポキシ樹脂

発の見通しを得ています。
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研究のハイライト

究報
ェクト研
際プロジ
第 2 期学

告

（河村篤男・高田一・丸尾昭二）

快適未来社会をはぐくむモーションテクノロジーの創生
メカニズムの解明
作業者に
優しいロボット
人・機械系の
モーションコントロール

人間の知覚・運動
メカニズムの解明
マシン
インテリジェンス

ロボット教示

安

アクチュエータ開発

形状モデリング
ヒューマン
モデル

人と機械の相互発展

運動と機器

全

人の生理計測

運動解析・作業評価

ITS

人の運動・操作

デジタル・ヒュー
マン・モデル

アシスト制御

安全を目指す
自動車

詳細人体モデル

生活を支援する
制御工学
支援システム

人と機械の相互発展の各課題とキーワード

本プロジェクトは、次の 3 つの研究グループから構成さ
れています。

を総合して、日常動作や自動車ドライバにおける支援シス

（1）マイクロモーティリティ（丸尾グループ）

テムを構築することを目的としています。2008 年度は、ド

（2）人と機械の相互作用（高田グループ）

ライバへの LED による警報提示、ITS 技術による自律走行

（3）ヒューマノイドロボット（河村グループ）

車の製作、パワーアシスト椅子の制御、超磁歪アクチュエー

今年度は「人と機械の相互作用」についてご報告します。

タ駆動ポンプによる油圧アクチュエータの制御などを行い

このプロジェクトは、快適な未来社会を実現するために、医

ました。また、ロボットに関しては、遠隔力感覚通信、イン

療福祉や健康支援を目的とした未来メカトロニクス・ロボ

ピーダンス制御による操作感覚、画像を利用したティーチ

ティクスの研究を行っています。機械等の操作・運転のし

ングプレイバック手法、手話単語動作を行うイベント駆動

やすさ、安全性、力感覚と運動メカニズムの解明、手足の動

型双腕五指ロボットハンドなどを製作し、それぞれの成果

作モデリング、デジタルヒューマンモデリング、ロボット

を挙げました。

第 2 期学

究報
ェクト研
際プロジ

告

情報通信技術による未来社会基盤創生

グローバル COE として展開しています。
（p10-11 をご
参照ください。
）
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の動作、高効率アクチュエータの開発などを行い、それら

（河野隆二代表）

この表は科学研究費をはじめとする政府関係の特に大型

計金額については 23 頁をご覧ください。工学研究院に所属

の外部資金をまとめたものですが、これ以外にも 5,000 千

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

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

開されています。横浜国立大学のホームページ http://www.

ます。また、多くの企業や団体から共同研究費、受託研究

ynu.ac.jp/index.html から研究者総覧をご覧ください。

研究のハイライト

工学研究院の教員が 2008 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（5,000 千円以上）

費、寄付金などを多数受けています。項目別の受け入れ合
2008 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）
種目名

研究題目

研究代者氏名

特定領域研究

フォトニック結晶導波路による光速制御と光バッファメモリ

馬場

俊彦

特定領域研究

マイクロリングフィルタ回路による波長スイッチングと波長ラベル符号多重化

國分

泰雄

特定領域研究

イオン液体のダイナミックスとイオン性の評価に基づく機能設計

渡邉

正義

特定領域研究

局在電磁波配線を利用した単一磁束量子論理ゲートの研究と高速信号処理回路への応用

吉川

信行

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

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

基盤研究（A）

超広帯域（UWB）無線技術に基づく医療センサーネットワークに関する研究

河野

基盤研究（A）

数値シミュレーションに基づく経年船舶海洋構造の強度評価に関する研究

角

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

基盤研究（A）

模擬実験と隕石分析による星間有機物から生命構築分子系への進化シナリオの構築

小林

憲正

基盤研究（B）

極低温環境下におけるコンプレックスプラズマの研究

石原

修

14,400
19,500
12,900
15,600
22,200
65,130
7,280
9,100
37,310
5,850
7,020
6,500
6,890
7,020
8,320
5,070
5,460
5,980
5,720
29,250
9,880
306,380

隆二
洋一
淳

基盤研究（B）

超高速切削過程の高表面活性と塑性衝撃波による高静水圧を用いた先駆的機能面創成

篠塚

淳

基盤研究（B）

バーチャルリアリティ技術を活用した力感覚メカニズムの解明と力感覚通信への展開

藪田

哲郎

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

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

基盤研究（B）

新しいポテンシャル制御量子井戸の巨大電界屈折率効果による光制御

荒川

太郎

基盤研究（B）

プレーナ型磁性ナノ構造の作製と磁化反転の制御

竹村

泰司

基盤研究（B）

浚渫窪地の環境影響の解明と新しい環境マネジメント手法の提案

佐々木

基盤研究（B）

波浪影響を避ける新コンセプト船システム実現のための研究

平山

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

若手研究（A）

原子間力顕微鏡と位置決めステージのナノスケールサーボに関する研究

藤本

博志

（千円）

淳
次清

計

研究期間

2005 − 2008
2005 − 2008
2005 − 2009
2006 − 2009
2007 − 2010
2008 − 2012
2005 − 2008
2005 − 2008
2008 − 2010
2005 − 2008
2007 − 2009
2007 − 2009
2008 − 2010
2008 − 2010
2008 − 2010
2006 − 2008
2007 − 2009
2007 − 2010
2008 − 2010
2007 − 2011
2008 − 2009

2008 年度他省庁補助金等（5,000 千円以上）
区分
経産省・革新的実用原子力技術
開発費補助金
国交省・建築基準整備促進補助
金事業（分担金）
厚労省・医療機器開発推進研究
事業（分担金）

研究課題名

代表者氏名

（千円）

研究期間

2008 −
2010

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

20,000

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

8,758

分散型ナノ植え込み機器を活用した慢性心不全患者の統合的デバイス治療の
開発

河野

隆二

8,000

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

11,739

獨古

薫

NEDO・産業技術研究助成事業
多重階層ポーラスカーボンを用いた高容量電気化学キャパシタの開発

計

9,750

2008
2007 −
2009
2007 −
2009
2007 −
2009

58,247

2008 年度政府関係機関との受託研究・受託事業（5,000 千円以上）
区分

研究課題名

代表者氏名

（千円）

総務省

超高速波長ルーティング集積回路

國分

泰雄

17,002

総務省

意味推論型システムを備えたユキビタス・バーチャルマシン技術の研究

倉光

君郎

7,464

独立行政法人科学技術振興機構

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

48,360

独立行政法人科学技術振興機構

半導体の熱励起を利用した小型・高性能の VOC および悪臭分解装置の研究開発

水口

仁

43,940

独立行政法人科学技術振興機構

高機能・低環境負荷を目指した過共晶 Al-Si 合金精密鍛造品の製造プロセス
開発と商品化

梅澤

修

25,335

独立行政法人科学技術振興機構

医療応用に向けた磁気ナノ微粒子の開発

一柳

優子

16,120

独立行政法人科学技術振興機構

単一磁束量子算術演算ユニットの開発

吉川

信行

12,740

独立行政法人科学技術振興機構

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

11,960

独立行政法人科学技術振興機構

3 次元ナノ光造形マルチモールディング

丸尾

昭二

11,661

独立行政法人新エネルギー・
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／次世代技術開発／脱白金を目
指した 4，5 族遷移金属酸化物を中心とした PEFC 用非白金電極触媒の研究
開発

太田

健一郎

9,439

太田

健一郎

76,475

渡邉

正義

20,000

固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開発／要素技術開発／低白金化技術

光島

重徳

19,866

独立行政法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構

水素製造・輸送・貯蔵システム等技術開発／次世代技術開発・フィージビリティ
スタディ等／革新的な次世代技術の探索・有効性検証に関する研究開発／非
金属化合物を用いた水電解用高機能酸素発生アノード触媒の設計及び開発

松澤

幸一

19,435

独立行政法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構
独立行政法人新エネルギー・
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／次世代技術開発／無加湿中温
形燃料電池を目指した電解質および電極設計
固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開発／次世代技術開発／固体高分子
形燃料電池用多孔体内における熱・物質移動現象の単体評価技術の研究開発

渡邉

正義

19,952

義郎

8,736

文部科学省

高機能代替流体による高速軽水炉燃料の熱的限界予測手法の開発

独立行政法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構
独立行政法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構
独立行政法人新エネルギー・
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／要素技術開発／酸化物系非金
属触媒の研究開発
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

宇高
森
計

昌司

5,605
374,090
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