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　工学研究院が現在目指している研究の方向を端

的に表すと、1 世界トップレベルの研究を、2 競争

的な環境の中で、3 いかにグローバルに展開でき

るか　という事になるかと思います。さらに、本学

工学研究院の特徴を如何に出して行くかというこ

とも求められる状況になって来ています。ここで

は、上記3つの観点から、工学研究院の2012年度

の取り組みと、そのハイライトを紹介します。

世界トップレベルの研究展開
　工学研究院では、2008 年採択の GCOE「情報

通信による医工融合イノベーション創生」が最終

年度を迎えました。横浜市立大学医学研究科・附

属病院、フィンランド・オウル大学、情報通信機

構などと連携して、医療用無線BAN(Body Area 

Network)の臨床研究、社会実験、量産化などに関

する研究を強力に推進し、世界トップレベルの研

究を、国際連携および地域連携を視野に入れて展

開し、多くの成果を挙げることが出来ました。

　世界トップレベルの研究は、他にも工学研究院

の学際共同研究として選ばれ、研究院の看板になっ

ています。第2期の学際プロジェクト研究6件が

2011年度に終了したことを受け、外部有識者をお

招きした評価会を実施し、また最終報告会を行い

ました。一方、第3期学際研究プロジェクトが6件

新たに選はれ、2012年度から発足しています。詳

細はこの冊子でも紹介されています（13頁参照）。

多くのプロジェクトは、大型の研究予算を獲得し

た最先端研究であり、さらなる発展が期待されて

います。

　このような世界トップレベル研究の萌芽になる

研究を育成するために、工学研究院では3年間のグ

ループ研究制度を発足させ推進しています。これ

は、何人かの研究者が共同して新しい領域研究を

育てようとするものであり、大きな発展の期待さ

れる研究は上記の学際研究プロジェクトとして引

き上げる仕組みになっています。現在進行中の第3

期グループ研究16件に加え、第4期グループ研究

（2013 ～ 2015）を募集し、2013年4月から5件が

新たに活動を開始しました。

　また、2012年度より、教員が研究を遂行するに

あたり必要な情報を交換する場、学生が研究成果

を発表する場、さらに開かれた議論の場を提供す

る「工学研究院リサーチフォーラム」を発足させ、2

件が活動を開始しています。

　2011年度から全学で優秀研究者表彰が始まりま

したが、2012年度は工学研究院から河野隆二教授

が「社会貢献賞」を、獨古　薫准教授が「奨励賞」を

受賞しました。

競争的な環境の中での研究展開
　教員を競争的な環境の中に置き、かつ業績を上げ

た方には相応しい職位を与えることは、研究大学を

目指す上では不可欠な人事制度です。本学は文科

省の「テニュアトラック普及・定着事業」に採択さ

れてきていますが、2012年度も引き続きこの事業

による若手人材の採用を図りました。また本学の

助教は、他大学の講師相当であったため、必ずしも

当人が研究遂行を行う上での職位呼称としては有

利でなかった点を考慮し、2013年度からこれまで

の助教の職位の呼称を、「テニュアトラック准教授」

としました。今後工学研究院では、すべての新任教

員（特に若手教員）は、テニュアトラック教員とし

て採用され、競争的な環境下で研究に集中し、審査

を経てテニュア教員となって行くという人事方式

が根付いて行くことになります。

　同時にシニア教員が、一時期自己研鑽のためのサ

バティカルを取れるという制度も定着してきまし

た。本年度は西野耕一教授がこれに選ばれました。

グローバルな研究の展開
　これまで、グローバルな研究を工学研究院とし

て組織的に遂行する仕組みはありませんでした。

2012年度から文科省の「頭脳循環を活性化する若

手研究者海外派遣プログラム」に工学研究院が採択

され、材料研究をしている若手研究者を中心に、海

外5大学と組織的に共同研究を実施する試みを始

めました。このプログラムは若手研究者が海外の

大学に留学する形ではなく、本学と海外拠点を行

き来することにより共同研究を推進し、さらに大

学院生も加われるというものです。今後のグロー

バル研究展開の試金石と位置付けられ、成果が期

待されます。 

2013年研究企画経営会議主査 渡邉　正義
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工学研究院 第3期「学際プロジェクト研究」報告

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
渡邉正義  代表

　現代社会を持続的発展が可能な低炭素社会に変革す
ることは喫緊の課題です。本学には、低炭素社会を実
現するために必要な再生可能エネルギーを活用するた
めの鍵となる、クリーンエネルギー材料やシステムの
開発を担う先進的研究グループが多数あり、これらの

力を合わせて研究推進することが本プロジェクトの目
的です。プロジェクトには「よこはまクリーングリー
ン（YCG）プロジェクト」という愛称も付けました。本
学がクリーンエネルギー材料研究の分野で先行してい
る課題である「イオン液体」、「ポーラス材料」、「電極触
媒」などを中心として、グリーンイノベーションに係
わる研究を広く展開します。これら研究の結果創製さ
れるであろう、高性能蓄電池・燃料電池、環境調和型
触媒、グリーン水素製造、新機能材料、物質分離・回
収・リサイクルなどは、持続可能社会を構築するため
の基幹技術としてその重要性は誰もが認めるところで
しょう。また、本プロジェクトは、文部科学省特別経費

（H23-H27）で実施している「グリーンマテリアルイノ
ベーション（GMI）研究拠点：クリーンエネルギー材料
産官学研究会」とも協力して遂行しています。GMIの
研究会の会員に広く大学成果を発信することによる産
官学連携も、同時に進めて行きます。

　第2期学際プロジェクト研究成果報告会・評価会が平成
24年9月27日に本学中央図書館メディアホールにて開催
されました。各プロジェクトの代表者が成果や今後の展開
についてのプレゼンテーションを行い、2名の外部評価委
員から研究目的や研究組織、ならびに学際性、新規性、外部
資金、知的財産、新産業基盤構築などの観点からの研究成
果を評価頂き、それぞれ高い評価を得ました。これらのプ
ロジェクトはそれぞれ第3期学際プロジェクトやYNU研究
拠点等で発展的に継続することが確認されました。

工学研究院 第２期「学際プロジェクト研究」成果報告会

工学研究院第2期「学際プロジェクト研究」一覧
学際プロジェクト研究テーマ プロジェクト代表者

1 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

2 海洋・都市基盤技術のイノベーション 角　　洋一
中村　文彦

3 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

4 実装技術創造プロジェクト 羽深　等

5 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

6 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
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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  代表

　本プロジェクトでは医療・健康・介護をキーワード
にライフイノベーションを目指し、これを支えるため
の材料・デバイス開発や計測技術の革新をはかること
を目的としています。この組織は物理、生物、医学、電
気電子、家政の異分野研究者が集結しており、複合的
なサイエンスの探究と、戦略的なデバイスの共同開発
を実践します。
　現在、薬剤輸送やがん温熱療法（ハイパーサーミア）
に加え、造影効果も得られるようなマルチ機能を持つ
磁気微粒子の開発が進んでいます。同時に疾病予防や

原因究明のための分化過程の計測や、関係物質の分析
方法や評価技術などを確立することで、人類の直面す
る課題を克服することを目指します。
　ノーベル賞受賞者をはじめ、海外からの研究者によ
る講演会もいくつか主催しました。本プロジェクトは
国際的にも注目されています。今後はグローバル化も
視野に入れ、構成員同士の議論を密に重ねて新しい技
術や手法を開発していくつもりです。

先端光科学・光機能材料イノベーション

　本研究院のこれまでの学際プロジェクト研究には、
その一部に ｢光｣ というキーワードを内包するものがあ
りました。しかし、表面に ｢光｣ を出したプロジェクト
はありませんでした。今回、｢光デバイス｣「光機能材料」
｢光生命科学｣「光計測」というそれぞれの研究ベクト
ルに対して、｢光｣ を横糸に新たな視点からの研究を展
開するために、工学研究院の三つの部門から教員が集
まって、共同研究のシーズを発掘し、それぞれの研究
の進展を促すとともに全体としての発展を図ることを
目的に本プロジェクトを企画しました。
　発足にあたって2012年3月29日にキックオフセ
ミナーを開催し、それぞれの研究の紹介を行いました。
各グループの研究概要は以下のようです。
●光デバイスグループ：光の物性制御・光情報の制御・
光エネルギーの制御・光造形
●光機能材料グループ：光を制御する材料の創製・光
による物質の物性や形状の制御
●光計測：超高速光計測・励起状態やラジカルの物性
解明
●光生命科学：光受容膜タンパク質の作用機序解明

横山　泰  代表

　2012年度には、学内の他のプロジェクトと共同して
フランスの若手のレーザー科学研究者のMichel Sliwa
博士（CNRS, Univ. Rille 1）の講演会を行いました。
　また、学内重点化競争的経費による支援を受け、プロ
ジェクト内の若手教員の研究支援を行いました。2013
年度は、すでにいくつかのグループ間で進行している
共同研究・研究協力をさらに進め、拡大し、プロジェ
クト全体のネットワークを強固にして行きます。

磁気ハイパーサーミアとMRI

飛行時間型質量分析
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「スマートヒューマンエンジニアリング」

　現在、機械の設計において、設計から解析までを融
合させ、また、それを加工するプロセスまでを一括し
て行う方法が求められています。また、使用者も機械
と協調し、機械自身も人間と同様な動作をさせる必要
がある機会も増えています。したがって、本プロジェ
クトは、設計から、加工、使用までを効率よく、スマー
トに実施できるシステムを構築することを目的とし
て推進しています。具体的には、①形状モデリングと
FEM解析の融合を利用した加工システム包括的低エネ
ルギー化、②物体マニピュレーションの新たな方法論
とその具現化、③日常動作を高度に支援するシステム
の構築、などを中心に、機械システムを開発すべく、プ
ロジェクトを推進しています。①の成果として、自由
曲面の曲率を直接コントロールし、Isogeometric解析

高田　一  代表

先端的磁気・超伝導理工学の創成

研究の目的と期待
　本プロジェクトは、磁気・超伝導に関する研究をお
こなう本学の優秀な研究者を結集し、有機的に研究活
動を行い、研究活動を通じて新たな理工学教育をも創
成するという目的を掲げ、2012年に第３期学際プロ
ジェクト研究として活動を始
めました。研究グループは物
質開発グループ、物質評価グ
ループ、さらにデバイス開発
グループから構成され、磁気・
超伝導理工学の基盤である物
質の開発から実装に近いデバ
イス開発までを網羅している
ことになります。理学的な研
究活動を行う教員から、工学
的な研究活動を行う教員まで
個性も様々な研究集団です。
それぞれの研究者が、グルー
プで研究を閉じるのではなく、

梅原　出  代表

を用いて曲率を厳密に考慮したFEM手法の開発を行
いました。そのシェルモデルを図１に示します。②の
成果として、力センシング・力制御を必要とせずに物
体を把持する「ケージングベースト把持」手法を開発し
ました。図２に示します。③の成果として、ベッドから
車いすへの移乗の際に介護者の補助となる移乗機器の
製作を行い、テクノトランスファー川崎2012で展示
を行いました。図３に示します。

図1　シェルモデル 図2　プロトタイプハンドによる物体把持

図3　移乗支援機器

お互いの研究をオープンにすることで得られる相乗効
果は極めて大きなものにあるであろうと期待していま
す。また、研究を通して本学の理工学教育をさらに発
展させて行きたいと考えております。是非、皆様方の
応援をよろしくお願いいたします。
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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－

　平成20年度から5年間実施し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」を工学研究院の学際プロジェクトと
位置づけ、横浜市立大学医学研究科、情報通信研究機
構（NICT）、フィンランド・オウル大学との大学間・産
学官国際連携により、研究教育だけでなく、国際標準
化、法制化を通じた産業化を具現化することができま
した。

本学が誇る先端技術による医工融合イノベーション
　本学の精鋭により、ボディエリアネットワーク（BAN）
をコアとする情報通信（ICT）、デバイス、メカトロニク
ス、生体イメージングの先端工学技術と、先端医科学が
融合し、世界に認知される医療ICTのイノベーション
を本学を中核に構築しました。この科学技術イノベー
ションから近未来の医療社会基盤の実現に必要な標準
化、法制化、産業化に道を開き、社会に貢献しています。

河野隆二  代表

医工融合領域のエキスパート・リーダーの育成
　本プロジェクトのもう一つの魅力であり、成果は、
医学と工学の両方に専門性を極めたリーダーとなり得
るエリートを育成してきたことです。特に、工学と医
学のDouble Degree(博士号）授与者を育成すること
に成功しました。

今後の展望
　グローバルCOEプログラムの平成25年3月の修了
後、これまでの成果を継承発展させ、本学の存在感を
世界にアピールし続けることが、本学、日本の将来に
重要であると考えます。新たな研究資金獲得も含め、
さらなる発展を目指します。

http://gcoe.mict.ynu.ac.jp/
http://www.mict.ynu.ac.jp/

先端技術よる医工融合イノベーション成果

1 超広帯域（UWB）無線によるBANの国際標準化（IEEE802.15.6）成立、産業化

2 MRI（磁気共鳴画像診断装置）によるImplantハイパーサーミア（癌温熱治療） 

3 抗癌剤感受性，癌幹細胞の研究とナノメディシンへの展開

4 生体センサへのフォトニック結晶集積回路の発展

5 インプラントナノセンサロボットへの光駆動マイクロマシンの応用

6 超高速超伝導デバイス、単一磁束量子ICの生体分子質量分析器への展開

7 BAN用アンテナ・無線モジュール・スマートスーツ・無線給電システムの研究

8 医療福祉のための強化学習アルゴリズム応用（知的車椅子・情報轍）

9 カーボンナノチューブを用いたナノバイオテクノロジー（タンパク質分子選別） 

10 医療支援のための実世界ハプティクス（触覚）技術の臨床研究
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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

工学研究院第４期グループ研究一覧（2013-2015）
グループ研究テーマ 代表者
1 放射線の見える化 榊原　和久
2 多孔質触媒材料の高分解能固体NMRによる構造解析 窪田　好浩
3 量子ウォークの数理的構造に関する研究 今野　紀雄
4 先進アディティブ・マニュファクチャリング 丸尾　昭二
5 可変重力場における粒状体―機械系の力学試験法の開発 尾崎　伸吾

YNU研究拠点一覧

平成23年度認定
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 藤本　康孝

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

平成24年度認定
YNU研究拠点名称 研究テーマ 研究グループ代表者
1 よこはま高度実装技術研究拠点 エレクトロニクス高度実装技術研究開発 羽深　等

2 先進医療のための法・工学融合研究拠点 医療問題の法的・科学的対策の研究 河野　隆二

※24年度の河野先生は　未来情報通信医療社会基盤センターとして
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　平成25年2月6日（水）、附属図書館メディアホールにお
いて、工学研究院第３期学際プロジェクト研究「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」主催
の特別講演会として、巨大磁気抵抗効果（GMR）の発見と
革新的スピンエレクトロニクス・デバイスの創生により、
2007年度ノーベル物理学賞を受賞されたペーター・グリュ
ンベルグ先生による「Nanomaterials and their role in 
improving energy efficiency and sustainability」の特別
講演が行われました。「ハードディスクの父」と呼ばれてい
る先生は３年前にも一度、本学を訪れています。近年は医
療応用にも目を向けられ、我々の研究プロジェクトに大い
に興味を持ってくださり、今回２度目の来訪が実現しまし
た。当日は大雪の予報が出ており、開催が心配されました
が横浜はみぞれにとどまり、グリュンベルク先生も運行し
ている電車を乗り継いでいらしてくれました。悪天候で寒
い中でしたが、学外や北海道からも聴講者が集まりました。
講演にヒントを得て新たなアイデアが浮かび、講演中に計
算を始める教員もいました。講演後は学生たちとの写真撮
影に応じるなどなごやかなひとときとなりました。

ノーベル賞受賞者Peter Grünberg博士講演会

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
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区分 研究題目 代表者 金額 研究期間

総務省 医療等社会システムのセキュリティ・デペンダビリティを確保維持する
マルチレイヤICTの研究開発 河野　隆二 34,801 2012~2013

独立行政法人科学技術
振興機構

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 24,050  2012~2015
電気化学的手法による界面反応メカニズム解析 獨古　　薫 14,170 2012~2015
高強度鋼板の塑性変形に伴う軟質分散粒子のヘテロ→ホモ構造変化の有
用性評価 諸岡　　聡 5,774 2012~2013

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 9,782 2012~2013

単一磁束量子算術演算ユニットの開発 吉川　信行 9,750 2012~2013
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 83,330 2008~2014

自己治癒機能を有する革新的セラミックスタービン材料の開発 中尾　　航 9,490 2012~2015

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 68,378 2010~2015

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 30,000 2009~2014

イオン液体を用いた常温作動ナトリウム-硫黄電池の開発研究 獨古　　薫 6,240 2011~2013
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 7,335 2011~2016

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 7,854 2010~2013
国立大学法人徳島大学 リグニンのエポキシ樹脂変換に係る実証 高橋　昭雄 5,200 2012~2013

計 316,154

　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（5,000千円以上）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27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。

2012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）

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 17,420 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 47,970 2010~2014
基盤研究(S) ナノスロットレーザの極限的な光局在を利用する超高感度バイオマーカーセンサ 馬場　俊彦 48,360 2012~2016
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 6,630 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 10,140 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 16,250 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 13,650 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 15,470 2011~2013
基盤研究(A) スパイラルモータを用いた人に優しい運動支援システムの基盤技術開発 藤本　康孝 15,860 2012~2015
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 6,760 2011~2014
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 6,630 2011~2013
基盤研究(B) 化学合成した量子ドットを用いる量子光学固体素子の製造技術の研究 向井　剛輝 10,140 2012~2014
基盤研究(B) 固体表面構造制御を用いた生体分子識別の素過程解明 荻野　俊郎 9,620 2012~2014
基盤研究(B) 超低電力・多波長同時制御マイクロリング・マッハツェンダー光スイッチの開発 荒川　太郎 9,100 2012~2014
基盤研究(B) 大スケール表面張力流の不安定性と動的界面変形の影響 西野　耕一 6,110 2012~2014
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 7,020 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 6,890 2011~2014
新学術領域研究

（研究領域提案型） 光照射固体NMRによる光受容タンパク質の活性中間体の構造機能相関の解明 内藤　晶 5,070 2012~2013

計 267,280 

2012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2012年度に代表者として取得した科学研究費補助金及び政府関係外部資金（5,000千円以上）


