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平成 30年 4月
本紙記載内容の無断転用を禁じます。

埼玉大学　研究機構オープンイノベーションセンター
　 http://www.saitama-u.ac.jp/coalition
　 http://www.saitama-u.ac.jp/coalition/catalog/2018/top.html
　 coic-sangaku@ml.saitama-u.ac.jp
☎ 048-858-3849
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ご　案　内

本学では、企業の抱える技術的課題に対するご相談（技術相談）を随時受け付けていま
す。いつでもお気軽にオープンイノベーションセンターまでご連絡ください。声をかけ
ていただくことで、産学官連携のきっかけとなり地域社会の発展にお役に立てることを
願っています。

技術相談

民間機関等の研究者と大学の教職員とが、契約に基づき、対等の立場で共通の課題につ
いて研究に取り組み、優れた研究成果が生まれることを促進する制度です。民間等から
研究者及び研究経費等を受け入れ、本学の教職員と民間機関等の研究者が、共通の課題
について共同・分担して行う研究です。
共同研究によって発生した知的財産権については、双方協議の上、契約書等で取り決め
ます。

共同研究

大学の教職員が外部からの委託を受けて、契約に基づき研究を行いその成果を委託者に
報告する制度です。研究に必要な経費は委託者に負担していただきます。
受託研究によって発生した知的財産権については、双方協議の上、契約書等で取り決め
ます。

受託研究

本学において、民間企業、団体、個人等から学術研究に要する経費等、教育研究の奨励
を目的とする経費に充てるものとして受入れる寄附金です。

奨学寄附金

埼玉大学　研究機構オープンイノベーションセンター
　 http://www.saitama-u.ac.jp/coalition/
　 coic-sangaku@ml.saitama-u.ac.jp
☎ 048-858-3849

本紙掲載の研究者に興味関心のある方、大学連携にご興味のある方は
下記までお気軽にお問合せください。
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嫌な振動や騒音の防止、振動を利用したエネルギーの回収
大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 人間支援工学領域　長嶺 拓夫

ドローンによる上空花粉、PM2.5などのリアルタイム3次元情報を計測！
大学院理工学研究科 環境科学・社会基盤部門 環境科学領域　王 青躍

大気を知り、大気を制御するための科学技術
大学院理工学研究科 環境科学・社会基盤部門 環境科学領域　関口 和彦

持続可能な水循環システムの構築に向けて
大学院理工学研究科 環境科学・社会基盤部門 環境科学領域　三小田 憲史

サスティナブル ・ コミュニティの創造
大学院理工学研究科 環境科学・社会基盤部門 環境科学領域　藤野 毅

歩いて笑顔になる歩行者空間をつくろう
大学院理工学研究科 環境科学・社会基盤部門 環境計画領域　小嶋 文

生態系を基盤とした多重防御手法の開発
大学院理工学研究科 環境科学・社会基盤部門 環境計画領域　田中 規夫

まかせてください「風化・劣化の診断」
大学院理工学研究科 環境科学・社会基盤部門 社会基盤創成領域　小口 千明

構造物、特に橋の設計に関する研究
大学院理工学研究科 環境科学・社会基盤部門 社会基盤創成領域　奥井 義昭

スマホ、UAVと人工知能で構造の損傷を自動検知する技術
大学院理工学研究科 環境科学・社会基盤部門 社会基盤創成領域　党 紀

インフラの老朽化にストップをかける！
大学院理工学研究科 環境科学・社会基盤部門 社会基盤創成領域／
研究機構 レジリエント社会研究センター　睦好 宏史

内部撥水性を有するコンクリートの開発
大学院理工学研究科 環境科学・社会基盤部門 社会基盤創成領域　欒 堯

都市の災害復旧力を高めるプログラマブルストラクチャ
大学院理工学研究科 環境科学・社会基盤部門 社会基盤創成領域／
研究機構 レジリエント社会研究センター　齊藤 正人

質の高い調査データによる社会の暗数把握
社会調査研究センター　松本 正生

経済波及効果の推計と日中GDP統計の比較
大学院人文社会科学研究科 経済学研究領域　李 潔

環境・資源問題の解決に向けた経済政策に関する研究
大学院人文社会科学研究科 経済学研究領域　有賀 健高

コラボレイティブな組織づくり、
対話を通じた経営戦略の革新、イノベーションの促進
大学院人文社会科学研究科 経営学研究領域　宇田川 元一

経営者不正の防止に向けた基盤づくり
大学院人文社会科学研究科 経営学研究領域　石田 惣平
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アジア進出・マーケティング戦略の新機軸
大学院人文社会科学研究科 商学研究領域　井原 基

地域と一緒にまちづくりを考える
大学院人文社会科学研究科 社会学研究領域　内田 奈芳美

授業設計理論にもとづく教育
そして生活の向上を目指す人間の活動支援システムの開発
教育学部 心理・教育実践学講座　野村 泰朗

植生動態のモニタリングにより環境保全に貢献する
教育学部 生活創造講座（技術分野）　荒木 祐二
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社会調査研究センター　松本 正生

経済波及効果の推計と日中GDP統計の比較
大学院人文社会科学研究科 経済学研究領域　李 潔

環境・資源問題の解決に向けた経済政策に関する研究
大学院人文社会科学研究科 経済学研究領域　有賀 健高

コラボレイティブな組織づくり、
対話を通じた経営戦略の革新、イノベーションの促進
大学院人文社会科学研究科 経営学研究領域　宇田川 元一

経営者不正の防止に向けた基盤づくり
大学院人文社会科学研究科 経営学研究領域　石田 惣平
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アジア進出・マーケティング戦略の新機軸
大学院人文社会科学研究科 商学研究領域　井原 基

地域と一緒にまちづくりを考える
大学院人文社会科学研究科 社会学研究領域　内田 奈芳美

授業設計理論にもとづく教育
そして生活の向上を目指す人間の活動支援システムの開発
教育学部 心理・教育実践学講座　野村 泰朗

植生動態のモニタリングにより環境保全に貢献する
教育学部 生活創造講座（技術分野）　荒木 祐二

液晶性と機能性のハイブリッドによる超分子・構造材料
大学院理工学研究科 物質科学部門 物質機能領域　廣瀬 卓司

放射線の量を目視で感知する
大学院理工学研究科 物質科学部門 物質機能領域　太刀川 達也

コンピュータで見る界面の運動～混相流と熱や物質の移動現象のシミュレーション～
大学院理工学研究科 物質科学部門 物質機能領域　本間 俊司

帯電ミストを利用した凹凸面への均一製膜技術と
エネルギー・環境技術への応用
大学院理工学研究科 物質科学部門 物質機能領域　白井 肇

テーラーメード機能性色素の分子設計から合成へ
大学院理工学研究科 物質科学部門 物質機能領域　石丸 雄大

真空中での電気絶縁、放電制御技術と電気機器の保護技術
大学院理工学研究科 数理電子情報部門 電気電子システム領域　山納 康

磁気応用でクリーンで安全なエネルギー伝送を！
大学院理工学研究科 数理電子情報部門 電気電子システム領域　金子 裕良

弁を使わない高速度油圧モータ制御
大学院理工学研究科 数理電子情報部門 電気電子システム領域　境野 翔

新薬発見の新技術！～電子の技術で生体分子を探す～
大学院理工学研究科 数理電子情報部門 電気電子システム領域　内田 秀和

幾何計算による複雑形状精密切削加工の実現
大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 生産科学領域　金子 順一

低コスト高機能金属３Dプリンタ技術の開発
大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 生産科学領域　阿部 壮志

軽くて丈夫。でも、壊したい時に壊れる。
大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 生産科学領域　荒居 善雄

流れの新設計～新しい発想でここまで変わる
大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 生産科学領域　平原 裕行

様々な音響や超音波を送受信可能なフレキシブルセンサ
大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 生産科学領域　蔭山 健介

アコースティックエミッション法を用いた損傷検出技術
大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 生産科学領域　坂井 健宣

SiCパワー半導体基板の高速鏡面技術～削れないものは溶かしてピカピカにする～
大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 生産科学領域　池野 順一

新しいレーザ加工技術～アクリルの中に極細の三次元流路～
大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 生産科学領域　山田 洋平

モデリングとシミュレーション －動的挙動をどこまで再現できるか－
大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 人間支援工学領域　渡邉 鉄也

次世代モノづくりを支える極限メカトロニクス技術
大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 人間支援工学領域　水野 毅

柔らかなロボット、ヒトが生きられない極限環境へ
大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 人間支援工学領域　山口 大介

超音波を使ってこすれるところがないポンプを
大学院理工学研究科 戦略的研究部門 感性認知支援領域　高崎 正也

なめらかな運動を実現するための計測技術と設計技術
大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 人間支援工学領域　田所 千治

石油に代わり未利用バイオマスから樹脂を創出！
大学院理工学研究科 環境科学・社会基盤部門 環境科学領域　王 青躍

感性や技能に関する知識の体系化
大学院理工学研究科 戦略的研究部門 感性認知支援領域　村松 慶一

種々の新しい機能を持つ物質の開発とその分析、評価
研究機構 科学分析支援センター　藤原 隆司

エレクトロクロミック材料に液晶性を持たせることで応答速度、
コントラストの向上を狙っている。
研究機構 科学分析支援センター　安武 幹雄

イノベーションをキーにした企業経営の革新
大学院人文社会科学研究科 経営学研究領域　金子 秀

学校教育・社会教育向け教材・教具およびそれらを援用したカリキュラム開発
教育学部 生活創造講座（技術分野）　山本 利一
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液晶性と機能性のハイブリッドによる超分子・構造材料
大学院理工学研究科 物質科学部門 物質機能領域　廣瀬 卓司

放射線の量を目視で感知する
大学院理工学研究科 物質科学部門 物質機能領域　太刀川 達也

コンピュータで見る界面の運動～混相流と熱や物質の移動現象のシミュレーション～
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エネルギー・環境技術への応用
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大学院理工学研究科 数理電子情報部門 電気電子システム領域　山納 康

磁気応用でクリーンで安全なエネルギー伝送を！
大学院理工学研究科 数理電子情報部門 電気電子システム領域　金子 裕良

弁を使わない高速度油圧モータ制御
大学院理工学研究科 数理電子情報部門 電気電子システム領域　境野 翔

新薬発見の新技術！～電子の技術で生体分子を探す～
大学院理工学研究科 数理電子情報部門 電気電子システム領域　内田 秀和

幾何計算による複雑形状精密切削加工の実現
大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 生産科学領域　金子 順一

低コスト高機能金属３Dプリンタ技術の開発
大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 生産科学領域　阿部 壮志

軽くて丈夫。でも、壊したい時に壊れる。
大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 生産科学領域　荒居 善雄

流れの新設計～新しい発想でここまで変わる
大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 生産科学領域　平原 裕行

様々な音響や超音波を送受信可能なフレキシブルセンサ
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

嫌な振動や騒音の防止、
振動を利用したエネルギーの回収
機械振動、防振、防音、振動発電キーワード

【最近の研究テーマ】
●ギャロッピング振動を利用した風力振動式発電装置の開発
●吊り荷のねじり振動制振装置の開発
●音を利用した障害物の検知装置の開発

  http://system.mech.saitama-u.ac.jp/

長嶺 拓夫　教授
大学院理工学研究科　人間支援・生産科学部門　人間支援工学領域

身の回りにある力学的な現象に興味をもって研究をしています。その現象がどの様なメカニ
ズムによって起こるのかを調べています。この原因と結果を明らかにして、問題となる振動
や騒音を防止してきました。最近では、積極的に振動を発生させて発電に利用するなど、利用
の観点から研究を実施しています。

●振動の発生メカニズムの中にはその原因を特定し難いものがあります。よく分からない現
象でお困りの方、解明しますのでご相談ください。
●振動発電の研究を始めました。様々な用途に適用可能ですので、ご興味のある方お声かけ
ください。

●河川の堰における越流水膜振動の防止装置の開発
●風による不安定振動を利用した風力発電装置の開発

〈水膜振動〉 〈振動防止装置と振動してない水膜〉
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■ 研究概要

ドローンによる上空花粉、PM2.5などの
リアルタイム3次元情報を計測！

【最近の研究テーマ】
●大気極性有機エアロゾルの化学的変質のその場での計測技術の開発
●都市部空中花粉アレルゲンの放出機構解明とその変性に伴う生体増悪評価 
●大気バイオエアロゾルの分子性状と排出挙動を把握するその場での高速計測技術
●都市部での飛散スギ花粉と黄砂の修飾影響の評価
●都市部飛散浮遊花粉への大気汚染化学物質の物理・化学的複合影響に関する研究
●気象情報や大気汚染情報の3次元同時計測

  http://park.saitama-u.ac.jp/~wang_oseiyo/

王 青躍（オウ セイヨウ）　教授
大学院理工学研究科　環境科学・社会基盤部門　環境科学領域

有害化学物質、PM2.5、PM1.0、PM0.5、花粉アレルゲン、3次元環境計測、
環境化学工学キーワード

大気汚染は日常生活で使用している自動車や工場から排出されるガスなどに含まれる大気汚染物質（PM2.5、PM1.0、
PM0.5、花粉アレルゲン、自動車排気微粒子）や有毒ガス、また自然現象として発生する花粉や黄砂、火山噴火や山火事な
どもその発生要因になっており、具体的な対策を施すことが必要である。例えば、住宅・生活空間における室内外の花粉粒
子およびアレルゲン含有粒子の飛散挙動やPM2.5やPM0.5の鉛直分布等を把握する技術が求められており、特に、それ
ぞれの環境動態解析から得られた環境情報と住宅・建造物の構造や気象条件と関連づけた情報提供システムの構築は大変
重要です。しかし、平面的でその情報は限られている。
そこで、上空など人が容易に行けな
い場所における、ドローン（無人航
空機）を用いた低層大気観測ロボッ
トを新規に開発することで、大気汚
染物質の拡散メカニズムや汚染源
の特定、汚染発生メカニズムの解明
に繋げることが可能になる。また汚
染発生メカニズムや拡散メカニズ
ムが解明されれば、越境大気汚染な
ど国境を越えた大気汚染防止対策
に貢献することができる。

■ 産業界へのアピールポイント
国内外の企業と共同により、様々な大気観測を可能とする専用ドローンとその運用システムの開
発を行い、大気汚染物質の発生、輸送、変換メカニズムの解明、動態予測などの技術を構築している。
●気象条件を配慮して住宅地域における大気汚染や花粉・アレルゲンの計測や情報化システムのた
めの分析機器設置などの共同プランニング、マーケティングなど、共同研究や事業化のお手伝い
をいたします。
●住宅・生活空間における室内外のPM2.5・アレルゲン等のリアルタイム環境情報についてのご相
談をお待ちしています。
●火災や災害や火山現場の調査支援　　　●特許出願出願中

■ 実用化例・応用事例・活用例
●ドローン搭載用上空大気サンプリング装置及び気象情報同時観測
●さまざまな汚染源の特定
●3次元分布とその変化データによる高精度な動態予測
●火災や災害時における有害化学物質の計測
●山岳地など人が行けない・行きにくい過酷環境下でのドローンによる環境調査
●火山ガスの計測

〈研究の概念図〉
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■ 研究概要

大気を知り、大気を制御するための科学技術

大気汚染、PM2.5、超微小粒子、反応活性種、空気浄化キーワード

【最近の研究テーマ】
●屋内環境条件での二次粒子生成速度に関する反応モデル実験
●東南アジア地域における粒子状汚染物質の粒径別観測と実態解明
●ミストや気泡の気液界面反応を応用した有害汚染物質の分解処理技術
●超音波と光触媒を用いた水中有害汚染物質の分解処理技術
●セルロース系バイオマス糖化における超音波の有効利用

  http://park.saitama-u.ac.jp/~kseki/ksekimain.htm

関口 和彦　准教授
大学院理工学研究科　環境科学・社会基盤部門　環境科学領域

PM2.5に代表される粒子状汚染物質や光化学スモッグ（光化学オキシダントを主成分とする
スモッグ）は、大変身近な大気環境問題です。これら汚染物質は直接放出されることもありま
すが、多くは大気中での光化学反応により存在します。たとえば粒子状汚染物質であれば、ど
のような成分がどのような反応によりどのような粒径に存在しているかを知ることは、汚染
の発生を制御する上で大変重要な情報となります。その一方で、これら汚染物質は反応中間
体として存在していることが多く、光化学反応を積極的に促進することができれば、これら
汚染物質を完全に分解、無害化することも可能です。
そこで、大きく分けて二つの分野で研究開発に取り組んでいます。一つは、粒子状汚染物質
（特に粒径100 nm以下の超微小粒子）の屋内外
における大気挙動に関する調査研究であり、粒
子状汚染物質の粒径別分級捕集手法の開発や大
気観測による粒子中化学組成の分析評価、さら
に、室内チャンバーによる反応モデル実験など
を行っています。もう一つは、短波長紫外光、光
触媒、超音波などの反応活性種を効果的に生み
出せる要素技術の複合化と反応場の有効利用に
関する研究であり、分解生成物などの二次汚染
を制御しながら実空間に応用可能な空気浄化手
法の開発を行っています。

■ 産業界へのアピールポイント
●屋内外問わず粒子状汚染物質に関する必要な情報を提供します。また、粒径別分級捕集や
成分分析など、粒子状汚染物質の実測もサポートします。
●空気浄化手法への化学反応の応用や分解生成物の効果的な制御手法など、ガス状汚染物質
の処理に関して技術的な提案やサポートが可能です。
●有害物質や排ガスに対する処理装置に関して、複数の特許を出願しています。

■ 実用化例・応用事例・活用例
●屋内外における粒子状汚染物質の挙動を成分分析により評価
●超微小粒子の汚染状況を実測により調査
●揮発性有機化合物(VOC)ガスや悪臭成分を化学処理により分解無害化
●水と反応活性種を用いた人と環境に優しい空気浄化手法を開発
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

持続可能な水循環システムの構築に向けて

都市環境、物質循環、水環境キーワード

【最近の研究テーマ】
●水質汚染物質の迅速分析手法の開発
●太陽光を用いた有害化学物質の分解性評価

  http://www.env.gse.saitama-u.ac.jp/labs/junkan/junkanmain.htm

三小田 憲史　助教
大学院理工学研究科　環境科学・社会基盤部門　環境科学領域

今年（2016年）、関東地方における渇水が大きな社会的なニュー
スとなっています。今後、気候変動によってさらなる水資源の
不安定化が懸念されています。このような中で、都市における
潜在的な水資源として下水処理水が有望視されていますが、
現在のところ国内では僅少の用途・事例に限られています。い
ずれの用途でも下水処理水の再利用を推進する上ではその水
質が重要となり、なかでもトリハロメタンを始めとする消毒
副生成物は水の安全性を左右する大きな要因となります。そ
の消毒副生成物の制御には、前駆体と
なる有機物について知る必要がありま
す。ところが、消毒副生成物に関する
研究はたく　　さんあっても、その前
駆体については分からないことが多く
残っています。そこで、下水処理水の
再利用促進や持続可能な水循環社会構
築を目指し、都市の河川水にあって消
毒副生成物の原因となる物質の種類や
その分解特性を調べています。

●あらゆる人間活動に必要不可欠な資源である水の安定供給に貢献します。
●消毒副生成物前駆体を対象とした研究により、効率的な処理方法の確立が可能になります。
●研究の過程では、事業所からの排水管理にも有用であると思われる新たな水質評価方法の
確立も目指しています。

●塩素副生成物制御方法の確立
●再生水の利用促進
●日常分析に用いる簡便な水質モニタリング手法の開発
●水質汚濁の原因究明とその改善
●新たな水循環システムの構築

下水処理が流れる河川の上流（右）から採取した水の蛍光スペク
トル消毒副成分物の原因と疑われる物質のシグナルが流下によっ
て低下している。
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

サスティナブル ・ コミュニティの創造

【最近の研究テーマ】
●大規模農園のパームオイル廃液処理プロセスの構築
●河川水生昆虫種の同定（専門家との連携）
●夏季熱中症搬送者発生事象の分析
●ミャンマー農村域の環境管理

  http://www.env.saitama-u.ac.jp/intro/faculty.html

藤野 毅　准教授
大学院理工学研究科　環境科学・社会基盤部門　環境科学領域

水環境保全、バイオマス利活用、微気象緩和、リスク緩和キーワード

持続可能な社会の構築を目指し、地元埼玉から東南アジア(ミャンマー・タイなど)の環境問
題の課題解決に取り組んでいます。近年の産学連携テーマは再生可能エネルギーとして間伐
材からの高品質炭製造に取り組みましたが、これは人工肥料の使用を抑えた土壌改良材にな
ります。大部分が輸入に頼った活性炭の代わりにもなり、水・大気浄化材料としての利用も十
分可能です。都市公園緑地や道路剪定材の有効活用を提案します。

●水環境に関わるあらゆる基礎的な評価・試験をサポートします。
●企業の東南アジア諸国（ミャンマー・タイ）進出の窓口を担当します。

●高品質バイオマス炭の賦活による水性ガス生成の高効率化
●都市公園緑地の震災時避難所としての高機能化の政策提案
●自然資源を生かした凝集剤を使わない重金属類除去システムの開発
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

歩いて笑顔になる歩行者空間をつくろう

歩行空間評価、交通安全、表情センサーキーワード

【最近の研究テーマ】
●高齢者の運動経験と交通事故の関係
●フル電動自転車の活用
●地域による気質の違いと交通事故の関係
●ライジングボラードの活用に関する研究

  http://www.dp.civil.saitama-u.ac.jp/index.html

小嶋 文　准教授
大学院理工学研究科　環境科学・社会基盤部門　環境計画領域

近年、コンパクトシティの考え方や、人間主体
の街づくりの考えが広がる中、交通計画におけ
る、歩行者への重要性は増してきている。しか
しながら、歩行者の快適性を計るために利用さ
れる主な方法、アンケート調査は、歩行者の協
力意思に頼っており、対象者の無作為抽出はで
きない。さらに、調査依頼をすることで、せっか
くの気分を害しているかもしれない。このよう
な課題に対して、歩行者の「笑顔」を観測して数
値化し、その値を歩行者空間の質の評価として
利用することで、理論的には対象区域の全歩行
者を対象とすることができ（少なくとも、無作
為抽出が可能となり）、対象者が調査に協力し
ていることを意識しない状況で評価をすること
ができる。近年技術が進歩している画像解析技
術と表情認識センサーを用いたシステムを開発
し、歩行者の表情の解析をすることで、歩行者
の幸せ度に歩行空間のどのような要素が影響し
ているのかを研究している。

●歩行者に意見を聞くためにわずらわせることがない
●対象者を無作為抽出できるようになった
●笑顔を数値化した情報がデジタルデータとして蓄積していくため、処理が容易
●適切な周知の上、防犯カメラと組み合わせた活用が期待される
●笑顔度のデータ自体の個人情報のない情報として扱える

●歩行者天国化した道路の評価（土木学会論文集D3、2014）

●自転車通行空間整備後の歩道の質の向上の評価（土木計画学研究・講演集Vol.50、2014）

●電気自動車によるQOL向上に関する評価（第34回交通工学研究発表会、2014）

〈歩行空間評価システムの概要〉

〈歩行者の笑顔度に影響を与える要因〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

生態系を基盤とした多重防御手法の開発

【最近の研究テーマ】
●ダム下流における土砂還元に対する生態系の応答（水生昆虫や付着藻類の動態）
●河道内樹林化メカニズムの解明と管理に関する提案
●粗粒化した河床における土砂動態の解析
●土丹河床区間の河床変動に関する研究

  http://park.saitama-u.ac.jp/~ehl/

田中 規夫　教授
大学院理工学研究科　環境科学・社会基盤部門　環境計画領域

減災、バイオシールド、Eco-DRR、多重防御、津波遡上氾濫、洪水氾濫、水理模型実験、
数値解析、災害調査キーワード

近年の津波災害を踏まえ、生態系を基盤とした災
害リスクの低減（Eco-DRR）について研究してい
ます。海岸林の減災機能を利用するだけではなく
防潮堤等の土木構造物とのベストミックスが必要
であると考え、海岸林の津波減災効果と機能の限
界（破壊や流木化等）を防潮堤等の構造物との位置
関係も含めて明らかにし、そのための海岸林の維
持管理手法を提案しています。東北地方太平洋沖
地震津波からの復興や、今後予想される地域に対
して、減災型街づくりの提案を行なっています。
また、潟湖がもつ減災効果をより発揮させる研究
を日本とスリランカで展開中です。津波や河川氾
濫に対して、人命を守るという視点から家屋が倒
壊する危険域を精度よく推定するための数値解析
手法の研究を行っています。また、避難誘導支援
という面で減災を推進できるよう、内在する河川
の氾濫リスクを「見える化」する研究、適切な避難
タイミングに関する研究も行っています。

●充実した水理実験施設群（津波条件を含む造波装置４、水路実験設備３（可変勾配、広幅、平
面）、風洞実験設備１）と実験設備（流れの可視化（PIV）設備、レーザドップラー流速計（LDV）
設備、分力計他）、現地観測機器類
●津波の遡上氾濫解析、河川氾濫解析に基づく減災型街づくりへの提言
●新素材の粗度係数測定

●北海道の海岸防災林パイロット事業への提案　　●大槌町の復興に対する提案
●荒川流域の潜在的氾濫リスクの見える化
●スリランカ・マータラ市におけるバイオシールドの提案と構築
●津波石の輸送に関する判定式（歴史津波の評価で海外で活用事例が多い）

〈荒川支川群の氾濫解析事例〉

〈海岸林と堤防による津波多重防御構造を模擬した水路実験〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント ■ 実用化例・応用事例・活用例

まかせてください「風化・劣化の診断」

【最近の研究テーマ】
●石造建造物のダメージアセスメント
●現場における風化・劣化問題と材料との相性
●二次析出物（いわゆる塩害の原因）の特定
●いかに耐久性の高いレンガを作るか？

  http://www.saitama-u.ac.jp/gris/lab-oguchi.html

小口 千明　准教授
大学院理工学研究科　環境科学・社会基盤部門　社会基盤創成領域

土木遺産、岩石の風化・劣化、文化財保護、超長期にわたる変質、ナチュラルアナログキーワード

福島原発の事故以来、放射性廃棄物の処分の問題など数千年オーダーの超長期にわたる問題
を真剣に考えていかざるを得なくなりました。そこまで至らずとも、世界遺産に認定されて
いるような重厚な石造建築物や近代化遺産の劣化など、貴重な人類の遺産が「風化」のために
無残な状態になっているケースもあり、長期の視点が必要になってきています。かつては彩
色の施された磨崖仏が国内各地に存在していたのに、多くは風化により剥離してしまい、元
来の表情を認識することが難しい、といったケースなども同様です。このような状況下、風化・
劣化の原因を材料面と環境面から精密に調査・検討した後、対応策を考えるという気運が多
いに高まっています。風化の基本的メカニズムだけで優に10種以上あります。これらをきち
んと理解し、石材やコンクリートなどの長期変質過程を正確に把握することで、シビアな環
境にも耐え得る建設・建築素材を開発することにつながるのです。

●現場における風化・劣化の原因究明
●建築資材の耐劣化度評価
●立地条件や土地利用と防災・減災

●石材の耐久性試験
●超薄変質帯の物性評価
●風化変質の原因究明と防止対策
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【最近の研究テーマ】
●既設橋の耐荷力評価（Load Rating）
●限界状態設計法の橋梁維持管理への利用
●高減衰ゴムの自己発熱と温度依存性

  http://s-read.saitama-u.ac.jp/researchers/pages/researcher/dmMusmBx

奥井 義昭　教授
大学院理工学研究科　環境科学・社会基盤部門　社会基盤創成領域

■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

構造物、特に橋の設計に関する研究

橋梁工学、設計、免震支承、ゴム支承、合成構造キーワード

これまで鋼構造物および鋼・コンクリート合成構造物の設計法に関する研究と免震ゴム支承
の研究を行ってきました。構造物のうち、特に橋梁に関する研究を行っています。最近は橋
梁の維持管理のための耐荷力評価（Load Rating）の研究も行っています。免震ゴム支承の研
究では高減衰ゴム支承の低温時の挙動について研究を行ってます。

●「臨床構造工学」を考えています。

●限界状態設計法を用いた鋼・コンクリート合成橋梁

社
会
基
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

スマホ、UAVと人工知能で
構造の損傷を自動検知する技術

【最近の研究テーマ】
●危機耐性と耐久性を考慮した機能分離型免制震橋
●経年劣化されたゴム支承と構造物の耐震性能
●スマートディバイスを使って、構造の地震応答モニタリングと損傷推定

  http://smdg.civil.saitama-u.ac.jp/dang_j.html

党 紀（トウ キ）　助教
大学院理工学研究科　環境科学・社会基盤部門　社会基盤創成領域

地震工学、橋梁耐震、免震制震、スマートディバイス、構造地震応答、ドローン、橋梁点
検、人工知能、深層学習キーワード

日本では橋梁などの構造物の老朽化が進んでおり、また地震後の速やかな性能回復に向け、
構造物の損傷被害を速やかに確認することが重要である。近年ロボットや小型無人機（UAV）
を用いた構造損傷や劣化への注目度が高まっ
ており、点検業務に特化した高価なUAVも開
発されているが、通常のスマホや汎用空撮用
UAVだけでも多くの高精度な写真やビデオ
を撮れる。これらの映像を見て手動的分析す
ることもできるが、①膨大のデータ処理に時
間を費やしてしまうことや、②長時間の作業
による疲労とミス、③高度専門な知識と安定
した判断基準が必要などの点を考えると、自
動化した画像データ処理もしくはリアルタイ
ムの損傷自動検知が望ましい。そこで、深層
学習を用いて大量な損傷写真を機械に学習さ
せれば、損傷の自動検知が可能となる。損傷
画像に対する深層学習の有用性の検証として、
過去に行われた橋梁目視点検などで収集した
画像を元に深層学習を用いた画像分類を試み
た結果、損傷検出精度は90％以上であった。

●簡易で取り扱いやすい、高層ビルも、高架橋にも応用できる。
●初期コストと維持コスト共に極めて低い、人工知能による損傷検出のため人件費や橋梁の
専門家ではなくとも業務を展開できる。
●リアルタイムでシステムの状況をスマートフォンでも確認できる。（開発中）
●人工知能を活用して、使えば使うほど、構造物の損傷推定精度が上がる。

●点検作業が困難な、谷や河川の橋梁、桁の側面、壁高欄や防音壁の外側などは、図のように
UAVを飛行させ近距離で撮影し損傷をとらえることが可能。
●深層学習を用いることにより画像内に複数の損傷が存在する場合でも検知できる。

〈AIによる損傷認識（通常の構造と損傷の違いによる分類）〉
社
会
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

インフラの老朽化にストップをかける！

【最近の研究テーマ】
●バクテリアを用いたコンクリートのひび割れ修復技術の開発
●大規模更新用プレキャストコンクリート壁高欄の開発

  http://www.mtr.civil.saitama-u.ac.jp/modules/staff/mutsuyoshi.html

睦好 宏史　教授
大学院理工学研究科　環境科学・社会基盤部門　社会基盤創成領域／研究機構　レジリエント社会研究センター

建設材料、橋梁、コンクリート、鉄筋コンクリート、新素材、非破壊検査キーワード

●劣化したプレストレストコンクリー
ト橋梁の安全性評価と非破壊検査法
の開発
　我が国の橋梁の約6割はコンクリー
トでできています。老朽化した橋
梁の欠陥を見つけ、その安全性を
チェックし、長寿命化をめざしてい
ます。漏洩磁束法による鋼材の破断
の検知。イオン交換樹脂を混入した
再注入用グラウトの開発等。
●橋梁の大規模更新を見据えた、コン
クリート部材のプレハブ化の開発。

●道路、橋梁等の社会基盤は、今後、益々老朽化していき、如何に寿命を延ばすかが求められ
ています。非破壊による検査法の開発、老朽化をストップさせるための材料開発、部材の交
換工法など大きなビジネスチャンスが見込まれます。

●FRPの橋梁への適用（2つの
FRP橋を架設）
●イオン交換樹脂を混入したグ
ラウトの開発

〈ハイブリッドFRP橋の開発〉

〈老朽化した橋梁（鋼材の破断）〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

内部撥水性を有するコンクリートの開発

【最近の研究テーマ】
●微生物系補修材を用いたコンクリートひび割れの補修
●高炉スラグ、フライアッシュを混合したコンクリートの水和反応
●マルチスケールモデルに基づくコンクリートの収縮・クリープ挙動の解析
●サーモポロメトリーを用いたセメント硬化体の細孔構造の定量化

  http://s-read.saitama-u.ac.jp/researchers/pages/researcher/NvMwIPlz

欒 堯（ルアン ヤオ）　助教
大学院理工学研究科　環境科学・社会基盤部門　社会基盤創成領域

コンクリート、セメント、耐久性、内部撥水性、ひび割れ、水分浸透、シリコーンキーワード

コンクリート構造物の劣化は水分の内
部への浸透と密接に関連しています。
特に、ひび割れが発生する場合、ひび
割れへの水分浸透により劣化がさらに
進行する恐れがあります。現在、撥水
性をコンクリートの表層に付与する表
面含浸工法が多く使われていますが、
ひび割れが撥水層より深く進行した場
合、水分がひび割れを通じてコンクリー
ト内部に浸透することが指摘されてい
ます。本研究では、撥水材を混和材と
してコンクリートに混入し、表層のみ
ならずコンクリートの内部にも撥水性
を付与します。こういった内部撥水性
により、ひび割れが発生してもコンク
リートの水分浸透抵抗性が低下せず、
長期耐久性の向上に期待が寄せられて
います。

●従来の表面含浸工法と比べ、内部撥水性を有するコンクリートはひび割れが発生しても水分、
塩化物イオンなどの浸透抵抗性が低下しないこと
●撥水材の混入によりコンクリートの細孔構造が改善され、自己収縮、乾燥収縮が普通のコ
ンクリートと比べ低いこと

●撥水モルタルのコンクリートかぶりへの適用による構造物の耐久性向上
●建物や橋梁の水が溜まりやすい箇所における部材への適用

〈内部撥水性を有するコンクリートのコンセプト〉

〈ひび割れ面に滴下した水滴〉

社
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

都市の災害復旧力を高める
プログラマブルストラクチャ

【最近の研究テーマ】
●可変定荷重ばねユニット
●可変正負剛性ばねユニット
●自動展開構造物
●長周期対応免震システム

齊藤 正人　教授
大学院理工学研究科　環境科学・社会基盤部門　社会基盤創成領域／研究機構　レジリエント社会研究センター

地震対策、倒壊制御、レジリエント構造、プログラマブルストラクチャ、道路閉塞、建
物倒壊キーワード

自然災害に対して、回復力の高い街づくりが近年重要な課題となっています。地震災害にお
いては、設計当時には予想しなかったような地震が発生する可能性があります。例えば、平
成28年熊本地震のように、震度7の地震が2回連続で発生することはまさに「想定外」でした。
しかし、どんなに強い建物を建設しても、更なる未知の地震には脆弱かもしれません。そこで
地震対策の発想を大きく転換し、倒壊を想定してその後の適切な対応を進めていくことが、
今後の地震対策では重要ではないかと考えました。仮に道路沿いの建物が倒壊すると、救助
や物資輸送のための緊急道路が閉
塞される可能性があります（図1）。
この閉塞により、復旧が大幅に遅
れることが予想されます。また、
人的被害を拡大させる危険性があ
ります。本研究では、倒壊による
被害拡大や復旧遅れを回避するた
め、望ましくない方向に倒壊しな
いようにプログラムした構造物を
開発しています。

●倒壊方向をコントロールするためのデバイス「ワンウェイガイダー」を提案（図2）
●この新技術は、埼玉大学研究機構レジリエント社会研究センターと鉄道総合技術研究所の
共同研究の成果
●地震によって損傷が集中する箇所（塑性ヒンジ部）の一方向に、ワイヤーやブロックを設け
ることで、倒壊方向を制御
●鉄道構造物に関しては、解析と実験による検証を実施
●住宅に関しては、ねじれ倒壊を含めた新機構を開発中

●木造・鉄骨・コンクリート造住宅の倒壊対策
●道路や鉄道等の橋梁の倒壊対策
●屋外・室内機器の転倒対策
●通学・通勤路沿いの擁壁・標識・電柱等の安全対策

図1　構造物の倒壊方向に
よる安全性と復旧性

図2　倒壊方向を制御するデバイス
ワンウェイガイダー
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■ 研究概要

質の高い調査データによる社会の暗数把握

【最近の研究テーマ】
●自記式ミックス・モード調査の開発
●スマートフォン＝SMS調査の開発
●「寄付型世論調査」の実装による調査のルール・チェンジ
●主権者教育アドバイザー（総務省）

  http://ssrc-saitama.jp/

松本 正生　教授
社会調査研究センター

サーベイ・リサーチ、調査のコンサルティング、社会調査、世論調査キーワード

社会の正確な把握には質の高いデータが不可欠です。選挙の投票行動を予測する時、低い回
収率の調査結果には投票者だけが過剰に代表され、棄権者情報は捕捉できません。われわれ
の高回収率調査によれば、投票所への所要時間と居住年数という2つの要因の関数関係で投
票率が決まることがわかります（図１）。また、継続調査によるコホート・データからは、若者
の政治意識が、政治家のマイナスイメージを起点にしていることが確認できます（図２）。

■ 産業界へのアピールポイント
●モデルはシンプルに、ただし、精確なデータがなければシンプルなモデルは作れない
●ビッグデータの後付集積解析には、セカンドオピニオン・データのサポートが必要
●データの質を見極めるには、データ・プロセスをスーパーバイズする眼力が必要

■ 実用化例・応用事例・活用例
●「インターフェイス型調査」＝「全国統一治安意識調査」（警察庁）
●「日本の世論（定例調査）」（毎日新聞社・埼玉大学社会調査研究センター共同調査）
●「人口減少に対応した地域づくり調査」（埼玉県・埼玉大学社会調査研究センター共同調査）
●「さいたま市民政治意識調査（定例調査）」（埼玉大学社会調査研究センター）
●「平均内閣支持率」指標（ http://ssrc-saitama.jp）

〈図２ 政治意識調査〉〈図１ 2017市長選（さいたま市民調査）〉 社
会
基
盤
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

経済波及効果の推計と日中GDP統計の比較

【最近の研究テーマ】
●中国のGDPは過大評価か
●中国の経済成長率は過大評価か
●全労働生産性の測定

  http://www.saitama-u.ac.jp/topics_archives/2017-0913-0937-9.html

李 潔（リー ヂェー）　教授
大学院人文社会科学研究科　経済学研究領域

産業連関分析、経済波及効果分析、国民経済計算（GDP統計）キーワード

産業連関表を中心とする種々の経済統計データを利用して現代中国経済の分析あるいは現代
中国経済と日本経済の過去、現在との比較分析の研究を試みてきた。分析した問題は価格体
系の問題、環境問題、エネルギー価格と一般物価の関係、購買力平価の推計、生産性の国際比
較、費用構造の国際比較等である。
これと並行して、中国GDP統計についての研究を行っ
ている。GDPは国連などの国際機関で作成される国
際基準によって定義されているが、この高度な加工統
計は実際諸国の既存統計に大きく依存する。これまで
中国GDP統計の信頼性をめぐって、世界中の研究者
から各種メディアまでさまざまな形で大きな関心が集
まってきた。一方、日本はGDP統計の先進国である。
多くの機会に恵まれ、十数年前からこの研究を始めた。

研究単著として、以下のものを出版した：
『産業連関構造の日中･日韓国際比較と購買力平価』大学教育出版 2005
『入門GDP 統計と経済波及効果分析』大学教育出版 2016
『China's GDP statistics - Comparison with Japan: Estimation Methods and Relevant 
Statistics』Germany: Scholars' Press 2016（本書は 2017年度経済統計学会賞を受賞した。
この賞は、社会科学としての統計学の理論と応用に対し特に大きく寄与した著書・論文を著
したものに授与されるものである。）
http://www.saitama-u.ac.jp/topics_archives/2017-0913-0937-9.html
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■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

●環境・資源問題の解決のための有効な経済政策の提案
●エネルギー、農林水産物資源の有効利用に向けた経済政策の提案
●市町村、県、国レベルでの農林水産資源市場の効率化に関する提案
●住民や消費者を対象としたアンケート調査と分析　　●市場データの計量分析

●福島第一原子力発電所事故後の原発近辺の農林水産物に対する消費者アンケートの実施と分析
●中国におけるＣＤＭ (クリーン開発メカニズム) 市場で温室効果ガス削減に関する測定・
報告・検証（MRV）の企業での実施体制に関するアンケート調査
●シェールガス革命が起こった時期を時系列計量経済学の手法で特定
●グリーン・ツーリズムへのニーズを把握するための住民アンケートデータの作成・分析
●エネルギー、農林水産物資源の地域市場の関連性の度合いを調査した研究

■ 研究概要

環境・資源問題の解決に向けた
経済政策に関する研究

【最近の研究テーマ】
●福島第一原子力発電所近辺の食品に対する風評被害に関する研究
●福島第一原子力発電所近辺で捕れたマグロ・ワカメに対する消費者意識研究
●利他的意識が環境意識に与える影響についての研究
●アジア太平洋地域におけるエネルギー環境クズネッツ曲線に関する研究
●シェールガス革命が天然ガスの国際市場に与えた影響に関する研究

  http://arugakentaka.web.fc2.com/index.html

有賀 健高　准教授
大学院人文社会科学研究科　経済学研究領域

環境経済学、資源経済学、エネルギー経済学、農業経済学、計量経済学、行動経済学、消
費者意識調査キーワード

環境・資源問題が起こるのは、人間の経済活動が地球環境に与える影響が大きくなっている
からです。世界中で異常気象が起こったり、地球上の自然資源が凄まじい勢いで破壊された
りしている中、私は経済活動が地球に与える負荷を緩和していくための経済政策に関わる研
究を行っています。私の研究分野は、環境経済学と資源経済学の二つの研究分野があります。
環境経済学では、温暖化問題、大気汚染、生物多様性破壊など地球規模あるいは国境を越えた
マクロレベルの環境問題に焦点を置き、問題を解決するための仕組みや制度を研究していま
す。資源経済学では希少資源の
有効利用のために、ミクロ的な
視点から個別のエネルギー、鉱
物、農林水産物といった資源の
持続可能な利用を促すための経
済政策を研究しています。こう
いった問題の解決には人間の行
動を変えさせることが重要なた
め、最近は行動経済学や心理学
と融合させた手法を使った研究
を進めています。
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【最近の研究テーマ】
●組織内外におけるコラボレイティブな関係性の構築
●ダイバーシティを活かした革新的な組織づくり
●スタートアップ（起業）プロセスの進展の研究
●情報セキュリティ分野におけるイノベーションについての研究

宇田川 元一　准教授
大学院人文社会科学研究科　経営学研究領域

■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

コラボレイティブな組織づくり、対話を通じた
経営戦略の革新、イノベーションの促進

経営戦略、組織変革、イノベーション、コンサルテーションキーワード

多くの企業や組織がかかえる課題は、様々な環境の変化の中で組織を変えていきたいけれども、
実際にそれに着手するためにはどうしたらよいのかが見えないことがあります。
特に、新しいアイデアがあっても、社内で潰されてしまってイノベーションにつながらなかっ
たり、組織の中で経営層、中間層、現場のレベルでの不信感があったり、抱えている問題は深
刻です。
こうした硬直化した組織を変えていくには、コラボレイティブで対話的な組織へと変革する
ことが求められています。
私は、ナラティヴ（語り）・アプローチをベースに、組織を変革することに関心をもって研究を
してきました。こうした点でお困りの際は、ご相談下さい。

●組織内外のコラボレイティブ（協働的）な関係づくりを行う
●思考と行動のギャップを埋める
●組織を創造的に変える
●職場の関係性を良好にする

●大手メーカーの海外現地法人の組織開発支援
●IT企業の事業開発支援
●特例子会社の組織開発支援

〈コンサルテーション概念図〉
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■ 研究概要

経営者不正の防止に向けた基盤づくり

【最近の研究テーマ】
●経営者能力の測定
●社外取締役の導入効果の検証

  http://apilotofwisdom.wixsite.com/souhei-ishida

石田 惣平　講師
大学院人文社会科学研究科　経営学研究領域

コーポレート・ファイナンス、コーポレート・ガバナンス、財務報告、経営者不正、
不正会計、社外取締役キーワード

近年、メディアでは不正会計など日本企業の経営者による不正が多く取り沙汰されています。
このような状況を背景として、日本企業には経営者不正を防止するための基盤づくりが求め
られています。例えば、社外取締役を導入する企業が増えているのはその代表的な事例と言
えます。しかし、こうした対応が全ての企業について同じような効果をもたらすかどうかは
必ずしも明らかではありません。なぜなら、全ての経営者が一様に不正を行う動機を有して
いるとは言えないからです。不正を行う動機をあまり持たない経営者に対してこうした策を
講じたとしても多額の費用が掛かるだけで、かえって企業価値を損ないかねません。そこで、
日本の上場企業のデータを用いて、どのような経営者が不正を行う可能性が高いのかを検証
しています。そこで得られた研究結果をもとに、経営者不正に対する対策を講じようとして
いる企業に貢献したいと考えています。

■ 産業界へのアピールポイント
●経営者不正に対する対策を講じるべきかどうかの指針の提供
●大規模データによる統計的解析を通じた分析結果の一般化可能性の担保

■ 実用化例・応用事例・活用例
●社内セミナーでの講演

〈2005年から2013年までの日本企業の経営者の特性の一例〉
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■ 研究概要

アジア進出・マーケティング戦略の新機軸

【最近の研究テーマ】
●消費財（トイレタリー・化粧品）関連企業のアジア進出戦略
●小売業のアジア進出
●海外市場参入方式と現地流通チャネルの関係

  http://s-read.saitama-u.ac.jp/researchers/pages/researcher/QZwfFSBx?1519972073

井原 基　教授
大学院人文社会科学研究科　商学研究領域

海外進出、マーケティング、流通チャネル戦略、東南アジア、中国キーワード

■ 産業界へのアピールポイント
●アジアに特化したマーケティング戦略の研究調査
●日本企業だけでなくアジアの現地企業や欧米系企業のマーケティング戦略、特に流通チャ
ネル戦略について深いレベルの知識を有する
●東南アジア（特にタイ、インドネシア、ベトナム）の市場状況に知悉

■ 実用化例・応用事例・活用例
●長年アジアに進出していながら販売面でうまく行かない原因の調査
●個別国の消費・流通分析と進出先の選定
●産業特性、製品特性に応じた効果的なアジア・マーケティング戦略の立案

日本企業の製品は品質や機能に優れるが、必
ずしもアジアの消費者のニーズに合っていな
いといわれる。4Pとよばれるマーケティン
グ・ミックスの中でも、広告や宣伝だけでなく、
流通チャネル、つまり消費財であれば卸売・
小売との取引経路、自動車部品などの産業材
であれば購買担当者とのフェイストゥフェイ
スの関係は、アジアの消費者にアクセスする
上で重要な要素である。
アジアの流通チャネル戦略を研究しながら次
第に分かってきたのは、国毎に異なる流通環
境に合わせることも大事であるが、うまくいっ
ている企業ほど各国に共通する「方程式」つ
まりチャネル展開の雛形を持っているという
ことである。商習慣の異なる流通業者に対す
る「管理」や「統合」という目的と、幅広い店
舗に商品に行き届かせるチャネル「構造」の
確立という目的は、しばしば相反することが
あり、限られた経営資源の中でこれらをどう
両立させるかがチャネル戦略の課題となる。

〈流通チャンネルの「統合度」と「幅広さ」〉

〈マーケティングの４P〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

地域と一緒にまちづくりを考える

【最近の研究テーマ】
●ジェントリフィケーション
●都市の「らしさ」の構築と喪失について
●文化のまちづくり
●公共空間の利活用

内田 奈芳美　准教授
大学院人文社会科学研究科　社会学研究領域

まちづくりキーワード

●協働の手法を考える
●合意形成の手法を考える

●まちづくりワークショップ
●書籍化
　「まちづくり教書」「まちづくり図解」（共著、2017、鹿島出版会）等

まちは色んな人によって形成されています。まちづくりを考える上では、多様な人々が議論
する場を持ち、専門家も分かりやすい伝え方をすることが必要になってきます。地域の文化
や活性化を考えながらより良いまちづくりができることを目指して研究しています。
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

授業設計理論にもとづく教育そして生活の向上を
目指す人間の活動支援システムの開発

【最近の研究テーマ】
●発達障害児を対象としたロボットケアプログラム開発（カリキュラム、教材開発、指導者研修開発）
●学童保育、放課後等デイサービスを対象とした保育支援ロボットの開発（3Dプリンタを用
いたロボット開発、説明モデル型人工知能を用いた対話機能開発、IoTサービスの構築）
●国内外の公立・私立学校における幼稚園～高校までのSTEM教育カリキュラムの開発と実
装（インド、タイ、スリランカ等での導入）
  http://www.nomura-lab.org/  http://www.stem-edulab.org/

野村 泰朗　准教授
教育学部　心理・教育実践学講座

学習支援システム、授業設計訓練システム、コミュニケーション支援ロボット、ロボッ
ト教育、STEM教育、特別支援教育キーワード

ロボット（コンピュータ）をプログラムすることと、人間
が新しく何かを学ぶことには、どれほどの違いがあるの
かということに興味を持ち、コミュニケーションロボッ
トを利用した模擬授業訓練システムを開発することを通
して、人はどのようにして新しい知識や技能を学んでい
るのか、その原理に迫る研究を続けています。でも、決し
て先生をロボットで置き換えようというつもりではなく、
本当に人でなければできないことが何なのかを明らかに
したいのです。
そのために、授業設計理論をもとに先生になるための訓
練システムの開発を続けています。このシステムでは、
先生の立場で作成した指導案にもとづいて授業のシミュ
レーションや最近ではロボットの対話の生成などができ
るようになり、それを用いてオンラインで問題解決力を
高める学習ができるゲーミング教材の開発や、ロボット
を利用した授業支援など、ロボットや人工知能を、より
よい教育や生活の実現に利用する研究を進めています。

●教育理論や人間の特性に根ざした教育的要素を含むシステム開発
●統計モデルにだけ頼るのではなく説明モデルにもとづく人工知能技術の実用化
●技術的要素だけでなく明確な教育的意義を備えた教育用教材開発
●3Dプリンタを用いたプロトタイピング手法による開発
●ロボットや組み込みシステムをネットワークするIoTサービスの構築

●教育用ロボット教材やプログラミング教育カリキュラムの開発
●スマホでも利用できるゲーミングシミュレーション教材の開発
●顔認識、音声認識機能を持つコミュニケーション支援ロボットの開発および市販ロボット
プラットホームを活用したシステム開発
●学習塾、私立高校などでの指導者研修プログラムの開発
●特にITエンジニア向けの企業内研修プログラムの開発

〈保育士の力量向上に資する保育支援ロボット〉

〈外国籍の児童に対する日本語教育にコミュ
ニケーションロボットを利用した実践 （ソフ
トバンクロボティクスのPepperを活用し、当研究
室で独自に研究を実践しています。）〉
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【最近の研究テーマ】
●カンボジアの熱帯氾濫原（トンレサップ湖）における植生動態の解析
●アンコール地域の森林・水域における環境マネジメント
●小中学校における体験学習としての栽培教育のあり方
●中学校技術教育の「生物育成の技術」を構成する基礎概念の整理

  http://park.saitama-u.ac.jp/~agroecology/

荒木 祐二　准教授
教育学部　生活創造講座（技術分野）

■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

植生動態のモニタリングにより
環境保全に貢献する

生態系、保全、環境マネジメント、植生、氾濫原、サクラソウ、絶滅危惧種、生物多様性、
栽培、農業、技術教育キーワード

埼玉県南東部の荒川河川敷に位置する田島ケ原サクラソウ自生地は、約4haの面積を有する
国指定特別天然記念物になっています。そこに生育する植物のうち、サクラソウやノウルシ
をはじめとする約30種が絶滅危惧種（絶滅が心配される植物）に指定されています。しかし近
年は、自生地でノウルシ等が優勢に繁茂するようになり、競合するサクラソウの個体数を急
速に減少させる一因と考えられています。
　本研究室では、この地においてサクラソウの個体数が減
少する原因を突き止めるべく、毎週のように植生と光環境、
土壌環境の変化を記録し続けています。並行して、ノウル
シの除去実験を行い、同じ絶滅危惧種であるノウルシの除
去を最小限にとどめつつ、サクラソウの成長を維持する手
法を見出そうとして
います。研究成果は、
サクラソウを保護す
るための具体策を提
案するにとどまらず、
全国の氾濫原生態系
の保全に向けた有効
な基礎資料として活
用されることが期待
されます。

●国内外の森林や湿地などのフィールドに赴き、植物社会学的手法による植生調査ならびに
環境アセスメントを実施し、植物資源量とその消費量を定量的に評価することで、持続的
な植物資源利用をめざした環境マネジメントを考案する研究に勤しんでいます。

●生態系の順応的管理
●絶滅危惧種の保護
●地域社会との共生
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

液晶性と機能性のハイブリッドによる
超分子・構造材料

【最近の研究テーマ】
●二酸化炭素から環状炭酸エステルの合成と機構の解明
●光活性な金属錯体を用いた二酸化炭素の還元
●機能性スメクチック液晶分子の合成
●新しい高分子合成法の開発

  http://www.apc.saitama-u.ac.jp/ykogyo/index.html

廣瀬 卓司　教授
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質機能領域

液晶材料、高分子材料、ソフトマター、有機合成、分子設計、導電性材料、電解質、ゲル
化剤キーワード

結晶を作る固体と流動性のある液体の中間の性質を持つ物質を液晶材料と呼びます。テレビ
やスマホに使われていてお馴染みの物質ですが、こうしたディスプレイに必要な機能とは別
の性能を付与して、新しい機能を持った円盤状の液晶材料、ディスコチック液晶の開発とそ
の性能評価を行っています。これまでにアモルファスシリコンの1/10程度の正電荷が流れ
る液晶材料を開発しましたが、更なる向上を目指して分子設計と合成を続けています。現在
は、こうした成果をもとに液晶分子構造がつながった
高分子材料の合成やイオンが流れる新しい有機電解質
の開発にも挑もうとしています。また、こうした研究
の途中で油のような物質
を半固体状に固めるゲル
化能を持つ液晶材料も見
つかってきています。柔
軟かつ規則性を持つ性質
に、様々な機能を持たせ
た分子や材料の開発に取
り組んでいます。

●新規液晶材料を合成し、導電性を評価しています。
●ディスコチック液晶に加え、スメクチック液晶の合成も開始しました。
●光反応性液晶材料を合成し、架橋重合反応の制御を検討しています。
●分子の極性、構造を制御により新たな機能性の発現を目指しています。

●ピレン構造を持つ高い導電性（アモルファスシリコンの1/10程度）液晶材料の開発
（Mol. Cryst. Liq. Cryst., 534, 81 （2011））

●溶解性の高いヘキサベンゾコロネン誘導体液晶分子の導電性（Tetrahedron, 71, 4714, （2015））

●重合性を持つ円盤状液晶分子の合成とその高分子化の検討
（第27回高分子学会埼玉地区懇話会、H28.1）

〈液晶分子から作ったワイヤー状高分子〉 〈ケイ素原子を含む導電性液晶分子〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

放射線の量を目視で感知する

放射線、可視化、色素線量計、カラーフォーマー、オルガノゲル、有機合成キーワード

【最近の研究テーマ】
●フェノキサジン・フェナジン系発色色素の開発
●スピロピラン類似発色色素の開発
●ボロン酸エステルをもつインドリン・インドアニリン系発色色素の開発
●新しいトリンダー試薬、カプラーの開発
●新しいヒドロゲル化剤・オルガノゲル化剤の開発

  http://www.apc.saitama-u.ac.jp/

太刀川 達也　講師
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質機能領域

放射線は人体に悪影響を及ぼすことが知られていますが、人間の五感で感知することができ
ません。そこで、放射線が当たると色が変わる有機色素化合物（カラーフォーマー）の開発を行っ
ています。
カラーフォーマーには、放射線で色が変わり易いけれども置いておいてもだんだんと色が変
わってしまうもの、色が変わり難いけれども安定性が高いものなどがあります。いろいろな
種類のカラーフォーマーを合成して、放射線に対する感度と安定性を評価する研究を行って
います。また、カラーフォーマーを混ぜる媒体も重要です。可燃性・有害性のある有機溶媒より、
安全な水系の媒体であることが望まれます。水溶性のカラーフォーマーの開発も行っていま
す。そして、放射線に対する感度と安定性が高く、安価で安全に取り扱えるような放射線ラベ
ルを作成し、社会のニーズに役立てるのが研究の目標です。

●ガンマ線のみならず、重粒子線、紫外線、Ｘ線、電子線などでも発色が可能です。
●必要な線量域（１Gy程度～１kGy以上）に応じた発色を示す種々のカラーフォーマーの合
成が可能です。
●水溶液、ヒドロゲル、有機溶媒、オルガノゲルでの発色材料を開発しています。
●特許の出願も行っています。

●規定量の放射線・紫外線がきちんと照射されたかを確認するためのラベル材
●放射線照射施設などでの放射線の漏洩チェック
●瓦礫や土壌、植物などの残留放射線量チェック

〈カラーフォーマーゲル線量計の発色例〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

コンピュータで見る界面の運動
～混相流と熱や物質の移動現象のシミュレーション～

数値流体力学、移動現象、界面、液滴、気泡、反応速度、液体の微粒化、分離工学、プロセ
ス設計キーワード

【最近の研究テーマ】
●ガラスの流動シミュレーション
●沸騰のシミュレーション
●凝縮のシミュレーション
●気泡や液滴の運動に関する基礎的な研究
●塗工工程のシミュレーション

  http://www.apc.saitama-u.ac.jp/department/staff/honma_.html

本間 俊司　准教授
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質機能領域

混相流および熱や物質の移動現象の数値シミュレーションを行ってい
ます。ものづくりのプロセスにおいて、熱や物質の移動を促進するた
めに気泡や液滴を分散させる操作がよく行われます。また、マイクロ
カプセルなど微粒子を製造するプロセスにおいても、気泡や液滴を分
散させる操作が行われます。気泡や液滴を含む流体の流れを混相流と
よび、その物理を明らかにすることは諸工業において重要な課題となっ
ています。気泡や液滴を含む混相流では、変形する界面の運動と界面

における熱や物質の移動
現象が同時に起こり、非
常に複雑な流れの様子を
示します。当研究室では、
コンピューターシミュ
レーションによって、こ
のような複雑な流れの解
明にチャレンジし、プロ
セスや装置の合理的な設
計に貢献したいと考えて
います。

●CFD（数値流体力学）による流体解析の豊富な知見
●界面の運動を正確に捉えるFront-Tracking法の計算コード
●反応プロセスおよび分離プロセスの数値解析

●インクジェット液滴およびマイクロカプセル生成のシミュレーション
●ガラス溶融炉内のガラスの流動解析
●固体粒子の燃焼反応モデルの開発
●晶析プロセスの解析
●OpenFOAMを利用した流動解析

〈気泡上昇のシミュレーション〉

〈インク吐出のシミュレーション〉

も
の
づ
く
り

25



埼玉大学研究シーズ集2018-19

■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント ■ 実用化例・応用事例・活用例

帯電ミストを利用した凹凸面への
均一製膜技術とエネルギー・環境技術への応用

【最近の研究テーマ】
●結晶Si系太陽電池、ペロブスカイト薄膜太陽電池
●反応性ミストによる薄膜プロセス、原子層成長
●Si系太陽電池基盤技術・評価技術

白井 肇　教授
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質機能領域

結晶Si/高分子・ぺロブスカイト薄膜太陽電池、酸化物・高分子薄膜
薄膜作製技術（ミストCVD、プラズマCVD、原子層成長）キーワード

帯電ミストを利用したミスト成膜法、原子層成長（ALD）による凹凸基板上の機能性薄膜の均
一塗布技術を駆使して結晶Si系、ペロブスカイト系薄膜太陽電池の高性能化および蓄電・水
素製造、環境負荷物質の分解反応への応用を目標としている。化学反応と塗布プロセスを駆
使した結晶Si系Si、ペロブスカイト薄膜太陽電池を基盤とした応用に関する研究を推進して
いる。

●結晶Si系太陽電池基盤技術
●半導体／有機界面の診断と物性制御
●ペロブスカイト薄膜太陽電池
●霧化塗布法による凹凸基板上への機能
性薄膜の均一成長技術
●ミストの各種応用

●結晶Si系、ペロブスカイト太陽電池
●ミストによる分離・濃縮、薄膜プロセス（薄
膜堆積、エッチング、表面改質）への応用
●監視カメラ、センサー、各種標識等の独立
電源
● 蓄電池との併用による非常用独立電源
●水素製造等
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

テーラーメード機能性色素の分子設計から合成へ

【最近の研究テーマ】
●新奇芳香族化合物の合成と評価
●機能性金属フタロシアニンの開発
●高選択的分子フラスコの開発
●超分子ポリマーの開発と機能化

  http://www.fms.saitama-u.ac.jp/lab/ishimaru/

石丸 雄大　准教授
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質機能領域

機能性色素、フラーレン、有機薄膜半導体デバイス、自己集積化キーワード

太陽光を効率よく利用している植物では、有機分子（クロロフィル）を利用して光合成を行っ
ています。光合成は、光で有機合成化学をすることです。私はそのための仕組みに興味を持
ち、まずは光を電気エネルギーに変える分子を開発し、実際にデバイスを作製して評価を行っ
ています。これは、有機薄膜太陽電池と言われる太陽電池です。有機分子で作られた有機半
導体では、耐久性の問題の他に、いかに効率よく界面を制御するかが重要であり、そのために
分子が自分で都合よく配列する仕組みを開発しました。さらに、最終的には、来る“水素社会”
に向けて、水を光により電気分解できる化合物の分子設計や仕組みの開発を行っていければ
と思っています。

●機能用途に適した機能性色素の分子設計および合成スキル
●科学分析支援センターを核にし、迅速な化合物の構造解析および物性評価
●有機溶媒系から水系までの分離精製技術
●水系での化合物安定化を目指したテーラーメード分子フラスコ（薬剤やコエンザイムQ10等）
●特許も多数出願実績があり

●有機薄膜太陽電池用界面制御分子の開発
●三元系有機薄膜太陽電池の作製
●近赤外域までの長波長化を目指した機能性色素の開発
●フラーレン修飾により、フラーレン医薬への展開
●水の光分解用触媒の研究

〈三元系有機薄膜太陽電池デバイス特性〉〈当研究室で開発した新規化合物の例〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

真空中での電気絶縁、
放電制御技術と電気機器の保護技術

【最近の研究テーマ】
●絶縁体上の帯電分布の測定
●電極や絶縁体の各種表面処理と表面分析
●ヒューズの遮断試験、溶断試験や繰り返し通電試験

  http://www.epower.ees.saitama-u.ac.jp/

山納 康　准教授
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　電気電子システム領域

高電圧、大電流、放電、真空、ヒューズキーワード

高電圧は幅広い機器や分野で利用されておりますが、これら機
器の性能アップや小型化を目指したとき、思わぬ所で放電が発
生して、機器を壊してしまうことがあります。そのためには電
気絶縁を最適にすることで、放電を抑制したり、制御したりす
る必要があります。
電気を絶縁するための媒体には空気をはじめとする絶縁ガス
や絶縁油などがありますが、本研究室では「真空」を利用した絶
縁方法を主に研究を行っています。この真空中の放電と電気絶
縁に関わる基礎過程の研究や、真空が持つ優れた絶縁性能を最
大限引き出すための工学的な応用研究を行っています。また、
電気事故により大電流が流れたときに、機器を保護するために
ヒューズが使われます。本研究室では、素早く事故電流が遮断
できる高性能ヒューズの開発を行っています。

●放電の発生によってお困りの方、特に真空中での絶縁方法や
放電抑止法について相談にのります。
●各種の高電圧試験や絶縁性能を調べる試験、ヒューズ等の大
電流の遮断試験の相談も受け付けます。
●本学には、高電圧・大電流の試験設備およびその専用試験室があります。
●AC・DC・インパルス高電圧試験システム（図2参照、最大発生電圧は、AC:100kVrms, 
DC:200kV, 雷インパルス電圧:1000kV）が設置されており、各種高電圧試験を行うことが
可能です。
●LC共振型大電流発生装置（低圧600Vまで100kArms, 高圧7200Vまで40kArms）により
遮断試験を行うことができます。

●荷電粒子の加速器やX線源、電子ビーム装置などの放電抑制や耐電圧の向上
●電力用開閉装置における高耐電圧化
●各種機器における放電の抑制全般
●様々なヒューズの各種試験（遮断試験・溶断試験・温度上昇試験など）

図1　超高真空中一貫（in situ）試験
装置

図2  AC・DC・インパルス高電圧試
験装置
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

磁気応用でクリーンで安全なエネルギー伝送を！

非接触給電、ワイヤレス給電、電動モビリティ、EV、溶接ロボット、電気機器、パワー
エレクトロニクス、アーク溶接キーワード

【最近の研究テーマ】
●電動モビリティ用走行中非接触充電システムの開発
●磁束構造の異なる非接触給電トランスの共用化
●非接触給電コンセントの開発や産業用ロボットへの非接触給電技術の応用
●外部磁場制御によるアーク溶接の安定化（磁器吹き、クリーンMIG溶接など）

  http://akt.ees.saitama-u.ac.jp/

金子 裕良　教授
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　電気電子システム領域

電気機器やパワエレ技術は日本が誇れる一つの分野
です。中でも電気自動車(EV)の普及で注目されてい
る非接触給電は、接点不良に関係無くエネルギーを
安全に伝送できる技術です。原理的には空隙の大き
な変圧器で、一次側コイルに交流電流を流して磁束
を発生させ、これを二次側コイルに伝えて誘導起電
力(電磁誘導)を発生させる仕組みです。数10kHz
以上の高い周波数の交流電源を用い、かつ一次側と
二次側コイルに適切な共振コンデンサを接続すれば、
90％以上の電力効率でエネルギー伝送が可
能です。我々の研究室では共振コンデンサの
接続方式による入出力電流電圧特性の比較や
最大効率条件の導出等について多数の論文を
発表するとともに、EVや電動アシスト自転
車などの電動モビリティに有効な非接触充電
システムの開発に特に力を入れています。ま
た、磁気応用として外部磁場を利用した高性
能アーク溶接ロボットなど、溶接機器の高度
化・知能化の研究も行っています。

●非接触給電システム設計に役立つ様々な共振コンデンサ方式に対応した理論解析
●磁界解析ソフトと実機製作環境による高効率で小型化可能な非接触給電トランスの開発実績
●EVや電動アシスト自転車などの駐車中かつ走行中給電システムの研究開発
●外部磁場をアーク溶接に活用した研究開発　　　●特許も多数出願実績あり

●駐車中＆走行中EV用非接触充電トランスの実用化開発（NEDO助成金、2009～2017）

●双方向非接触給電システム（NEジャパン・ワイヤレス・テクノロジー・アワード2013）

●シェアサイクル用電動アシスト自転車用非接触給電トランスの開発（2014～2017）

〈EV・PHEV用非接触給電システム〉

〈開発した各種非接触給電トランス〉

も
の
づ
く
り

29



埼玉大学研究シーズ集2018-19

●サーボ弁を用いない油圧モータの高速制御
●大幅なコスト減（2,30万円程度のサーボ弁が数万円
程度のサーボモータへ）
●タンクが不要
●省エネ（サーボ弁では常にポンプは定格動作してい
たが、電気静油圧アクチュエータでは動作している
とき以外電力消費無し）

■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント ■ 実用化例・応用事例・活用例

弁を使わない高速度油圧モータ制御

【最近の研究テーマ】
●災害救助ロボット
●触覚通信システム
●遠隔操作ロボット
●ウェアラブルロボット

  http://sakainolab.ees.saitama-u.ac.jp/

境野 翔　助教
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　電気電子システム領域

油圧モータ、電気静油圧アクチュエータ、ロボット、建設機械、二慣性共振系キーワード

移動ロボットや建設機械など、大出力が要求され
る機械において油圧モータが広く使用されている。
しかし、油圧モータを制御するサーボ弁は、非常
に高価で、壊れやすく、低効率、タンクなどの油圧
システムが巨大化しやすい、といった欠点があっ
た。
そこで境野研では、ポンプをサーボモータによっ
て直接制御してしまうことでサーボ弁を不要にす
る、電気静油圧アクチュエータと呼ばれるシステ
ムを開発している。
しかし、電気静油圧アクチュエータでは、ポンプ
と油圧モータがバネで接続されているかのような
振動的な応答をするため、高速度な制
御が難しかった。
そこで、ポンプと油圧モータそれぞれ
に角度センサを取り付けて、位置ずれ
を検出して振動を抑制する制御手法を
開発した。
これにより、安価、耐故障性、タンクが
不要、省エネ、高速度制御、といった要
求を同時に満たせる油圧モータを実現
した。

●工場内での重量物操作ロボット
●建設機械
●パワーアシストスーツ
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

新薬発見の新技術！
～電子の技術で生体分子を探す～

創薬スクリーニング、電気化学センサ、二次元化学画像センサ、マイクロアレイキーワード

【最近の研究テーマ】
●呼気測定による疾病診断のための高感度な酵素センサ
●初期火災検知のための信頼性の高い水晶振動子ガスセンサ
●義肢フィッティング用のアレイ化応力センサ
●新しい技術を用いた化学画像センサ（Light Addressable Amperometric Sensor）

  http://www.phm.ees.saitama-u.ac.jp/home/

内田 秀和　教授
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　電気電子システム領域

私たちが普段気に留めないていない健康は、病気になった時に初めてありがたみに気が付き
ますが、その時、病気を治す薬がなかったらとても困ります。実際に治す薬が見つかっていな
い病気も数多くあり、今、世界中で新しい薬の探索が活発に行われています。私の研究は新薬
を探す方法、技術、装置を提案するものです。分子の効き目を測定するには通常、光で測定し
ます。これは微弱な光を測定する優秀な技術と装置があるからです。でも、光とは異なる別
な測定技術と装置があれば、これまでの制約を超えて、新しい可能性を拓くことが可能にな
ります。私の推進する技術は電池のような化学反応に伴う電気の流れを検出して分子の働き
を測定するもので、光を使いにくい状況でも様々な分子を対象に測定ができます。また、数万
種類にも及ぶ新薬候補の分子の中から優れた効き目を持つ分子を見つけ出すため、ロボット
化された測定システムの中で使うことができます。

●多数のサンプルを個別に測定するのは二次元化学画像センサの機能によるものです。従来
の電圧測定に代わり、電流測定になったことで応用範囲が広くなった世界初の技術です。（特
許 第4560633号（P4560633））
また、マイクロアレイシステム（特許 第3978500号（P3978500））との相性が良く、創薬
系のスクリーニングシステムを構築するのに適した測定技術になっています。

●超高速スクリーニングのための新型マイクロアレイシステム
●化学イメージングセンサによる高スループットスクリーニング

〈図1　 高速自動スクリーニング装置外観〉  〈図2　二次元電気化学センサの概要〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

幾何計算による複雑形状精密切削加工の実現

切削加工、CNC加工、計算機シミュレーション、CAM、多軸制御加工キーワード

【最近の研究テーマ】
●工場空間形状の取得によるメンテナンス計画支援システム
●医療用樹脂材料、貴金属材料に対する加工面粗さの低減手法
●樹脂積層造形におけるポスト処理技術の開発

  http://kousaku.mech.saitama-u.ac.jp

金子 順一　准教授
大学院理工学研究科　人間支援・生産科学部門　生産科学領域

金型や航空機部品、医療機器といった高付加価値工業製品の製造では、数値制御された工作
機械による切削加工が主に用いられます。近年では、CADによって定義された複雑形状を加
工するための計算機支援の技術が非常に重要とされています。この計算機支援技術の開発に
関連して、工具の移動経路や相対姿勢、また工具切れ刃による素材除去の状態をコンピュー
タ上のシミュレーションによって事前に予測し、高効率かつ安全な工程を計画する手法の研
究をさまざまな企業と共同で進めています。

●工作機械が本来有するパフォーマンスを引き出すための工程計画支援技術
●大規模複雑形状（自動車用プレス金型、多軸制御切削による航空機部品製造）特有の技術的
課題の解決
●並列計算技術（GPGPU）に基づく実時間計算の実現
●各社の製造上の課題に対応したシステム／アルゴリズムの検討および開発

●医療部品向け微細加工（細穴加工、切れ刃生成、低剛性形状に対する変形予測）
●複雑形状に対応した実時間切削抵抗予測
●航空機エンジン部品製造における工具姿勢自動計画システム
●大型金型における超高速な工具経路導出システム

〈多軸制御加工における工具姿勢計画〉 〈ジェットエンジンブレードの加工時弾性変形解析〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

低コスト高機能金属3Dプリンタ技術の開発

金属3Dプリンタ、Additive Manufacturing、溶接、CAMキーワード

【最近の研究テーマ】
●AM用CAMの開発
●造形形状シミュレータの開発
●AM＋切削複合加工

  http://kousaku.mech.saitama-u.ac.jp/

阿部 壮志　助教
大学院理工学研究科　人間支援・生産科学部門　生産科学領域

近年「3Dプリンタ」という言葉が広まり、新たなものづくり技術として期待されています。
金属材料を用いた3Dプリンタ技術は、既存の加工法では難しい形状を作ることができると
いう特徴があります。しかし、加工機は非常に高価で、また製品を作るためには様々な制約が
あります。 一方、自動車や建設、造船などで一般的に用いられる溶接技術は、装置や材料も
安価です。金属3Dプリンタと溶接技術は金属を溶かして接合するという意味で非常に似て
いるため、溶接技術を応用した3Dプリンタ技術の開発を行っています。この技術により大型
製品の試作や補修を低コストで実現可能です。また、金属材料を局所的に付加することがで
きるため、異なる様々な金属材料を用いた一体造形も可能です。この技術を発展させて、これ
までになかった高機能製品の造形を目指しています。

●異種金属を用いた一体造形が可能
●大型製品へ適用可能
●切削仕上げとの複合加工

●航空機部品など難削材を用いた試作品
●金型の補修

〈造形の様子〉

〈造形装置〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

軽くて丈夫。でも、壊したい時に壊れる。

材料強度、高精度予測、軽量化、破壊コントロールキーワード

【最近の研究テーマ】
●半導体量子ドットのひずみと発光特性の評価
●シリコン太陽電池の破損と発電効率の評価
●応力腐食割れ・疲労の超音波法による非破壊検出

  http://zairiki.mech.saitama-u.ac.jp/index.html

荒居 善雄　教授
大学院理工学研究科　人間支援・生産科学部門　生産科学領域

機械材料の強度を高精度に予測する方法について研究し
ています。専門は、材料力学と言う分野で、伝統的には、
十分な強度を持ち、軽量な機械を設計するための基礎研
究分野と位置付けられています。また、使用中に材料が
破損した場合の原因の究明のために、材料力学の知識と
破壊の仕組みを組み合わせた、フラクトグラフィと言う
技術が用いられてきました。近年、軽量化の要求は高ま
る一方です。また、壊したい時に、壊したい形状に壊す技
術が要求される場合があります。その為に、強度を予測
する精度を向上させ、意図したとおりに壊せるようにな
る為の研究も行っています。

●機械材料・部品の強度を高精度に
予測するシステムを構築
●機械構造の破損原因をフラクトグ
ラフィにより究明
●機械のニーズに応じて破壊をコン
トロール

●投擲型消火弾（投げるときには壊れず、壁に衝突した時に確実に壊れる容器）
●複合圧力容器（軽量で高圧の繰り返しに耐える容器）

〈投擲型消火弾の破壊〉

〈破裂した複合圧力容器〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

流れの新設計～新しい発想でここまで変わる

流れ、流体計測、これからの流れの設計、光計測、数値シミュレーションキーワード

【最近の研究テーマ】
●スポーツ関連の製品における乱流制御
●自動車関連技術の新展開
●医療機器関連の流体力学

  http://park.saitama-u.ac.jp/~fdl/

平原 裕行　教授
大学院理工学研究科　人間支援・生産科学部門　生産科学領域

熱輸送や騒音の発生に至るまで流体の運動が関連して、様々な現
象に結びついています。これまでの研究でこれらは錬成した問題
として研究が進められ、近年様々な成果を上げてきています。 そ
こには、詳細な物理現象を抑える計測技術、数値シミュレーショ
ン技術との融合が不可欠です。我々の研究室では、それらの錬成
問題をフィジックスの観点から解決していきます。

●流体が示す特異現象を有効に活用したデザイン
●過去の概念に捉われない新しい流れ設計
●騒音問題と振動問題の連成問題の解決

●次世代流体機械の考案
●レーザー誘起水中衝撃波の応用
●複雑な流体関連騒音発生問題の解決
●新型自然エネルギーシステムの開発
●流体関連センサーの開発と応用

〈バブル〉〈熱交換器〉
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●厚さ0.1mm以下で折り畳み可能な柔軟性を
有するフィルム状センサ
●1Hz～500 kHzまでの超広帯域での音響・超
音波（空中）をセンシング可能
●基板に実装することでセンサをアレイ化可能
●空中超音波センサの場合、近距離（2cm以上）
での位置検出可能（従来型は30cm以上）

■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

様々な音響や超音波を送受信可能な
フレキシブルセンサ

【最近の研究テーマ】
●エレクトレット AEセンサの開発
●極薄エレクトレット の開発
●AEセンシングによる植物の活動モニタリング

  http://mehp.mech.saitama-u.ac.jp/

蔭山 健介　教授
大学院理工学研究科　人間支援・生産科学部門　生産科学領域

音響センシング、空中超音波センシング、エレクトレット、極薄センサ、フレキシブル
センサ、位置検出、全方位センシングキーワード

静電気を帯びて電界を放出する物質をエレクトレット と呼び、マイクロフォンや集塵フィル
ターに利用されています。極薄のエレクトレット フィルムを用いたフィルム状センサ（エレ
クトレット コンデンサセンサ、ECS）は、折り
畳み可能な柔軟性を有しながら、高感度で音響
や超音波を検出可能で、耐久性にも優れたセン
サであり、様々な音響や超音波のセンシングが
可能と期待されます。従来、エレクトレット は
厚さ10μmまでしか安定した特性が得られま
せんでしたが、シリカ凝集体を用いることで厚
さ5μｍ以下の極薄エレクトレット を得る技術
を開発しています。そして、このエレクトレッ
ト を用いた極薄の空中超音波センサは優れた
特性を示しており、これを用いて全方位での位
置検出や強力超音波による触覚提示などの様々
な音響センシング技術の高度化に寄与すること
を目指しています。

●360°全方位マイクロフォン・超音波センサ
●モバイル機器での近距離でのモーションセンシング
●収束型強力空中超音波センサの小型化・薄型化
●3次元風速計の小型化

〈エレクトレット センサを用いた超音波の送受信（位置検出）〉

〈折り畳み可能な柔軟性を有する極薄エレクトレット センサ〉
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●アコースティックエミッション法による機器のオンラインモニタリング
●分子動力学シミュレーションによる高分子材料の変形挙動の解明
●弱接着状態の検出に向けた分子動力学シミュレーションによる力学的解析
●複合材料のアコースティックエミッション法による損傷解析
●複合材料の損傷発生・蓄積挙動の粘弾性的評価

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例
●安価なアコースティックエミッション計測システムの開発
●炭素繊維強化熱可塑性樹脂の粘弾性特性評価
●炭素繊維強化熱可塑性樹脂の損傷蓄積挙動解析
●分子動力学シミュレーションによるフィジカルエージング挙動の解明

■ 研究概要

アコースティックエミッション法を用いた
損傷検出技術

【最近の研究テーマ】
●創傷・UV損傷を受けた皮膚組織の粘弾性特性評価
●早期変形性膝関節症を模擬したブタ軟骨の粘弾性特性評価
●超音波を用いた粘弾性特性評価手法の開発
●非線形粘弾性理論に基づく高分子材料の長期寿命評価
●体積弾性率の時間依存性評価

  http://mehp.mech.saitama-u.ac.jp/

坂井 建宣　准教授
大学院理工学研究科　人間支援・生産科学部門　生産科学領域

複合材料、アコースティックエミッション、分子動力学シミュレーション、粘弾性キーワード

Boeing787などの航空機や自動車、その他さまざまなものに軽量かつ高強度な複合材料の利
用が高まっています。そのため、これらの複合材料の寿命を知ることは、安全・安心の世の中
を維持するためには必要不可欠なことです。
複合材料は、繊維とその周りを覆うプラスチッ
クによって出来ています。これまで複合材料の
破壊特性・寿命評価には、繊維の強度がプラス
チックと比較して大幅に高いことからプラス
チックの存在が軽視されてきていましたが、近
年、時間と温度の影響を強く受けるプラスチッ
クが寿命に大きく影響を及ぼすことが明らかに
なってきました。
私たちはこのような時間・温度の影響、すなわ
ち粘弾性特性の影響を受けるプラスチックおよ
びその複合材料について、分子動力学シミュレー
ションを用いた解析、アコースティックエミッ
ション法を用いた損傷検出技術を用いて計測す
ることで、破壊特性・寿命評価を正確に行うこ
とを目標として研究を行っています。

〈CFRPの引張試験中に取得されたアコースティックエ
ミッション波形のFFT解析結果〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

SiCパワー半導体基板の高速鏡面技術
～削れないものは溶かしてピカピカにする～

【最近の研究テーマ】
●各種材料のレーザスライシング加工法（半導体基板、ダイヤモンド、ガラスレンズ創成）
●樹脂内部の3次元微細流路創成法（化学チップ流路、導波路）
●SiCの砥粒レス高能率研磨法（半導体基板の仕上げ加工）
●研磨における潜傷のレーザ探査技術（CMPの潜傷探査）
●メカノケミカル砥粒、砥石の開発（難加工材料の高速・高品位加工に適用）

  http://spe.mech.saitama-u.ac.jp/

池野 順一　教授
大学院理工学研究科　人間支援・生産科学部門　生産科学領域

生産加工、パワー半導体、エッチング、鏡面、ダメージフリー、高速加工キーワード

現在、パワー半導体基板にはシリコン（Si）ウエハが使用されているが、近い将来、シリコンカー
バイト（SiC）が多用されることが決まっている。このSiCはSiよりも硬く、高品位加工には何
日も要するため、世界中で高速鏡面仕上げ技術の開発競争が激化している。しかし遅々とし
て進まないのが現状である。そこで埼玉大学では硬くて加工が難しい材料ならば、化学的に
溶かして仕上げる方法を開発してみようと考えた。その結果、従来よりも100倍も速く、ダメー
ジのないナノメートルレベルの鏡面を得る手法を世界に先駆けて開発できた。

●削るのではなく、化学的に溶かすエッチング法で目標を達成できた
●従来のエッチングでは鏡面にはならないが、唯一本法ならば可能である
●効率は研磨と比べると100倍大きい
●特許出願済みである

●SiC半導体基板の高速仕上げ加工法として期待できる。
●SiC基板の切断法や微細加工法への応用も期待できる。
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

新しいレーザ加工技術
～アクリルの中に極細の三次元流路～

レーザ加工、アクリル、微細内部流路、マイクロ化学チップ、光導波路キーワード

【最近の研究テーマ】
●半導体結晶材料のレーザスライシング加工
●ガラス材料の高付加価値加工
●パワー半導体の鏡面創成加工法の開発

  http://spe.mech.saitama-u.ac.jp/

山田 洋平　助教
大学院理工学研究科　人間支援・生産科学部門　生産科学領域

化学実験、新薬の開発等には、大型かつ高額な分析装置を何台も使用し、手間と時間をかけた
作業が必要となっています。そこで、分析を迅速・簡便・低コストに行うためにマイクロ化学チッ
プが注目されています。透明な材料内部に微細な流路、空間を設け、様々な流体の混合・化学
反応・分離を数cm角の小さなチップの中で分析できるものです。しかし、複雑かつ微細な流
路を材料内部に形成することは非常に困難です。
そこで本研究室では、レーザによる材料内部の微細流路形成技術を開発しました。レーザは
光の一種であるため材料を通り抜けていきます。そして、材料内部にレーザを絞ることによ
り、焦点で発熱し数μmのき裂
が形成されます。このき裂を
レーザを移動させることによっ
て連続的に形成し、電気炉の中
で150℃、30分程度温めます。
これによりき裂内部の気体が膨
張・連結し、円形かつ精度の良
い微細流路が形成されます。現
在では流路直径を10μmまで
微細化することに成功しており、
安定した三次元流路の形成も実
現しています。

●ワークの把持、再把持、姿勢変化は不要。置くだけで三次元流路の高速形成が可能。
●Y字、十字、螺旋、平面など形状の制限はほぼ無い。
●流路径はΦ10μm～Φ1mmまで自由自在。
●高分子材料であればアクリル以外の材料にも適用可能。

●光導波路の形成
●材料内部にハニカム構造の形成
●3Dプリンター

〈流路外観〉

〈レーザによる微細流路形成〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

モデリングとシミュレーション
－動的挙動をどこまで再現できるか－

【最近の研究テーマ】
●軸方向の伸びを考慮した紐状構造物の動的挙動解析
●ひし形リンク構造を用いた免震機構
●コイルばねを用いた3次元免震機構
●板ばね免震機構
●リブを有する湾曲平板の振動特性

  http://kiriki.mech.saitama-u.ac.jp/

渡邉 鉄也　教授
大学院理工学研究科　人間支援・生産科学部門　人間支援工学領域

機械力学、振動工学、耐震・免震工学、音工学、スポーツ工学、生体情報工学キーワード

機械が動くと振動や音が発生する。振動や音は我々の生活
にとって有害なものと利用できるものがある。例えば、近
年多発している巨大地震は産業施設内の構造物にも被害を
及ぼしている。また、工場、自動車、鉄道、航空機、その他、
数え上げればきりがないほど有害となる振動や騒音が発生
している。一方、振動を利用するものも多数存在する。振
動を利用した搬送、削岩機、音の利用では音楽、警報音など
様々なものがある。そこで、観察と計測による特性把握に
始まり、モデリングとシミュレーション、さらには、設計指
針の確立、人間の感覚や感性評価などを行う必要がある。
現在は、新型免震機構や非線形振動を利用した減衰機構の
提案を行っている。また、振動や音以外の研究では、柔軟な
紐の動的挙動を解明することを目的とし、フライフィッシ
ングにおけるラインのシミュレーション
を行っており、コンピュータ上で紐の運
動を解析できるようになった。

●さまざまな免震機構を提案している。
●マルチボディーダイナミクスを用いて
柔軟な紐の挙動を解析できる。
●振動低減、騒音低減への方針を提案で
きる。

●新型の免震装置の開発
●キャスティング搬送装置の開発
●非線形要素を利用した減衰装置の開発

〈ひし形リンク構造を用いた免震装置〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

次世代モノづくりを支える
極限メカトロニクス技術

制御工学、メカトロニクス、磁気浮上・磁気軸受、静電浮上、振動制御、マイクロアセン
ブリ、力学量（力・加速度・角速度）計測キーワード

【最近の研究テーマ】
●ゼロコンプライアンスを利用した力測定（伸びないばねで力を測る！）
●アクティブ振動制御（負の剛性またはアクティブ動吸振器を利用します）
●マイクロアセンブリ（微小物体を自在に扱います）
●質量測定（宇宙でも量れます）

  http://control.mech.saitama-u.ac.jp/

水野 毅　教授
大学院理工学研究科　人間支援・生産科学部門　人間支援工学領域

メカトロニクスおよび制御工学に関する基
礎から応用にわたる広範な研究を行ってい
ます。特に、磁気浮上・磁気軸受、静電浮上
などの非接触浮上技術、アクティブ振動制
御、マイクロアセンブリなど、メカトロニ
クス要素技術に関しては、最先端の研究を
行うとともに豊富なノウハウを蓄積してい
ます。研究にあたっては、トレンドを追う
のではなく、独自の発想を重視して、テー
マ設定を行っています。また、ハードウェ
アの設計・製作から制御ソフトの開発・実装
に至るまで、メカトロニクス機器の開発に必要なあらゆるス
テージについて、精力的な研究を行っています。

●磁気浮上を使えば、摩擦・摩耗、振動・騒音、寿命の問題から
解放されます。
●高真空、超清浄空間、高温、低温環境など、特殊環境でも利
用できます。
●大ギャップでの磁気浮上を少ない消費エネルギーで実現し
ます。
●太陽光発電だけで磁気浮上を達成することもできます（ソー
ラー磁気浮上）。
●多数の特許を取得しています。

●磁気浮上式回転球体風洞装置（見えなかった現象を見えるようにします）
●ゼロパワー・ゼロコンプライアンス機構（省エネルギーと高剛性を両立します）
●ソーラー磁気浮上を利用した風力発電装置（自然エネルギーを使って発電します）
●磁界共振結合を利用した交流磁気浮上（浮いている物に非接触でエネルギーを送れます）
●磁気支持ジャイロ（高精度の検出が可能です）

〈回転球体用磁気浮上風洞〉

〈ソーラー磁気浮上装置〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

柔らかなロボット、ヒトが生きられない極限環境へ

【最近の研究テーマ】
●災害発生直後の安全確認用ロボットシステムの開発
●ポリイミドフィルム溶着技術の開発
●超音波モータ、超音波振動子の開発

  http://control.mech.saitama-u.ac.jp/

山口 大介　助教
大学院理工学研究科　人間支援・生産科学部門　人間支援工学領域

メカトロニクス、ロボティクス、アクチュエータ、極限環境、極低温、ソフトメカニズム、
フィルモティクスキーワード

これまで、人のように柔らかなロボットは、医療・
リハビリテーション、家の中といった生活空間
において人と共存を行う事に主眼が置かれてき
た。一方で、人が立ち入ることが不可能な極限
環境においても、「人の柔らかさ」は必要とされ
ている。例えば、液体窒素温度（－196℃）付近
において人の指のような柔らかさを持ったハン
ドを開発する事で、低温脆性を起こし触ると崩
れてしまうような試料を破損無く優しく扱うこ
とが可能となる。
そこで本研究では、人が近づくことの出来ない
薬液中、高温・低温、放射線・紫外線下、宇宙環境
等においても駆動でき、人のような柔らかさを
持つロボットの開発を行っている。開発してい
る駆動部（アクチュエータ）は、高い耐環境特性
を有したポリイミドフィルム製の空気室のみで
構成されている。本研究では、ポリイミドフィ
ルムの接着剤・前処理レス溶着技術を確立する
ことでこれを実現した。

●極限環境（－269～300℃、酸性・アルカリ液中、紫外線・放射線環境等）に対応する。
●極限環境においても、人に似た「柔らかさ」を持つ。
●軽量かつ収納時は非常にコンパクトに丸めて収納可能である。
●安価に大量生産でき、かつ焼却処分可能である。
●ポリイミドフィルム同士の溶着技術を保有している。

●凍結された臓器や種子の操作デバイス（極低温、安価・焼却処分可能）
●ウィルス・病原菌用遠隔ハンドリングデバイス（耐化学薬品、安価・焼却処分）
●人工衛星・月面探査用超軽量機械要素（極限環境に対応、極軽量・コンパクトに収納）

〈液体窒素温度環境（－195℃）における駆動の様子〉

〈指のように湾曲するアクチュエータ〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

超音波を使ってこすれるところがないポンプを

超音波、ポンプキーワード

【最近の研究テーマ】
●超音波モータ
●超音波を用いた皮膚感覚ディスプレイ
●超音波を用いた物体の非接触支持
●超音波を用いた紙めくり機構
●超音波を用いた微少径孔の脱水

  http://control.mech.saitama-u.ac.jp/

高崎 正也　教授
大学院理工学研究科　戦略的研究部門　感性認知支援領域

液体や気体を送るポンプは、逆流を防ぐ目的
でゴム製の弁が使われ、回転している部分を
支持するために軸受けなどが用いられます。
これらは常にこすれていますから、故障の原
因になります。また、ゴムを使っていると低
温環境（ゴムが硬くなってしまう）・高温環境
（ゴムが溶けてしまう）では使うことができま
せん。こすれているところをなくせば、故障
の確率は下がりますし、低温／高温環境でも
使うことができます。
人の耳には聞こえない高い周波数の振動を固
体表面に励起し、その面と数十ミクロンの隙
間を挟んでべつの面と対向させ、それらの面
にちょっとした工夫を施すと隙間の中の流体
が一方向へ流れ、ポンプのはたらきをします。
ゴム製の部品は使いませんし、こすれるとこ
ろもありません。このような構成のポンプで
圧力や流量を増大させるために研究を行って
います。

●超音波を励振するための圧電材料が対応できる温度（極低温～キュリー温度）においてポン
プとして利用可能
●摺動部が無いため、摩耗の心配がない
●振動子の設計次第で小型化が可能
●特願2014-243990
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

なめらかな運動を実現するための
計測技術と設計技術

【最近の研究テーマ】
●濃厚ポリマーブラシの機械要素への応用
●摩擦振動を低減させる潤滑油の物性の調査
●ロール軸回転の付与による摩擦振動の抑制

  http://system.mech.saitama-u.ac.jp/index.html

田所 千治　助教
大学院理工学研究科　人間支援・生産科学部門　人間支援工学領域

トライボロジー、ダイナミクス、自律システム、機能性材料キーワード

機械の高効率化（省エネルギー化）と静粛性向上のために、機械可動部のなめらかな運動を実
現する研究に取り組んでいます。機械の高効率化に対しては、可動部の摩擦損失を低減させ
るために用いられる潤滑油について、光干渉を利用して1nm以下の分解能で潤滑膜厚を計測
可能な実験装置により、新素材を利用した潤滑システムの創成や新しい添加剤の開発支援を
おこなっています。機械の静粛性向上に対しては、摩擦により生じる振動や異音を抑制する
ために摩擦力の大きさや向きに着目した制振設計方法を確立し、静粛性の要求が高まってい
る自動車の機械要素への展開を考えています。

●摩擦力と潤滑膜厚の同時計測による摩擦現象の解明
●摩擦力の向きに着目した制振設計（特願2017-91962）
●摩擦材料と機械設計の両側面からのアプローチ

●液晶の自律的粘度変化を利用したスマート潤滑システムの実証
●潤滑油添加剤の自己組織化膜の形成過程と潤滑効果の調査
●ブレーキ機構への制振設計の応用

〈ナノ潤滑膜厚計測装置〉

〈制動実験の結果〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

石油に代わり未利用バイオマスから樹脂を創出！

廃棄バイオマス資源化、液化技術、合成樹脂、有機資源化学、環境化学工学キーワード

アジア諸国において、綿の茎や麦わら等の農作物非食部または間伐材や腐朽廃材等の林業残
材は、大量に発生されているが、そのほとんどが利用されていない未利用バイオマスである。
これらのバイオマスを利用し、石油化学製品の代替を作成出来れば、化石資源枯渇や環境問
題解決に対して大きな成果が期待出来る。液化技術とは、木質系バイオマスの主成分である
高分子のセルロースやリグニンを樹脂の前駆体となる低分子量の液体に転換する技術である。
液化反応と樹脂生成に使用する試薬や条件を変えることで種類や性能の異なる樹脂を生成す
ることが出来る。液化の反応機構の解明、前処理によるバイオマス割合の増加、様々な植物種
や腐朽バイオマスでの液化、より高性能な樹脂生成などを目指して研究している。液化技術
により付加価値を高めることで廃棄バイオマスを活用し、循環型社会の形成に貢献する素材
を生成することによって、我が国の環境技術支援で国際貢献に資するものとして目指している。

●廃棄バイオマスの野焼きによる大気汚染の抑制
●農業・林業廃棄物の付加価値の高い利活用技術の開発
●枯渇資源である石油を使わずにフェノール樹脂、ウ
レタン樹脂、エポキシ樹脂等の樹脂の作製
●生分解性の高分子素材の開発

●低炭素社会形成への貢献
●途上国の温室効果ガス排出抑制
●温室効果ガス排出抑制・持続可
能な開発目標（SDGs）への貢献
●現在特許出願準備中

●綿の茎からポリウレタンフォームの調製
●キノコ栽培後の腐朽木材の液化物からエポキシ樹脂の調製
●アジアへの廃棄バイオマスによるエネルギー技術の輸出支援

【最近の研究テーマ】
●液化に伴う残渣物の燃料等への利活用方法の研究
●液化木材由来樹脂と再生炭素繊維の複合体の調製
●バングラディッシュでココナッツ廃材を使ったバイオマスガス燃料化、化学原料への転換など

  http://park.saitama-u.ac.jp/~wang_oseiyo/

王 青躍（オウ セイヨウ）　教授
大学院理工学研究科　環境科学・社会基盤部門　環境科学領域

〈液化技術の概要〉 〈当研究室液化技術の研究事例〉

も
の
づ
く
り

45



埼玉大学研究シーズ集2018-19

■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

感性や技能に関する知識の体系化

感性情報、ヒューマンインターフェイス、オントロジーキーワード

【最近の研究テーマ】
●設計行為に関する知識の抽出と体系化
●学習サービスにおける合意形成の概念モデル
●LED光源の視認性と疲労の定量的評価
●感性評価データと生体計測データのマッピング

  http://human.mech.saitama-u.ac.jp/

村松 慶一　助教
大学院理工学研究科　戦略的研究部門　感性認知支援領域

近年は従来の知性的な情報処理技術に加えて、感性情報処理やaffective computingと呼ば
れる人間の感覚や感情レベルでの協調を図る技術開発が盛んです。人間の知性だけでなく感
性との協調を目指したものづくりにとってのひとつの課題は、人間に対する理解を深めると
共にその知識をいかに共有・利用するかということです。例えば、魅力的なプロダクト（モノ・
コト）を作ろうと考えた場合には、そのデザイン全体あるいは要素に対してユーザが抱く感覚・
感情を知る必要があります。あるいは、魅力的なプロダクトの開発・設計過程で、熟練技術者
が発揮する技能を知ることも重要です。そういった知識を体系的に記述するために、生体計
測を含む感性評価の実験を行うと共に、知識工学のアプローチから概念体系（オントロジー）
を構築して知識を可視化することを目指しています。

●人間の感性に関わる知識を扱う
●感性評価データや設計資産データの管理を効率化

●色彩に対する感情反応に関するオントロジー構築
●印象における五感の共通性に関するオントロジー構築
●学習時の感情に関するオントロジー構築
●学習サービスの設計における語彙の体系化

〈知識工学による感性評価データの体系化〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

種々の新しい機能を持つ物質の開発と
その分析、評価

【最近の研究テーマ】
●結晶の多形現象
●各種機器分析による製品などの状態分析
●水質浄化・分析

  http://www.chem.saitama-u.ac.jp/fujihara-lab/index.html

藤原 隆司　准教授
研究機構　科学分析支援センター

金属、金属錯体、結晶構造、分子構造、機能性物質、色変化、機器分析キーワード

金属イオンを中心に、様々な構造を持つ有機化合物、あるいは無機化合物が結合してできた
化合物は一般的に「金属錯体」と呼ばれている（高校の教科書では錯イオン）。錯体は金属イオ
ンを取り巻く構造（何が結合して、どういった形をしているか）やその電子の状態でその性質
が決まる。同じ金属イオンでもその環境で色や性質が全く違うものが得られる。特に、色の
違いは鮮やかで非常に興味を引
かれる現象である。しかも色が
綺麗なだけで無く、非常に機能
性の高い化合物であり、工業製
品のみならず、天然物の中にも
多く存在している。求める性質
が発現するような化合物をデザ
インし、狙い通りの化合物を合
成する手法の開発も楽しいが、
時には思いがけない新しい性質が得られ
るところに興味を感じて研究を行ってい
る。これらの研究を通して様々な用途に
対応可能な種々の分析技術の向上も行っ
ている。

●金属イオンが関連した分野
●色変化（発光色、光吸収）を元にした分野
●物質の結晶および分子構造の解明
●国内大手有名企業・自治体などとの共同研究・受託研究実績有り
●各種分析機器を用いた技術相談（国内大手有名企業、自治体等）実績有り

●金属錯体を用いた位置選択性触媒開発（特許）
●有機色素を用いた金属イオンの濃度測定キット（特許）
●光電変換素子となる金属錯体の新規合成法開発（特許）
●はちみつおよびその製造方法（特許）

〈結晶状態の違いで発光色が変わる化合物〉

〈金属錯体触媒〉
も
の
づ
く
り

47



埼玉大学研究シーズ集2018-19

■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

エレクトロクロミック材料に液晶性を持たせることで
応答速度、コントラストの向上を狙っている。

【最近の研究テーマ】
●液晶性エレクトロクロミック材料の開発
●キノンタイプ-n型液晶性有機半導体材料の開発
●ドナー-アクセプター型液晶性有機半導体材料の開発

安武 幹雄　講師
研究機構　科学分析支援センター

液晶材料、エレクトロクロミック材料、有機半導体材料キーワード

エレクトロクロミック（EC）材料の利点は物質の電気化学的な酸化還元により色が可逆的に
変化する点にあり、これによりカラーフィルターを使わなくともカラー表示ができる電子ペー
パーに応用展開が可能である。しかしながら、
これら材料のほとんどはポリマー材料であり、
応答速度やコントラスト等に問題を抱えてい
る。我々は、EC特性を持つ液晶化合物につい
て検討しており、このような化合物ができれ
ば、配向制御が容易になるため応答速度の向
上につながると期待している。また、これま
でのEC材料の研究では酸化または還元のど
ちらか一方でのみ色を変化させる研究が主と
して進められている。そこで我々はカラー表
示デバイスとしての応用を考え、一つの化合
物で電気化学的な制御で多彩な色調の変化を
期待し、酸化側と還元側そのどちらでも色調
を変化可能な液晶性EC材料の開発を行って
いる。

●多くの電子デバイスを構成する分子構造はポリマー構造のものが多く研究されており、そ
れらは剛直で加工性等に欠ける。その点、流動性と秩序性を併せ持つ液晶は、均一な薄膜形
成等の利点を持つ。また、これらは加熱冷却操作で再組織化できるため有利である。さら
に液晶化合物の分子構造に電子アクセプター部位ドナー部位を持たせたことは、今回の特
徴と独創的な点である。この研究は多彩なエレクトロクロミズムの可能性を秘めた材料開
発である。

●ECデバイスは、一旦色を変えると続けて電圧をかけない限り色は保持できるため、エコな
表示デバイスとして活用できる。価格表等の表示や広告などの表示には適している。
また、有機半導体材料と組み合わせれば、コンピューター部分の劣化を表示できる部品と
しても期待できる。
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

イノベーションをキーにした企業経営の革新

【最近の研究テーマ】
●研究開発戦略と組織能力
●付加価値生産性の研究
●ソリューションビジネスの研究
●組織能力の評価方法の研究

金子 秀
しげる

　教授
大学院人文社会科学研究科　経営学研究領域

経営管理論、経営戦略論、技術経営、イノベ－ション・マネジメントキーワード

日本の企業が抱える最大の課題は、生産性、とりわけ、付加価値生産性の停滞ないし低迷にあ
るといえます。付加価値は利益の源泉であり、企業が利益を獲得するためには、付加価値の増
大、とりわけ、付加価値生産性の向上が求められています。日本のリ－ディング産業である自
動車、電機、化学、医薬品に属している企業に焦点をあて、イノベーション・マネジメントの視
点から付加価値生産性を向上させるための手法について研究しています。

●どのような経済危機に直面しても企業を存続させることがサスティナビリティであり、イ
ノベーションやマネージメントシステムなどを新たな切り口で評価することで企業革新を
進める上での問題点や課題が明確になり、危機突破の経営体制の構築が可能になります。

〈生花ビジネスの現場見学〉
も
の
づ
く
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

学校教育・社会教育向け教材・教具および
それらを援用したカリキュラム開発

【最近の研究テーマ】
●学校のニーズに応じた教材の提供として，プログラミング教育
●科学技術に関する認識を高める教材・教具の開発
●持続可能な社会を築く人材育成のための環境教育カリキュラム開発
●科学技術人材を育成するNPO法人WRO-Jを通した教育普及活動

山本 利一　教授
教育学部　生活創造講座（技術分野）

教材・教具、学習評価、カリキュラム開発、情報システム技術の応用
工業計測の教材への応用、教育用ソフトウェアの開発、社内教育のカリキュラムキーワード

授業において、学習内容を的確に指導することや定着
させることは、最も基本的なことである。それらを支
援する教材・教具の開発とそれらを援用した指導過程
の提案を行っている。具体的な研究課題を記すと
●技術教育に関する研究として
●情報教育に関する研究として
●教師教育に関する研究として
●認知心理学に基づく授業分析として
●環境教育に関する研究
●AIの教育利用に関する研究

●工業計測の教材への応用
●各企業の持つ最先端技術の理解促進
●発電教材関係の知的財産
●学校教育に対する直接支援
●学校現場との太いパイプ

●AIを活用した幼児向け英語教材（タケロボ様との共同研究）
●温度差発電の原理学習用教具(実用新案)
●波力発電実験装置・発電装置及び発光ブイ(特許)
●水力発電実験装置、落差可変式水力発電実験装置(実用新案)
●義務教育向けプログラミング教材の開発（優良教材様との共同研究）
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

スピンを制するものは省電力も制する！
回路構成の単純化！さらに製造費用も動作電力も低減可能！

【最近の研究テーマ】
●両極伝導性水素吸蔵体を利用した電荷・スピンの相反型蓄積機能
●磁性電極と非磁性伝導体から構成する不揮発型論理ゲート
●低温下、極低濃度水素ガスを用いた希土類水素吸蔵型金属および半導体製造
●異常ホール効果が誘起する巨視的電場の伝播方程式とその自己無撞着解

酒井 政道　教授
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質機能領域

スピン、スピンホール効果、論理ゲート、両極性伝導、希土類元素、水素吸蔵体、CMOSキーワード

携帯型情報処理機器などが、ポケッ
ト電卓の様に、太陽電池だけで動作
できれば、どんなに便利でしょう。
それには、太陽電池の発電効率を向
上させると共に、デジタル製品の消
費電力を格段に下げるのが有効で
す。私たちは、後者の消費電力を格
段に下げることを目指した研究を、
電子が先天的に獲得している「スピ
ン磁気モーメント」に注目して行っ
ています。なぜスピンに注目するか
と云うと、電子の運動が電流だけ無
く、磁気モーメントの流れ（これをスピン流と云う）をもたらし、それらを適切に使い分けると、
エネルギー及び情報の蓄積・輸送を極省電力で実現できる見込みがあるからです。また、私た
ちは、希土類金属を用いた水素エネルギーの有効活用研究をスピン流の観点から取り組んで
います。

●いよいよCMOS技術からの離脱か。
●スピンホール効果（物質中における相対論効果）を利用する論理ゲート。
●ソース・ドレイン電極と電圧検出の４端子から構成。
●１個のホール素子が６組分のCMOSに対応。
●論理和（OR）や論理積（AND）機能を搭載。
●関連特許登録３件あり。

●論理ゲートへの応用
●磁気的不揮発メモリやノーマリーオフコンピューターへの応用
●排他的論理和ゲートを用いた暗号化通信への応用

書込み電流（入力信号）によって、電極磁化を反転させて動作する
EXNOR（EXOR＋NOT）ゲート。電極磁化が反平行時のみ出力電圧が
Highレベルになる。メモリー素子としても動作可能。
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

フーリエ解析: 世界を変えた数学

フーリエ変換、制限問題、掛谷問題、シュレーディンガー方程式、運動論的方程式キーワード

【最近の研究テーマ】
●多重線形の制限問題と掛谷問題
●分散型方程式の理論
●運動輸送方程式の理論
●Brascamp-Liebの不等式

  http://www.rimath.saitama-u.ac.jp/lab.jp/nealbez/Main.html

Richard Neal Bez　准教授
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　数理領域

フーリエ解析は現在、純粋数学や応用数学
の中でも非常にアクティブな研究分野であ
る。そもそもフーリエ解析とは、固体内の
熱伝導を理解するために発明した数学の分
野であり、ジョゼフ・フーリエは当時三角
級数に関する大胆な主張をしたことから始
まった。
私の主な研究は純粋数学のフーリエ解析で
ある。この分野で最も重要な未解決問題は
「スタインの制限問題」であり、プリンスト
ン大学のエリアス・スタインは1960年代
後半にフーリエ変換を研究中、この予想を
定式化した。驚いたことに、スタインの制
限問題と幾何解析の掛谷問題には深い関係
がある。掛谷集合とは全ての方向に単位線
分を持つ点の集合であり、このような集合
の最小のサイズについての問題である。ス
タインの制限問題と量子力学のシュレー
ディンガー方程式や、数論にも深い関係が
あり、この分野を中心に研究している。

●現在ではフーリエ解析があらゆる科学に広々と応用されている。例えば日々の生活の中で
デジタルメディア (JPEG・MP3) などで見ることができる。長期的な本研究の目的はこの
ように多分野で応用されることである。

●数理物理学 (量子力学・古典物理) の理論を発展する。
●生物 (走化性・免疫学) の理論を発展する。

〈フーリエ級数による矩形波〉

〈掛谷集合のイメージ〉

情
報
通
信
技
術

52



埼玉大学研究シーズ集2018-19

■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

タッチパネルなしに家具や家電を
触覚インタフェースにする技術

触覚、力覚、センサキーワード

【最近の研究テーマ】
●リハビリ支援ロボット
●触覚可視化技術

  http://robotics.ees.saitama-u.ac.jp/index.html

辻 俊明　准教授
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　電気電子システム領域

力覚センサを用いたインタフェースは様々な応用例が考えられるものの、実用化された例は
少ない。コンシューマー向けのものとしてはレノボのトラックポイント、任天堂のバランス
Wiiボードが挙げられるに過ぎない。これらの例では力覚デバイスを人と機械の接点、すなわ
ちインタフェース部に取り付ける必要があり、その設計上の制約が応用例の創出と実用化の
足かせとなっている。そこで脚部に力覚センサを取り付けるだけの簡易な機構で家具や家電
に触覚を持たせる技術を開発している。例えば本研究室で開発している「ハプティックデスク」
では一般的な机に力覚センサを装着し、その情報をノートパソコンに取り込む。力覚センサ
が机にかかる荷重を検知し、その荷重の変化に基づき、触った位置、力の大きさと向きを計算
する。つまりタッチパネルに力の大きさと方向の検知を付加した機能を後付けのデバイスで
付加することが
できる。机をイ
ンタフェースと
して利用した新
たなアプリケー
ションを併せて
開発している。

●演算アルゴリズムを実装すればデバイス部に限らず機械全体にインタフェースの検知領域
が拡張される。
●力覚センシングにおいてはデバイスとインタフェースは分離可能であり、設計上の制約が
除外できることを示している。
●近い機能を持ったものとしてはタッチパネルが挙げられるが、（1）インタフェース部にデ
バイスと導線を配置する必要がない（2）力の大きさと方向の情報を取得できる、という2点
で本技術が優位である。

現在以下の日常生活品について触覚をもたせる試みを進めている。
●机　　　　　●椅子
●引き出し　　●まな板

〈組み立ては2分弱。自動キャリブレーション後に起動〉
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〈当研究室で設計開発したマイクロストリッ
プ6段Cul-de-Sac結合フィルタ〉

〈当研究室で設計開発したマイクロストリッ
プ5段フィルタリングアンテナ〉

■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

ギガヘルツ電波を有効活用する
フィルタリング回路

【最近の研究テーマ】
●マイクロ波・ミリ波フィルタの回路合成・設計に関する研究
●チューナブル・リコンフィギャラブルフィルタに関する研究
●フィルタリングアンテナ（フィルテナ）に関する研究
●ニューラルネットワークを用いたマイクロ波フィルタの自動設計に関する研究

  http://sirius.reso.ees.saitama-u.ac.jp/

大平 昌敬　准教授
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　電気電子システム領域

マイクロ波、ミリ波、電磁波、フィルタ、アンテナキーワード

スマートフォンに限らず世の中のすべてのものが今や
ワイヤレスでつながっています。それに欠かせないの
が「電波」です。電波は衛星通信やレーダー、医療など
の様々な場面で使われ、現在の日常生活や産業界を支
えています。電波はその周波数によって適した用途が
あり、特に情報通信ではマイクロ波帯（ギガヘルツ帯）
と呼ばれる周波数が適しています。このように、電波
の活躍する場面が増えれば増えるほど周波数はどんど
ん足りなくなっています。これはまるで石油や石炭と
同じように資源が枯渇してくる状況に似ています。つ
まり、電波の周波数は人類が共有して使える資源の一
つなのです。
電波資源を有効活用するためには、用途に応じて必要
な周波数の信号だけを選択的に取り出すことのできる
専用回路が必要不可欠です。われわれの研究室では、
周波数のフィルタリング機能を持つ「マイクロ波フィ
ルタ」と呼ばれる電磁波回路の研究を行っています。

●本研究室は世界トップクラスのフィルタ技術を有しています。
●マイクロ波フィルタの最新の回路合成理論・構造設計法を用いて、仕様に応じて様々なフィ
ルタ特性を有する各種フィルタを設計できます。
●構造設計後や設計途中のマイクロ波フィルタから全ての回路パラメータを抽出・評価でき
ます。フィルタ特性のチューニングに大変有用です。
●現在、次世代通信に求められる新しいフィルタリング回路（アンテナとフィルタの一体化
回路など）の創出を目指しています。

●導波管型・平面型フィルタなどの各種バンドパスフィルタの設計開発
●周波数特性からマイクロ波フィルタの回路パラメータを抽出するソフトウェアの開発
●マイクロ波フィルタの最新理論を組み込んだ回路合成ソフトウェアの開発
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

平面アンテナの更なる高性能化・高機能化を
目指してます

マイクロストリップアンテナ、 導波管スロットアンテナ、電磁界解析キーワード

【最近の研究テーマ】
●MSAについては、小形化、広帯域化、マルチバンド化等に加えて、半導体素子を用いたMSAのビーム成形、
偏波制御、周波数制御が課題です。

●導波管平面アンテナのミリ波への応用を念頭に、量産可能な構造で更なる高利得化や広帯域化等が課題です。
●3種類の電磁界シミュレータ（モーメント法、FDTD法、有限要素法）を導入し、様々な問題に対応しています。
●また、シミュレーション結果を裏付けるため、実験による検証も進めています。

  http://www.aplab.ees.saitama-u.ac.jp/　

木村 雄一　准教授
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　電気電子システム領域

無線通信の基礎であるマイクロ波・ミリ波用平
面アンテナの研究開発を行っている。 特に、導
波管スロットアンテナについて電磁界解析に基
づいた設計法の確立および 高能率化、高機能化
に取り組んでいる。
アンテナの解析・設計・測定、電磁界シミュレー
ション、その他電磁波問題に対応します。

●シミュレーションと実験の両面から研究を推
進しています。
●様々なタイプの平面アンテナの研究・開発を
行っています。
●マイクロストリップアンテナ（MSA）の更な
る高性能化・高機能化に取り組んでいます。
MSAは厚さ1mm程の誘電体基板を用いて製
作され、小形・薄型・軽量等の特長を有してい
ます。
●準ミリ波～ミリ波帯向けにねじ止めによる組
み立てが可能となる逆相励振導波管アンテナ
の研究を進めています。

●量産可能なマイクロ波・ミリ波用高能率平面アンテナとして期待される一層構造導波管ス
ロットアレーアンテナについて、逆相給電型のスロット設計理論を確立し、チョークを用
いて一切の接合を不要とする構造で高能率動作を実現した（IEE Proc., 2001）。

●同アンテナの２ビーム切り替え動作について検討し、対称条件下でサイドローブを抑制し
た（IEICE Trans., 2001）。
●同相給電型について、ミリ波帯における高利得高能率動作を実証すると共に、低サイドロー
ブ設計を行った（IEICE Trans., 2001）。

〈マルチバンド平面アンテナ〉

〈電磁界シミュレータ〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

ICTにより高度化する新社会基盤における
システム技術と要素技術

システム創成、プラットフォーム、モビリティ、スマート社会基盤、情報通信、位置特定、
センシングキーワード

「ライフスタイル・価値観」と「数理物理・科学技術」の本質と原理原則をしっかり捉えて、その
両面から社会に定着
する可能性の高いシ
ステムを創成する（プ
ラットフォーム論を含
む）「システム創成論」
を16年間進めてきた。
2009年からは、これ
にQoSC（空間的心地
よさの質）の観点を加
えて、工学、特にICT
で経済を活性化するこ
とを狙って研究開発を
進めている。

●産業界や行政との連携は極めて緊密で、長期に渡って（1988年頃より現在まで）継続的に
行ってきている。
●当初は情報通信・信号処理、1996年よりICTでモビリティを高度化するITS、2000年頃よ
り、システム創成論、2009年頃よりさらに、QoSCが加わり、そのシステム技術と要素技術
だけでなく、複雑な社会における研究開発テーマそのものの整理と策定、すなわちメタ研
究でも協働している。

QoSCとプラットフォーム論を含むシステム創成論をベースに、ICTで経済活性化を狙う新
社会基盤に関する、システム技術・要素技術の研究を進めている。特許では以下の分野。
●古くは90年代の逆GPSやPN符号化磁気マーカを含む位置特定システム
●各種ナビゲーションシステム
●ITS情報通信システム
●回遊発生や駐車場に関する各種システム

〈戦略研究分野構造〉

【最近の研究テーマ】
●P（歩行者）／SV（低速車）／V（普通車両）の３モード交通社会の研究、ITS情報通信方式の研究、
スマートフォンを前提とした位置特定や行動認識の研究、ユビキタスセンサネットワーク環境
を前提とした新しい交通信号制御方式の研究、電子店員さん（ユビキタスクラーク）を含むバー
チャル企画室の実現などがあるが、近年では研究開発テーマそのものを研究するメタ研究も増加。
  http://www.hslab.ees.saitama-u.ac.jp/

長谷川 孝明　教授
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　電気電子システム領域
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■ 研究概要

人が迷わず移動できるナビゲーション環境の
実現に向けて

【最近の研究テーマ】
●歩行者ナビゲーション分野の分類・整理・体系化のための包括的なフレームワーク
●直感的な案内提示を行う歩行者ナビゲーションシステム
●低速車両プローブデータの収集・解析基盤と、それを利用したナビゲーションシステム

  http://mnb.ees.saitama-u.ac.jp

間邊 哲也　助教　
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　電気電子システム領域

位置特定、ナビゲーション、プラットフォーム、スマートフォンキーワード

スマートフォンが普及し、地図やナビゲーションな
どの位置情報に基づくサービスが大変身近なものと
なりました。しかし、ここぞ！というときに現在地
が間違っていたり、別の方向に案内されて目的地に
なかなか辿り着けなかったという経験はありません
か？これは、スマートフォンに内蔵された位置特定
技術（GPS、無線LANなど）がアプリに提供した位
置情報に誤差が含まれていてサービスが正常に動作
しなかったためです。人が迷わず移動できるナビゲー
ション環境を実現するためには、あらゆる場所で正
確かつ高精度な位置特定を行うことが必要です。そ
こで、スマートフォンで利用されている位置特定技
術（GPS、無線LAN、Bluetooth Low Energyなど）
について、種々の環境や条件下での性能評価と性
能改善方法の検討に加え、新たな位置特定手法の提
案を行っています。また、複数の位置特定技術が協
調動作する「スマートフォン位置特定サブプラット
フォーム」の高度化を行っています。

■ 産業界へのアピールポイント
●各種位置特定技術単独での性能向上に加え、それらが適材適所で協調動作するヘテロジニ
アスな構造を持ったシステムの実現
●スマートフォンアプリを含むシステムの設計、実装、評価まで一気通貫で行える研究開発
環境

■ 実用化例・応用事例・活用例
●プラットフォーム指向の歩行者ナビゲーションシステム
●中部国際空港における旅客ナビゲーションシステム
●大宮駅西口周辺地域における歩行者ナビゲーションシステム
●埼玉大学構内における歩行者ナビゲーションシステム
●ITS世界会議東京2013(東京ビッグサイト)における位置特定システム

〈タイルカーペットを用いた位置特定の例
（中部国際空港）〉

〈スマートフォン位置特定サブプラットフォーム
の高度化〉
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■ 研究概要

処理の特徴を活かして性能を発揮する
LSIを素早く設計

【最近の研究テーマ】
●LSI実装に適したレジスタ・ブリッジ型並列アーキテクチャの開発
●レジスタ・ブリッジ型アーキテクチャ向け設計自動化手法の開発
●冗長化による高信頼LSIの回路方式考案及び設計自動化手法の開発
●SIFT画像特徴量の実時間抽出LSIの設計

  http://www.elc.ees.saitama-u.ac.jp/

伊藤 和人　教授
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　電気電子システム領域	

大規模集積回路、設計自動化、画像処理、並列処理、低消費電力、設計探索、高信頼LSI、
LSI向けアーキテクチャキーワード

LSI(大規模集積回路)は、1mm角から10mm角程度の
半導体結晶片にナノスケールの回路素子(トランジス
タ)を組合せたディジタル回路を作りこんだものであり、
素子数は規模の大きなものでは1億個を超えるものも
あります。様々な情報通信機器や家電、自動車などに
組み込まれて信号処理や画像処理、数値計算、制御、記
憶を担っています。小型で低消費電力のLSIは、IoT実
現にも不可欠な技術です。LSIは多数の素子を活用し
た並列処理によって処理性能を高めます。LSIに実行
させたい処理の特徴を見極め、高速かつ低消費電力で
LSIが実行できる処理方式を考案し、LSIが最高性能を
発揮する優れた設計を提案しています。また、より早
く所望のLSIを入手するため、LSI設計を自動化します。
処理中に含まれる多数の演算の並列性を考慮して実行
順序や割り当ての組み合わせをコンピュータを使って
探索し、面積、速度、消費電力などが最良のLSIを短時
間で自動設計する手法を開発しています。

■ 産業界へのアピールポイント
●静止画、動画処理のLSI実装向け並列高速化
●複数のLSI実装選択肢を計算機により高速自動探索
●LSI実装したい処理の特徴分析と、特徴を活かした高性能LSIの設計
●焼きなまし法と整数計画法を組み合わせた汎用性のある演算スケジューリング探索による
LSI設計自動化

■ 実用化例・応用事例・活用例
●LSI内データ通信の消費電力を最小化する設計自動化手法の開発
●データ通信を削減して処理高速化を図る LSI向けアーキテクチャに基づくLSI設計
●誤り訂正符号化/復号処理を高速化するプロセッサ・アクセラレータの開発
●機能メモリを用いた低遅延低消費電力ヴィタビ復号方式の考案及びLSI設計
●LSI向けSIFT画像特徴点検出方式の考案及びLSI実装

〈実時間SIFT特徴点検出LSIの動作検証〉

〈リードソロモン符号復号用小型LSI回路構成〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

3次元物体の高速な非接触・非破壊光検査システム

表面検査、キヅブツ検査、非接触光計測、表面形状計測、膜厚計測、3次元イメージングキーワード

【最近の研究テーマ】
●シングルショット２次元断層計測
●空間分解スペクトル計測
●非接触インライン検査へ向けた新規レーザー光源の開発
●断層計測の高速化
●高速光信号処理

  http://optel.ees.saitama-u.ac.jp/

塩田 達俊　准教授
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　電気電子システム領域

製造業の生産ラインでは、
品質と信頼性を維持するた
めに全ての個体で表面や塗
装面の欠陥検出が必須であ
る。しかし、既存の計測器
では検査スピードが遅く広
範囲の高分解サンプリング
計測が不可能なために実用
化が進まない現実がある。
本研究室では、この課題を
克服するために広い範囲の
3次元構造をミクロン以下
の精度で高速に検査できる技術を研究している。
本手法は表面形状や内部構造を高速カメラでリアルタイムに撮像したり、層毎のスペクトル
を計測することが可能である。光学干渉の原理を用いているので、位置・構造・スペクトル・分
散など物体を構成する物質固有の情報を得ることができる。本研究室では、これらの情報を
如何に分離することができるか、そして産業技術へステージアップすることができるかといっ
た視点で研究を進めている。

●断層画像がムービーとして見られる。
●機械走査なしで、断面を連続してモニターすることで高速検査が可能となる。
●取得した画像から構造毎のスペクトル情報を抽出できる。
●特許出願済みである。

●インライン欠陥検査
●振動など動く物体の形状検査
●大面積表面形状検査
●透明物体の内部構造検査
●全数検査
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■ 研究概要

高度な音声解析で雑音除去を行う

【最近の研究テーマ】
●ハウリング除去
●音声に含まれる周波数の高精度推定

  http://www.sie.ics.saitama-u.ac.jp

杉浦 陽介　助教
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　情報領域

雑音除去、音声解析、音声認識、深層学習 キーワード

車内や工場内では、騒音のレベルが高すぎるために音声認識などの音声アプリケーションが
正しく動作しません。そればかりか，人間の耳でも音声の内容を識別することが難しい場合
があります。私はそのような環境で録音された音から音声のみをキレイに取り出すため、深
層学習をベースにした音声解析技術の開発に取り組んでいます。この手法によって、人間の
耳で聞き取りづらい音声も取り出すことが可能になります。

■ 産業界へのアピールポイント
●高騒音に対する雑音除去
●深層学習を用いた自然な音声復元
●特許出願なし

■ 実用化例・応用事例・活用例
●高騒音下の音声認識
●音声通話用の雑音除去
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

人を見れば気持ちが分かる―人間行動の画像認識

コンピュータビジョン、ヒューマンロボットインタラクション、コミュニケーションロボッ
ト、非言語行動キーワード

【最近の研究テーマ】
●人の感情状況の変化の画像からの推定
●深層学習とユーザとの対話を援用した物体認識
●コミュニケーションに適したロボットの目：外観と動かし方の検討

  http://www.cv.ics.saitama-u.ac.jp/

久野 義徳　教授
大学院理工学研究科　戦略的研究部門　感性認知支援領域

人は相手を見て、その人の意図や気持ちを
察して行動しています。例えば、相手が何
かしようとして、うまくいっていないのを
見れば、助けてあげると思います。また、表
情や視線などの非言語行動を見て、相手の
気持ちにあった対応をしています。このよ
うな機能をロボットに持たせれば、親しみ
やすく使いやすいロボットが実現できると
考えられます。そこで、人間同士の場合の
相互の行動のやりとり（インタラクション）
を社会学の研究者と共同して調べ、そこで
得られた知見に基づき動作するロボットを
開発しています。そして、そのロボットの
目を実現するために、ビデオカメラ等のセ
ンサ情報から、人の検出・追跡、顔の検出や
顔の向きの計測、表情の認識、身体各部の
動きの認識等の研究を行っています。さら
に、コンピュータでは、人が見ても分からないものも見ることができます。例えば、顔のビデ
オ画像から心拍数を計測する技術を開発しています（Antony Lam助教との研究）。

●相手の非言語行動を認識し、適切なときに適切な非言語行動を行うことのできるロボットの技術
●ビデオ画像から世界トップレベルの精度で心拍数を計測可能、ネット動画からでも可
（ICCV2015、IW-FCV2018)
●コミュニケーションロボットや心拍数計測等について特許6件、出願中7件

● 適切な非言語行動を示すミュージアムガイドロボット（倉敷、大原美術館で実験）
● 認知症者のための遠隔見守りコミュニケーション支援ロボットシステム
● 相手の仕事の邪魔にならないとき（注意レベルの下がるとき）を捕らえて、コミュニケーショ
ンを開始できるロボット（IEEE Trans. HMS, 45/6, pp.664-675, 2015）

〈顔のビデオ画像からの心拍数計測〉

〈認知症者のための遠隔見守りコミュニケーション支援ロボット
システム〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

人と調和した移動ロボット

人物追跡、移動ロボット、ヒューマンロボットインタラクションキーワード

【最近の研究テーマ】
●スマートフォンを援用した特定歩行者の追跡
●視覚刺激による個人用移動体の誘導
●テレビ電話と連携した移動ロボットシステム
●演者と観客をつなぐインタラクティブペンライト

  http://www.hci.ics.saitama-u.ac.jp/

小林 貴訓　准教授
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　情報領域

セグウェイなどに代表される電動の個人用移動体の普及が始まっています。これらの個人用
移動体の自動化や歩行者との混在を考えると、交通ルールが規定された道路における自動車
の自動運転技術とは異なり、周囲の人の動きと
調和して安全に移動できることが求められます。
我々は、カメラやレーザ距離センサを使って人
の動きを計測する技術と、自分の位置を知り目
的地に向かって移動するロボット技術を保有
しています。さらに、人と協調して移動するロ
ボットシステムの実現のため、歩行者と移動体
の関係を社会学の視点から分析し、人と共在す
る移動体の動作をデザインしています。
特に、近年の少子高齢化の進行と介護士不足に
より負担が高まっている介護作業の支援のた
め、電動車いすをロボット化し、同伴者への自
動追随や自律走行を可能とすることで、介護士
の負担軽減や移動時のコミュニケーションを
支援し、介護の質を向上するシステムの開発を
めざしています。

●レーザ距離計で人を追跡し、動線を計測する技術を保有している。
● 事前に作成した地図に基づいて自分の位置を知り、障害物を避けながら目的地まで自動走
行する移動ロボット技術を保有している。
●人と一緒に移動するロボットは、どう振舞うべきかのノウハウを保有している。
● 移動体の動き方に関して特許を複数保有している。

●美術館や博物館での来場者の動線計測
● 歩行者グループの自動識別
●同伴者と協調移動するロボット車いす
●呼出し、返却を自動化した買い物カート

介護士が1人で何台もの
車いすを移動

複数台同時移動も可能で、
車いすの操作も必要なし
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■ 研究概要

■ 実用化例・応用事例・活用例

人のことばと実世界のものを理解するロボット

コンピュータビジョン、ヒューマンコンピュータインタラクション、サービスロボット、
物体認識キーワード

【最近の研究テーマ】
●深層学習を用いた人物行動認識
●ロボットが誘発する人の相互行為の分析とそのロボットデザインへの応用
●近親者との対話を支援する高齢者の遠隔見守りシステム

  http://www.cv.ics.saitama-u.ac.jp/

福田 悠人　助教
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　情報領域

人は様々な言葉を用いて相手に物事を伝えます。
例えば、相手に何かを取るようにお願いする場
面で、その物の名前を直ぐに思い出せない時な
どでは、「その赤いもの」や「左にあるもの」のよ
うにその物の色や位置関係などを用いても伝え
ることがあります。このようなシンプルな表現
は人にとっては分かり易く、簡単に伝えること
ができます。しかし、コンピュータにとっては
曖昧であり、環境の中からその言葉が示す物を
正確に認識することは難しい問題です。そのた
め、人のことばと実世界のものの関係をモデル
化することで、人の言葉が指している物を理解
するシステムを開発しています。人が用いる言
葉と画像処理により記号化された「赤い」とい
うような物の属性の関係を、哲学の学問である
オントロジーを用いて体系化し、ロボット上に
実装することで人のことばを状況により理解し、
人との対話により、頼んだ物を取ってきてくれ
るロボットへの応用を行っています。

●人と一緒に活動するロボットのタスクや認識対象の体系化と理解
●ロボットの振る舞いなど、ヒューマンロボットインタラクションへの活用
●人の非言語行動の認識、理解への応用

〈対話を援用した物体認識〉

〈人の表現のオントロジー〉

■ 産業界へのアピールポイント
●人と共に活動するサービスロボットのあらゆ
る活動に対するオントロジーの利用に発展が可能
●オントロジーに基づいた人の物体指示表現の体系化と理解
●ロボットシステムのための深層学習を用いた物体認識技術

情
報
通
信
技
術

63



埼玉大学研究シーズ集2018-19

■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

ビッグデータで得た経験則を
自動推論で結び付けよう

人工知能、自動推論、論理学、知識表現キーワード

【最近の研究テーマ】
●汎用前向き推論エンジンFreeEnCalの汎用化・高速化
●汎用Web調査・試験サーバの開発

  http://www.ke.ics.saitama-u.ac.jp/

後藤 祐一　准教授
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　情報領域

「暑い日は冷たいビールがうまい」という経験則と「今日は真夏日」という事実から「今日は冷
たいビールがうまい」という結論を導出する行為を推論と言います。どのような推論が良い
推論なのかを研究している分野が論理学です。私は論理学に基づき、計算機に推論を自動的
に行わせる自動推論とその応用を研究しています。
論理学に基づく自動推論は、機械学習（深層学習含む）に比べると、同じ人工知能の分野でも
古い研究分野です。機械学習は、大量の観察データから頻出するパターンを計算機に見つけ
させる技術です。このようにして得られたパターンは経験則（あるいは経験則候補）と考える
ことができます。
人間が扱いきれないような量のデータ（ビッグデータ）から機械学習によって大量の経験則が
得られても、経験則同士が関連づけられていなければ何の役にも立ちません。私は経験則同
士を関連付けて利用する道具として自動推論が役に立つと考えています。

●ビッグデータを用いたデータマイニングが一般的になった時の次の課題「得られた多くの
経験則をどう組み合わせて使うのか」（情報マイニング）に役立ちます。
●自動推論を基礎づける論理として準無矛盾論理の一つである強相関論理を採用しています。
このため、非完全情報下における推論を行っても無意味な推論になりません。

●汎用前向き推論エンジンFreeEnCalを共同開発（同領域所属の程京徳教授と）
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■ 研究概要

多様な移動体連続検索の為の道路網上での
safe-region 生成方式

【最近の研究テーマ】
●旅行計画におけるSkyline検索方式

  http://www.mm.ics.saitama-u.ac.jp/

Htoo Htoo　助教
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　情報領域

位置情報サービス、道路網ネットワーク、検索方式キーワード

近年、スマートフォンやスマートデバイスで多様なサービスが活発に使われています。時空
間データベースの研究分野で、位置情報サービスの為高速な検索方式も注目されています。
例えば、人や車などの移動体が、移動しながら連続的に発行する検索を連続検索と呼びます。
この連続検索に対しては、従来多くの研究が行われました。中でも有効と思われる方式は、
safe-region に基づくものです。しかし、それらはユークリッド距離に基づくものや、道路網
距離でも範囲検索やkNN 検
索などの単純な検索を対象
としたものでした。本研究で
は、旅行計画という多大な計
算時間を要する検索に対す
る連続検索方式を対象とし
て、そのためのsafe-region 
の高速生成法を提案しまし
た。この検索は、位置情報
サービスの他、地理情報シス
テムや各種計画問題に適用
可能なものです。一方、位置
情報に関わるプライバシー
問題も重要になっています。
安心して利用できる位置情
報サービスを開発します。

■ 産業界へのアピールポイント
●位置情報サービスの為の様々な検索アルゴリズムの効率化
●ルート検索技術
●位置情報保護方式

■ 実用化例・応用事例・活用例
●カーナビゲーションシステム
●時空間データウエアハウス

〈Route Search〉

情
報
通
信
技
術

65



埼玉大学研究シーズ集2018-19

■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

ほしい信号を強調し、
じゃまなノイズを取り去る技術

ディジタル信号処理、ノイズ除去、音声認識、話者認識、画像復元、画像理解、適応変調、
OFDM、MIMOキーワード

【最近の研究テーマ】
●高速収束するブラインド等化器を用いた、無線通信距離を伸ばす研究
●通信が途切れた状態から、送られてきた信号のみを見て、送信データを推定する研究
●無線通信におけるOFDM方式でのビット誤り率特性改善
●画像の品質を客観的に評価する自動画質評価器
●ノイズレベルが音声レベルより100倍程度大きくても、音声認識を実現する研究

  http://www.sie.ics.saitama-u.ac.jp

島村 徹也　教授
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　情報領域

最近、スマートフォンでも音声認識が注目されています。あまりうるさくない場所で、近くで
スマートフォンを利用すると、人の声を機械が認識できるようになってきました。しかし、利
用者の距離が離れたり、騒音のある環境では、まだまだ認識できません。このようなとき、ノ
イズ除去が威力を発揮します。画像でも、通信でも、目的の信号にノイズが入って来たら、ディ
ジタル信号処理でノイズ除去を行ってみせます。画像であれば、デジカメで撮った写真がよ
り鮮明になります。通信であれば、より多くの情報をより遠くに送ることができるようにな
ります。ノイズ除去は、目的の信号の性質を如何に正確に捉え、じゃまなノイズの性質を如何
に把握するかに重要なポイントがあります。利用するセンサーを適切に選択し、処理するア
ルゴリズムを改良することで、最適なノイズ除去を実現できます。

●これまで20社以上の企業と共同研究を実施
●研究内容に定評があり、5件の最優秀論文賞を受賞
●ノイズ環境下での信号分析、特には音声分析に世界的先駆的な研究成果あり
●骨伝導による音声（骨導音声）に関しては、世界で初めてその音質改善に成功
●各種信号・ノイズ問題への解決に取り組んできた実績多数

●交差点や駅のプラットフォームでも、騒音に影響されずに音声強調できる技術の開発
●ぼけて雑音混じりの画像のみからでも、元画像を復元できる技術の開発
●中国語言語マスターのための話者イントーネーション表示システム
●ヘッドフォンにおけるアクティブ騒音制御装置の開発
●MIMO方式での適応変調と受信側での変調推定技術の開発

〈復元画像〉〈ノイズ混入ボケ画像〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

複雑系フォトニクスで、
情報通信技術の未来を創ります。

複雑系フォトニクス、レーザ、カオス、情報セキュリティ、光通信、乱数、暗号、秘密鍵
配送、人工知能、リザーバコンピューティングキーワード

【最近の研究テーマ】
●戻り光を有する半導体レーザにおけるカオスとダイナミクス
●結合されたレーザ間におけるカオス同期
●非線形システムにおけるコンシステンシー

  http://www.au.ics.saitama-u.ac.jp/

内田 淳史　教授
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　情報領域

　近年、「複雑系フォトニクス」と呼ばれる研究分野がとても注目を浴びています。複雑系フォ
トニクスとは、複雑系（カオス）とフォトニクス（レーザ）の研究分野が合わさった学問分野の
ことです。
　複雑系フォトニクスの応用として、高速な物理乱数生成に関する研究を行っています。乱
数とはランダムな数字の列のことであり、情報セキュリティ分野や大規模数値シミュレーショ
ン分野において必要不可欠な技術です。レーザで発生するカオス出力を用いることで、高速
なカオス振動出力を生成できるため、高速かつランダム性の高い乱数生成が実現可能です。
当研究室では、世界最速となる毎秒1.2兆個（1.2 Tb/s）の乱数列の生成に成功しています。
　その他にも、情報理論的セキュリティに基づく相関乱数秘密鍵配送方式と呼ばれる、新た
な情報セキュリティ方式の研究を行っています。また近年、リザーバコンピューティングと
呼ばれる新たな人工知能に関しても研究しています。

●世界最速の高速物理乱数生成
●情報理論的に安全な秘密鍵配送方式と情報セキュリティ
●リザーバコンピューティングを用いた人工知能

●高速物理乱数生成器の開発
●新たな情報セキュリティ技術の開発
●光を用いた人工知能システムの開発

〈レーザカオスを用いた高速物理乱数生成装置〉
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〈オンマウスプロジェクタ〉 〈AR質感再現システム〉

■ 研究概要

■ 実用化例・応用事例・活用例

次世代のユーザーインターフェースを
研究・開発します

画像処理、コンピュータビジョン、拡張現実感（AR）、ユーザーインターフェースキーワード

【最近の研究テーマ】
●シースルーモバイルARシステム
●ARタイピングインターフェース
●スクリーン埋め込みカメラを用いた視線再現ビデオ会議システム
●指差し認識に基づく遠隔ポインティングインターフェース

  http://www.is.ics.saitama-u.ac.jp/

小室 孝　准教授
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　情報領域

スマートフォンやタブレット端末の普及によりコンピュータを手軽に持ち歩けるようになり
ました。しかし、これらの携帯端末はタッチパネルを用いた入力方式を採用しており、画面が
狭いことによる使いづらさや操作が二次元平面上に限られるといった制約があります。そこ
でこれらの制約を解消したさまざまなシステムの研究を行っています。たとえば、マウスと
プロジェクタを組み合わせることで携帯性と操作性を両立した「オンマウスプロジェクタ」や、
ユーザーが仮想物体を手に取って動かすことでその物体の質感を得ることができる「AR質
感再現システム」などを開発しています。これらの技術により、携帯端末をより使いやすくす
るとともに、新しい携帯端末の使い道を提案することが我々の研究の目標です。

■ 産業界へのアピールポイント
●民間企業との共同研究の経験が豊富にあります。
●拡張現実感を用いた作業支援システムや、インタラクティブシステムの設計のほか、画像
処理関連・人工知能関連の各種相談も広く受け付けます。

●高速画像処理システム
● ジェスチャー認識システム
●AR による運転支援
●AIを活用した薬学的推論システム
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

いろいろなデータを確率的なモデルで解析する
ノウハウ

確率的情報処理、機械学習、時系列データ処理、画像処理、情報統計力学キーワード

【最近の研究テーマ】
●双対性を利用した時系列データ解析手法の開発
●時系列データ解析のための数値計算手法の開発
●確率モデルを用いた画像処理手法の開発

  http://www.sp.ics.saitama-u.ac.jp/index_j.html

大久保 潤　准教授
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　情報領域

最近話題の人工知能は、どんな対象に対しても簡単に利用できるというわけではありません。
また、高い性能を得るためには大量のデータと大規模なコンピュータが不可欠です。一方、対
象やデータの特徴をうまく利用した「確率的なモデル」を作ることによって、それほど大量の
データがなくても、そしてそれほど大規模なコンピュータがなくても、適切なデータ解析や
情報処理をおこなえる場合があります。ただし、適切な「確率的なモデル」の作り方はデータ
や解析結果の使い道によっても変わってきます。そのため、データの特徴を見極めて適切な
モデルを作ることそのものも重要な研究となり得ます。私はこれまでに、確率的なモデルを
作ること、そして代数学や幾何学などの数理的概念を利用した計算手法を作ることをおこなっ
てきました。これらを通じて、「軽量な」情報処理をおこなえるようにすることを目指してい
ます。

●特定の技術（シーズ）というよりも、確率的なモデルを構築するための知識と経験（ノウハウ）
を持っています
●企業が所有しているデータを一緒に見ながら、モデル構築や解析を進める部分についてサポー
トできます

●（共同研究で実用化済）スペクトル分析装置のための自動相分析手法の開発
●（活用例）時系列データの分析・将来予測

〈ネットワーク構造をもつデータを自動分類した例〉
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■ 研究概要

さりげなく生体情報を計測し、
健康管理・生活支援！

ヘルスケア、生活支援、生体情報計測、非侵襲脳機能計測、ヒューマンインターフェイス、
人間工学、感性認知、人工知能、IoTキーワード

【最近の研究テーマ】
●人に優しい医療・ヘルスケア用機器の開発
●脳科学や人間工学の知見に基づいたインターフェイスの開発
●知的車椅子や歩行支援機器の開発
●高精度ウェアラブル型生体情報可視化技術の開発
●人間の感覚・感性の定量的評価

  http://human.mech.saitama-u.ac.jp/

綿貫 啓一　教授
大学院理工学研究科　戦略的研究部門　感性認知支援領域

身近にある家電製品にセンシング機能が付加され、イ
ンターネットにつながることにより、生活環境のモニ
タリングだけでなく、人の健康状態をモニタリングで
きる機器へと変貌してきています。これらの機器にウェ
アラブルで非侵襲かつ低コストで計測可能な生体情報
計測センサや医療機器を組み合わせ、ライフログなど
の生体情報データをAI（人工知能）技法を用いて分析
することにより、健康状態管理や病気発病予測などの
在宅医療やヘルスケアのための支援が可能となってき
ています。在宅医療やヘルスケア支援のためのAI技術、
IoT（モノのインターネット化）技術、非侵襲生体情報
計測、人に優しい機器設計のためのヒューマンインター
フェイス技術、ブレイン・マシン・インターフェイス技
術などについて研究開発を行っており、先進ヘルスケ
ア分野の高度化に貢献しています。

■ 産業界へのアピールポイント
●人間の認知・判断・行動過程を解明し、心理・認知状態の定量的評価
●意思どおりに行動支援できるブレイン・マシン・インターフェイス技術
●深層学習などのAI技術を応用し、各種生体情報の分析
●機械の状態監視をIoT技術で行い、AI技術により損傷予測
●生体情報計測関連機器多数保有：非侵襲脳機能計測装置、バイタルサイン計測装置、血管内
皮機能FMD検査装置、温熱環境評価実験室、バーチャルリアリティ装置、ハプティック装置、
高速度カメラ、モーションキャプチャ装置、視線計測装置など

■ 実用化例・応用事例・活用例
●非侵襲生体計測のIoT化技術、感覚・感性の脳科学的な解明
●ウェアラブル生体情報計測機器の開発
●各種生体情報のAI技術応用解析システム
●生体情報計測による健康状態モニタリングシステム
●VR環境下における生活環境評価システム

〈AI/IoT先進ヘルスケア解析システム〉

〈運転環境下における非侵襲生体情報計測お
よび安全運転支援システム〉
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■ 研究概要

植物性多糖類の抽出・精製・構造解析

植物細胞壁、多糖類、アラビノガラクタン、糖ヌクレオチド、糖分析キーワード

  http://park.saitama-u.ac.jp/~seitaibusshitsu/index.html

小竹 敬久　教授
大学院理工学研究科　生命科学部門　分子生物学領域

植物は水を除いた残りはほとん
ど細胞壁の多糖類です。細胞壁
多糖類は、紙の原料であるセル
ロースを始めとして、コンニャ
クの主成分であるグルコマンナ
ンやフルーチェの成分であるペ
クチンなど、身近で広く利用さ
れています。有用多糖類を高生
産する植物の開発や、多糖類の
同定や定量・定性分析、多糖類
を特異的に分解する酵素の探索
を行っています。

■ 産業界へのアピールポイント
●植物試料からの多糖類の抽出
や同定を行っています。 
●多糖類を同定・定量する手法
を持っています。 
●特異的な分解酵素による多糖
類の構造改変（低分子化）を
行っています。

■ 実用化例・応用事例・活用例
●ダイコン葉からの植物プロテオグリカンの抽出・精製と構造解析 
●糖ヌクレオチド代謝経路の改良によるグルコマンナン合成を高めた植物の開発 
●ピキア酵母を利用した多糖類分解酵素の大量生産 
●新種の多糖類分解酵素の発見（図1参照）

〈図1　植物のプロテオグリカンに作用する酵素を発見・単離〉

〈図2　教育部・金子康子先生との共同研究〉
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■ 研究概要

植物を保存する技術を提案します

野菜劣化、果実、成熟、液胞、老化、細胞死、オートファジー、活性酸素、タバコ培養細胞、
ヒメツリガネゴケキーワード

田んぼのイネは秋になると実りとともに黄色く変色し、収穫した野菜や果物は保存中に劣化（場
合によっては成熟）します。このような現象を老化といいます（図1）。老化はどのようなメカ
ニズムで進行するのかに関してはわかっていないことが多いのですが、共通の原理が存在す
るのではないかと考えられています。私たちは、コケ植物を用いて植物の老化の研究をして
います。その中で、オートファジーという現象が老化と密接に関係していることを見出し、オー
トファジーをコントロールすることにより、老化がコントロールできないかと考えています
（図2）。オートファジーは、細胞が自己の成分を液胞やリソソームという細胞の中の特別な場
所で分解する現象です。細胞の中でオートファジーが起こり、自己の成分が分解されること
がどういうことにつながるのか、まだ充分に理解されていないことが多いのですが、オートファ
ジーは細胞の生命活動と密接に関係していることがわかり始めています。オートファジーを
コントロールできればヒトの病気を治すことができると考えている研究者もいます。私たちは、
オートファジーをコントロールすることで植物の寿命や老化を制御することができ、食糧植
物の収量増加や収穫後の植物劣化の減速（食糧ロスの減少）につなげることができると考えて
います。

■ 産業界へのアピールポイント
●迎恭輔、森安裕二、井上悠子 （2015） 環境ストレスに対する植物の耐性を強化する方法　
特許出願2015-082229

〈図1　紅葉も老化の一つ〉 〈図2　実験に用いているヒメツリガネゴケ〉

【最近の研究テーマ】
●液胞の形成機構の解明
●オートファジーの経路とその生理機能の解明
●細胞死の機構の解明

森安 裕二　教授／井上 悠子　助教
大学院理工学研究科　生命科学部門　生体制御学領域

森安 裕二　教授 井上 悠子　助教
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■ 研究概要

植物の生理学的状態でのストレス条件は、
電気信号を用いて説明することができる。

水生植物生態学、植物環境ストレス、植物ストレス応答、植物電気信号キーワード

【最近の研究テーマ】
●マイクロ波放射能曝露に対する植物の応答。
●過剰な光ストレスに対する植物の応答。
●植物が複数のストレスにどのように対処するか。
●植物の電気信号に対する非生物的ストレスの影響。

  https://www.researchgate.net/profile/Hiranya_Jayasanka
  http://park.saitama-u.ac.jp/~gsse-igpes/environmental_science.html

Senaviratna Jayasanka　助教
大学院理工学研究科　環境科学・社会基盤部門　環境科学領域

植物は環境の変化に非常に敏感であり、動物のようにストレスから離れて移動することはで
きない。しかしながら、植物はストレス下で生存しなければならない。したがって、植物はス
トレスを受け入れるように生理と形態を変える。化学信号と電気信号は植物の中にある（例　
活性酸素種-ROSと電位-活動電位（AP）と可変電位(VP)）。この信号は植物のストレス条件
を迅速に検出するために使用できる。

■ 産業界へのアピールポイント
●植物は予想以上に多くのストレス要因に直面している。
●植物のストレス応答を迅速に決定することが重要となる。
●植物を研究するための新しい技術が必要である。
●環境指標として植物シグナルを適用することを期待する。

■ 実用化例・応用事例・活用例
●ストレスに対する植物の応答を決定することができる。
●植物がどのようにしてストレス信号を生成するかを研究する。
●生態系への影響の前にストレスを決定することができる。
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■ 研究概要

機能性植物、有用代謝物生産（質、量）、
植物分子育種技術（種子ビジネス）
植物遺伝子機能、環境浄化、地球温暖化、食糧問題、食の安全キーワード

酸素や食料は言うに及ばず、ゴム、パルプ、医薬原材料
など、私たちの生活の多くの面を植物が支えてくれて
います。埼玉大学の当該研究室では、植物の多様な機
能に関わる遺伝子を明らかにし、それらの遺伝子の機
能を改良や操作することによって、乾燥、塩害、オゾン
などの環境ストレスに耐性を持つ植物や、病害に抵抗
性のある植物を作り出す研究をおこなっています。加
えて、重金属や放射性物質で汚染された土壌を浄化で
きるファイトリメディエーションに適した植物の作出
もおこなっています。加えて、医薬原材料を効率的に
生産するための植物の改変方法、効率的なバイオ燃料
に適した植物作出に必要な基礎研究と収量性を向上さ
せる植物の開発にとり組んでいます。一方、大規模な
プランテーション栽培は、決して環境に優しいとは言
えません。そのため、どのようにすれば環境負荷を軽
減出来るか、その対策にも取り組んでいます。

【最近の研究テーマ】
●受粉しないで種子や果実をつくることのできる技術の開発
●少ない肥料（リン、窒素）でも育つ植物の開発
●なんでも形質転換技術の開発
●クローンを簡単に且つ大量に生産する方法

  http://gr-en.saitama-u.ac.jp/

高木 優　教授
大学院理工学研究科　戦略的研究部門　グリーン・環境領域

■ 産業界へのアピールポイント
●医薬原料などの有用代謝物生産
●甘み、収量、大きさなど付加価値の高い作物生産方法の開発
●空気、水、土壌の健全化ができるパワー植物の作出
●低炭素社会の実現に必要な二酸化炭素を高効率で固定できる植物の作出
●植物力を生かした、ヒーリング力の強い園芸植物の作出　＊全て分子育種手法によるもの

■ 実用化例・応用事例・活用例
●八重咲きシクラメン
●受粉しないで種子や果実をつくることのできる植物の開発
●医療原材料の生産に適した植物の作出
●バイオエネルギー生産に有効な組換え植物の作出
●植物工場に適したプラットフォーム植物の開発

〈実験のためわざと病気にさせる1〉

〈実験のためわざと病気にさせる2〉
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■ 研究概要

転写因子を改変して植物の形質を変える

植物形質改変、遺伝子、生理学、物質生産、転写因子キーワード

【最近の研究テーマ】
●植物の細胞伸長を制御する拮抗阻害システムの解明
●植物の高温応答を制御する転写リプレッサーの解析
●植物の側生器官形成を制御する転写リプレッサーの解析
●転写因子を用いた植物形質転換技術の開発

池田 美穂　准教授
大学院理工学研究科　戦略的研究部門　グリーン・環境領域

植物は環境を浄化し、人に癒しを与えるとともに、食物や衣類、住居、薬、工業材料、燃料にも
なる大切な資源です。私達は、植物の能力を活かした持続的な社会発展と地球環境保全をめ
ざして、様々な植物システムを制御する『転写因子』を研究しています。『転写因子』は、他の
遺伝子の働きを統括的に制御する管理職的因子で、私達の研究材料（シロイヌナズナ）の場合、
全遺伝子の約10%（約2000個）を占めます。私達の研究室では転写因子の機能を改変する独
自の特許技術CRES-T法、および、その改変技術を開発、これを用いることで、転写因子の働
きを改変し、葉や実の形や大きさを変えたり、高温などのストレスへの耐性を付与したりす
る試みを行っています。また、転写因子を改変することで、受粉無しで果実やクローン種子を
作る技術や、植物のクローン増殖技術などの開発も行っています。

■ 産業界へのアピールポイント
●植物のサイズ（葉や実、草丈の大きさ）、代謝（物質生産性）を変える（特許登録、出願中）。
●植物の高温ストレス耐性を改変する。
●枝や葉、実の数を増減する。
●植物の分化全能性を制御し、クローン植物の増殖をはかる。
●受精無しで果実・種子を形成させる（特許出願準備中）

■ 実用化例・応用事例・活用例
●高効率に医薬原料を生産する植物工場用基盤植物の開発

ヅ�ΒΓロΕホネ【 転写因⼦+ SRDX）

機能重複する因⼦に優勢して標的遺伝⼦を抑制

転写©子1(TF1) SRDX(RD)

LDLELRLGFA

TF1
RDTF1

TF1

TF2

TF1

ヅ�ΒΓロΕホネ【 転写因⼦+ SRDX）

転転転転転転転転転転転転転転転転転写写写写写写写写写写©©©©©©©©©©©©©©©©子子子子子子子子子子子子子11111111(((((((((TTTTTTTTTTTFFFFFFFFF11111111))))))))))) SRDX(RD)

LDLELRLGFALDLELRLGFA

TF1TF1
RRRRRRRDDDDDDDDDDDDTF1

TF1

TF2TF2TF2

TF1

LDLELRLGFA

多様な植物で効果を発揮する
（倍数性、巨⼤なゲノムもOK）

CRES-T法

大きく大きく小さく

通常

小さく

葉数増加

葉数減少
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ベンゼンに代表される芳香族化合物の特異な性質を説明する「芳香族性」の概念を拡張する
ことを目指し、スズや鉛を骨格に含むジアニオン性芳香族化合物を世界で初めて合成した。
一分子に二つのリチウムをもつこの分子を活かしたリチウム電池を試作し、この化合物を配
位子とした遷移金属錯体でもリチウム電池の陽極材料として機能することを示した。さらに、
この錯体を触媒として用いた合成反応を発見した。今後、これらの遷移金属錯体を用いた電
子材料の開発を目指したい。

多価イオン材料、遷移金属錯体、触媒、電子材料キーワード

独自の分子を用いて電池、触媒、電子材料を
開発します。

■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

【最近の研究テーマ】
●高反応性化学種を用いた小分子の活性化
●非局在化するσ電子の化学の体系化
●結晶構造の制御による光学材料の創製

  http://www.chem.saitama-u.ac.jp/msaito-lab/index.html

斎藤 雅一　教授
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質基礎領域

●周期表にあらゆる元素を巧みに操り、どんなに不安定であっても、新しい化合物を合成・精製・
単離する技術をもっている。
●合成する化合物の全てが新規物質なので、秘めている物性もまた新規であることが期待で
きる。
●新規物性開拓という観点から手詰まり感がある分野に対して、新規物質によるブレイクス
ルーをもたらすことができる。

スズや鉛を骨格に含む
ジアニオン性芳香族化合物：

多価アニオン等価体
（置換基を省略）

ジアニオンと
みなすことができる

初めての中性連結サンドイッチ型
ルテノセン：電子材料への応用が可能

（置換基を省略）
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

触媒調製技術を駆使した高機能固体触媒の開発！

固体触媒、担持金属触媒、錯体固定化触媒、脱水素反応、重合反応、水素化反応、
脱硫反応、資源有効利用キーワード

【最近の研究テーマ】
●ポリオレフィン製造のための層状粘土鉱物担持４族メタロセン触媒の開発
●ポリエチレンおよびα̶オレフィン類製造のための層状粘土鉱物層間固定化触媒の開発
●担持Pt系触媒を用いた低級アルカン脱水素反応プロセスの開発
●高硫黄含有燃料油の高品質化のための酸化的脱硫プロセスの開発

  http://www.geocities.jp/kurokawa1959/index.html

黒川 秀樹　教授
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質基礎領域

触媒は、化学反応を促進する物質であり、石油・
天然ガスから我々の身の回りで使われている化
学製品を作るために使われています。その中で
も固体触媒は、高い反応温度で長期間安定して
使用することができる優れた利点を有していま
すが、目的とする化学製品だけを作るという面
ではまだまだ改良の余地があります。当研究室
では、目的物質を高い収率で合成可能な高機能
固体触媒の開発を目指して研究に取り組んでい
ます。特に機能性無機材料である固体触媒の調
製技術を極めることで、目的物質だけを作る触
媒が開発できれば、原料を無駄にしないだけで
なく、目的としない生成物、すなわち廃棄物を
削減することができるため、環境に対する負荷
を大きく減らすことができます。当研究室では、
学生と共に、持続可能な社会の構築に向けて、
高機能固体触媒をベースとした技術で社会に貢
献することを目指しています。

新規研究要素
●目的とする反応に応じたカスタム触媒の開発（水素化反応、脱水素反応、重合触媒など）
●製造プロセスに応じたカスタム触媒の開発
優位性
●企業での研究歴もあり基礎研究だけでなく実用化触媒の開発も可能です。化学反応プロセ
スにも精通しています。

●ポリオレフィン類製造のための層状粘土鉱物担持触媒の開発
●アルカン脱水素反応のための担持白金触媒の開発に関して、民間企業と共同研究を実施し
ています。

〈層間固定化エチレン重合触媒〉

〈低級アルカン脱水素用PtSnバイメタリック触媒〉
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■ 研究概要

「ナノサイズの酸化物」で材料を包んで高機能化

ナノテクノロジー、酸化物、コーティング、固体触媒キーワード

【最近の研究テーマ】
●メタンを多量化する固体触媒の開発
●メタノール水溶液の電気化学的改質による室温水素発生
●酸化物コーティング技術を基盤とした触媒粒子の凝集防止

  http://www.apc.saitama-u.ac.jp/

荻原 仁志　准教授
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質基礎領域

触媒や電池などの機能性材料は、生活の影で活躍する「縁の下の力持ち」であるだけでなく、
資源枯渇やエネルギー問題といった重要課題におけるキーマテリアルです。このような材料
はナノスケールで構造・形態が設計されているため、より高機能な材料をつくるには、ナノテ
クノロジーを駆使した無機材料合成が求められます。
私たちは，さまざまな材料を「薄い酸化物層」で覆う技術を開発しました。その厚さは1 nm
のオーダーで制御でき、またコーティングできる酸化物の種類は多岐にわたります（SiO2、
Al2O3、TiO2、 NiO、 Fe2O3、 LaMnO3 etc）。この酸化物コーティング技術の特色は、複雑な
装置を必要としないことです。粉体材料に溶液を染みこませて乾燥すれば、望みの酸化物で
覆われた材料をつくることができます。私たちはこの技術による固体触媒の高機能化を進め
ていますが、本法は触媒に限らない適用範囲の広いコーティング技術と位置づけられます。

■ 産業界へのアピールポイント
●ナノサイズの酸化物層で素材をコーティング
●簡単で安価な液相コーティング技術
●コーティングできる酸化物層の種類の豊富さ

■ 実用化例・応用事例・活用例
●炭素繊維への酸化物層コーティング
●酸化物ナノチューブの合成
●ナノ/マクロ構造体触媒への展開
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■ 研究概要

安価で安全な二酸化炭素吸収材料で
新たな二酸化炭素制御技術を開発します。

【その他の研究テーマ】
●二酸化炭素センシングを可能とする発光材料
●温度応答性をもつ赤外線反射材料の開発
●温度応答性をもつ色相変化材料の開発
●負～ゼロ熱膨張材料の開発

柳瀬 郁夫　准教授
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質基礎領域

二酸化炭素分離回収、二酸化炭素濃度制御、二酸化炭素有効利用キーワード

近年、地球温暖化の要因の一つとされ
る二酸化炭素の回収技術の研究開発が
進められています。化学吸着法の従来
技術にはアミン系化合物による二酸化
炭素の化学吸収法がありますが、揮発
性、有毒性及び腐食性等の問題を有し
ているため用途が限定されていました。
当研究室では、これまでにないほどの
安価な原料（ナトリウム、鉄、酸素）から
なる材料が、幅広い温度域において、幅
広い濃度の二酸化炭素を混合ガスから
分離回収できることを見出しました。
現在、二酸化炭素の吸収速度の向上、再
生技術の開発、回収二酸化炭素の有効
利用の検討も進めています。
また、本材料よりも優れた機能をもつ
様々な無機化合物の探索も進めており、
様々な用途に最適な材料開発を目指し
ています。

■ 産業界へのアピールポイント
●安価な元素のみからなる二酸化炭素吸収材料
●広範囲な温度（室温～600℃）における優れた二酸化炭素分離回収能力
●広範囲な濃度（0.01%以下～100%）における優れた二酸化炭素分離回収能力
●特開2016-3156（α-ナトリウムフェライト類の製造方法；出願人 埼玉大学）
●投稿論文 Journal of CO2 Utilization, 2018, 24, 200-209

■ 実用化例・応用事例・活用例
●（活用例）空気中の二酸化炭素除去による屋内の二酸化炭素濃度制御
●(活用例)微量二酸化炭素除去による気体の高純度化
●（活用例）工場排ガスから二酸化炭素の高効率分離回収

〈二酸化炭素吸収材料〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

ナノバブルの固定化と
選択的物質分離システムの開発

表面気泡変調液体クロマトグラフィー、精密分離、ナノ気泡、ナノ超臨界流体、疎水性
ナノ空間キーワード

【最近の研究テーマ】
●微小環境制御により創出される水構造の機能を用いるイオンの高効率濃縮法の開発
●超高温水（100℃以上の液体の水）を用いるイオン交換および配位子交換分離法の開発
●水性二相抽出を基盤とする環境水および土壌中のオンサイト微量金属分析法の開発

  http://www.apc.saitama-u.ac.jp/bunseki/index.html

渋川 雅美　教授
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質基礎領域

 

ナノメートルサイズの疎水性微小空間に置かれた
水は通常の水とは異なる性質をもつことが最近明
らかにされているが、これに加えて分子やイオン
に対する親和性（溶解性）も変化することを発見し
た。一方、低圧下では疎水性空間内で液体の水が
気体（水蒸気）に変化する。そこでこの現象を利用
して、疎水性空間を提供する疎水性材料、および
その内部の界面水とナノバブルを構成要素とする
ハイブリッド分離場を創製し、これを用いる分離
システムを開発した。ナノバブルの大きさは圧力
を用いて変えることができるので、各分離媒体の
大きさをこれによって変えることができるという
特性をもつ。したがって、この分離システムは分
子やイオンの分離を圧力制御によって自在に変化
させることができるという他の分離法にはない極
めて優れた特長をもっている。この方法を“表面
気泡変調液体クロマトグラフィー”と名づけ、現在、
高速化・高性能化を目指して研究を進めている。

●物質分離のファインチューニングができる
●高い分離能を維持して高速分離ができる
●ナノバブル（気相）だけでなく、ナノスケール
超臨界流体（CO2）の固定化も可能である（こ
れによる高速高効率な物質の捕集濃縮が期待
できる）

●種々の水／疎水性物質界面がもつ物質分離機能の定量的評価
●水溶液中のVOC（揮発性有機化合物）の前処理なしでの選択的分離分析

〈表面気泡変調液体クロマトグラフィーシステム〉

A：1,4-ジオキサン,B：ジクロロメタン,C：1-ニトロ
プロパン,D：1-ブタノール,E：ブロモエタン,F：ベン
ジルアルコール,G:ジエチルエーテル,H：クロロホル
ム,I：酢酸イソプロピル
〈表面気泡変調液体クロマトグラフィーにおける分離
選択性の圧力変化〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

層状物質原子層
～究極的に薄い素子材料～

層状物質、原子層、二次元材料、電界効果トランジスタ（FET）、ガスセンサー、
光電変換素子、熱電変換素子キーワード

【最近の研究テーマ】
●層状物質バルク単結晶の合成。
●層状物質単結晶超薄膜の成長。
●層状物質原子層を用いたガスセンサー開発。
●層状物質原子層の様々な物性探索。

  http://surface-www.chem.saitama-u.ac.jp/

上野 啓司　准教授
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質機能領域

グラファイトや二硫化モリブデン、黒リンといった物質は、二次元平面状に拡がった単位層
がファンデルワールス力を介して積層した層状構造を持っています。この厚みが１ナノメー
トル以下の単位層は「層状物質原子層」とも呼ばれ、究極的に薄い半導体素子材料として近年
脚光を浴びています。この原子層材料を用いて、高性能なFET、ガスセンサー、光電変換素子、
熱電変換素子等を実現しようとする試みが世界中で進められています。研究室ではこれらの
素子開発に必要な、層状物質バルク単結晶及び単結晶超薄膜を作製する研究を行うと共に、
それらを利用したFET、ガスセンサー等の素子開発を行っています。

●現在のシリコン素子を凌駕する極薄FET素子の実現可能性がある。
●30年近い層状物質研究歴を有している。
●国内では数少ない、カルコゲナイド系層状物質バルク単結晶合成研究を実施。
●多種多様な層状物質バルク単結晶、単結晶超薄膜を作製可能。
●作製した試料のX線回折、X線光電子分光、ラマン分光による評価が可能。

●層状物質原子層を用いたFETの開発。
●層状物質原子層FETのガスセンサー応用。
●層状物質原子層の応用による太陽電池素子の高効率化。
●新奇物性を示す層状物質の探索、合成。

〈層状半導体α-MoTe2を用いたガスセンサーによるNO2検出〉〈約0.5ナノメートル厚の層状物質原子層を用
いたFET素子のイメージ図〉
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■ 研究概要

分子の利き手を見分けて分離する。

【最近の研究テーマ】
●有機ゼオライトの開発
●キラル化合物の不斉合成反応への応用
●機能性超分子ゲルの開発

  http://www.apc.saitama-u.ac.jp/ykogyo/

小玉 康一　准教授
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質機能領域

光学分割、有機合成化学、不斉化学、有機結晶、超分子化学、ゲルキーワード

有機物には性質のよく似た右手型と左手型の分子（エナンチオマー）が存在することが多く、
通常の用途ではそれらの混合物が用いられています。しかし食品や医薬品、香料などの生体
が関わる用途の場合、この左右の分子は
全く異なる作用を示すことがあります。
そのため、混合物をそれぞれのエナンチ
オマーに分離すること（光学分割）が重要
になります。結晶化を利用してエナンチ
オマーを分離する技術は既に知られてい
ますが、従来の方法では左右どちらか一
方の分子しかうまく得られないという問
題点がありました。この研究では、結晶化
の際に使用する溶媒を変えるだけで、両
方のエナンチオマーを得ることができる
方法を見つけました。その他にも、これま
で分離が難しかった化合物を安価に分離
できるようにする方法の開発にも取り組
んでおり、分離効率・汎用性・経済性の３
つを兼ね備えた方法の開発を目指してさ
らに研究を進めています。 

■ 産業界へのアピールポイント
●必要な工程を大幅に削減できます。
●溶媒や化合物の使用量を減らすことが
できます。
●大スケールでも安価に合成できます。
●関連特許を出願しています。

■ 実用化例・応用事例・活用例
●ラセミ体カルボンおよびアミンの溶媒変換光学分割（J. Org. Chem. 2013, 9309.）

●ラセミ体アルコールの光学分割（Chem. Eur. J. 2011, 11527.）

●ラセミ体ニトリル、スルホキシドの光学分割（日本化学会第97春季年会2017）
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■ 実用化例・応用事例・活用例
●各種蛍光体（Ba3Si6O12N2:Eu2+, SiAlON他）

●光機能性有機薄膜（積層型光検出器、有機薄膜太陽

電池、有機EL）

●ワイドギャップ半導体（AlGaN, GaN, InGaN, SiC）、
　化合物・中間バンド型半導体（InAs-QD, GaPN, InGaAs 等）

■ 研究概要

かくれた真犯人「欠陥準位」を光で捕えて効率改善！

【最近の研究テーマ】
●発光素子、電子素子用半導体の信頼性向上・スクリーニング手法
●深紫外～可視域LED・レーザーの照射・照明応用システム設計
●希土類イオン・錯体、有機分子のゾル-ゲルガラス封止と応用展開

  http://www.fms.saitama-u.ac.jp/lab/kamata_l/index.html

鎌田 憲彦　教授
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質機能領域

電極が不要な欠陥準位の定量評価手法、深紫外～可視域LED・レーザーや蛍光体、太
陽電池、電子素子材料の効率・信頼性改善キーワード

青色LEDの開発を契機に、白色LEDが普及して省エネに貢献しています。自然エネルギー利
用の太陽電池も含めて、現代社会を支える発光・受光素子の効率をさらに改善するにはどうす
ればいい？ 研究所で結晶成長を繰り返してもなかなか…。結晶の乱れが作る「欠陥準位」に電
子と正孔が捕まって熱を発生し、素子の効率を下げてしまうからです。この「欠陥準位」こそ真
犯人！ それなら真犯人を見つけ出す手法の確立が不可欠と確信しました。その成果が独自に
開発した「２波長励起フォトルミネッセン
ス法」。２つの異なる波長のレーザー光を当
て、電極を用いず非接触・非破壊測定でかく
れた真犯人を見つけ出すことができます（図
１）。材料、構造、結晶成長プロセスを最適
化して欠陥準位の密度を下げることで、発
光素子、受光素子を始め電子素子の高効率
化も可能となるのです（図２）。

■ 産業界へのアピールポイント
●電極を用いず非接触・非破壊で検出
●試料形状の制約がない（局所評価からウ
エハマッピングまで）

●２つの光ビームで欠陥準位の位置・エネ
ルギー分布を定量測定
●発光・受光、電子素子用半導体、蛍光体か
ら有機薄膜まで実績が大
●材料・構造・作製プロセス最適化の指針が
得られる

〈図１　２波長励起フォトルミネッセンス法〉

〈図２　応用の広がり〉
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■ 研究概要

3次元実装構造超伝導デバイスで
大面積検出器を実現！

【最近の研究テーマ】
●超伝導検出器を用いたテラヘルツ波検出器の開発
●超伝導検出器を用いた中性子検出器の開発
●超伝導検出システムの小型、低消費電力化に関する研究
●超伝導検出器の理論限界への挑戦

田井野 徹　准教授
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　電気電子システム領域

超伝導検出器、X線、中性子、テラヘルツ波、高分解能、3次元実装キーワード

超伝導センサは、他のセンサでは実現で
きないような感度をもっています。感度
が高いことは、つまり今まで見えなかっ
たものが見えるようになる、ことを意味
しています。性能に優れる超伝導センサ
ですが、1画素あたりの有感面積が小さ
いことが欠点として挙げられます。それ
を克服するために、超伝導業界では殆ど
取り組まれていない3次元実装化に注目
しました。3次元実装とは、デバイスが集
積された基板を縦方向に積層化すること
です。この利点は、通常であれば基板と
いう平面、つまり2次元空間内でしかデ
バイスを配置できなかったことが、高さ
方向まで拡張できることにあります。単
純な構造ではありますが、それを実現す
るのはなかなか手強く、日々学生達と議
論しながら一歩ずつ研究を進めていると
ころです。

■ 産業界へのアピールポイント
●高感度センサを、大面積かつ最小不感面積で実現
●吸収体の選択により、様々なフォトンに対応可能
●注目を集める超伝導量子コンピュータをはじめ、低温分野における3次元実装への対応
●多数の登録された特許あり

■ 実用化例・応用事例・活用例
●テラヘルツ波を用いたセキュリティ用センサ
●中性子を用いたインフラ構造物非破壊検査
●医療分野、食品分野における放射線検査

〈3次元実装構造を有するSTJのイメージ2〉

〈テーパー型貫通孔の断面図〉
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■ 研究概要

■ 実用化例・応用事例・活用例

Siよりも強く、ダイヤモンドよりも
デバイスフレンドリーなSiC半導体

【最近の研究テーマ】
●SiC/酸化膜界面の物性制御、SiC酸化メカニズムの解明
●SiC半導体を用いた超耐放射線性エレクトロニクスの開発
●SiC半導体中の単一光子源/スピンを利用した量子効果デバイスの開発

  http://www.opt.ees.saitama-u.ac.jp/~yasuto/index-j.html

土方 泰斗　准教授
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　電気電子システム領域

SiC半導体、金属-酸化膜-半導体（MOS）接合デバイス、パワーデバイス、ハードエレ
クトロニクス、量子効果デバイスキーワード

炭化ケイ素(SiC)は、熱酸化によって表面にSiO2膜
を形成できる上、６インチウェハが量産化され、デ
バイス作製技術が発達している、Si半導体並にデバ
イス応用のし易い半導体材料です。また、ワイドバ
ンドギャップ、高い耐放射線性・耐熱性、堅牢といっ
たダイヤモンドに良く似た性質も兼ね備えています。
まさにSiCはSiとC(ダイヤモンド)の“いいとこ取
り”をした材料です！
さらにここ数年間の研究により、SiCにはダイヤモ
ンドNVセンターによく似た単一欠陥が存在し、こ
れを単一光子源やスピンとして利用することで、量
子コンピューティングや量子フォトニクス、量子セ
ンシングに応用できる道のりが開かれています。

■ 産業界へのアピールポイント
●独自のSiC酸化モデルを考案し、MOS界面物性
の予測が可能となりました
●光をプローブとして用いた非破壊・非侵襲のSiC
半導体評価技術を考案しました
●SiC半導体を用いて10メガグレイ（グレイ≒シー
ベルト、従来型Si素子の100～1000倍）もの高い
耐放射線性を有したスイッチング素子（MOSFET）
を開発しました
●SiC半導体中に単一光子源/スピンを生成し、SiCのデバイス親和性を活かした量子効果デ
バイスを開発しています

●SiC MOS接合界面の欠陥低減技術の開発
●SiCパワーデバイスを用いた超低損失インバータ
●SiC MOSFETの10メガグレイガンマ線照射耐性の達成

〈SiCはSiとC（ダイヤモンド）の化合物半導体、Si
とCのそれぞれの特長を兼ね備えている〉

〈バイオイメージングプレート：SiC基板に単一欠
陥を碁盤の目状に配置し、超高感度・高分解能な温
度・磁場イメージングを実現（バイオ・先進医療研
究にブレイクスルー）〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

半導体ナノ構造を利用した
新しい高効率太陽電池材料

窒化物半導体、希釈窒化物半導体、量子ナノ構造、結晶成長、高効率太陽電池キーワード

【最近の研究テーマ】
●GaAs:窒素δドープ超格子を利用した高効率中間バンド型太陽電池の開発
●InGaAs中への窒素δドーピングによる格子整合タンデム太陽電池用サブセル材料の開発
●分子線エピタキシー法による高精度二次元配列InN量子ドット形成制御技術の開発

  http://www.opt.ees.saitama-u.ac.jp/

八木 修平　准教授
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　電気電子システム領域

我々は、ナノメートル（10億分の1
メートル）サイズの半導体微細構造
を利用して、太陽電池の発電効率を
飛躍的に高めるための研究を行って
います。例えば、半導体中で電子を
十数ナノメートル程度のごく狭い領
域に3次元的に閉じ込める「量子ドッ
ト」と呼ばれる構造を用いると、閉じ込めら
れたキャリアのエネルギーを人為的に調整
できるようになるなど、優れた特性を発揮す
ることが可能になります。太陽電池の中に量
子ドットを多数並べることで、通常は吸収で
きない波長帯の光を量子ドットが吸収し、幅
広いスペクトルをもつ太陽光のエネルギー
を無駄なく電力として取り出すことができ
るようになります。高効率な太陽電池を得る
には、量子ドットのサイズや均一性、さらに
配列性を精密に制御した上で高密度に作る
必要があり、そのための高精度な半導体微細構造の作製技術を開発しています。

●六方晶および立方晶窒化物（GaN, InN）ナノ構造の自己組織化形成技術を開発
●希釈窒化物混晶半導体（GaAsN, InGaAsN）を用いた新規太陽電池材料の作製
●微量添加元素のδドーピング技術を利用した高品質混晶半導体の作製技術を開発
●各種半導体（ナローギャップ、ワイドギャップ）材料の電気的・光学的評価が可能
●特許出願実績あり

●格子整合系高効率タンデム太陽電池用サブセル材料
●希釈窒化物混晶半導体を用いた中間バンド型太陽電池
●自己組織化InN/GaN量子ドット2次元配列構造の作製

〈希釈窒化物混晶半導体と応用例〉

〈量子ドット太陽電池の概念図〉
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■ 研究概要

Multifunctional nanomachines and 
nanorobots

【最近の研究テーマ】
●Development of artificial nanorobots
●Creation of artificial intellect based on advanced hybrid nanostructures.

  http://park.saitama-u.ac.jp/~nakabayashi-lab/index.php?e%2Fmembers

Alexandre Loukanov　准教授
大学院理工学研究科　戦略的研究部門　ライフ・ナノバイオ領域

Nanomachine, Nanorobot, Nanomedicine, Nanobiotechnologyキーワード

I  design and fabricate artif icial 
nanomachines for a var iety of 
applications, such as nanomedicine 
(for diagnosis and treatment of 
cancer) or environmental engineering 
( ene rgy  conve rs i on  sys tems , 
ecotechnologies etc.). The general 
requirement of the nanomachines is 
to be non-toxic and to be controlled 
by external energy source (such 
as magnetic field, visible or near 
infrared light, radio wave, etc.). They 
are built from nanoparticles and hybrid nanostructures, thus their design utilizing 
and integrate the advanced unique properties of all green nanomaterials and some 
biomolecules.  The nanomachines and nanorobots have a promising future in 
medicine and technology.

■ 産業界へのアピールポイント
●The next generation of drugs will be developed on the basis of nanomachines that 
have better selectivity and specificity to the disease.  This is particularly true for 
the malignant cancer.
●The future technologies will require both environmental protection and the overrun 
of the limits of current machines. This can be achieved by building of innovation 
high-tech based on the miniature nanomachines.

■ 実用化例・応用事例・活用例
●Nanomedication for non-invasive photodynamic therapy of malignant tumors and 
other cancerous lesions.
●Eco-friendly photovoltaic solar panels.
●Ecotechnologies for environmental monitoring and purification of contaminated sites.
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

液中の表面構造を原子・分子分解能で直接観る！

周波数変調原子間力顕微鏡、原子・分子分解能観察、固液界面計測、局所水和構造計測、
生体材料観察、電気化学反応観察、表面物性計測キーワード

【最近の研究テーマ】
●液中FM-AFMによる物性計測技術（電位分布、電子状態）の開発
●結晶成長プロセスの原子スケール観察
●電気化学反応・触媒反応プロセスの原子スケール観察
●食品由来化合物の添加による生体膜の原子スケールでの構造・物性変化に関する研究

  http://park.saitama-u.ac.jp/~nakabayashi-lab/

小林 成貴　助教
大学院理工学研究科　戦略的研究部門　ライフ・ナノバイオ領域

周波数変調原子間力顕微鏡（FM-AFM）は、探針を試料表面に近づけたときにその先端にはた
らく相互作用力を利用した顕微鏡で、液中の表面構造を原子・分子分解能で直接観察するこ
とができる強力な液中ナノ計測技術です。固体と液体が接する固液界面は、様々な物理学・化
学・生物学的現象が起こる興味深い反応場です。我々はFM-AFMを用いて、そこで起こる現
象を単一原子・分子レベルで直接観察し、そのメカニズムの解明に迫っています。最近では、
FM-AFMを用いて、固液界面における相互作用力の3次元空間分布を原子スケールで計測す
ることで、界面に形成される水和構造の可視化にも成功しています。水和構造を直接観察す
ることができるのはFM-AFMだけであり、この技術によって化学反応や生体分子の機能と
水和構造の関係性のより詳細な理解が得られると期待されています。また、液中FM-AFMに
よる電子状態や電位分布を原子スケールで可視化する物性計測技術の開発にも取り組んでい
ます。

●世界でもトップクラスの空間分解能で液中の表面構造を観察できる。
●界面に形成された水和構造を原子分解能で直接可視化できる。
●液中表面の電位分布をナノスケールで可視化できる（特許出願）。

●光学材料結晶の表面における成長・溶解プロセスの原子スケール可視化
（J. Phys. Chem. C （2013）, J. Appl. Phys. （2016））

●イオン結晶と水の界面に形成される局所水和構造の原子スケール可視化
（Phys. Rev. B （2015）, Nanoscale （2016））

●金属材料の腐食過程における液中電位分布状態の観察（ACS Nano （2016））

〈FM-AFMの原理〉 〈マイカの液中原子像〉 〈カルサイトの局所水和構造〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

分子シャペロンの機能調節と創薬・有用物質生産

【その他の研究テーマ】
●光合成光化学系複合体、フィコビリソーム（フィコシアニン）及びC4光合成などの分子生
物学的・生化学的研究
  http://park.saitama-u.ac.jp/~nakamoto/

仲本 準　准教授
大学院理工学研究科　生命科学部門　分子生物学領域

ストレス、HSP、分子シャペロン、抗がん剤、有用物質生産キーワード

タンパク質は細胞で合成され細胞内の適切な場所に移動し
様々な生体物質と相互作用し、役割を果たし分解されます。
このような「タンパク質の一生」のどの段階においても、分子
シャペロンと呼ばれるタンパク質は他のタンパク質がその一
生を全うできるように助けます。分子シャペロンは細胞がス
トレス（例えば高温ストレス）に曝されると熱ショックタンパ
ク質（HSP）として大量に合成されて、タンパク質の損傷を防
ぎ損傷を受けたタンパク質が機能をもつ元の構造にもどるの
を助けます。分子シャペロンはがんを含む多様な病気に関与
していることが明らかにされていますが、抗がん薬などの有
望な分子標的になっています。私たちの研究室では分子シャ
ペロンの構造と機能に関する研究を
行ってきましたが、分子シャペロン
の発現・活性調節機構を解明し得ら
れた知見を様々な応用研究につなげ
たいと考えています。

●非常に弱いATPase活性の測定、
変性タンパク質凝集阻止活性の測
定、変性タンパク質の再活性化反
応の解析など、分子シャペロンの
機能解析ができます。
●種々の分子シャペロンの遺伝子、精製タンパク質や抗体をもっています。

●種々のHsp90阻害剤を用いて、がんのフェーズII・III臨床試験が行われている。
●分子シャペロンの発現を高める天然小分子化合物を添加した化粧品の開発が進められている。
●微生物を用いた有用物質生産工程においては、微生物は非常に過酷な環境に曝されていま
すが、分子シャペロンの高発現・機能亢進により、生産性の向上が期待されます。

分子シャペロンを高発現するシアノ
バクテリア変異株を遺伝子操作によ
り作製しました。高発現株の熱耐性は
著しく増大しました。Nakamoto et al., 
2000.

私たちは、天然小分子化合物ゴニオタラミン（A）が、分子シャペロン
HSP90（HtpG）のATPase活性を増大させる（B）が、その機能は阻害
することを明らかにしました。ゴニオタラミンは、東南アジア原産の
Goniothalamus属の植物（C）に含まれていて、抗がん活性をもってい
ます。Yokoyama et al., 2015; http://www.stuartxchange.com/Amuyon.
html
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

魚類での発生研究から
人間の体のつくりと疾患の理解へ
ゼブラフィッシュ、個体発生、脳発生、神経形成、遺伝子制御、遺伝子導入、トランスジェ
ニック動物、疾患モデル、ゲノム編集キーワード

【最近の研究テーマ】
●各種発生制御遺伝子（転写調節因子や成長因子の遺伝子）の転写制御機構。
●iPS細胞作製に必要な山中ファクターの1つ、Oct4のゼブラフィッシュ相同遺伝子（Pou2）
が個体発生で果たす役割の検討。
●睡眠・覚醒に関わる神経系の遺伝子レベルでの発生・発達制御機構。
●初期の脳原基において、脳形成と神経分化の協調的制御を可能にする遺伝子機構。

  http://devbiol.seitai.saitama-u.ac.jp

弥益 恭　教授
大学院理工学研究科　生命科学部門　生体制御学領域

小型熱帯魚ゼブラフィッシュをモデルとし、
脳発生の遺伝子制御について、特に初期脳
形成での脳部域化、その後の視床下部、脳
幹の発生に焦点を当てて研究している。ゼ
ブラフィッシュは、遺伝子導入、変異体作
製、遺伝子破壊等の発生遺伝学的手法に適
しており、脳形成機構を遺伝子レベルで明
らかにすることができる。これまでに、神
経板の前端に生じ、終脳（大脳）等の形成を
誘導する前方神経境界（ANB）、中脳と小脳
の境界（中脳後脳境界、MHB）に生じ、周辺
脳領域の形成を誘導する峡部構造の発生に
ついて、制御に関わる転写因子、成
長因子の役割を明らかにした。
脊椎動物の間で脳の初期発生のしく
みは非常に似ているため、魚で得ら
れた研究成果はヒトの脳発生の理解
にも重要である。また、脳の発生・発
達の異常に起因する各種ヒト先天性
脳疾患の病因の理解、治療法の開発
等にも貢献しうると期待される。

基本的には基礎研究であるが、応用可能性の例は以下の通りである。
●ゲノム編集技術による特定疾患遺伝子の破壊と疾患モデル動物の作製。
●作製した疾患モデル魚を用いた薬剤効果の検討、スクリーニングへの協力。
●癌細胞など、特定細胞、組織の蛍光による標識と生体における追跡。

●我々の研究室では現在応用研究を行っていないが、世界的には、ゼブラフィッシュは疾患
モデルの作製、薬剤スクリーニング等で広く用いられており、協力が可能である。

〈脳の部域化・模式図〉

終脳（大脳）を蛍光標識したゼブラフィッシュ胚
（1日胚：スケールバー、50µm）

初期脊椎動物胚における脳原基の部域化

〈蛍光像写真〉
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〈ゼブラフィッシュ成魚〉

〈発生中のゼブラフィッシュ脳のニューロン（神経細胞）〉

■ 研究概要

光を用いて脳の神経ネットワークのなりたちを
明らかにする

【その他の研究テーマ】
●眼球運動行動をモデルとした、小脳モジュールの形成メカニズム
●膜電位センサーを用いた小脳神経回路の機能解析
●小脳形成における細胞移動の４次元的解析

  http://www.saitama-u.ac.jp/iron/tt/researchers/%E6%B4%A5%E7%94%B0-
%E4%BD%90%E7%9F%A5%E5%AD%90

津田 佐知子　助教
研究機構　研究企画推進室（大学院理工学研究科　生命科学部門　生体制御学領域）

光技術、神経回路、小型魚類、神経ネットワーク形成、イメージングキーワード

ヒトを含む動物の脳は様々な行動を制御し
ていますが、この脳のネットワークが成長
の過程でどのように作られるのかについて
は未解明です。そのしくみを明らかにする
ため、小型の熱帯魚ゼブラフィッシュに、
近年発展の著しい複数の光技術や行動実験
を用い取り組んでいます。ゼブラフィッシュ
は、体が透明で生きたまま容易に細胞や神
経活動の観察が可能など、発生・神経の研
究に適したモデル生物です。現在は、小脳
の関わる眼球運動に注目し、情報処理の基
盤であるニューロン（神経細胞）が集団（神
経回路）をつくり機能を獲得する過程に注
目して、神経活動のイメージングや光制御、
３次元画像解析などを用い、神経ネット
ワークの形成のしくみについて研究を行っ
ています。これにより、脊椎動物の脳の形
成メカニズム、また脳が機能するしくみの
理解が深まることが期待されます。

■ 産業界へのアピールポイント
●光技術を駆使した、脳の情報処理ネットワークの構築メカニズムの解明
●新規膜電位イメージング（電位の変化を光学的に検出）、カルシウムイメージングによる、
個体レベルでの神経活動の可視化技術
●生体組織の形と活動についての、３次元的解析技術
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

ミトコンドリアの維持と寿命の関係

【最近の研究テーマ】
●ミトコンドリアDNAの維持機構
●アカパンカビにおけるミスマッチ修復
●加齢とミトコンドリア分解メカニズムの解析
●DNAランダム挿入機構の解明

  http://seitai.saitama-u.ac.jp

畠山 晋　准教授
大学院理工学研究科　生命科学部門　生体制御学領域

寿命、老化、ミトコンドリア、ミトコンドリアDNAキーワード

日本は４人に１人が65歳以上という超
高齢化社会である。高齢者の中には、活
発なかたもいれば、老いに任せているよ
うなかたもいて、さまざまである。一体、
この「老い」には何か関わっているので
あろうか？私は、遺伝子の観点でその問
題を解明してきた。アカパンカビを用い
た実験によると、その原因のほとんどが
ミトコンドリアの維持機構に関係してい
た。ミトコンドリアは、活動のためのエ
ネルギーを生み出すパワーハウスである
が、日々の酷使のため、それ自体に悪い
部分が生じてしまう。生命活動を継続す
る上で悪い部分は淘汰されるのだが、そ
の機構のどこかに異常がある場合には、
ミトコンドリアに不具合が生じ、結果と
して細胞の寿命が早まるのである。この
機構に関わる遺伝子の機構を明らかにす
ることは、ミトコンドリアをもつヒトの
寿命研究にも役立てられ、難治性のパー
キンソン病の治療や、ヒトの加齢メカニ
ズムの解明にもつながると考えられる。

●難治性ミトコンドリア病の解明のためには、未同定の遺伝子の機能の解明が必要
●ヒトにおいて新たに遺伝子を解明するには倫理上の問題が多い
●遺伝学的解析に優れており、ミトコンドリアを有するアカパンカビを用いることで新規の
アプローチが可能

● 将来的に老化・寿命に関連する医療・健康分野に対する情報提供ができる

〈ミトコンドリアの淘汰異常〉
野生型（正常） 変異体（異常）
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■ 研究概要

■ 実用化例・応用事例・活用例

香気素材のにおいと香気成分との
複雑な関係の明確化

【最近の研究テーマ】
●香気素材の香気発現プロセスの解明
●におい分子のにおいと構造の関係を用いたにおい受容機構の解明
●外国産緑茶との比較による日本緑茶の香気の特徴
●新規香気評価法の食品への応用
●新規香気評価法を用いたにおい環境の理解

  http://www.hase-lab-fragrance.org/index.php?id=1

長谷川 登志夫　准教授
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質基礎領域

香気評価、複合臭、香気特性、成分分析、におい分子、におい受容機構、相互作用キーワード

人々の生活を豊かにしたり、不快な思いを与えたり、においなくして私たちの生活はありえ
ません。においに関連する産業は、食品や化粧品など多岐にわたっています。しかし、その本
質的なことはほとんどわかっていません。
たとえば、身近な樹木のにおい、どんな成
分から構成されているかの知見は得られ
ていても、そのどの成分がかかわって樹木
香気が作られているかについては、ほとん
どわかっていないのです。それは、含まれ
ているにおい分子がお互いに影響し合っ
て素材の香気を複雑に変化させているか
らです。このため、単なる含有香気成分の
分析結果を得るだけでは、香気成分と素材
のにおいの関係を理解することは
困難です。我々の研究グループは、
素材の香気とその構成成分との関
係についての知見を得ることを可
能とする「香気成分間の相互作用
を考慮した新規の手法」を提案し、
実際に様々な香気素材の香気特性
の解明に成功しています。

■ 産業界へのアピールポイント
我々の提案している新規手法によって、これまで解決することが困難であった以下のことに
ついての手がかりを得ることができる。
●素材のにおいを決めている成分は何か？
●素材の品質をきめているにおい成分は何か？
●素材のにおいを変えるにはどんなにおい成分を添加すればいいのか？

●緑茶の香気を決めている香気成分群の特定。
●森林の樹木の香気成分の解明により、生理活性が期待される成分の特定。

〈新規香気評価法の概略図〉

〈においを感じる仕組み〉
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■ 研究概要

電気泳動法で高性能なタンパク質・
細胞認識分子を獲得

DNAアプタマー、キャピラリー電気泳動、アプタマー選抜法、細胞、タンパク質キーワード

【最近の研究テーマ】
●ゲル電気泳動法を用いる生体中メタロタンパク質の同定手法の開発
●糖鎖を認識する蛍光試薬の開発
●高線量試料中の放射性元素の安全な電気泳動計測法の開発
●環境中高分子（フミン物質）と重金属イオンとの相互作用を解析するための電気泳動法の
開発
  http://www.apc.saitama-u.ac.jp/bunseki/index.html

齋藤 伸吾　教授
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質基礎領域

私はどんな種類の分子を対象にした場合でも、それらを認識
（結合）できる分子素材を自由自在に（将来的には半自動的に）
提供できる方法を作りたいと思っています。 DNAアプタマー
という低分子から高分子、細胞までを認識できる分子であれ
ば、それが可能だと考えています。そこで、DNAアプタマー
配列を高速・簡便に得ることができる方法をキャピラリー電
気泳動法（CE）という分離法を使って確立しました。
実際に、様々な種類のDNA配列とタンパク質や動物細胞・細
菌細胞などのターゲットとの混合物試料からターゲットと
強く結合するDNAだけをCE分離して獲得（選抜）できるこ
とを実証しています。また、得られた複数のDNAアプタマー
を繋ぐことでより強固にターゲットと結合し、薬理活性を示
すアプタマーの開発にも成功しています。この様に分子認識
素子が自由自在に得られれば，核酸創薬や診断試薬の開発、
分離素材の開発などに発展させることができると考えてい
ます。

■ 産業界へのアピールポイント
●キャピラリー電気泳動法を使ってタンパク質や細胞に
対する高性能な核酸アプタマーを獲得できる
●従来よりも高速にかつ確実にアプタマーの選抜が可能
●アプタマー同士を結合させた多点認識アプタマーの設
計が可能

■ 実用化例・応用事例・活用例
●大腸菌・枯草菌・酵母などの微生物細胞と結合するDNA配列を獲得できた
●非小細胞肺がん株に対して結合するDNA配列を獲得できた。
●複数のアプタマーを結合させて，多点で結合できるようにすることでトロンビンタンパク
質に対して強い薬理活性を示すDNAアプタマーを開発できた。
●タンパク質に対するDNAアプタマーを一度の選抜工程だけで，かつ読み出された配列パター
ンからDNAアプタマーであるかを判別する手法の開発に成功した
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

生体内の化学反応と
スピンの量子力学的挙動を探求

【最近の研究テーマ】
●フラビン酵素の磁場感受、応答
●フラビンアデニンジヌクレオチドの光化学反応の磁場効果
●ナノゲルや逆ミセル中の光化学反応の電子スピン共鳴法による観測

前田 公憲　准教授
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質機能領域

動物の磁気感受、スピンエレクトロニクス、スピンデバイス、化学反応、渡り鳥のコン
パス、低磁場効果キーワード

渡り鳥などの動物が地磁気を感じて、それにより渡りなどの行動に活かしている事が、多く
の研究から明らかになっています。私たちはそのメカニズムの候補として考えられているラ
ジカル対の化学反応と磁
場を感じるメカニズムを
研究しています。その事
を、ラジカルという孤立
した電子が持つ小さな磁
石（スピン）が量子力学的
に振る舞うことを基とし
て、生物において量子力
学が織りなす現象などを
明らかにしようとしてい
ます。このような基礎研
究は、現在注目されてい
る、スピンエレクトロニ
クスなどの所謂量子デバ
イスへの応用や生体組織
の可視化や、新しい生体
モデル構築への可能性が
あります。

●生体への電磁波や磁場の影響に関する基礎研究。
●磁場と生体の概日リズムの関係のメカニズムと関連しています。
●生体の研究からスピンエレクトロニクスなどの新しい量子デバイスへの応用が期待される。

●極低磁場センサーや、マイクロスコープによる磁場分布の空間測定
●電子スピン磁気共鳴による、スピン電子バルブなどの電子デバイスの可能性。
●ラジカル対の光化学反応への磁場や電子スピン共鳴効果計測
●一重項酸素など生体影響物質の発生と磁場によるコントロール

〈ラジカル対理論〉

〈パルス電子スピン共鳴〉 〈高感度レーザ分光法ナノ秒パルス磁場
スイッチング装置〉

〈動物の磁気感受、コンパス（極小磁
場を感じる分子システムのメカニ
ズムを探る）生体分子の磁場効果と
磁気共鳴〉
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■ 研究概要

毒にも薬にもなるミステリアスな糖鎖を操る!

複合糖質、糖鎖、有機合成、生物有機化学、蛍光、高分子科学、生理活性物質、
構造活性相関、次世代抗体キーワード

ブドウ糖などの糖が鎖のようにつながった構造を糖鎖と
呼び、数個の糖からなる糖鎖をオリゴ糖と言います。こ
のような糖鎖の構造によりA型やB型などの血液型が決
まっています!!また、インフルエンザウイルスなどによ
る感染症にも糖鎖が関係しています。
我々の身近ではいろいろな糖鎖が活躍しています。医
療系学部はありませんが、検出・診断・治療に関する創薬
の研究開発を理工学の見地から実施しています。私達
の体の細胞一つを巨大分子として考えたとき、たくさん
の機能物質（糖鎖やタンパク質）がその表面に提示され
ているように見えます。そこで、機能物質を人工的に集
めて多価型（クラスター型）化合物を作り出し、より活性
の向上した物質になることを見出しました。現在、機能
物質の創出や多価型化合物への誘導などを行い、新しい
創薬へ繋がる研究開発を実施しています。

■ 実用化例・応用事例・活用例
●蛍光発光高分子基質によるアミラーゼ評価。 （ACS Macro Lett. 1, pp. 266-269, 2012）

●光を使った新しいがんの検出・治療薬の開発。 （イノベーションジャパン2015）

●新しいバイオプローブの開発。 （日本化学会第5回CSJ化学フェスタ2015）

●抗体－多糖結合体及びそれを用いた高感度免疫測定方法、特願２０１７－００８３３１

【最近の研究テーマ】
●次世代抗体を利用した検出薬・診断薬の開発
●糖鎖を多価（クラスター）型に誘導した高機能性材料の開発
●蛍光発光を利用した新しい発光材料の開発
●生理活性物質を利用したクラスター型バイオプローブの開発
●液晶性糖鎖誘導体の合成研究

  http://md.fms.saitama-u.ac.jp/

松岡 浩司　教授／松下 隆彦　助教　
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質機能領域

松岡 浩司　教授 松下 隆彦　助教

■ 産業界へのアピールポイント
●生体適合性物質を有機合成的に扱う。
● クラスター型化合物の多点結合による飛躍的な活
性向上。
● 蛍光発光等を利用したテーラーメードなバイオプ
ローブ。
 ➡クラスター型毒素中和剤を世界に先駆けて創出!
 ➡2種類の蛍光を利用する高分子型基質を世界で初めて合成!!
※ 精密有機合成を行い、標的となる種々のクラスター型化合物への誘導が可能であり、感度も数百から数
千倍の向上が見込める。
 ➡特許も多数出願実績あり!!!
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

凝集誘起発光物質を使い『ウイルスの見える化』、
『高感度迅速診断』を可能にする

【最近の研究テーマ】
●がんを標的とした標的指向型ドラッグ・デリバリー・システムのキャリア分子の開発
●嵩高いケイ素置換基を活用した簡便かつ産業廃棄物を多く出さない糖鎖合成法の開発
●糖鎖もしくはペプチドを多価型にした化合物による各種病原体の感染阻害剤の開発
●高発光フィルムの開発とその応用

  http://www.fms.saitama-u.ac.jp/lab/hatano/

幡野 健　准教授
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質機能領域

ウイルス・病原体検出、見える化、可視化、高感度検出、臨床現場即時診断（POCT）、
蛍光、凝集誘起発光（AIE）、シロール、糖鎖、ペプチド、有機ケイ素化学、有機合成キーワード

ウイルスは非常に小さく色もついていないの
で、肉眼では、それらがいるのか、いないのか
分からない。我々は、検体と混合して5分後に
紫外線照射すれば、調査したいウイルス等が
いれば発光する分子を開発した。これは、標的
ウイルスがいないとき、もしくは標的外のウ
イルス類がいても発光しないので、調べたい
ウイルス、微生物の『見える化』を実現できる。
この分子を使ったインフルエンザウイルスの
検出試験では、市販されているイムノクロマトキットに
比べ、1,000倍も高感度検出できることが分かっている。
また、量子収率が90%にも達する高輝度な蛍光ビーズの
開発にも成功している。これは、従来の蛍光色素を使っ
たビーズよりも数十倍明るく光るだけでなく、光に対す
る安定性も兼ね備えているため、実用性に富んでいる。
この高輝度蛍光ビーズに抗体を結合させることにより、
標識化抗体としてイムノクロマトキットや病巣のマーカー
として利用すれば高感度化が期待できる。

●標的とするウイルス、タンパク質がある時にだけ発光する『見える化』を実現
●高輝度に発光するので、高感度検出が可能（既存製品の1,000倍高感度）
●発光色を変えることも可能（青、緑・黄・橙）
●光による劣化（光退色）をしない非常に安定な蛍光分子
●低コストでの製造が可能

●ウイルスの存在するところを見つけられる『ウイルスの見える化試薬』の製造
●高輝度蛍光ビーズを応用したイムノクロマトキット作製
●高輝度蛍光ビーズを利用した病巣のマーカーの製造
●高輝度に発光するフィルムの開発
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

進化分子工学を用いた
様々なバイオ機能分子の創製

進化分子工学、機能ペプチド、タンパク質、次世代抗体、酵素、認識分子キーワード

私たちの体をウイルスなどの外敵から防御している
のが免疫系です。特にその主役の分子が高い分子認
識能をもつ抗体であることが広く知られています。
抗体は診断や医薬品をはじめとして様々な分子を捕
える「手」として極めて重要です。一方で、この抗体
は大変高価な材料であることも知られています。こ
れを短時間で安価に提供できれば様々な分野で応用
できるようになるでしょう。従来、抗体作製ではマ
ウスやウサギといった動物を使います。特に次世代
抗体は熱安定性が高く、タンパク質工学的改変が容
易なため今後の新しい「手」として有望ですが、ラク
ダ科動物を使うためにコストやスペース、時間がか
かるためとても高価になっています。私たちの研究
室では動物を使わずに様々な抗原（動物の抗原になりにくいものまで）を認識する次世代抗体
をすべて試験管内だけでスクリーニング技術を開発し、コストと時間を大幅に削減すること
に成功しました。

●従来の抗体作製法では作製できない低分子や糖鎖などの抗原
に対して作製可能。
●従来法より短期間でスクリーニング。
●ペプチドアプタマーという次世代抗体よりもさらに小さな認
識分子の創製
●産業用酵素などの進化工学的改変
●関連特許出願10件以上。特許取得5件（海外特許3件）

●ペプチドアプタマーや次世代抗体のスクリーニング受託事業
●ペプチドアプタマーのセンサーチップ等への応用
●次世代抗体のELISA等への応用
●ペプチドアプタマーと高分子ゲルによる検出系

【最近の研究テーマ】
●ペプチド触媒（ちいさな酵素）の開発
●非天然アミノ酸導入ペプチドによる高度化
●スクリーニングの自動化・ハイスループット化
●高機能バイオプローブの開発

  http://park.saitama-u.ac.jp/~nemoto/

根本 直人　教授
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質機能領域
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■ 研究概要

生体内を視て（可視化）診て（診断）看ます（送薬）！

【最近の研究テーマ】
●コレステロール濃度感知バイオプローブの開発
●酸化還元状態（還元型グルタチオン濃度）感知バイオプローブの開発
●粘度感知バイオプローブの開発
●ダイオキシン濃度感知バイオプローブの開発
●バイオプローブ併用による創薬用ハイスループットスクリーニングシステムの開発

鈴木 美穂　准教授
大学院理工学研究科　物質科学部門　物質機能領域

バイオプローブ、診断、ライブイメージング、ドラッグデリバリー、セラノスティクス、
蛍光寿命、蛍光タンパク質、量子ドット、凝集誘起発光、蛍光色素キーワード

複雑に機能する生物のしくみに迫り、病気の診断や薬効をチェックする為、生体内の変化を
蛍光色の変化で捉えるセンサー分子「バイオプローブ」を開発している。蛍光色の変化は同時
に数値化出来る。様々な蛍光素材(色素、ポリマー、タンパク質、ナノクリスタル)を組合せて
バイオプローブを作製し併用する点が独走的で、生体内の連鎖的な活動を一気にモニター出
来る。生体内や細胞内、血液に送り込まれたバイオプローブは光でモニターするのでダメー
ジは無い。そして正常と病態、投薬後の違いをモニターして診断を狙う。さらにバイオプロー
ブを生体内に送り込む技術と病態部への薬物
送達技術は同等でバイオプローブを工夫する
と投薬も出来る。そこで投薬機能と診断機能
を併せ持つ高機能性複合分子を目指し、薬物
送達はセラピー、バイオプローブのモニター
による診断はディアノスティクス、併せてセ
ラノスティクス分子の開発に取り組んでいる。

■ 産業界へのアピールポイント
●バイオプローブの併用による生体内の連鎖
反応、現象を同時モニター
●バイオプローブのモニター対象は生体高分子（タンパク質、
核酸、脂質）同士及び糖、低分子との相互作用全体
●新規モニター対象用バイオプローブ作製
●バイオプローブの使用可能色は全可視光領域
●バイオプローブ作製法や応用、計測法など複数特許化

■ 実用化例・応用事例・活用例
●プロテインチップ様スライドガラスへの
バイオプローブのスポッティングによる
検体内3種プロテアーゼ活性同時計測
●ライブイメージングの統計解析
●セルソーターによるハイスコンテントスクリーニング
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■ 研究概要

データに潜む“つながり”に基づく
ネットワークデータ解析

【最近の研究テーマ】
●グラフ間距離を用いたテンポラル・ネットワークの予測手法の開発
●非線形(カオス)時系列解析とネットワーク解析を組み合わせたデータ解析手法の開発
●果樹生産の安定化・効率化に関する数理的検討
●動画像データ解析手法に関する研究

島田 裕　助教
大学院理工学研究科　数理電子情報部門　情報領域

データ解析、ネットワーク解析、非線形時系列解析、画像認識キーワード

複雑ネットワークという言葉を耳にしたことはあるでしょうか？例えば、人と人の友人関係は、
人を頂点、友人関係を枝とするグラフ( = ネットワーク)で表現できます。電力網や無線通信網、
神経回路網などもネットワークで表現できます。多数の頂点が複雑につながる現実のネット
ワークは、しばしば複雑ネットワークと呼ばれます。これまでの研究で、多数の人や物が複雑
につながったネットワークでは、様々なことが起こることが明らかにされてきました。例えば、
ある人物から発信された情報が瞬く間に全体に拡散する現象や、ほんの一部の故障が原因で
全体の機能が停止してしまう現象です。このような現象は、つなぎ方を変えることで効率的
に制御できる場合があることが、最近の研究で明らかになっています。私は、様々な観測デー
タをネットワークと捉えることで、ネットワークの立場から効率的にデータを解析するため
の方法論の開発に取り組んでいます。

■ 産業界へのアピールポイント
●種々の形式のデータのネットワークによる可視化・解析が可能
●ネットワーク解析に加え、データの非線形(カオス)時系列解析も可能

■ 実用化例・応用事例・活用例
（活用例）人と人のコンタクト時系列データの解析
（応用例）航空画像からの変化領域抽出（共同研究）

ネットワーク表現

ネットワークの性質を利用したデータ解析

time

9

9
コンタクト 
発生時刻 RFID

・点過程系列

・時系列信号
様々なデータ

etc…

・動画像
Group1 Group3

Group2 Group4

友人関係

9

99

グラフ表現 
( = ネットワーク)
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

的確で快適な機器操作感覚を実現する
抵抗トルクの呈示

【最近の研究テーマ】
●ロボットマニピュレーション
●操作入力の軽快感の計測と制御

楓 和憲　助教
大学院理工学研究科　人間支援・生産科学部門　人間支援工学領域

操作入力支援、抵抗トルク呈示、ジョイスティックレバーキーワード

近年、サービス分野の市場が拡大していま
す。製造分野での使用を想定して開発され
た機器を、家庭内で使用される人間支援機
器に応用する際には、高い安全性が要求さ
れると同時に、低騒音性能なども要求され
ます。このような市場において、ユニバー
サルデザインとして広く普及していく機器
の開発が重要であり、万人が使いやすい機
器のデザイン、さらには使用者に応じて調
整可能な自由度のある仕様について研究し
ています。
2リンク機構の試作機では、ロボットアー
ムのような多数のリンクを持つ機構に操作
者が直接触れて直観的に姿勢を変化させら
れる操作方法の検討をしています。また、
電動車いすのアクセル操作などに使われる
ジョイスティックについては、周囲の状況
に応じて変化する安全な操作量を抵抗トル
クによって表現し、柔軟な操作支援を実現
することを目標にしています。

●生活の質を向上させる機器の操作入力デ
バイスに関心があります。
●使いやすさの追求、操作に対する満足感を提供できる方法について研究を行っています。
●制動力のみを利用した力覚の呈示は、人間との衝突や過負荷に対する安全性、低騒音性が
要求される装置に応用可能であると考えています。

●操作入力デバイス
●電動車いすの操作支援

〈2リンク機構の試作機〉

〈電動車いすの操作用ジョイスティックへの応用〉
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■ 研究概要

遺伝子レベルで
リグノセルロースバイオマスを改変する

【最近の研究テーマ】
●リグノセルロースバイオマスの量的形質を改変させた植物の作出
●二次細胞壁形成制御因子のタンパク質安定性に関する研究
●イネの物理的強度を制御する遺伝子の同定
●環境ストレス応答に関与する転写因子の作用機構に関する研究

  http://park.saitama-u.ac.jp/~myamaguchi/index.html

山口 雅利　准教授
大学院理工学研究科　戦略的研究部門　グリーン・環境領域

植物細胞壁、リグノセルロースバイオマス、植物分子育種、植物分子生物学キーワード

植物細胞壁は、物理的強度の獲得や病害抵抗など重要な役
割を担っている。一方、細胞壁の構成要素であるセルロー
スやリグニンなど高分子化合物は、バイオエタノールやバ
イオポリマーなどの材料として注目されている。この細胞
壁を対象とするリグノセルロースバイオマスは、稲わらや
廃材など、植物細胞で構成されるあらゆるものに含まれて
いることから、持続的で再生可能なバイオマスとして期待
されている。また、樹木の材の大部分を占める維管束木部
を構成する細胞ではより肥厚した二次細胞壁を形成する。
私たちは、細胞壁形成に関わる遺伝子の同定やその分子機
能について研究を行って
おり、これまでに二次細
胞壁全体を制御する鍵遺
伝子を同定している。ま
た、これらの遺伝子の働
きをコントロールするこ
とで、二次細胞壁の量や
質が改変された植物の作
出にも取り組んでいる。

■ 産業界へのアピールポイント
●細胞壁形成機構に関わる遺伝子を多数同定
●バイオマス利活用に有用な植物体作出を行う
●特許出願実績あり
●園芸品種の剪定のタイミングによる将来の花芽形成数の影響など、様々な植物の生理現象
についても遺伝子レベルで解明することができる

■ 実用化例・応用事例・活用例
●二次細胞壁の人為的誘導システムの開発
●繊維細胞の二次細胞壁の量的形質を低下させた植物体の開発
●ゲノム編集技術を用いた、物理的強度改変植物の作出

〈二次細胞壁形成を制御する遺伝子〉

〈花茎の断面図。野生型（左）と比べて作出した植物体（右）の二次細胞壁が薄くなっている〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

モータータンパク質を利用した
アクティブマテリアル

細胞培養、ゲル材料、がん診断、ナノテクノロジーキーワード

【最近の研究テーマ】
●力学刺激に応じた光学特性（メカノクロミズム）を示す有機材料の開発
●微小流路を用いた、細胞力学特性評価系の構築

  http://park.saitama-u.ac.jp/~nakabayashi-lab/index.php?FrontPage

川村 隆三　助教
大学院理工学研究科　戦略的研究部門　ライフ・ナノバイオ領域

生物はしなやかな運動が可能ですが、その動力源となっているのはモータータンパク質です。
各々の分子は、数ナノメートルずつしか動きませんが、おびただしい数の分子が協調的に作
用することで、生物はバクテリアからクジラまで幅広いスケールの運動を実現しています。
精製したモータータンパク質を用いることで、ナノメートルの運動を人工的に再現する技術
があるのを応用して、分子群が集団でより大
きな運動を発現する系を構築しようとしてい
ます。化学架橋で分子をネットワーク化し、
ゲル材料にすることでマイクロメートルの運
動へとスケールアップすることに成功してい
ます。生体内で細胞を取り巻く微小な力学環
境も「動的」であることに着目し、アクティブ
な環境を人工的に再現して細胞の未知なる挙
動を可視化する方
法を探っていま
す。将来の応用で
は、転移性の高い
がん細胞を運動
性・力学特性から
見分けることが可
能になるかもしれ
ません。

●モータータンパク質を架橋して作るゲルで、生細胞にマイクロスケールの動的細胞微小環
境を構築できる。（顕微鏡で動きを観察することができる）
●モータータンパク質は、生物（ブタ等）由来なので高い生体適合性が期待できる。
　（細胞培養環境との共存化に成功している）

●チャレンジングなアイデアで現在は基礎研究の段階ですが、医療技術・薬剤の開発に役立
つ「運動する細胞培養基板」としての応用を研究中です。

〈架橋した微小管によるマイクロメートルスケールの運動発生〉

〈運動界面による生細胞への揺らぎ力学刺激付与〉
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■ 研究概要

■ 産業界へのアピールポイント

■ 実用化例・応用事例・活用例

緑茶カテキンによるがん細胞の硬化作用と
がん転移抑制

【最近の研究テーマ】
●ピロリ菌の発がん因子Tipαの胃発がん機構とその抑制
●緑茶カテキンと抗がん剤との併用による新しい抗がん戦略
●緑茶カテキンによるがん幹細胞抑制
●末梢血循環腫瘍細胞（CTC）の分離とその解析
●細胞硬化作用を指標とした新規がん転移抑制物質の探索

  http://dsrd.saitama-u.ac.jp/life-nano/
  https://www.pref.saitama.lg.jp/saitama-cc/kenkyujo/project/index.html

菅沼 雅美　教授
大学院理工学研究科　戦略的研究部門　ライフ･ナノバイオ領域

細胞弾性、緑茶カテキン、EGCG、がん転移、AXL受容体型チロシンキナーゼキーワード

緑茶カテキンEGCGの
がん予防効果を発見し
て以来、30年以上、緑茶
によるがん予防と抗が
ん剤との併用効果など
について取り組んでき
た。現在、戦略的研究部
門ライフ･ナノバイオ
領域のメンバーととも
に、細胞の硬さという
物理学的な特性に注目
して、「がん転移の克服」
という重要な課題に取
り組んでいる。がん細胞の硬さ（弾性）は原子間
力顕微鏡 (AFM) のカンチレバーで直接細胞に
触って測定することができる。緑茶カテキンが
細胞膜を硬化させ、受容体型チロシンキナーゼ
AXLの活性を抑制し、がん転移を抑制すること
を明らかにした。細胞膜硬化作用は、受容体型チ
ロシンキナーゼの新規阻害機構である。

●生きた細胞の硬さをヤング率として測定できる。
●緑茶による大腸ポリープの再発予防効果を臨床介入試験で証明した。
●細胞の硬化作用によるAXL阻害は新規がん転移抑制機構である。
●埼玉県立がんセンター臨床腫瘍研究所内で研究をしているため、臨床医との共同研究が可
能である。

●埼玉県の事業として、緑茶エキスの錠剤化とそれによる予防効果の証明に携わった。
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最新の機器による受託分析

センター紹介

測定・解析は専任の教職員が行います
埼玉大学産学官連携協議会会員企業は、正規の半額で
ご利用いただけます

平成２９年度の測定依頼件数：152件

埼玉大学科学分析支援センター

製品の状態を調べたいけど
どうすれば

いいんだろう？？？いいんだろう？？？いいんだろう？？？
？？？

セラミックス、電子材料、高分子材料
などの表面観察をしたい

電子顕微鏡

セラミックス、電子材料、高分子材料
などの表面化学結合状態を調べたい

Ｘ線光電子分光装置

有機化合物、高分子等の
組成を調べたい

有機微量元素分析装置

有機化合物、高分子等の
構造を調べたい

核磁気共鳴装置

有機化合物、高分子等の
分子量を調べたい

質量分析装置

ご相談・お申込
お待ちしています！

http://www.mlsrc.saitama-u.ac.jpWEBサイト

埼玉大学オープンイノベーションセンター

http://www.saitama-u.ac.jp/coalition/coic/coic_about/WEBサイト

オープンイノベーションセンターは

△△教授に相談したい△△教授に相談したい技術動向について
教えてほしい

技術動向について
教えてほしい

大学の特許を
使用したい
大学の特許を
使用したい

〇〇技術開発の
共同研究をしたい
〇〇技術開発の
共同研究をしたい 公的資金に申請したい公的資金に申請したい

お気軽に
ご相談
ください。

開発するための
アドバイスがほしい
開発するための
アドバイスがほしい

経営についての
助言がほしい
経営についての
助言がほしい

大学発の新技術を
導入したい

大学発の新技術を
導入したい

●まずはコーディネーターにご連絡ください。（無料）
●ふさわしい研究者をご紹介できるよう親身になって
　ご相談に応じます。
●開放特許をWEBで公開しています。技術移転についてもご相談ください。

お気軽にご相談ください！私たちがお手伝いします。

対応可能学科：
工学部（機械工学・システムデザイン学科、電気電子物理工学科、情報工学科、応用化学科、環境社
会デザイン学科）／理学部（数学科、物理学科、基礎化学科、分子生物学科、生体制御学科）／ 教養
学部 ／ 経済学部 ／ 教育学部

●産学官連携推進部門 及び
●知的財産部門 の2部門からなります。
具体的な活動としては、本学研究
シーズの紹介、技術相談、共同研
究の実施支援、知的財産の紹介・
活用、外部機関との連携等を行っ
ております。

研究・技術相談のお申込みは裏表紙の連絡先まで！
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大久保　潤
大平　昌敬
荻原　仁志

奥井　義昭
小口　千明

か

楓　　和憲
蔭山　健介
金子　秀
金子　順一
金子　裕良
鎌田　憲彦
川村　隆三

き

木村　雄一

く

久野　義徳
黒川　秀樹

こ

小嶋　　文
小竹　敬久
小玉　康一
後藤　祐一
小林　成貴
小林　貴訓
小室　　孝

さ

齋藤　伸吾
斎藤　雅一
齊藤　正人
坂井　建宣
酒井　政道
境野　　翔
三小田憲史

し

塩田　達俊
渋川　雅美
島田　　裕
島村　徹也
白井　　肇

す

菅沼　雅美
杉浦　陽介
鈴木　美穂　

せ

関口　和彦

た

田井野　徹
高木　　優
高崎　正也
太刀川達也
田所　千治
田中　規夫

つ

辻　　俊明
津田佐知子　

と

党　　　紀（トウ キ）

な

長嶺　拓夫
仲本　　準

87

65

52

73

33

34

22

16

75

38

18

27

58

72

19

81

17

67

20

31

2・45

69

54

78

9

8

101

36

49

32

29

83

103

55

61

77

6

71

82

64

88

62

68

94

76

13

37

51

30

4

59

80

100

66

26

104

60

99

3

84

74

43

24

44

7

53

91

10

1

89
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ね

根本　直人

の

野村　泰朗

は

長谷川孝明
長谷川登志夫
畠山　　晋
幡野　　健

ひ

土方　泰斗
平原　裕行
廣瀬　卓司

ふ

福田　悠人
藤野　　毅
藤原　隆司

ほ

本間　俊司

ま

前田　公憲
松岡　浩司
松下　隆彦
松本　正生
間邊　哲也

み

水野　　毅

む

睦好　宏史
村松　慶一

も

森安　裕二

や

八木　修平
安武　幹雄
柳瀬　郁夫
山口　大介
山口　雅利
弥益　　恭
山田　洋平
山納　　康
山本　利一

り

李　　　潔（リー ヂェー）

る

欒　　　堯（ルアン ヤオ）

わ

渡邉　鉄也
綿貫　啓一

98

21

56

93

92

97

85

35

23

63

5

47

25

95

96

96

14

57

41

11

46

72

86

48

79

42

102

90

39

28

50

15

12

40

70
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A〜Z

Additive Manufacturing   33

AXL受容体型チロシンキナーゼ   104

CAM   32, 33

CMOS   51

CNC加工   32

DNAアプタマー   94

Eco-DRR   7
EGCG   104

EV   29

HSP   89

IoT   70

LSI向けアーキテクチャ   58

MIMO   66

Nanobiotechnology   87

Nanomachin   87

Nanomedicine   87

Nanorobot   87

OFDM   66

PM0.5   2
PM1.0   2
PM2.5   2, 3

SiC半導体   85

STEM教育   21

X線   84

あ

アーク溶接   29

アクチュエータ   42

アクリル   39

アコースティックエミッション   37

アプタマー選抜法   94

アラビノガラクタン   71

暗号   67

アンテナ   54

い

位置検出   36

位置情報サービス   65

位置特定   56, 57

遺伝子   75

遺伝子制御   90

遺伝子導入   90

移動現象   25

移動ロボット   62

イノベーション   17

イノベーション・マネジメント   49

イメージング   91

色変化   47

う

ウイルス・病原体検出   97

運動論的方程式   52

え

液化技術   45

液晶材料   23, 48

液体の微粒化   25

液滴   25

液胞   72

エッチング   38

エネルギー経済学   16

エレクトレット   36

エレクトロクロミック材料   48

お

オートファジー   72

音工学   40

オルガノゲル   24

音響センシング   36

音声解析   60

音声認識   60, 66

オントロジー   46

か

海外進出   19

界面   25
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カオス   67

化学反応   95

学習支援システム   21

学習評価   50

拡張現実感（AR）   68

確率的情報処理   69

掛谷問題   52

可視化   24, 97

果実   72

ガスセンサー   81

画像処理   58, 68, 69

画像認識   100

画像復元   66

画像理解   66

活性酸素   72

花粉アレルゲン   2
カラーフォーマー   24

カリキュラム開発   50

環境化学工学   2, 45

環境経済学   16

環境浄化   74

環境マネジメント   22

がん診断   103

感性情報   46

感性認知   70

岩石の風化・劣化   8
がん転移   104

き

機械学習   69

機械振動   1
機械力学   40

機器分析   47

希釈窒化物半導体   86

技術教育   22

技術経営   49

キツブツ検査   59

希土類元素   51

機能性材料   44

機能性色素   27

機能性物質   47

機能ペプチド   98

気泡   25

キャピラリー電気泳動   94

教育用ソフトウェアの開発   50

教材・教具   50

凝集誘起発光   99

凝集誘起発光（AIE）   97

鏡面   38

橋梁   11

橋梁工学   9
橋梁耐震   10

橋梁点検   10

極限環境   42

局所水和構造計測   88

極低温   42

金属   47

金属錯体   47

金属-酸化膜-半導体（MOS）接合デバイス   85

金属3Dプリンタ   33

く

空気浄化   3
空中超音波センシング   36

け

経営管理論   49

経営者不正   18

経営戦略   17

経営戦略論   49

蛍光   96, 97

蛍光色素   99

蛍光寿命   99

蛍光タンパク質   99

経済波及効果分析   15

計算機シミュレーション   32

軽量化   34

計量経済学   16

結晶Si/高分子・ペロブスカイト薄膜太陽電池   26

結晶構造   47

結晶成長   86
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ゲノム編集   90

ゲル   82

ゲル化剤   23

ゲル材料   103

減災   7
検索方式   65

原子層   81

原子・分子分解能観察   88

建設機械   30

建設材料   11

こ

光学分割   82

抗がん剤   89

高感度検出   97

香気特性   93

香気評価   93

工業計測の教材への応用   50

高効率太陽電池   86

高信頼LSI   58

洪水氾濫   7
合成構造   9
合成樹脂   45

高精度予測   34

酵素   98

構造活性相関   96

構造地震応答   10

高速加工   38

交通安全   6
高電圧   28

光電変換素子   81

行動経済学   16

光導波路   39

高分解能   84

高分子科学   96

高分子材料   23

固液界面計測   88

コーティング   78

コーポレート・ガバナンス   18

コーポレート・ファイナンス   18

小型魚類   91

極薄センサ   36

国民経済計算（GDP統計）   15

固体触媒   77, 78

個体発生   90

コミュニケーション支援ロボット   21

コミュニケーションロボット   61

ゴム支承   9
これからの流れの設計   35

コンクリート   11, 12

コンサルテーション   17

コンピュータビジョン   61, 63, 68

さ

サービスロボット   63

サーベイ・リサーチ   14

災害調査   7
栽培   22

細胞   94

細胞死   72

細胞弾性   104

細胞培養   103

財務報告   18

材料強度   34

錯体固定化触媒   77

サクラソウ   22

雑音除去   60

酸化物・高分子薄膜   26

酸化物   78

産業関連分析   15

3次元イメージング   59

3次元環境計測   2
3次元実装   84

し

磁気浮上・磁気軸受   41

色素線量計   24

時系列データ処理   69

資源経済学   16

資源有効利用   77

自己集積化   27
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地震工学   10

地震対策   13

システム創成   56

次世代抗体   96, 98

疾患モデル   90

自動推論   64

社会調査   14

社外取締役   18

社内教育のカリキュラム   50

重合反応   77

周波数変調原子間力顕微鏡   88

授業設計訓練システム   21

寿命   92

シュレーディンガー方程式   52

ジョイスティックレバー   101

消費者意識調査   16

情報システム技術の応用   50

情報セキュリティ   67

情報通信   56

情報統計力学   69

植生   22

食の安全   74

触媒   76

植物遺伝子機能   74

植物環境ストレス   73

植物形質改変   75

植物細胞壁   71, 102

植物ストレス応答   73

植物電気信号   73

植物分子育種   102

植物分子生物学   102

食料問題   74

触覚   53

シリコーン   12

自律システム   44

シロール   97

進化分子工学   98

真空   28

神経回路   91

神経形成   90

神経ネットワーク形成   91

人工知能   10, 64, 67, 70

深紫外～可視域LED・レーザーや蛍光体   83

深層学習   10, 60

新素材   11

診断   99

振動工学   40

振動制御   41

振動発電   1
人物追跡   62

す

水生植物生態学   73

水素化反応   77

水素吸蔵体   51

水分浸透   12

水理模型実験   7
数値解析   7
数値シミュレーション   35

数値流体力学   25

ストレス   89

スピン   51

スピンエレクトロニクス   95

スピンデバイス   95

スピンホール効果   51

スポーツ工学   40

スマート社会基盤   56

スマートディバイス   10

スマートフォン   57

せ

生活支援   70

制御工学   41

制限問題   52

生産加工   38

成熟   72

生態系   22

生体材料観察   88

生体情報計測   70

生体情報工学   40

静電浮上   41

生物多様性   22
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生物有機化学   96

成分分析   93

精密分離   80

生理学   75

生理活性物質   96

設計   9
設計探索   58

設計自動化   58

切削加工   32

絶滅危惧種   22

ゼブラフィッシュ   90

セメント   12

セラノスティクス   99

遷移金属錯体   76

センサ   53

センシング   56

全方位センシング   36

そ

相互作用   93

操作入力支援   101

層状物質   81

創薬スクリーニング   31

組織変革   17

疎水性ナノ空間   80

ソフトマター   23

ソフトメカニズム   42

た

大気汚染   3
大規模集積回路   58

耐久性   12

耐震・免震工学   40

大電流   28

ダイナミクス   44

太陽電池   83

多価イオン材料   76

多軸制御加工   32

多重防御   7
脱水素反応   77

脱硫反応   77

建物倒壊   13

多糖類   71

タバコ培養細胞   72

ダメージフリー   38

担持金属触媒   77

タンパク質   94, 98

ち

地球温暖化   74

知識表現   64

窒化物半導体   86

中国   19

中性子   84

超音波   43

調査のコンサルティング   14

超長期にわたる変質   8
超伝導検出器   84

超微小粒子   3 
超分子化学   82

つ

津波遡上氾濫   7

て

データ解析   100

抵抗トルク呈示   101

ディジタル信号処理   66

低磁場効果   95

低消費電力   58

適応変調   66

鉄筋コンクリート   11

テラヘルツ波   84

電界効果トランジスタ（FET）   81

電解質   23

電気化学センサ   31

電気化学反応観察   88

電気機器   29

電気静油圧アクチュエータ   30
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電極が不要な欠陥準位の定量評価手法   83

電磁界解析   55

電子材料   76

電子素子材料の効率・信頼性改善   83

電磁波   54

転写因子   75

電動モビリティ   29

と

倒壊制御   13

糖鎖   96, 97

東南アジア   19

導電性材料   23

糖ヌクレオチド   71

導波管スロットアンテナ   55

動物の磁気感受   95

糖分析   71

道路閉塞   13

道路網ネットワーク   65

特別支援教育   21

都市環境   4
土木遺産   8
トライボロジー   44

ドラッグデリバリー   99

トランスジェニック動物   90

ドローン   10

な

内部撥水性   12

流れ   35

ナチュラルアナログ   8
ナノ気泡   80

ナノ超臨界流体   80

ナノテクノロジー   78, 103

ナビゲーション   57

に

におい受容機構   93

におい分子   93

二慣性共振系   30

二酸化炭素濃度制御   79

二酸化炭素分離回収   79

二酸化炭素有効利用   79

二次元化学画像センサ   31

二次元材料   81

人間工学   70

認識分子   98

ね

熱電変換素子   81

ネットワーク解析   100

粘弾性   37

の

ノイズ除去   66

農業   22

農業経済学   16

脳発生   90

は

ハードエレクトロニクス   85

バイオシールド   7
バイオプローブ   99

バイオマス利活用   5
廃棄バイオマス資源化   45

破壊コントロール   34

薄膜作成技術
（ミストCVD、プラズマCVD、原子層成長）   26

パワーエレクトロニクス   29

パワーデバイス   85

パワー半導体   38

反応活性種   3
反応速度   25

氾濫原   22
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ひ

光技術   91

光計測   35

光通信   67

微気象緩和   5
非言語行動   61

微細内部流路   39

非侵襲脳機能計測   70

非接触給電   29

非接触光計測   59

非線形時系列解析   100

非破壊検査   11

ひび割れ   12

秘密鍵配送   67

ヒメツリガネゴケ   72

ヒューズ   28

ヒューマンインターフェイス   46, 70

ヒューマンコンピュータインタラクション   63

ヒューマンロボットインタラクション   61, 62

表情センサー   6
表面気泡変調液体クロマトグラフィー   80

表面形状計測   59

表面検査   59

表面物性計測   88

ふ

フィルタ   54

フィルモティクス   42

フーリエ変換   52

複合材料   37

複合臭   93

複合糖質   96

複雑系フォトニクス   67

不正会計   18

不斉化学   82

物質循環   4
物質生産   75

物体認識   63

フラーレン   27

プラットフォーム   56, 57

フレキシブルセンサ   36

プログラマブルストラクチャ   13

プロセス設計   25

文化財保護   8
分子構造   47

分子シャペロン   89

分子設計   23

分子動力学シミュレーション   37

分離工学   25

へ

並列処理   58

ペプチド   97

ヘルスケア   70

ほ

防音   1
放射線   24

防振   1
放電   28

歩行空間評価   6
保全   22

ポンプ   43

ま

マーケティング   19

マイクロアセンブリ   41

マイクロアレイ   31

マイクロ化学チップ   39

マイクロストリップアンテナ   55

マイクロ波   54

膜厚計測   59

まちづくり   20

み

見える化   97

水環境   4
水環境保全   5
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ミトコンドリア   92

ミトコンドリアDNA   92

ミリ波   54

め

メカトロニクス   41, 42

免震支承   9
免震制震   10

も

モビリティ   56

や

野菜劣化   72

ゆ

油圧モータ   30

有害化学物質   2
有機ケイ素化学   97

有機結晶   82

有機合成   23, 24, 96, 97

有機合成化学   82

有機資源化学   45

有機薄膜半導体デバイス   27

有機半導体材料   48

ユーザーインターフェース   68

有用物質生産   89

よ

溶接   33

溶接ロボット   29

世論調査   14

ら

ライブイメージング   99

乱数   67

り

力覚   53

力学量（力・加速度・角速度）計測   41

リグノセルロースバイオマス   102　　　　　　　　　　　　　　　
リザーバコンピューティング   67

リスク緩和   5
流体計測   35

流通チャネル戦略   19

両極性伝導   51

量子効果デバイス   85

量子ドット   99

量子ナノ構造   86

緑茶カテキン   104

臨床現場即時診断（POCT）   97

れ

レーザ   67

レーザ加工   39

レジリエント構造   13

ろ

老化   72, 92

ロボット   30

ロボット教育   21

ロボティクス   42
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ご　案　内

本学では、企業の抱える技術的課題に対するご相談（技術相談）を随時受け付けていま
す。いつでもお気軽にオープンイノベーションセンターまでご連絡ください。声をかけ
ていただくことで、産学官連携のきっかけとなり地域社会の発展にお役に立てることを
願っています。

技術相談

民間機関等の研究者と大学の教職員とが、契約に基づき、対等の立場で共通の課題につ
いて研究に取り組み、優れた研究成果が生まれることを促進する制度です。民間等から
研究者及び研究経費等を受け入れ、本学の教職員と民間機関等の研究者が、共通の課題
について共同・分担して行う研究です。
共同研究によって発生した知的財産権については、双方協議の上、契約書等で取り決め
ます。

共同研究

大学の教職員が外部からの委託を受けて、契約に基づき研究を行いその成果を委託者に
報告する制度です。研究に必要な経費は委託者に負担していただきます。
受託研究によって発生した知的財産権については、双方協議の上、契約書等で取り決め
ます。

受託研究

本学において、民間企業、団体、個人等から学術研究に要する経費等、教育研究の奨励
を目的とする経費に充てるものとして受入れる寄附金です。

奨学寄附金

埼玉大学　研究機構オープンイノベーションセンター
　 http://www.saitama-u.ac.jp/coalition/
　 coic-sangaku@ml.saitama-u.ac.jp
☎ 048-858-3849

本紙掲載の研究者に興味関心のある方、大学連携にご興味のある方は
下記までお気軽にお問合せください。
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平成 30年 4月
本紙記載内容の無断転用を禁じます。

埼玉大学　研究機構オープンイノベーションセンター
　 http://www.saitama-u.ac.jp/coalition
　 http://www.saitama-u.ac.jp/coalition/catalog/2018/top.html
　 coic-sangaku@ml.saitama-u.ac.jp
☎ 048-858-3849
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