
10

研
究
の
ハ
イ
ラ
イ
ト

　本学の研究に対する考え方は、2010 年に YNU 

research initiativeとして明文化されました。教育・

研究・社会貢献を鼎立させることの重要性が述べら

れています。全文は本学のホームページからたどっ

て読むことができます。特に際立った文言は、｢教育

力の源泉でもある研究力を強化し、研究を通じて社

会を先導出来るリーダー人財を育成する｣ と謳って

いることであり、大学の使命である教育・研究・社

会貢献を正に三位一体のものとして捉えている点に

あります。

　2011年度の工学研究院の研究に関連する活動で

は、いくつかの大きな動きがありました。その一つ

は、工学研究院の組織において ｢分野｣ を廃止し、全

ての人事は部門から発議することにしたことです。

そのために「部門人事検討会議」を設置し、まず部門

で人事について検討することを制度化しました。ま

た、工学府においては、社会空間システム学専攻が廃

止されて3専攻となりましたが、社会空間システム

学専攻は文理融合型大学院である都市イノベーショ

ン学府・研究院で活動を開始しました。工学研究院

の傘下から離れて全学の協力の下に新たな部局が活

動するようになることは、大変喜ばしいことです。

　学内で研究を活発に行う教員のグループを「YNU

研究拠点」として認定し、本学のホームページに掲載

してその活動を外部から見えるようにしよう、とい

う全学の取組が2011年度から始まりました。2012

年度当初には25の研究拠点が大学から認定されてお

り、工学研究院からはほぼ半数の12のグループが認

定されています。

　この中には、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）もあります。このGCOEは2012年

度が最終年度ですが、現在、フィンランド・オウル大

学、情報通信研究機構、横浜市立大学と共同した医療

ICTに関する活発な教育研究活動によって、国際連

携、地域連携に大きな役割を果たしており、今後のさ

らなる展開が期待されます。

　工学研究院では上記GCOEのような次世代の大

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2期の学際

プロジェクト研究6件が2011年度で終了しました。

2012年度研究企画経営会議主査 横山　泰

 

2012年9月に、外部有識者をお招きして評価会を

開催する予定です。第2期学際プロジェクト研究か

らは、「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

れました。そして、2012年度から新たに6件の第3

期学際プロジェクト研究がスタートしました。

　このような ｢工学研究院の研究の顔｣ である学際プ

ロジェクト研究の萌芽を発掘すべく、工学研究院で

は3年間の ｢グループ研究｣ という小規模な研究活動

に対する支援を行っています。2011年度から第3期

グループ研究に16組が選定されて研究活動が始まり

ました。この活動に対して、講演会や研究会を開催す

る費用を支援しており、2011年度には6グループに

対して支援を行いました。

　また、2012年度から、研究者の情報交換の場とし

て機能する「工学研究院リサーチフォーラム」を認定

し、研究会開催などに対して支援することとしてい

ます。

　研究を行う上で、各教員の頭脳のリフレッシュは

大きな効果があると期待されます。工学研究院では

2009年度から毎年度数名ずつ、講義及び各種委員会

の業務から離れて国内外の研究機関に滞在し、新た

な研究の想を練ったり新しい研究手法を仕入れたり

するための ｢自己研鑽制度｣ を行っています。2011

年度は3名の教員がこの制度の恩恵を受けました。

　優れた教育研究を展開する上で、優れた教員を採

用することは必須です。そのためには、教員として、

研究者としての適性を持った人を公正に採用するこ

とが求められます。本学では2007年度の学校教育

法の改正に伴って、新たに設けられた助教を任期5

年のテニュアトラック職と位置づけて、いち早くテ

ニュアトラック制度を導入しました。本学では文部

科学省のテニュアトラック普及・定着事業に応募し、

工学研究院で2011年度に1名、2012年度に2名の

助教公募採用への適用が採択されました。
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「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」

医療用BAN(Body Area Network)の
国際標準化成功と臨床導入・産業化

　2008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」（拠
点リーダー：河野隆二教授）も5年間の後半に入り、多くの
成果を上げつつある。その中でも、本プロジェクトの中核
をなす医療用無線BAN（Body Area Network）の国際標準
成が、約5年間の欧米、日中韓の国際的な競争と協調によ
り、2012年2月にIEEE802.15.6として国際標準に承認さ
れた。その物理層のコア技術に本学が中心となり産学官コ
ンソーシアムにて研究開発し、知財権を有するUWB（Ultra 
Wide Band）無線技術やハイブリッド ARQ（Automatic 
Repeat Request）誤り制御技術などが国際標準として含
まれる。
　2012年度はこの成果を受けて、横浜市大医学研究科・
附属病院、フィンランド・オウル大学、（独）情報通信研究
機構と共に、2011年12月に採択された京浜臨海ライフイ
ノベーション総合特区（川崎、横浜地区）や、2012年3月
に横浜駅東口三井横浜ビルディング（日産本社ビル隣）に開
設された本学未来情報通信医療社会基盤センター MM21
サテライトおよびフィンランド・オウル大学CWC日本研
究所（CWC日本（株））により、BANの医事・薬事法に基づ
く治験に向けた臨床研究、実用化プロトタイプによる社会
実験、および国際標準に準拠した量産化を国際企業と医療
機関と推進する時が来た。

重点アプリ型研究の融合と将来に向けた
次のステップ

　グローバルCOEプログラムの2012年度終了に向けて、
次のステップとして、情報通信技術ばかりでなく、ナノ・
デバイス、メカトロニクスなどの先端技術に基づく医工融
合として、（1） ディペンダブル医療ネットワーク、（2）ナノ
生体センシングシステム、（3）アンドロイド診断治療ロボッ
トの３重点プロジェクトを推進し、その医療現場への導入
と国際ビジネスを目指して、（4）先端医療機器の治験、認証
のレギュラトリーサイエンスとビジネス化のための医療経
済学を横浜市立大学、情報通信機構とフィンランド・オウ
ル大学との連携を拡張し、実施する。

図1●本学未来情報通信医療社会基盤センター MM21サテライト
＆フィンランド・オウル大学日本研究所 CWC日本（株）
横浜駅東口、日産本社ビル隣横浜三井ビルディング15階に2012年
3月オープン

図2●先端技術に基づく医工融合の将来ビジョン

図3●横浜国大・市大連携・共同大学院計画

横浜国大・市大による連携大学院の設立へ

　図２に示す一連の医工融合イノベーション創生の先に、
横浜市大との連携大学院の設立に向けて、2011年度にタ
スクフォース（TG）が発足し、協議が進められている。

グローバルCOEプログラムの進展
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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（都市イノベーション研究院）

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、全学教育研究施設「統合的海洋
教育・研究センター」等と連携してシンポジウム、セミ
ナー、特別講演会の開催を含む船舶海洋工学、海岸工学
の研究活動を実施しています。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、バラスト
水問題、海上物流イノベーションに関係し急速な大型

化が進展するコンテナ船の構造安全性管理、余寿命便
益評価に基づく船体のdurability管理法、沿岸環境の創
生などであり、外部資金の支援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、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、小
田原駅東口や下北沢などを対象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。

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。
　多くの官能基との結合を可能にしたナノ粒子の修飾

方法を確立することができましたので，ハイパーサー
ミア用磁気ナノ微粒子の最適化進め，その成果はナノ
学会第9回大会にて産業タイムズ社賞を受賞しました。
 　また，こうしたナノ粒子と抗癌剤の組み合わせは，
抗癌剤単独よりも細胞にapoptosisを多く起こすなど

増殖抑制効果を認め
ました。
 　第3期の学際プロ
ジェクト研究ではプ
ロジェクト代表者を
一柳准教授と代わり
ますが，さらなるプロ
ジェクトのゴールに
向け活動いたします。

第２期学際プロジェクト研究報告
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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

「グリーン水素」社会のための材料開発 
　燃料電池は環境負荷が小さい高効率発電システムと
して期待されています。日本では世界に先駆け2009
年度より家庭用燃料電池が「エネファーム」という名前
で発売され、2011年度だけで約18,000台、2012年
度中には累計約44,000台が稼働する見込みです。　
　この燃料電池システムには主に固体高分子形燃料電
池(PEFC)が用いられており、家庭用の熱電併給システ
ムのほか、自動車用電源としても活発に研究開発され、
わが国では2015年よりPEFCを用いた燃料電池自動
車が販売される見込みです。PEFCの触媒には数ナノ
メートルに微粒子化した白金を用いて少量で高い活性
を得ています。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1メートルに置き
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。一方、地球上の白金の資源量という
のはおおよそ25メートルプール1杯半分といわれて
います。今後の燃料電池の広範な普及による白金資源
の枯渇に備え、我々の研究グループでは10年以上前か
ら白金などの貴金属を使用しない電極触媒を探索して
きました。その結果、酸素欠損を有するタンタル、ジル
コニウム系触媒が白金代替となりうる可能性を世界で
初めて見出し、研究開発を鋭意すすめています。
　”燃料”の水素をどのように得るかも重要な問題で
す。震災以来、再生可能エネルギーを大量導入する動
きがあります。我々は、風力や太陽電池などの再生可
能エネルギーで水を電気分解して得た水素を「グリー

ン水素」と呼んでいます。図1に示すように「グリーン
水素」をエネルギーの貯蔵や輸送のキャリアとして再
生可能エネルギーの変動性や偏在性を受容できる水素
エネルギー社会の創生を目指しています。
　このためには、気象の影響により変動性が極めて強
い太陽光、風力などの再生可能エネルギーを用いた水
素製造が重要です。したがって、水の電気分解の耐久性
の向上や材料コストの低減などの技術革新が求められ
ます。そこで、従来用いられている材料について、変動
性が大きな環境で加速的に劣化する現象の解明と、耐
久性向上のための材料やシステム制御を提案していま
す。さらに、これらの知見と燃料電池分野での経験を
生かし、水電解の分野でも革新的な材料の探索を行っ
ています。

H dHydrogen

H2H2H2

H2

●再生可能エネルギーを基盤とする水素エネルギー社会

羽深　等 代表

実装技術創造プロジェクト

パワーモジュール評価プラットフォーム試作と評価
　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29社を結集
したKAMOMEプロジェクトによりSiデバイスを用い
てパワーモジュール評価プラットフォームを作製しま
した。2012年度は、このプラットフォームによるSiC
デバイスでのモジュール試作と評価を計画しています。

●試作したモジュールと解析事例
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学際プロジェクト研究テーマ プロジェクト代表者

1 横浜発クリーンエネルギー材料研究によるグリーンイノベーション
（愛称：横浜クリーングリーン（YCG）プロジェクト） 渡邉　正義

2 先端光科学・光機能材料イノベーション 横山　泰

3 生体分析とナノメディスンを目指した革新的デバイス材料技術 一柳　優子

4 スマートヒューマンエンジニアリング 高田　一

5 先端的磁気超伝導理工学の創成 梅原　出

6 先端技術による医工・文理融合による持続可能な医療社会インフラの創生
　－大学間・産学官国際連携による国際標準化・法制化・産業化－ 河野　隆二

第３期学際プロジェクト研究一覧

河村篤男・高田　一・丸尾昭二

快適未来社会を育むモーションテクノロジーの創生

　本プロジェクトでは、快適な未来社会を実現するた
めに、医療福祉や健康支援に資するミクロからマイク
ロまでの幅広い未来メカトロニクス・ロボティクス研
究を推進しています。この目的を達成するための組織
として、以下の３つの研究グループを構成しています。

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

　各グループの主な研究としては、
（河村グループ）
　「ヒューマノイドロボット」では、快適未来社会を実
現するための物理的な個人支援、医療福祉支援を目的
としたメカトロニクス・ロボティクスの研究を行いま
した。その成果は、時々刻々と動的に変化する人間環
境に対して適応可能なロボットの実現と要約でき、二
足歩行ロボットの高度運動制御、筋骨格型二足歩行ロ
ボットへの応用を目指したスパイラルモータによる
歩行・走行に関する研究や、ケージングマニピュレー
ション、可操作度を保持したフィンガ・アームシステ
ムのインピーダンス制御、触覚フィードバックインタ
フェースなどの成果を得ました。

（高田グループ）
　「人と機械の相互発展」では、機械等の操作・運転に
おいて、操作・運転のしやすさ、安全性に注目し、人の
操作・運転と機械性能の相互の向上をめざしました。
また、力感覚と運動メカニズムの解明、手足の動作モ
デリング、デジタルヒューマンモデリングの構築、ロ
ボットの動作教示、高効率アクチュエータの開発を並
行して行いました。それらを結合して、日常動作や自
動車ドライバにおける支援システムを構築しました。
その結果、人の作業空間や生活空間において、人と共
存する機械を操作・運転する際に高い安全性と信頼性
を有する社会の実現が可能となりました。

（丸尾グループ）
　「マイクロモーティリティー」では、光駆動型マイク
ロ・ナノアクチュエータの研究を行いました。例えば、
光の放射圧によって高速回転するマイクロタービンを
開発しました。また、光照射による分子の異性化を利
用したナノアクチュエータに適した分子の開発も行い
ました。さらに、光照射によって屈曲するイオンゲル
アクチュエータも開発しました。このような光駆動ア
クチュエータ群は、遠隔・非接触駆動でき、密閉微小
空間でも自在に駆動が可能であるため、ラボオンチッ
プやナノバイオ研究用の新しいツールへの応用が期待
できます。

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
河野隆二 代表

グローバルCOEとして展開しています（p.11をご参照ください）。
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工学研究院第２期グループ研究一覧（2009 ~ 2011）
グループ研究テーマ 代表者
1 スパイラルモータの駆動と制御に関する研究 藤本　康孝
2 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
3 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
4 アレーアンテナによる高精度到来方向推定 市毛　弘一
5 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
6 都市創成学研究領域の高度化 高見沢　実
7 高精度パルス磁化測定装置の開発 山本　勲
8 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
9 ワークプレイスからのまちづくり 秋元　馨
10 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

グループ研究一覧

工学研究院第３期グループ研究一覧（2011 ~ 2013）
グループ研究テーマ 代表者
1 光ナノ計測 武田　淳
2 アクティブマテリアルを用いたスペースデブリキャッチャーの開発 中尾　航
3 工学的応用を目指した高Ｊｃを有する超伝導体の開発 上原　政智
4 新機能を指向する光応答材料の創製と機能解析 横山　泰
5 固体表面上のアミノ酸配列のダイナミクス 田中　正俊
6 Si高指数面における極薄酸化膜形成過程の解析 大野　真也
7 細胞膜中機能性生体分子の構造生物学的研究 内藤　晶
8 環境微生物の金属循環に関わる構造と動態研究 小泉　淳一
9 バイオ・分析・計算機化学・ナノテクの統合アプローチによる糖鎖の構造と機能化研究 上田　一義
10 高分解能固体ＮＭＲを用いた規則性多孔質材料の構造解析 窪田　好浩
11 超高性能光制御デバイスの研究開発 荒川　太郎
12 ハプティックモバイルロボットの高度運動制御に関する研究 下野　誠通
13 ナノ・グリーンテクノロジー 大矢　剛嗣
14 マルチエージェント技術を用いた地域エネルギーシステムの電力取引支援システムの研究 大山　力
15 BANシステムを活用した人体統合モデリングと医療への応用に関する研究 杉本　千佳
16 固体高分子形燃料電池内の熱物質輸送の最適化による性能向上 荒木　拓人

　2007年度に採択された文部科学省若手研究者の自立的
研究環境整備促進プログラム「先端学際プロジェクトによ
る人材育成」は5年間の実施期間を満了し、本プログラムに
より設立された学際プロジェクト研究センター（センター
長：田中裕久現名誉教授）も2012年3月を持って終了い
たしました。国際公募により選抜された11名の特任教員

（助教）は、テニュアトラック制度を活用し、テニュアポス
トである准教授に着任（1名はテニュアトラックに再雇用）
いたしました。
　在任期間中、11名の特任教員（助教）は，豊富な研究資
金と大学運営に関わる業務が免除された研究に専念する環
境を与えて頂きました。恵まれた研究環境を十分に生かし、
計171編の学術論文および著書、5件の学会賞受賞などの
研究成果を収めております。また、2件の文部科学大臣表彰

の受賞など特筆
に値する業績も
挙げております。
これらの成果は、
3 冊の成果論文
集として編纂さ
れております。
　本センターの
特色の一つであった学際性豊かな研究環境は、「IRCサロ
ン」という形態で若手研究者の異分野交流の場として機能
し、その中から2つの共同研究が創出されております。本
センター終了後も「学際若手サロン」（工学研究院リサーチ
フォーラム）と名称を変更しますが、若手研究者の交流の場
は継続していきます。

学際プロジェクト研究センター活動報告
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　2011年11月18日、工学府の主催で1991年に核磁気
共鳴(NMR)法の発展による貢献でノーベル化学賞を受賞さ
れた、スイス連邦工科大学（チューリッヒ）のリヒャルト・
エルンスト教授の特別講演会を、附属図書館1階メディア
ホールにて実施しました。講演のタイトルは、「Fascinating 
Insights in Chemistry, Biology and Medicine by NMR」

で、会場を埋めた150人の若い学生と教員に、NMR法を用
いた化学・生物学・医薬学分野での研究の魅力が紹介され、
同時に、高い倫理観を持って自然科学を学習することの重
要さも示され、講演後も数多くの質疑応答があって実り多
い講演会となりました。

Dan Shechtman博士　特別講演

　2012 年 3 月 28 日に 2011年度ノーベル化学賞受賞者
Dan Shechtman博士をお迎えして、日本金属学会と共催
で研究特別講演会を開催しました。満員の経営学部1号館
108講義室にて、授賞の対象となった準結晶発見の経緯、
従来の学問の枠を超えたこの発見が認知されるための努力

の数々などがエピソードを交えて紹介されました。科学が
高度に発達した今日もなお自然科学の基礎に未知の世界が
あること、そして科学が発達したが故に新しい知見が受け
入れられ難くなっていることなどを改めて認識する貴重な
機会となりました。

YNU研究拠点一覧
YNU研究拠点名称 研究テーマ 研究グループ代表者
1 海洋環境保全のための船舶関連技術研究拠点 バラストフリー船の研究開発 荒井　誠

2
光応答先端材料研究拠点
Ray-Lite（Research Association in Yokohama for 
Light-Triggered Events）

新機能を指向する光応答材料の創製と機能解析 横山　泰

3 人機能再建のための工学支援研究拠点 人機能再建のための工学支援に関する研究 高田 　一

4 宇宙環境利用科学研究拠点 宇宙環境を利用した物質科学および生命科学の研
究実施に向けた検討および準備実験 小林　憲正

5 実海域再現水槽を利用した航空機の着水実験研究拠点 航空機の不時着水、飛行艇の着水に関する実験的
研究 平川　嘉昭

6 光ナノ計測研究拠点 超高感度光ナノ計測システムの開発 武田　淳

7 先端超伝導材料・デバイス研究拠点 新規超伝導材料・デバイスに関する研究と応用へ
の展開 吉川　信行

8 低温物性研究拠点 極低温物性測定装置の開発と共同研究拠点化 鈴木　和也

9 ナノ物性物理とバイオの融合研究拠点 ナノ精度生体分子イメージングを目指した磁性微
粒子の特性研究 一柳　優子

10 ロボティクス・メカトロニックス研究拠点
Robotics and Mechatronics Research Center(RMRC)

ロボティクス・メカトロニクス最先端技術の開発
研究 河村　篤男

11 グリーン水素研究拠点
再生可能エネルギーを基盤とする高高度エネル
ギーシステムを構築するための材料、システム及
びネットワーク

光島　重徳

12 情報通信による医工融合イノベーション創生
（G-COE拠点）

世界最先端の情報通信技術（ICT）と社会的な要請
の高い先端医療を融合する新領域「医療ICT」を中
心とした研究

河野　隆二

YNU研究拠点一覧

工学研究院リサーチフォーラム一覧

工学研究院リサーチフォーラム一覧
工学研究院リサーチフォーラム組織名称 組織代表者
1 ナノリサーチクラブ 窪田　好浩
2 学際若手サロン 山梨　裕希

ノーベル賞受賞者の講演
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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。

2011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） （単位：千円）

区分 研究題目 代表者 金額 研究期間
イオン液体を用いた蓄電デバイスのグリーンイノベーション 渡邉　正義 48,880 2011~2012
電気化学的手法による界面反応メカニズム解析 獨古　薫 15,600 2011~2012

独立行政法人科学技術
超微細粒強化と時効析出強化を並立させる新規アルミニウム合金展伸材
の開発とその合金設計指導原理の確率 廣澤　渉一 5,645 2011~2012

振興機構 波浪予測警報機能付小型船舶用レーダ技術の開発 平川　嘉昭 5,850 2011~2012
輻射熱反射コーティングによる革新的遮熱技術 長谷川　誠 5,850 2011~2012
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 16,900 2007~2012

単一磁束量子算術演算ユニットの開発 吉川　信行 11,050 2007~2012
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 90,350 2008~2012

国立大学法人東京大学 フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発 馬場　俊彦 15,048 2011~2012
鉄鋼材料の革新的高強度・高機能化基盤研究開発 梅澤　修 12,007 2010~2012

独立行政法人

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 2007~2012

新エネルギー・産業技術 固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発/基盤技術開発/酸化物系非
金属触媒 太田健一郎 80,500 2010~2013

総合開発機構
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/広い温度範
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 11,974 2010~2012

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 45,002 2009~2012

日本電信電話株式会社 革新的ファイバ技術の研究開発　課題イ-2　Fan-out導波路の設計技術 國分　泰雄 7,969 2010~2013
独立行政法人情報通信
研究機構 革新的光通信インフラの研究開発 國分　泰雄 5,599 2011~2016

計 397,479 

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 21,840 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 43,680 2010~2014
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 11,960 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 21,320 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 10,790 2010~2013

基盤研究(A) マイクロステップ光学素子を用いた１ショット広帯域実時間イメージング分光法
の開発 武田　淳 17,940 2011~2014

基盤研究(A) コンプレックスプラズマ中の帯電微粒子とプラズマの相互作用がもたらす物理現象 石原　修 19,240 2011~2013
基盤研究(A) イオン液体を用いたソフトマテリアルの創成 渡邉　正義 18,460 2011~2013
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 5,330 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 干　　強 5,070 2010~2012
基盤研究(B) 立体配座制御に基づく高性能フォトクロミック化合物の創製 横山　泰 7,540 2011~2014
基盤研究(B) ラージスケール・３次元ナノ光造形モールディング技術の開発と応用 丸尾　昭二 14,040 2011~2013
基盤研究(B) 磁性ナノ粒子の発熱機構と培養細胞中の存在形態の評価分析法の開発 竹村　泰司 7,540 2011~2013
基盤研究(B) 総合的リスクを考慮したライフサイクル構造評価手法に関する研究 川村　恭己 5,980 2011~2013

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 14,560 2007~2011

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 8,190 2010~2012

若手研究(A) 低侵襲性外科手術シミュレータのための多自由度鉗子型ハプティックシステムの
開発研究 下野　誠通 8,840 2011~2013

若手研究(A) 大容量かつ省エネルギーを実現する先進的通信システムの創出 落合　秀樹 8,060 2011~2014
計 250,380 

2011年度政府関係機関との受託研究・受託事業（5,000千円以上） （単位：千円）

工学研究院の教員が201１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）


