
　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

　パーソナルモビリティは、短距離の移動支援を意図した次世代の小型電動乗用車であり、低速で開放的
な構造であるため、周囲との親和性の高さが特徴です。立ち乗り二輪型のセグウェイをはじめ、国内大手
自動車メーカなどによる開発例があり、公共施設内での実証実験や、モビリティロボット実証実験エリアで
の公道実験が進められています。本研究室では、数理モデルに基づく制御技術を応用し、単一球駆動で前
後左右に自由に移動できる、「オムニライド」を独自に開発しました。

空港や商業施設内での短距離・低速の移動支援
特定区域内での移動支援による地域・イベント等の活性化
娯楽施設内でのアトラクション

　3．産業への活用方向

分類No：A-1

研究・技術シーズ名： パーソナルモビリティ「オムニライド」の提案と開発

特記事項

　４．関係する大学・企業等

モデリング・トルク制御・高速位置決め・非線形制御・振動制御・形状最適化

数理モデルに基づいた機械システムの制御

制御・ロボット・振動

工学部 機械電気工学科・教授

星野 祐

2



　１．研究技術内容

　５．研究室概要
　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

分類No：A-1

研究・技術シーズ名：

　2．技術要点説明

新たな福祉機器開発のための計測技術

　現在日本は高齢社会となり，介護者と介護施設が慢性的に不足し,介護者の負担が増えています。そこ
で，介護者の負担を減らす為の福祉機器の研究・開発に期待が集まっています。特に食事介助は，要介護
者にとっても自分の思う通りに食べる事ができず不満を感じてしまう事があり，障害者・高齢者が使いやす
く低価格な食事介助機器を開発する事は，とても重要です。これまで清水研究室では，脳血中のヘモグロ
ビン濃度変化を判断する事によって，脳活動を計測する事ができるNIRS（Near Infra-Red Spectroscopy）の
応用の研究を推進してきました。本研究はその一環として，被験者の意図をNIRSを用いて計測し，被験者
が望んでいる道具を識別するための基礎実験を行っています。この研究は，あらゆる作業における「ヒュー
マンエラー」を防止するための有用な支援技術でもあります。

福祉工学・ヒューマンサイエンス

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）

②シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）

福祉・介護分野、健康ヘルスケア分野、医療分野

福祉工学・医用工学・生体工学

自治医科大学、諏訪赤十字病院、北海道大学、理研、脳科学研究センター、東京大学、
先端科学技術研究センター、高齢社会総合研究機構

　４．関係する大学・企業等

　3．産業への活用方向

工学部 情報応用工学科・教授

清水 俊治

NIRS測定装置 実験の様子 測定データ

解析結果



　１研究技術内容

　５．研究室概要
　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

福祉工学・ヒューマンサイエンス

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）

②シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）

医療分野、介護分野、健康ヘルスケア分野、コミュニケーション分野、VR分野

福祉工学・医用工学・生体工学

自治医科大学、諏訪赤十字病院、北海道大学、理研、脳科学研究センター、東京大学、
先端科学技術研究センター、高齢社会総合研究機構

４.関係する大学・企業等

3.産業への活用方向

分類No：A-1

研究・技術シーズ名：

2.技術要点説明

新たな医療・介護機器の研究開発

　今日、日本は高齢社会を迎え、海外先進国においても高齢者割合が増大している。これに伴う
人的および費用的負担が増加するなどの社会問題が取り上げられつつあります。清水研究室で
は、ヒトの計測・解析により得られたデータや知見に基づき、遠隔医療に役立つICTシステムや新
たな医療・福祉機器のための生体情報収集システムを研究・開発しています。また、医療・介護の
ための製品を多くの方に使っていただくためには、ニーズマッチングと費用対効果が重要です。こ
のことから、近年容易に入手可能な、安価で多機能なマイクロコンピュータとセンサを用いたシステ
ム試作も行っています。

・温度

・湿度

・加速度

・ジャイロ

・フォトカプラ

・歪ゲージ

・GPS
etc…

センサ

・生体信号計測

・AD/DA変換

・SSP/SPI,I2C,UART通信

・I/O制御

・PWM制御

・演算

マイクロコンピュータ

・データ取得・解析

Input

・LCD,LED,スピーカ,モータ...
・ストレージ

・Bluetooth,Zigbee,Ethernet

出力,ユーザインターフェイス

・情報の提示・記録

Output

生体信号や
動作を計測

情報提示

支援・保護

ヒトやヒトの

周辺

工学部 情報応用工学科・教授

清水 俊治
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分類No：A-1

ロボット技術を応用したシステム開発

　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

研究・技術シーズ名：

　3．産業への活用方向

ロボット技術(RT)は、電気電子設計・機械設計・ソフトウェア設計の連携からなる総合的技術であ
る。当研究室はRTを駆使し、センサーシステム、自律ロボット、小型ヒューマノイド、双腕ロボット、
小型昇降機、操縦システムなどの開発を行っている。また、画像処理等による性能評価試験、機
械学習機能の付加による高度化、コンピュータシミュレーション検証なども実施している。近年は、
使用者視点での使いやすさに注視している。

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）

②シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）

　４．関係する大学・企業等

ロボット、システム開発、センサー開発、ユーザーインターフェース

ロボティクス・メカトロニクス

人型ロボットの操縦性に関する研究・小型一軸力センサの開発・介助用小型昇降機の開発

太陽電池パネル搭載

小型人型ロボット

GPS,WEB連携の位置

情報追跡システム

柔軟指を持つ
双腕ロボット

巻き取り式伸縮機構

座布団型小型昇降機 小型人型ロボット 軟生触覚(指)システム

柔軟触覚センサー

小型自律移動ロボット

工学部 情報応用工学科・教授

市川 純章



　１．研究技術内容

2.技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

分類No：A-1

自動車衝突安全・予防安全、交通事故分析、機械力学

　交通事故の要因は、人・社会・クルマの3つの要因が複雑に影響しながら発生しています。クルマ側だけ
の事故防止、被害軽減技術の適用だけでは限界があり、一方、人や社会（道路環境等）の整備だけでも同
様です。そこでこれら3つの視点から連携して交通事故防止、被害軽減に取り組む必要があります。本研究
室では、安心で安全なクルマ社会を実現するために、工学的な視点から様々な交通事故リスク要因の調
査、分析を行い、衝突時の乗員傷害軽減や車体構造最適化の研究、運転支援や事故防止技術の研究を
行っています。

クルマ社会の安全性、信頼性を評価、検討していく場合、様々な視点からのアプローチができます。

自動車メーカー、自動車部品メーカー等

3.産業への活用方向

特記事項
　2017年度から研究室を立ち上げました。衝突安全、振動騒音問題を中心に自動車に関する様々な課題
に対して取り組んでいきたいと考えております。

４.関係する大学・企業等

交通事故要因の調査、衝突時の乗員傷害軽減・運転支援や事故防止技術の研究

研究・技術シーズ名： 人・社会・クルマからなる交通事故要因の評価・撲滅

自動車衝突安全・予防安全、交通事故分析

クルマ

社会 人

地域連携

警察との連携

医工連携
研究機関・
OEMとの
連携官との連携

写真は警察、NASVA等の各WEBサイトから引用

工学部 機械電気工学科・准教授

國行 浩史



　１．研究技術内容

2.技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

産業技術総合研究所　人間情報研究部門　身体適応支援工学研究グループ

3.産業への活用方向

分類No：A-1

特記事項

４.関係する大学・企業等

生体信号を基にした福祉機器の評価手法の検討

脳機能計測、生体信号計測、空間音響

福祉工学

研究・技術シーズ名： ”ユーザビリティ”評価技術とユニバーサル・インターフェイスの開発

　障害を有する人にとって、日常生活はもとより社会参画における支援の技術やシ
ステムの構築は自立した生活のために極めて重要です。そのためには、”ユーザビ
リティ”の評価に基づく、身の回りの機器や設備の使いやすさを検証する研究はとて
も大切です。また、近年ではIoT時代の到来により、高感度で小型・軽量のセンサや
情報端末の活用による新たな健康産業の創出がグローバルに進んでいます。清
水・井上研究室では、ユーザビリティの評価や、ユーザビリティに配慮して、誰にとっ
ても使いやすい”ユニバーサル・インタフェースの研究開発にも取り組んでいます。

評価技術、福祉機器開発、ユーザインターフェイス、感覚代行機器

視聴覚に障害を有する人が、自立した生活を営むた

めには支援機器の活用や訓練が必要です。その支援

機器の使いやすさや訓練の効果を評価するためには、

以下のような生体信号のデータに基づく”ユーザビリ

ティ”の定量的評価が必要となります。

工学部 情報応用工学科・助教

井上 拓晃

視覚に障害を有する人のために、周

辺の交通や地理情報に基づく情報提

示を行い、自立移動を支援するシステ

ムの実証研究が進んでいます。この

ためにも重要となる技術が以下のシ

ステムを統合した”ユニバーサル・イン

タフェース”です。
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　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項

多種・多様な業種に活用可能

４.関係する大学・企業等

バーチャルリアリティを用いた学習・教育コンテンツの開発

東京理科大学・東京工業大学

バーチャルリアリティ・ヒューマンインタフェース・コンピュータグラフィックス

バーチャルリアリティ・ヒューマンインタフェース

　3．産業への活用方向

　バーチャルリアリティとは、現実とは別の空間、例えばＣＧの世界の中で、視覚や聴覚だけでなくさまざま
な感覚を受けながら、その世界の中で歩く・触る・持つなどの行動を行えるようにしたり、あるいは、現実の
世界で、本来見たりできないもの（力、流れなど）をそれが現実にそこにあるかのように現実の映像に重ね
て表示するなどして、必要な情報を理解できるようにする技術です。学習・教育支援やシミュレーション、コ
ミュニケーション、アミューズメントなど、いろいろな分野への応用が期待されています。その中でも学習や
教育に関するテーマについて研究しています。

分類No：A-2

研究・技術シーズ名： バーチャルリアリティ技術

工学部 情報応用工学科・教授

平田 幸広

CGなど視覚情報の効果的な提

示のための表示装置の活用

単なるシミュレーションではなく，

実際のモノを直接操作するよ

うな体感を伴うバーチャル実

験環境の構築

3Dディスプレイ110インチ3面スクリーン

曲線形状計測装置 手指の形状計測装置
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　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

バーチャルリアリティ・ヒューマンインタフェース

特記事項

　４．関係する大学・企業等

ウォークスルーののための歩行インタフェースの開発

バーチャルリアリティ・ヒューマンインタフェース・コンピュータグラフィックス

分類No：A-2

研究・技術シーズ名： ヒューマンインタフェース

ヒューマンインタフェースとは、人と機械、特にコンピュータとの間の情報の受け渡しを行うための装置や
方式などのことです。身近な例で言えば、キーボードやマウス、モニタなどです。最近コンピュータはいろい
ろな場面で使われるようになってきましたが、その場面それぞれに適したインタフェースがあるはずです。
ゲーム機を取り上げてみれば、どんどん新しい形のインタフェースが生み出されており、ついには人間の体
自体をインタフェースとするものまで現れています。新しいヒューマンインタフェース技術はもちろん、既存の
技術をどう使うかということも含めて研究を行っています。

多種・多様な業種に活用可能

東京理科大学・東京工業大学

　3．産業への活用方向

工学部 情報応用工学科・教授

平田 幸広

手指の形状計測装置

力覚提示装置

モーションセンサ

人間が持っているさまざまな

感覚を通した効果的な情報提

示に関する検討

身体の全部または一部の動き

を計測し，どのような動作をし

ているのかをコンピュータに伝

えるモーションキャプチャ等の

利用

110インチ3面スクリーン



　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項
実用的なデモをお見せ可能なことより気軽に研究室に見学に来て頂ければ幸いです。

　４．関係する大学・企業等

劣化動画像の復元，劣化音声信号の復元，高速ディジタル無線通信，医療・医用

画像・音響・通信に関する信号処理

　音響処理を用いた製品は、携帯電話をはじめ私たちの身のまわりに多く存在している。その中でも田邉研
究室の雑音抑圧技術は、目的な音声に雑音が加わった劣化音声信号(音声＋雑音)をマイク１つを使って観
測し、観測した劣化音声信号(音声＋雑音)のみから目的の音声のみを予測することで抽出することが可能
な技術である。本技術の最大の特徴は(1)少ない演算量なことよりTI製のDSPボードで実現できており、(2)
高性能な劣化音声復元能力を持つことから、シンプルで実用的な手法といえることである。

音声認識の前処理，臨場感のある音響システム，携帯などの音響アプリケーション，ＩＣレコーダ，器具故障
の診断装置，工場内環境の改善，胎児心拍解析による胎児健康調査

東京理科大学・古川利博研究室

　3．産業への活用方向

ディジタル信号処理

分類No：A-2

研究・技術シーズ名： 器具故障判定や医療へ応用可能な雑音抑圧技術

工学部 情報応用工学科・准教授

田邉 造
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　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

　3．産業への活用方向

分類No：A-2

研究・技術シーズ名： ぼけや雑音を取り除く劣化画像復元技術

　今や生活、産業、防災、医療の様々な分野で画像処理が使われている。顔認識や手ぶれ補正などの既
存技術は劣化しないための予防技術に対して、田邉研究室の画像処理は“原画像”に“ぼけ”や“雑音”が
含まれた劣化画像のみから“原画像”を予測する技術である。それゆえ、低画質画像や刻々と変化する動
き画像に対しても有効な技術といえる。本技術の最大の特徴は、(1)ＤＳＰボードによるリアルタイム化を実
現しており、(2)高性能な劣化画像復元を可能としていることである。

防犯カメラの劣化画像復元，製品や機材の画像診断，医療画像の劣化画像復元，車のフロントおよびリア
カメラ，ドライブレコーダーなど

東京理科大学・古川利博研究室

ディジタル信号処理

特記事項
実用的なデモをお見せ可能なことより気軽に研究室に見学に来て頂ければ幸いです。

　４．関係する大学・企業等

劣化動画像の復元，劣化音声信号の復元，高速ディジタル無線通信，医療・医用

画像・音響・通信に関する信号処理

劣化画像 復元画像

画像処理分野 劣化した画像・映像を鮮明な画像に復元する研究

復
元
処
理

雑音

被写体

既存技術 (劣化を予防)

手ぶれ補正

ぼけ

顔認識 低画質画像 変化する画像

防犯カメラ画像 器具検査画像 医療画像 リアカメラ画像違い
研究対象(既に劣化した画像)

工学部 情報応用工学科・准教授

田邉 造
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　１．研究技術内容

2.技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項

４.関係する大学・企業等

マイクロブログからの情報抽出によるコミュニケーション支援に関する研究

研究・技術シーズ名： マイクロブログからの情報抽出・分析

ソーシャルメディア，マイクロブログ，Twitter，情報抽出，コミュニケーション支援

ヒューマンコンピュータインタラクション

　近年，インターネットの普及やスマートフォンなどの小型デバイスの発展に伴い，個々人での情報発信が
可能なソーシャルメディアが若者を中心として活発に利用されています．特にTwitterなどのマイクロブログ
は，短文で投稿可能であるという性質から，リアルタイムに個々人の様々な情報が発信されています．発信
される情報の中には，様々な場面で活用可能な価値のあるものや，流言（デマ）のような注意しなければい
けないものが含まれています．本研究では，Twitterなどのマイクロブログ上に発信されるテキスト情報を対
象とし，特定の分野に対する情報を自動抽出したり，分析したりする仕組みを構築しています．

都市に関するマイクロブログ上の情報（雰囲気や飲食店，観光地などに関する情報）の利活用，災害時な
どにおけるマイクロブログ上の流言情報の提供

奈良先端科学技術大学院大学，甲南大学，京都大学，和歌山大学

3.産業への活用方向

　現在は，主にTwitterを対象として，マイクロブログ上で拡散される流言情報や，
個々人が発信した飲食に関する口コミ情報，都市に関する雰囲気などの情報を自動抽出する
仕組みを構築しています．

分類No：A-2
工学部 情報応用工学科・講師

宮部 真衣



　１．研究技術内容

2.技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

情報工学（Virtual Reality, データサイエンス）,人間工学

コンピュータの世界と現実世界の情報を融合した情報提示技術である複合現実感技術に関する基礎研
究および機械学習を用いたヒトの生理・心理・行動特徴量の解析・可視化技術の開発を行っています。
　また、これらの応用として、軽度認知障害の早期発見技術の開発などを行っています。

軽度認知障害の早期発見技術の開発など

東京工業大学,東京理科大学,首都大学東京,関西大学,大阪市立大学,千歳科学技術大学,佐賀大学,University of
Angers, Uppsala University, Temple University, University of Montreal, 大日本印刷株式会社

3.産業への活用方向

分類No：A-2

特記事項

①特許申請中

②シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）

４.関係する大学・企業等

高精度VRインタラクション技術の開発と評価,　軽度認知障害の早期発見技術の開発

研究・技術シーズ名： 人工現実感提示技術の構築および評価，またはデータサイエンス技術

Virtual Reality, 機械学習,行動特徴解析

Virtual Reality技術の基本フレームワーク

行動特徴量に基づくデータサイエンス技術

の基本フレームワーク

工学部 情報応用工学科・講師

山口 武彦



　１．研究技術内容

2.技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

分類No：A-2

特記事項

４.関係する大学・企業等

ドライバー運転行動解析，運転映像解析，運転物体検出

研究・技術シーズ名： 自動車運転支援のためのドライバ運転行動解析と画像物体検出

確率モデル，時系列信号処理，画像処理，機械学習

 確率モデリング，機械学習，画像認識

　高齢ドライバーによる交通事故の要因は運転技量の低下です。現在は定期的な運転適性検査を受講さ
せることにより免許停止の判定を行っておりますが、検査の合間で技量が低下することは容易に考えられ
ます。また技量が低下する年齢は70歳以上とは限りません。このとき、どのドライバーに対しても常に運転
行動を監視し、技量評価を行えるシステムが必要です。そこで本研究では、自動車のセンサを搭載し、普段
の運転行動データを常時取得し、その蓄積データからドライバーの運転技量評価またはその変化を検出す
る技術を研究しています。また、技量評価だけでなく、低下した技量を補うための運転支援システムについ
ても研究しています。

・自動車業界
・自動車学校

名古屋大学，愛知工業大学，佐賀大学，熊本高等専門学校

3.産業への活用方向

【 技量評価のための運転行動モデリング 】 【 運転支援のための画像物体検出 】

ドライバー

技量評価

モデリング

データ取得

・判断力

・反応時間

・身体能力
etc.

従来の物体検出技術を駆使すると・・・

・存在するもの全部提示

・情報量が多すぎ

・混乱，注意が散乱

今の状況に対して重要な物体のみを提示

・認知すべき対象は

操作に関係する対象

画像と操作信号を併用した新しい物体検出技術

・その後操作変更を誘発

する対象のみを検証

技量評価を可能とする運転行動モデリング技術

工学部 情報応用工学科・助教

橋本 幸二郎



分類No：A-2 

　１．研究技術内容
「進化計算」とは生物の進化にヒントを得て生み出された手法です。一つの設計を一つの個体と見做し、多数の

設計間で淘汰、選択、交配を行いながら良い設計へと進化していきます。また「多目的」とは一般に相矛盾
する多数の性能要求のことを指し、並立し難い複数の性能要求を同時に高度に満たそうとすることを意味
します。これにより、例えば「高強度で軽量」、「省燃料で高出力」、「低コストで高精度」、等の要求を満たす最適
解を探索します。最適化対象は機械に限らず、人工衛星の軌道、配送ルート、勤務シフト、等々、実に様々です。
また設計の性能評価に高いコストがかかるような問題の場合は応答曲面を張ることによってより小さなコストで
効率良く最適解を探索することが出来ます。ところで最適化は、単に最適解を求めるだけには留まりません。
最適化の過程及び結果として得られた個体群の分布や性能と設計の関係を調べることにより、最適化対象の

性質をより深く理解することを目指します。

2.技術要点説明

様々な場面で生じる改良要求に対する解探索手法として。

JAXA相模原、東京理科大学、信州大学

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項


流体音響学、非線形力学系、最適化、数値シミュレーション

研究・技術シーズ名： 多目的進化計算を用いた最適化

力学系、分岐、安定性

数理モデリング

3.産業への活用方向

４.関係する大学・企業等

工学部 機械電気工学科・助教
渡辺 毅

1

2

3

1: 人工衛星の軌道最適化。

2: 複数車種の車両構造同時最適化。

3: SPMを用いたデータ分析。

◯Takeshi Watanabe, Tomoaki Tatsukawa, Takayuki Yamamoto, Akira Oyama, and Yasuhiro Kawakatsu,
Design exploration of low-thrust space trajectory problem for DESTINY mission, Journal of Spacecraft and Rockets,
vol. 54, No. 4, pp. 796-807 (2017).◯Akira Oyama, Takehisa Kohira, Hiromasa Kemmotsu, Tomoaki Tatsukawa, and
Takeshi Watanabe, Simultaneous structure design optimization of multiple car models using K computer, 2017 IEEE
Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI 2017), No. 1639, November 27 to December 1, Hawaii,
USA (2017).



無線通信技術（大ファイルの高速・高効率伝送）研究

　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード 高速変復調技術、アクセス制御技術、ネットワーク技術

　3．産業への活用方向

モバイルアドホックネットワークに関して、経路制御技術などを計算機上にモデルを構築し開発

無線通信

高速変復調技術の研究、アクセス制御技術の研究、ネットワーク技術の研究

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）

特許出願済：5件
②シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）　技術開発、実証開発

　４．関係する大学・企業等

分類No：A-3

研究・技術シーズ名：

　通信速度が高速になるにつれて大きなファイルや動画像データが伝送しやすくなります。携帯電
話や無線LANなどのシステムをさらに高速に、効率的に伝送するための変復調技術やアクセス制
御技術について計算機シミュレーションと実験を通して研究しています。 また、いつでもどこでも繋
がるモバイルアドホックネットワークに関する研究も行っています。

情報通信機器の開発・製造企業、　通信ソフトウエアの開発企業など

次世代携帯電話システムなどに不可欠高速変復調技術に関して計算機上に開発し、その後FPGAなどによりハードウエア化を実現

従来経路
経路候補1（決定）

経路候補2

工学部 情報応用工学科・教授

松江 英明

39



　１． 研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

　WiFiメッシュネットワークの実現に重要となる遅延時間特性、スループット特性の特性向上策を施
した経路制御技術の実現とそのネットワークを活用してレーダーセンサ技術と連携することで河川
の水量監視および地表面の微小変動など災害監視・通報サービスを開発できる

WiFiメッシュネットワークとレーダーセンサを活用した災害監視・通報サービスの概要
　3．産業への活用方向

分類No：A-3

研究・技術シーズ名： WiFiメッシュネットワークとレーダーセンサを連携した災害監視・警報サービスの開発

特記事項
ネットワーク技術およびレーダー技術などの基本技術の習得が可能で、他分野への応用の可能性が大き

い

地方行政業務における災害監視等の効率化

４.関係する大学・企業等

WiFiメッシュネットワーク、レーダーセンサ

経路制御技術、レーダー技術

ワイヤレスネットワーク

工学部 情報応用工学科・教授

松江 英明

41



　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項

　４．関係する大学・企業等

FM-CWレーダの特性改善、状態表示ソフトウエアの開発

分類No：A-3 

研究・技術シーズ名：

FM-CWレーダー、呼吸状態の検出、遠隔監視

　24GHz帯FM-CWレーダー技術を活用して、被測定者の移動距離や呼吸などの微小変動を検出して、その
情報を通信回線を介して遠隔で常時監視し、異常などを検出した場合にはアラームを発する安心・見守りシ
ステムを実現する。

　3．産業への活用方向

通信・ネットワーク

ベットに寝てください
大きく息を吸って

そのまま止めてください
起きてください 立ち上がってください 床に寝てください

立ち上がってください

ベットから離れて下さい

判別結果
無呼吸判別 起き上がり 腰掛けている 立ち上がっている 倒れている 立ち上がっている 離床就寝中

1.5
m

被測定物の移動を検出

被測定物（人）の呼吸状態を検出

被測定者の動きを検出し通信回線を用いて遠隔監視し、状態を8種類で表示

レーダー技術を活用した安心・見守りシステムの開発

医療機関、個人の見守りシステムなどに応用ができる。

レーダー技術については株式会社CQ-Sネットとの共同研究により実現した技術

時間

時間

レーダー

工学部 情報応用工学科・教授

松江 英明



分類No： 

　１．研究技術内容

2.技術要点説明

LPWA無線デバイス

農業分野など

八ヶ岳中央農業実践大学校、駒ヶ根工業高等学校

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項


MIMO,OFDM,メッシュネットワーク、レーダーセンシング技術

地元組織、高校などと共同で、農作物周囲の気温、土壌温度、土壌水分量、CO２などの環境情報を
LPWAやWiFiなどを活用して集約し、データを取得するIoTシステムを構築。そして、必要に応じて得られた
データを加工するなどスマート農業を展開中。今後、無線デバイスと各種センサーの一体化を推進し、一
層の低消費電力化を行って実用化を推進する。

 無線通信・ネットワーク

3.産業への活用方向

４.関係する大学・企業等

次世代携帯電話技術、WiFiメッシュネットワーク、PLWA技術

研究・技術シーズ名： LPWA用センサー端末の開発とIoTスマート農業への応用

工学部 情報応用工学・教授 
松江 英明

Web上に取得データを出土壌水分

地温

LPWAゲート

ウェー ネットワークサーバ
／アプリケーション

気温

農場１

農場２

A-3



分類No： A-3

　１．研究技術内容

2.技術要点説明

特になし

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項 

メディア処理、メディア理解、信号処理、機械学習、深層学習

AI技術の急速な発展により、様々な情報を含むビッグデータの中から必要な情報を検索したり、抽出したり
することが可能になってきています。さらにスマートフォンやスマートウオッチ等のモバイルデバイスの高度
化とIoT技術により人の身辺に関する様々な情報が容易に収集可能になってきています。研究室では、屋
内での位置推定や個人認証、環境音の識別などの日常生活における行動や作業を支援する様々なサー
ビスへの応用に向けて、そうした多様なマルチメディアデータをAI技術を用いて適切に分析・抽出する技術

の研究を行っています。

スマートフォン、スマートウォッチなど高機能なモバイルデバイスやセンサーから得られるデータを活用した
モバイルサービスやWebサービスの実現

メディア処理

3.産業への活用方向

４.関係する大学・企業等

マルチメディア（画像・音声・センサーデータ等）の統合処理とサービス応用の研究

研究・技術シーズ名： AIを用いたマルチメディアサービス応用

工学部　情報応用工学科・教授 
水野　秀之

画像

音

センサー信号
（加速度・ジャイロ等）

サーバー

AI技術を用いた

マルチメディア情

報処理



分類No： A-3

　１．研究技術内容

2.技術要点説明

特になし

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項


メディア（画像・音声・テキスト）処理における高品質化・高精度化の研究

メディア処理、メディア理解、信号処理、機械学習、深層学習

3.産業への活用方向
画像や音声を用いた自然で使い易いコンピュータとのインターフェースの実現

４.関係する大学・企業等

メディア処理

自動運転に代表されるような画像認識やVRやMRなどでの画像生成技術は、近年のAI技術、特に深層学
習技術の発展により急速に進展しています。また音声の分野においてもAIスピーカーのような音声での対
話による様々な機器の操作も一般的になってきています。このような人間と機械との間を対話的にとりもつ
インターフェースの研究の一貫として、深層学習技術を用いた合成音声の高品質化や高精度な文字画像

変換技術等の研究を行っています。

研究・技術シーズ名： AIを用いたメディア処理の高度化

工学部　情報応用工学科・教授
水野　秀之

しゃべらせた

い

文章
今日は晴

れ

ですね

ニューラル

ネットワー

ク
合成音声

手書き文字 フォント文字

深層学習を用い

た音声の合成

深層学習を用い

た文字の合成



54

ICTによる教育支援システム（ベテラン社員のノーハウを新入社員へ）

　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項
シーズの熟度（基礎研究）

経営情報システム論

　４．関係する大学・企業等

ｅラーニング，社員教育，ブレンデッドラーニング，暗黙知，形式知

教育支援システムフレームワークは、TSS(Training Support System)、C45EPSS(Electronic
Performance Support System)、CSS(Communication Support System)、KMS(Knowledge Support
System)の4つのサブシステムから構成され、このフレームワークの枠組みで社内教育システムを
構築することにより、効率的な学習が可能となる。

企業の社員教育システム

　知識社会の現在では、社員教育は企業の最重要戦略の一つである。
技術の進歩が早い分野では、効率的に学習するためにICT(情報通信技術:Information and
Communication Technology )の導入が不可欠である。
　社員の知識レベルを向上させ、さらに、ベテラン社員や中堅社員の経験によりえられる知識(暗黙知)を、
若手社員にスパイラルに展開可能な教育支援システムのフレームワークについて研究している。

ｅラーニング・　ICTによる教育支援システムフレームワーク

　3．産業への活用方向

分類No：A-3　

研究・技術シーズ名：

工学部 情報応用工学科・教授

広瀬 啓雄
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　１．研究技術内容

（1) 独自の数学理論を基にして、他方式に比べ非常に高い品質の乱数を生成することができる。

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

　東京理科大学 理工学部 情報科学科 大矢雅則教授の研究チームと、イタリア・ローマＩＩ大学のアカルディ
教授のグループが、20年以上にわたる(故)数学（非可換解析学・非可換確率論など）の研究をベースとし
て、開発した新しい暗号方式。

(2) 暗号の解を見つける確率がゼロになることが数学的に証明されており、従来方式と比べ非常に高い安
全性を有している。
(3) 従来の方法に比べ、鍵交換、鍵生成アルゴリズムが圧倒的に速い（従来比1万倍以上の速さ）。

備考：本研究は、当該研究者が所属する研究グループの共同研究者たちによる成果であり、現在のところ、当該研究者は本研究
に関連した論文による実績はありません。ご興味をお持ちの方には、当該研究者が実質の研究メンバーを紹介します。

量子情報理論、非可換確率論、作用素代数論、ゲーム理論

量子エントロピー、エンタングルメント、量子相関、アダプティブ・ダイナミクス、ミクロ・マクロ双対
性、公平性を取り入れた効用モデル、etc.

分類No：A-3

研究・技術シーズ名： 数理との融合によって生まれた新暗号方式

Strong Identification （デモ有）自動車のキーレスエントリーなどへの応用．etc

Streaming（デモ有） 音声・動画などのマルチメディア・ファイルを安全にかつ高速に転送する。

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）：本件における非対称公開鍵暗号方式をイタリアにて特許出願中．日

本でも同様な出願を行う予定．
②シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）：本暗号方式を用いたいくつかの試作品（イ

モビライザー，暗号化ソフトなど）がある．また、現在，実用化に向けてパートナー企業と製品を開発中．

数理情報、数理物理、数理経済

　４．関係する大学・企業等

　3．産業への活用方向

東京理科大学 理工学部　情報科学（入山聖史　講師）
ローマ大学II　ボルテラ・センター（センター長：ルイジ・アカルディー教授）
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我々の開発した疑似乱数生成アルゴ
リズム（QP-DYN） では，全てのテスト
項目をパスしている．

[Ｕ０１検定の結果]
U01検定は，米国NISTが公開している資
料(NIST SP800-22)を基にした統計テストで

あり，暗号の強度を評価する一つの指針
である．
現在暗号に用いられているRC4などは，
すべてのテストにはパスできない．

• 疑似乱数・・・一見，乱数列のように見えるが，実際はある特
定の計算アルゴリズムによって求めた数列のこと．

疑似乱数は，次の性質を持たなければならない．

① 無作為性 統計的な偏りがなく，でたらめな数列になっているという性質

② 予測不可能性 過去の数列から，次の数を予測できないという性質

ある数列が，これらの性質を満たしているかを確認するには，様々な
項目について統計テストを行わなければならない．

様々なランダム性評価テストが存在しているが，最も厳しい
テストと言われているのがU01検定である．

独自の数学理論に基づく新しい疑似乱数生成アルゴリズム

共通・マネジメント教育センター・教授

松岡 隆志



分類No： A-3

　１．研究技術内容
　情報可視化・機械学習・AR/VR/MRによるメディア表現研究とその応用技術の開発を行っています。
技術とビジネスの両者の視点で研究開発を行います。
①情報可視化・機械学習

・地域データ可視化　・機械学習による情報分析　・AR（エアタグ）を利用したナビゲーションシステム
②AR/VR/MRによる産業用アプリケーション研究・開発

・ARによる組み立て支援　・VRによる設計検証　・MRによる共同デザイン検証システム
③マルチメディア情報処理・コンテンツ・研究・開発

・空間認識　・モーションキャプチャー　・通信放送融合技術　・3DCGモデル等のコンテンツ開発

2.技術要点説明

情報通信業、地域社会、製造業、観光、スマートシティー、ソフトウエア開発、メディア業界
システムインテグレーション等

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項


情報可視化・機械学習・AR/VR/MRによるメディア表現研究

研究・技術シーズ名： 情報可視化・機械学習・AR/VR/MRによるメディア表現研究

情報可視化、機械学習、AR/VR/MR、通信放送融合、3DCG、モーションキャプチャー

情報応用分野、メディア表現

3.産業への活用方向

４.関係する大学・企業等

工学部 情報応用工学科・教授
三代沢 正

モーションキャプチャー
地域データ可視化・機械学習

AR（エアタグ）による観光誘導 ARによる製造・組立支

VRよる機器デザイン検

3DCGモデル制作とAR/VR等への活用

①情報可視化・機械学 ②AR/VR/MRによる産業応用 ③マルチメディア情報処理・コンテンツ



　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

分類No：A-3

特記事項

　４．関係する大学・企業等

知能化ネットワーク研究

研究・技術シーズ名： 人工知能応用IoTアプリケーション構築技術の研究

人工知能、ディープラーニング、IoT、通信ソフトウェア

ソフトウェア・アーキテクチャ

　人工知能研究の1分野であるディープニューラルネットワーク技術を応用し、IoTシステムを構築するため
のソフトウェアの研究を行っています。ディープニューラルネットワークを用いることで、熟練者の判断や行
動を書き下す必要無しに、高度な判断を行うIoTシステムを構築することができると期待できます。

　主なテーマ：
1．ディープニューラルネットワークのハイパーパラメータ自動チューニング
2．ディープニューラルネットワークにおけるリアルタイムデータ処理
3．マイクロサービスアーキテクチャによるIoTシステム構築
4．ディープニューラルネットワークのモデル生成技術

　生体データの分析による健康支援、顧客対応業務の効率化、生産スケジュールの最適化などへの応用
が考えられます。

　これまで東京都や諏訪市の企業と共同研究をさせていただきました。

　3．産業への活用方向

 ディープニューラル

ネットワークを中心

とするシステム全

体は、マイクロサー

ビスアーキテクチャ

により構築。

 ディープニューラル

ネットの構築や、シ

ステムへの組み込

みを効率化。

 システム全体として

リアルタイムなデー

タ処理を実現。

工学部 情報応用工学科・教授

山田 哲靖



ネットワーク・セキュリティ技術

　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）

②シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）

情報通信、医療システム

　４．関係する大学・企業等
各大学の電気情報通信系の学科、電気、情報通信系、医療システム系の企業

ネットワーク・セキュリティ

コンピュータネットワーク、モバイルネットワークの急速な発展に伴い、セキュリティ技術の重要性が叫ば
れています。 セキュリティ技術安全性の根拠は大部分の場合暗号技術に基づきます。その暗号技術の安
全性は暗号解読技術と表裏一体の関係にあり、ある暗号技術が安全であるというのは、既知の暗号解読
技術で解読できないことを言います。本研究室では、この暗号技術とワイヤレス通信技術、ネットワーク技
術をベースに、ネットワークセキュリティ、コンピュータセキュリティ、モバイルセキュリティ、セキュリティマネ
ジメントの研究を行い、安心・安全な社会の実現を目指しています。

ネットワーク、セキュリティ、ワイヤレス、暗号

　3．産業への活用方向

分類No：A-3

研究・技術シーズ名：

ネットワーク・セキュリティ技術の研究

工学部 情報応用工学科・准教授

杉田 誠
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　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

　近年暗号技術が注目を集めています。その中で最新技術として、①共通鍵暗号技術（小規模高速共通鍵暗号等）
②公開鍵暗号技術（ＩＤベース公開鍵暗号等）③認証アルゴリズム④セキュリティプロトコル（SSL等）（タイムカプセル暗
号等）、等が注目されています。これら技術を新規に適用することで、従来には無かった機能が実現できます。またそ
れら技術の応用として当研究室ではアドホックセキュリティ技術を研究開発しています。従来アドホックネットワークにお
ける問題点としては、①利用者の端末が攻撃されたりするセキュリティの問題②「他者の通信を中継しない」という「セ
ルフィッシュ・ノード（自分勝手なノード）」を排除する問題③P to Pネットワークで起こっているように，ユーザーの使って
いる携帯電話機からウイルスが拡散するような可能性、等がありましたが暗号技術の適用でこれらを解決することがで
きます。

　3．産業への活用方向

分類No：A-3

研究・技術シーズ名： 暗号技術、アドホックセキュリティ技術

情報通信、医療システム

特記事項

　４．関係する大学・企業等

ネットワーク・セキュリティ技術の研究

ネットワーク、セキュリティ、ワイヤレス、暗号

各大学の電気情報通信系の学科、電気、情報通信系、医療システム系の企業

ネットワーク・セキュリティ

工学部 情報応用工学科・准教授

杉田 誠
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　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項

　４．関係する大学・企業等

ホログラフィを用いた立体映像表示システム

　3．産業への活用方向

ホログラフィ，波動光学，画像処理，無線通信システム

ホログラフィを用いた立体映像表示システムの研究開発

立体映像処理，無線通信

分類No：A-3

研究・技術シーズ名：

　物体の情報を光波情報として完全に記録する、ホログラフィ技術を用いた研究を行っています。
特に、計算機内の数値シミュレーションによってホログラムを生成する計算機合成ホログラムは、
次世代のディスプレイ技術として大変期待されています。この計算機合成ホログラムを用いて、①
ホログラム計算の高速化、②高度な波動解析を行い、立体表示システムの開発や光計測分野へ
の応用を進めています。

立体映像表示システム，光計測システム

物体

光源

シミュレーションで
ホログラム生成

① 超並列演算による

ホログラムの高速生成

② ホログラフィを用いた

光波の高度な波動解析

研究内容ホログラフィ技術

立体表示

光計測

工学部 情報応用工学科・講師

山口 一弘



　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード 無線通信システム，画像処理，信号処理

　Wi-Fi技術に代表される無線通信技術は，スマートフォンやタブレットなど様々な電子機器で積極的に活用
されている．こうした無線通信技術を活用したリモートセンシングアプリケーションに関して，ソフトウェアと
ハードウェアの両面から研究を行っている．例えば以下のようなシステムへと応用できる．
■ 地形や距離に応じた通信品質の解析を行い，最適な通信を行う映像配信システム
■ 各種センサ機器からの情報を取得し，遠隔地へと無線を介して通信するシステム
■ 遠隔地から取得したセンサ情報を解析し，可視化するソフトウェア

農業分野におけるリモートセンシング

　3．産業への活用方向

無線通信，立体映像処理

特記事項

　４．関係する大学・企業等

無線通信を活用したネットワークソフトウェアの研究開発

分類No：A-3 

研究・技術シーズ名： 無線ネットワークを活用したリモートセンシングアプリケーション

工学部 情報応用工学科・講師

山口 一弘



　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード 無線通信システム，画像処理，信号処理

　Wi-Fi技術に代表される無線通信技術は，スマートフォンやタブレットなど様々な電子機器で積極的に活用
されている．こうした無線通信技術と，GPSによる位置情報を活用したアプリケーション開発を行っている．
例えば以下のようなシステムへと応用できる．
■ GPSから位置情報を取得し，現在地から目的地へとナビゲーションするシステム
■ 位置情報と共に情報を発信し，付加価値をつけたマップを作成するシステム
■ 端末やOSに依存しないクラウド型システムへの拡張

観光分野における情報発信やナビゲーション

　3．産業への活用方向

無線通信，立体映像処理

特記事項

　４．関係する大学・企業等

無線通信を活用したネットワークソフトウェアの研究開発

分類No：A-3 

研究・技術シーズ名： 位置情報を活用したスマホ・タブレット向けアプリケーション

工学部 情報応用工学科・講師

山口 一弘



分類No： A-3

　１．研究技術内容

2.技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項


自律適応制御、通信システム、機械学習

 通信システム

3.産業への活用方向

４.関係する大学・企業等

通信システム高度化技術の研究

研究・技術シーズ名： 自律適応制御による通信システムの高度化技術の研究

工学部 情報応用工学科・教授
布 房夫

無線通信では送信周波数、送信タイミングを適切に選択することで高い通信
効率を達成できますが、膨大な過去の送信履歴から周りの環境・状況を推定
し適切に選択する必要があります。そこで、人工知能等の高度な知的処理を
用いて推定・選択し高い通信容量を実現する無線通信方式を研究しています。

無線通信ネットワークの高度化・高機能化

★高速・大容量通信

無線回線でのパケット衝突

★QoS保証
無線アクセス制御により、
伝送誤り、伝送遅延時間等

★電波干渉低減

電波環境推測技術により周



分類No： A-3

　１．研究技術内容
分散協調技術をベースとした情報システムの高度化，新規開発　→ スケールフリーシステムの研究開発
多様なセンサ，他地点を管理・運用可能なIoT情報システムの研究開発・運用
IoTデータ分析・データ予測と関連した情報システム
web上でのユーザ行動分析・予測を活用したマーケティング分析
webカメラからの情報に基づくユーザの行動分析
ネットワークシステム全般・インターネット活用したシステム

2.技術要点説明

製造業でのデータ分析，ネットワークシステム・インターネット活用全般．Web情報分析，ユーザ行動分析

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項

その他ネットワーク・情報システム全般に関して対応します．

研究・技術シーズ名： 情報通信ネットワーク，分散協調システム, IoT向け情報システム

システム開発，ネットワークシステム，IoT, ネットワーク行動分析

 分散協調システム　情報通信ネットワーク

3.産業への活用方向

４.関係する大学・企業等

インターネット構成技術，情報システム

工学部 情報応用工学科・准教授
土屋 健

IoT情報の分析・管理手法
ユーザ行動分析・予測技術



固体材料の高速引張り力学特性評価

　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

　自動車メーカー，携帯機器メーカー，素材メーカー等

衝撃工学

　3．産業への活用方向

　金属でも、固体ポリマーでも、変形速度によって応力―ひずみ曲線の形状が変化することが知られてい
ます。もちろん、温度でも変化することが知られていますが、ひずみ速度による変化を直接的に設計に取
り入れるのには、かなりノウハウが必要です。自動車メーカーは鋼板の、携帯電話メーカーは固体ポリ
マーの応力―ひずみ曲線の変動をいろんな味付けで設計に盛り込むことで他社との差別化を図っていま
す。
　貴社の製品が数十cmからの落下が想定されているのであれば、このような材料特性を盛り込んだ商品
開発をして、他社に一歩先んじた技術力をアピールしてみませんか? 普通の引張り試験の100万倍の変
形速度での応力―ひずみ曲線を測定したければ、ぜひご相談ください。

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）
ISO26203-1 Metallic Materials - Tensile Testing at High Strain Rates - に実験技術の一つとして付録に

掲載されています。
②シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）
世界的に見ても日本の大学とごく一部の企業には最高水準の実験装置が備わっています。それに甘んじ

ることなく、さらに精度向上を目指して、進化を続けています。

　うっかり落としても、機能を損なわない商品開発のための第一歩になるデータが取れます。

　４．関係する大学・企業等

分類No：B-1

研究・技術シーズ名：

固体材料の機械的性質のひずみ速度依存性評価

ひずみ速度，衝撃，応力―ひずみ曲線，予損傷(疲労，ひずみ)

機械構造用炭素鋼鋼材S45Cも

高速で2割増しの引張り強度が

発現します。

ねじ加工ができる材料であれ
ば、このような丸棒型試験片
で高速引張り試験できます。

ねじ加工ができないもの
であれば、薄板にして接
着剤で炭素鋼の治具に
接着して試験することが
できます。

工学部 機械電気工学科・教授

板橋 正章
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　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

　プレスメーカ−，金型の設計製造メーカー，転造加工メーカー，板材製造メーカー

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）

②シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）

　４．関係する大学・企業等

有限要素法による各種複雑金属成形プロセスの数値シミュレーションおよび工程最適化

生産工学・加工分野

数値シミュレーション，有限要素法，塑性加工，工程最適化

分類No：B-1

研究・技術シーズ名： 複雑金属成形プロセスの数値シミュレーションと工程最適化

　3．産業への活用方向

　右図は当研究室で解析された大型ねじの成形
転造シミュレーションの結果です。これまでは膨大
な時間がかかり、リメッシング等の非常に面倒な
計算テクニックも必要なため、ほとんど数値解析さ
れなかった成型工程程です。本研究グループでは
このように非常に複雑な各種の金属塑性加工プロ
セスを、高度な三次元CADソフトにより設計し、そ
れらを汎用有限要素法ソフトに直接取り込むこと
により、数値シミュレーションモデルを構築し、成形
解析を行っています。そうすることにより、解析モ
デルに対し非常に現実に近い境界条件を設定で
きるため、実加工の状態をより忠実に再現でき、
得られた結果をそのまま工程最適化にダイレクト
に適用することができます。

　金属素材の塑性加工の中で、特に製品製造に直結する二次加工群に属する鍛造、曲げ、絞り、
せん断、回転加工等々の成形工程を有限要素法を用いた大規模数値解析によりシミュレートし、
結果をデータベース化することにより工程最適化することを得意としています。非常に時間とコスト
のかかるプレス金型の設計や、新製造プロセスの研究開発にとって極めて有力なツールになるこ
と請け合いです。

工学部 機械電気工学科・教授

竹増 光家
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　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

新規のナノカーボン材料を作り出すナノ構造制御

　単層カーボンナノチューブ（SWCNT）や単層カーボンナノホーン（SWCNH）と言ったいわゆるナノカーボン
材料を扱っています。酸化処理や機械的処理、分子吸着によるナノ構造制御を得意としています。現在は
ナノスケールにおける構造制御が、マクロな機械特性に与える影響を研究しています。将来的にはマクロな
特性を測るだけで、カーボン材料のナノ構造が決定できる装置の開発につなげる計画です。

樹脂材料，エレクトロニクス，環境・エネルギー

信州大学，千葉大学

　3．産業への活用方向

単層カーボンナノチューブ 単層カーボンナノホーン PETフィルムにコーティングした
単層カーボンナノホーンフィルム

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）

①S. Utsumi, et al. J. Phys. Chem. B, 2005, 109, 14319-14324.
②S. Utsumi, et al. J. Phys. Chem. B, 2006, 110, 7165-7170.
③M. Arai, S. Utsumi, et al. Nano Lett., 2009, 9, 3694-3698.

②シーズの熟度（基礎研究）

　４．関係する大学・企業等

ナノカーボン，単層カーボンナノチューブ，単層カーボンナノホーン，機械特性，吸着

ナノカーボン，磁性材料，材料科学

分類No：B-1

研究・技術シーズ名：

分子吸着によるナノカーボンフィルムの機械的特性制御

工学部 機械電気工学科・准教授

内海 重宜
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　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野 ナノカーボン，磁性材料，材料科学

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）

N. Momozawa, Y. Nagao, S. Utsumi, M. Abe, Y. Yamaguchi. J. Phys. Soc. Jpn., 2001, 70, 2724.
S. Utsumi, D. Yoshiba, N. Momozawa. J. Phys. Soc. Jpn, 2007, 76, 034704.

②シーズの熟度（基礎研究）

　４．関係する大学・企業等

酸化物磁性体の超交換相互作用に関する研究

分類No：B-1

研究・技術シーズ名： 磁性体“単結晶”の合成

酸化物磁性体，バリウムフェライト，超交換相互作用，中性子回折，結晶構造解析，磁性

　世界最高品質のバリウムフェライト単結晶を作る技術です。世界最高品質の単結晶ゆえに材料の本質が
見えてきます。化学成分を制御することが可能で、第3物質の添加により磁気特性をコントロールすることも
でき、特殊な磁性であるヘリカル磁性も発現します。このヘリカル磁性材料は近年強誘電体材料として注目
され、様々な有名雑誌で引用されています。

磁性材料，誘電体材料

東京理科大学

　3．産業への活用方向

得られる単結晶の写真（1×1cm
2
）

バリウムフェライトBa2(Zn1-xMgx)2Fe12O22の磁性

700

600

500

400

300

200

100

0

温
度
 
 
( 
K
 )

1.00.80.60.40.20.0

Mg濃度 x 

フェリ磁性

ヘリカル磁性

常磁性

工学部 機械電気工学科・准教授

内海 重宜
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酸素イオン伝導体（固体燃料電池電解質材料等の新材料探索）

　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

推測される結晶構造
赤丸が酸素欠損

酸素イオン、結晶構造、ペロブスカイト型構造

分類No：B-2

研究・技術シーズ名：

　3．産業への活用方向

　機能性酸化物材料として固体中を酸素イオンが動く新たな酸化物の材料探索を行っています。
Ba2Iｎ2O5のInの一部を他の元素で置換することで対称性の高い酸素欠損ペロブスカイト型酸化物
を合成しその結晶構造とイオン伝導特性の関係を調べています。InをFe ,Co, Prのような３価と４価
を同時にとることのできる元素で置換するとイオン伝導度が上昇することがわかってきました。ペロ
ブスカイト型ではイオンが動きやすい酸素欠損の最適な量があるようです。

　     ペロブスカイト型構造

新材料探索

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況　：　なし

②シーズの熟度　：　基礎研究

固体燃料電池の電解質材料

　４．関係する大学・企業等

　     白丸が酸素イオン

新酸素イオン伝導体材料の合成と評価

工学部 機械電気工学科・教授

石井 隆生
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酸素イオン伝導体（固体燃料電池電解質材料等の新材料探索）

　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

新酸素イオン伝導体材料の合成と評価

酸素イオン、結晶構造、ペロブスカイト型構造

　3．産業への活用方向

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況　：　なし

②シーズの熟度　：　基礎研究

固体燃料電池の電解質材料

　４．関係する大学・企業等

分類No：B-2

研究・技術シーズ名：

新材料探索

　機能性酸化物材料として固体中を酸素イオンが動く新たな酸化物の材料探索を行っています。
Ba2Iｎ2O5のInの一部を他の元素で置換することで対称性の高い酸素欠損ペロブスカイト型酸化物
を合成しその結晶構造とイオン伝導特性の関係を調べています。Inをいろいろな元素で置換したと
きのイオン伝導度と酸素欠損の関係(下図参照)を調べるとペロブスカイト型では酸素イオンが動き
やすい酸素欠損の最適な量があることがわかりました。

Ba2In1.55M0.45O5+δ

(M=Al,Co,Fe,In,W,Pr,Mo)

工学部 機械電気工学科・教授

石井 隆生
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　１．研究技術内容

2.技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

分類No：B-2 

研究・技術シーズ名： ウエアラブル機器センサーの信号、電力伝達構造の研究

ウエアラブル機器において大きな課題となっている、センシングの信号伝達と電力伝達構造において、フレ
キシブルで、断線しない信号伝達構造と、繰り返し使用可能な電気接点構造について研究しています。

ウェアラブル機器の使用例
：引用元　http://www.irasutoya.com/2014/09/blog-post_150.html

特に無し

センサ工学、エレクトロニクス実装工学

医療用光センサに関する研究、センサエッジディバイスに関する研究

センサ、エレクトロニクス、実装、モジュール、ウエアラブル、健康・医療機器

特記事項
①特許取得、各種承認等取得状況（予定含む）　　：　　無し（現在手持ちのアイディアを今後出願予定）

②シーズの成熟状況　　：　基礎探索レベル（今年度より研究開始）

特に、今お持ちの技術を全くの異分野へ適用してみたい、
　適用してみたいが、適用出口がよくわからないという諏訪圏の企業様との共同研究を希望します。

【断線しない配線】
ウエアラブル機器のセンサ配線や電力配線にとって重要な
繰り返しの曲げに対して、高い耐性(高耐屈曲性)を有する
配線を研究しています。
（右図では、肘の部分の配線）

【繰り返し利用可能な電気接点構造】
ウェアラブル機器のセンサ信号や電力伝送にとって重要な
繰り返し使用できる電気接点構造について研究しています。
（右図では、ジャケットボタン部分の接点構造）

いずれのテーマも、高い要素技術力を有する企業様との共同研究を計画しています。
希望共同研究先：メッキ技術、精密ばね、電子基板、電子部品、センサ、無線、実装関連企業様等

3.産業への活用方向
ウエアラブルセンサー・機器開発・製造メーカー、製造機器メーカー
ロボティクス機器開発・製造メーカー、製造機器メーカー

４.関係する大学・企業等

信号・電力

の経路

工学部 機械電気工学科・教授

橋元 伸晃



　１．研究技術内容

2.技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

センサ工学、エレクトロニクス実装工学

超高齢化社会の到来で著しく増加する国民医療費を低減するために、患者様の痛みを伴わない非侵襲な
検査で、かつ健康診断の現場でも使えるような、敏速で簡便な次世代の疾病スクリーニング検査方法が
求められています。そのため、本研究室では、光を用いた検査方法に着目し、その光学生体センシングに
用いるディバイスや手法についての基礎研究しています。

図は完成した検査機器による検査イメージの例
：引用元　http://kids.wanpug.com/illust234.html

医療機器開発・製造メーカー
センサ開発・製造メーカー、センシング機器製造機器メーカー、エレクトロニクス機器製造メーカー

特に無し

3.産業への活用方向

【生体組織の光学的窓】
波長がおよそ700nmから2μmまでの近赤外光に対しては
ヘモグロビンと水の吸収が弱いために近赤外光は
生体組織に深く浸透します。
この生体の光学的窓とも呼ばれる波長域の光を
生体診断に用いることを検討しています。
（右図の「光学的窓」領域）

【微弱な、生体からの目的信号の分離】
敏速で、簡便な生体計測を行えるように、生体からの目的信号の確実な分離を行うために、
S/N比を向上させて、最終的には拡散光トモグラフィーとして画像化できるような手法を研究しています。

また、そこで培ったセンシング技術を生体以外の計測にも活用しようと考えています。
いずれのテーマも、高い要素技術力を有する企業様との共同研究を計画しています。

希望共同研究先：医療機器、センサデバイス、エレクトロニクス機器、実装関連企業様等

分類No：B-2

特記事項
①特許取得、各種承認等取得状況（予定含む）　　：　　無し（現在手持ちのアイディアを今後出願予定）

②シーズの成熟状況　　：　基礎探索レベル（今年度より研究開始）

特に、医療やIoT向けに、新しいセンシング技術、機器を開発してみたいという
　　　　諏訪圏の企業様との共同研究を希望します。

４.関係する大学・企業等

医療用光センサに関する研究、センサエッジディバイスに関する研究

研究・技術シーズ名： 光学生体センシングの研究

センサ、エレクトロニクス、実装、モジュール、ウエアラブル、健康・医療機器

出典：文部科学省 科学技術・学術審議会・資源調査分科会報告

工学部 機械電気工学科・教授

橋元 伸晃



　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）

　　　　特になし

②シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）
　　　　基礎研究

　４．関係する大学・企業等

電子材料・エレクトロニクス

分類No：B-2

研究・技術シーズ名： 電気で動く・電気を作る・電気を貯める非鉛強誘電体薄膜

　強誘電体の持つ圧電特性や高い誘電率という性質に着目して、
“電気でモノを動かす薄膜”・“電気を生み出す薄膜”・“電気を蓄える薄膜”
の実現を目指して研究をしています。
環境に対する世情を鑑み、鉛成分を含まない材料系による
圧電素子(駆動・発電用途)・high-kキャパシタ(蓄電用途)の開発を進めています。

年間を通して、常時10-7Pa台の真空度を維持した
スパッタ・蒸着・分析複合装置(研究室の２／３のスペースを占拠)を用いて、
誘電体薄膜のスパッタ成膜
金属薄膜の真空蒸着成膜　など

高品質な薄膜形成が出来る体制を
常に整えています。
基板サイズは６インチまで対応しています。

ユビキタス　／　エネルギーハーベスティング

強誘電体薄膜の形成

強誘電体・圧電体・絶縁体・スパッタ・真空蒸着・薄膜

　3．産業への活用方向

工学部 機械電気工学科・准教授

王谷 洋平
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　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

半導体素子（メモリなど）

　情報化社会の高度化を支え続けるために、次世代半導体素子用のhigh-kゲート
絶縁膜形成技術を研究しています。
　基板材料の半導体の上に絶縁膜材料の高誘電率薄膜をいかに薄く均一に上手
に形成するかがポイントです。

　3．産業への活用方向

金属・誘電体薄膜の形成

電子材料・エレクトロニクス

分類No：B-2

研究・技術シーズ名： 高誘電率材料薄膜の形成

常時10-7Pa台の真空度を維持したスパッタ・蒸着・分析複合装置を用いて、
　誘電体薄膜のスパッタ成膜／金属薄膜の真空蒸着成膜　など
高品質な薄膜形成が出来る体制を常に整えています。
試料の熱処理用のガス置換炉やＲＴＡ炉、
電気特性評価用の測定機器等も有しています。

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）

　　　　特になし

②シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）
　　　　基礎研究

　４．関係する大学・企業等

薄膜・金属・誘電体・スパッタ・真空蒸着

工学部 機械電気工学科・准教授

王谷 洋平
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分類No： B-2

　１．研究技術内容

2.技術要点説明

・セル電圧均等化回路に監視回路を統合することで、サイズとコストの低減が期待できます。
・蓄電池の個体差を均等化回路が補助することで、安価な蓄電モジュールを構築可能です。
・状態監視により、蓄電池を長期間安定的に運用可能となります。

　電気自動車やスマートハウス、ポータブルバッテリなど、蓄電池を長期にわたって運用するものに適します。

　東京理科大学

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項

①シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）

基礎研究～技術開発の段階です。
実証開発にご協力くださる企業様もお待ちしております。

　このほか、電力変換回路についてもシミュレーション、試作設計、実験・評価も行っております。

４.関係する大学・企業等

セル電圧均等化回路の高機能化に関する研究

研究・技術シーズ名： 蓄電池の長期安定運用技術

電気二重層キャパシタ、リチウムイオン電池、状態監視、セル電圧均等化、劣化診断

　現在、スマートフォンや電気自動車、再生可能エネルギーなどの幅広い分野で蓄電池や蓄電装
置が利用されています。蓄電池は電気を貯めたり取り出したりすることが出来ますが、使用に伴う
様々な要因で劣化が進行し、使用可能な容量が低下してしまいます。また、蓄電池を利用する場
合には、あとどれくらい使えるのか？どのくらい充電すれば良いのか？という情報をユーザーに伝
えることが重要となります。
　そこで、蓄電池の劣化を抑制するセル電圧均等化回路と、充電状態や劣化状態を監視するセル
監視回路に関する研究を行っています。更に、これらの回路を統合することで、蓄電池を安価で安
全に、より長く使用することが可能となります。

パワーエレクトロニクス、電力変換、電力貯蔵

3.産業への活用方向

工学部 機械電気工学科・助教
佐藤 大記



分類No： B-3

　１．研究技術内容

2.技術要点説明

　特になし

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項


3.産業への活用方向

４.関係する大学・企業等

ブラシレスモータにおける複合現象解析と数理計画法の組み合わせによる限界設計

　３５年間の電機メーカでの研究開発の経験をもとに、材料から設計、評価まで多面的な切り口で製品開
発に
協力することができます。

研究・技術シーズ名： モータをはじめとする各種電気機器の最適設計

永久磁石モータ、最適設計、電磁界解析

　総発電量の約半分がモータによって機械エネルギーに変換されています。このことから、モータ効率
の向上が省エネ、地球温暖化防止の観点で重要であると言えます。
また、電気自動車や産業用のモータには、希土類元素を主成分とする高性能の永久磁石が適用され
ています。
こうした元素の埋蔵量には限りがあることから、大切に使わなければなりません。当研究室では省エ
ネ、省資源に貢献することを目的に、磁界、熱、振動などの複合現象の解析と数理計画法による最適
化を組み合わせ、電気機器の高効率、小型化技術（限界設計技術)を研究しています。
　本年は、上記研究内容の内で熱一磁界連成解析をベースにした最適設計技術を開発します。

モータをはじめとする各種電気機器の限界設計に役立てることができます。コストと性能、温度上昇と機
器の
サイズなどトレードオフを勘案した合理的な設計を実現するツールとして用いることができます。

電気機器、数値解析

工学部 機械電気工学科・教授
北村　正司

開発技術のイメージ図

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車用駆動ﾓｰﾀの例

最適化エンジン

応力解析

熱解析

磁場解析

後処理
（等高線表示、特性計算など）

前処理
（メッシュ作成、表示など）

CAD
データ

関数の値

設計変数

材料
データ



　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野 電気機器、磁気浮上 

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）

特許第３５３３４２５号：磁気浮上電動機、特許第４１９８８６６号：ベアリングレスモータの制御装置、特許第４４９１２６０
号：ベアリングレスモータ用回転子およびベアリングレスモータ、特許第４６０６４２９号：ベアリングレスモータ及びベアリ
ングレスモータ制御システム

②シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）
実用化開発段階

　４．関係する大学・企業等

永久磁石モータ、磁気浮上・磁気軸受、電磁界解析、制御回路シミュレーション

ベアリングレスモータの設計と制御

　ベアリングレスモータは磁気の力で回転軸を支持する磁気軸受機能と、モータの機能を一体化した電磁
機械です。このため、メンテナンスが困難な環境（宇宙空間、原子炉内など）や潤滑剤による汚損が問題に
なる環境（真空中、液体中など）のドライブ装置だけでなく、高速ドライブにも適しています。現在、基礎研究
が終わり実用化の段階に入りつつあります。当研究室ではベアリングレスモータの電磁界解析、磁気回路
や制御系の設計、試作、実験・評価を行っています。
1)軸受の潤滑、メンテナンスに手間がかかる、2)潤滑剤が使用できない（真空、液体中など）、3)潤滑剤によ
る汚損が問題になる、4)高速ドライブ、5)揺動運動により軸受が破損する、などでお悩みの方にベアリング
レスドライブ技術を適用することにより解決致します。

軸受の潤滑，メンテナンスに手間がかかる/潤滑剤が使用できない（極低温，真空，液体中など）/潤滑剤に
よる汚損が問題になる/高速ドライブ/長い回転軸を有する/揺動運動により軸受が直ぐに破損する、などの
分野

東京工業大学、北海道大学、静岡大学

　3．産業への活用方向

分類No：B-3

研究・技術シーズ名： 磁気浮上モータ

フライホイール電力貯蔵用ベアリ
ングレスモータ／発電機：
クリーンなエネルギー貯蔵装置

最新のベアリングレスモータ：
１種類の巻線でトルクと磁気支持

リニアモーターカーの回転版
(1)機械的な摩擦がないため、メンテナ
ンスが容易で寿命が長い

工学部 機械電気工学科・教授

大島 政英
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　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野 電気機器、磁気浮上 

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項
①シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）

基礎研究、技術開発、実証開発、実用化開発、いずれの段階にも対応可能です。

　４．関係する大学・企業等

永久磁石モータ、磁気浮上・磁気軸受、電磁界解析、制御回路シミュレーション

ベアリングレスモータの設計と制御

　電磁界解析（有限要素法）により、モータや発電機の磁気回路設計を行います。脱レアアース・省
レアアースモータや風力・水力発電機の電磁界解析を2次元、3次元で行います。また、制御回路
シミュレータを使って制御回路の設計も行います。

モータや発電機を設計したいが、時間がない、または高額な電磁界解析ソフトを購入することが困難な方、
ご活用頂ければと思います。

東京工業大学、北海道大学、静岡大学

　3．産業への活用方向

分類No：B-3

研究・技術シーズ名： モータ／発電機の電磁界解析と磁気回路設計

３次元電磁界解析

制御回路シミュレータ

電気電子回路
シミュレータ

磁束密度の解析

工学部 機械電気工学科・教授

大島 政英
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分類No：B-4 

　１．研究技術内容

2.技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項

特記事項

・最適化設計技術：独自の技術、機体空力性能の改良
・流れの数値シミュレーション技術：高精度な数値流体解析、複雑な形態にも対応、大規模並列数値解析
・航空機に関する技術相談、技術指導、セミナー
・研究生受入、社会人大学院生受入

研究・技術シーズ名： 航空機技術

航空機設計、風洞試験、数値流体解析、最適化設計

　航空機の設計に関して豊富な経験を持っています。概念設計、コンピューターによる数値シミュレーショ
ン、風洞試験を行い、より高い性能の航空機を研究開発することが可能です。現在、長時間滞空型無人航
空機ソーラープレーンシステムを研究開発しており、産業界と連携して実用化に目指して進めています。
ソーラープレーンシステムは災害監視、空中通信プラットフォームとして利用することが想定されます。ま
た、次世代超音速旅客機、電動航空機の研究開発を行っています。

・ 航空機の設計：主要諸元決定、飛行性能評価
・ 数値シミュレーション：性能評価、流れ詳細解

析
・ 最適化設計技術：性能改善、設計改良
・ 飛行試験実証：飛行性能計測、自律制御
・ ドローン：機体開発・製作、飛行試験

旅客機、電動航空機、無人航空機航空機などに関して研究開発を行っています。環境監視、災害救援、通
信プラットフォームとして利用される太陽光発電ソーラープレーンの実用化を目指しています。航空機関連
の共同研究・開発を受け入れます。

航空工学、流体機械

3.産業への活用方向

４.関係する大学・企業等

次世代超音速旅客機の設計・解析、ソーラープレーンの研究開発、電動航空機概念設計

工学部 機械電気工学科・教授
雷 忠

数値シミュレーション

ヒンジライン剥離
VG

剥離抑制前縁フラップ 主翼固定部

流れ制御

 ボルテックス・ジェネレータ

 プラズマ・アクチュエータ

最適化設計技術



分類No： B-4

　１．研究技術内容

2.技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項


研究・技術シーズ名： 流体工学、流体機械に関する実用開発

　流体工学、流体機械に関して、基礎研究をはじめ、流体機械、自動車などの流体抵抗低減と空力騒音低
減の実用問題に適用することが可能です。これまで開発した独自の数値シミュレーション、最適化設計技
術、また、実験及び関連計測技術をもっております。特に、近年、多くの企業に導入しつつあるコンピュータ
による数値シミュレーションと形状の最適化設計が得意です。これらの技術を利用すれば、低コスト・短期
間・高性能の製品開発ができます。
　最近、特許申請中のウルトラファインバブル技術を開発しており、植物栽培・医療機器に関する応用研究
を進めています。
　新製品の設計開発、既存製品の性能向上にお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

航空工学、流体機械

数値流体解析、流れ制御、流体抵抗の低減、空力騒音の低減、栽培・養殖・医療機器

風力発電、水力発電、ウルトラファインバブル

・境界層剥離制御のボルテックス・ジェネレータ特許：1件
・騒音低減デバイスの特許：2件
・流体機械の関連技術：自動車、風車、ターボ機械、など
・流れの数値シミュレーション技術：圧縮性流れ、非圧縮性流れに対応

・ コンピューターによる流れのシミュレーション：
・ 流体機械の性能評価：流量、速度、圧力、など
・ 流体機械の設計：風車、ポンプ、ターボ機械、な
ど
・ 最適化設計技術：性能改善、設計
・ 実験計測技術：流体関連の計測
・ 流れ制御技術：境界層制御、騒音低減

3.産業への活用方向
流体機械、自動車などに関して、流れ場の計測と高精度の数値解析技術による性能評価、原因調査、最
適化設計など。また、性能改善、改良設計などの提案、技術相談が可能。共同研究、技術相談、受託研
究、受託研究員の受け入れ。

４.関係する大学・企業等

工学部 機械電気工学科・教授
雷 忠

データベー
ス

集団

遺伝的

アルゴリズ

ム

空力解析

Pareto解項目評価

Sampling追

加

多目的最適化設計

synthetic jetによる剥離流れの制

御

デバイス無

デバイス有

実験 解析

設計
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火災周辺の安全対策～実験からシミュレーションまで～

　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

　火災は、最も身近な災害であり、一般家庭から大規模工場まで火災が発生する可能性があります。様々
な火災事故原因の解明は、火災安全対策を取る上で重要となります。本研究室では、火災実験（材料評価
から実大実験）からシミュレーションまで行うことができます。本学科では、建築材料の評価に使用されてい
る、コーンカロリーメータ試験装置や火災時の火の回り方を調べるため、家具などを燃やす燃焼実験が行
える施設として、リスク評価実験棟を保有しています。材料評価では10cm角程度までの試験体、実大実験
では最大でバイク1台程度までそれぞれ燃焼させることができます。また、これらの実験データを基に、火災
シミュレーション（Fire Dynamics Simudation）により燃焼や発生ガスの流動解析を行うことができます。

社会・安全システム

分類No：C-1

研究・技術シーズ名：

特記事項
　１．特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）

①構造物におけるケーブル貫通部の延焼防止装置、②屋内大空間の火災拡大防止・保安方法、③屋
内大空間の火災抑制・保安方法、④高温ガスと調圧による火災抑制・保安方法、⑤高温ガスによる火災抑
制・保安方法および装置、⑥給排気制御による大空間の火災抑制・保安方法、⑦高温ガスによる大空間の
火災抑制・保安方法　など
　２．シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）

　４．関係する大学・企業等

実大火災実験、材料燃焼実験、消火、シミュレーション

　3．産業への活用方向

東京理科大学火災科学研究所、横浜国立大学、科学警察研究所、消防庁消防大学校消防研究センター

　様々な技術を各社が発信する際、安全・安心なシステムである必要があります。本研究室では、火災など
の考えられるリスクに対して、被害状況の予測及び最小限にする技術を提案致します。

火災周辺安全

リスク評価実験棟外観及び内部 災害時に駐車中の自動車の延焼状況の実験及びシミュレーション

放射熱で風下側の

自動車にも延焼

工学部 機械電気工学科・教授

須川 修身



　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

　工場などの生産現場やガソリンスタンドなどの社会インフラから、エアコンやスプレー缶など身近なものに
も取り扱われている可燃性物質や高圧ガス等による火災・爆発危険性（フィジカルハザード）を、実際に想
定される事故シナリオに基づいて、実験とシミュレーションにより評価します。例えば、エアコンに搭載される
冷媒の燃焼性評価により規制再点検に資する研究や、傾斜面における火災の進展予測をもとにして、建
築・避難設計に役立てたりする研究などを行っています。水素燃料電池自動車などに代表される新エネル
ギーのハザード評価など、地球環境保護のための最先端の技術にも対応しています。

　官公庁が主導する、地球温暖化対策等に関連した規制緩和にかかるリスクアセスメントから、高圧ガス、
危険物を取り扱う民間企業のリスクアセスメントまで幅広く対応しています。

（国研）産業技術総合研究所，東京大学，横浜国立大学

　3．産業への活用方向

分類No： C-1

研究・技術シーズ名： フィジカルハザード（火災・爆発危険性）評価技術

社会・安全システム科学

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）
Imamura, T. et al: “Ignition hazard evaluation on A2L refrigerants in situations of service
and maintenance”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 36, pp.553-551, 2015.
②シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）

各種危険性評価結果が、火災・爆発防止のための各種基準策定のためのデータとして使用された実績を
有しています。

　４．関係する大学・企業等

低GWP冷媒の燃焼挙動，可燃性ガスの燃焼挙動，火災プルームの基礎性状

低GWP冷媒，代替エネルギー，可燃性ガス，燃焼・爆発

実用化したい製品・技術

危険源の洗い出し
（事故シナリオの設定）

事故発生確率
の算出

リスクの算出

安全指針の策定→製品・技術の実用化

事故被害影響の定量評価

・着火や爆発は起きるのか？
・火炎はどこまで届くのか？
・延焼は起こりうるのか？
・有害物質は発生するのか？
・人命は大丈夫なのか？

リスク低減策の考案

・着火源を低減するには？
・効率的な消火方法とは？
・どこまで避難すればよいのか？

傾斜面

酸
素

酸
素

直方体容器内での低GWP冷媒の燃焼挙動

可燃性ガスの燃焼挙動 傾斜面上の火炎挙動

工学部 機械電気工学科・准教授

今村 友彦



　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

　プラントや発電所などの社会インフラをはじめ、エアコンガス（冷媒）や、カセットボンベなど身近なところに
も使われている高圧ガス等による火災・爆発危険性の評価と対策設計が研究テーマです。そのための技術
として、水素やメタンなど可燃性ガスの濃度計測や、密閉燃焼容器及びシュリーレン光学系を用いた着火
実験による火炎形状の高速度撮影及び圧力・温度計測などについて、高度な知識と技術を有しています。
燃焼装置は密閉燃焼容器と電気的着火装置からなり、様々な放電現象を再現した燃焼実験が行えます。
様々な湿度条件を再現した燃焼実験も可能です。

　プラントなどの社会インフラからエアコンなど家庭用機器まで、可燃性ガスを使用する各シチュエーション
のリスクアセスメントにおいて必要となる燃焼爆発性評価等に、本技術が応用可能です。

（国研）産業技術総合研究所，東京大学

　3．産業への活用方向

分類No： C-1

研究・技術シーズ名： 安心・安全のための可燃性ガス燃焼爆発挙動の観測技術

社会・安全システム科学

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）
Imamura, T., Rokugawa, K., Hirano, Y., and Takizawa, S.: “Influences of initial temperature and moisture on the
overpressure rise due to the combustion of alternative fuel gases in a cylindrical chamber”, 15th Int. Symp. on Loss
Prevention and Safety Promotion in the Process Industries, Freiburg, Germany, 2016. (accepted)
②シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）
高圧ガス製造保安責任者免状（甲種機械）及び甲種火薬類取扱保安責任者免状を有しています。

　４．関係する大学・企業等

低GWP冷媒の燃焼性評価，可燃性ガスの燃焼性評価，火災プルームの基礎性状

低GWP冷媒，代替エネルギー，燃焼・爆発

空圧バルブ燃料・酸素

真空引き

燃焼容器
シュリーレンレンズ

シュリーレンレンズ

光源

ナイフエッジ

高速度カメラ

燃焼装置は密閉燃焼容器，高電圧電源，電極，水分添加系統からな
ります。計装装置として圧力変換器，熱電対，イオンプローブが取り付
けられており、オシロスコープでこれらのデータを記録します。

密閉燃焼容器は容積1 Lで、ポートが2か所（真空引き口及びガス導

入口）あります。約2 MPaの圧力に耐えることができます。別途水分

添加系統も備えており、任意湿度条件での実験が可能です。

燃焼に伴うガスの密度差を、照明により浮き上がらせて撮影する
シュリーレン光学系を整備しています。高速度カメラ撮影を組み合
わせることで、より詳細かつ明確な火炎挙動の撮影が可能です。

電極はタングステン製です。パルスジェネ
レーター（信号発生器）により、任意の放電
時間を持った着火用放電が発生できます。
これにより、静電気のような小さなエネル
ギーのものから大電流放電まで幅広い着火
性放電を模擬できます。

工学部 機械電気工学科・准教授

今村 友彦



目で見て分かる「におい」の評価手法

　１．研究技術内容 セールスポイント

2.技術要点説明

　５．研究室概要
　研究分野
　主研究テーマ
　主要キーワード

特記事項
（1）特許取得・各種認証等取得状況
消火用散水ヘッド，№2013-017174, 2013
火災模型等，特許第5769496号，2014
（2）シーズの熟度（基礎研究、技術開発、実証開発、実用化開発段階等）
木材やプラスチックが酸化熱分解時に発生するニオイを測定を行い、新しいニオイ感知ができる可能性が
高い事を実験的に明らかにしてきています。

横浜国立大学

社会・安全システム
環安全、火災安全、品質管理
ニオイの定性分析、定量分析、材料試験

分類No：C-1

悪臭防止法にも定められているように、敷地から排出されるニオイに規制がかかっています。排出される
ニオイを計測器で測定し、評価することができます。また、どの作業工程でどの程度のニオイが排出してい
るのかも測定することが可能です。

４.関係する大学・企業等

研究・技術シーズ名：

３.産業への活用方向

　私たちは、人は「もの」を判断するとき、視覚、味覚、触覚、聴覚そして嗅覚を用いている。物質は受熱する
ことで熱分解し、煙、熱、と共に「におい」が発生する。このことから、「におい」の変化に基づく火災の感知手
法の開発を行ってきている。「におい」は、人の感覚により判断するため、個人差が生じるため、「におい識
別装置」により測定を行っている。この装置は、基準ガスとなるガスを選択し（一般的には悪臭防止法に定
められている9種類のガス）、そのガスとどの程度異なるのかなどを数値で示す装置である。本研究室では、
におい識別装置と熱分析装置を保有しており、これらを組み合わせることにより、材料が熱分解（窒素、酸
素雰囲気）時に発生するにおいを測定する技術を保持しているため、様々な材料の評価に応用できる可能
性がある。また、通常の空気臭気についても測定可能である。

におい識別装置外観図

（島津製作所製 FF‐2A）

熱分析装置からのガス採取の様子

（リガク製 TG8120 ）
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得られた結果の一例

（プラスチック材料の酸化熱分解反応時のにおい変化）

工学部 機械電気工学科・助教

上矢 恭子



太陽光発電システムの各構成機器の評価

　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

３．太陽電池模擬電源装置

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

1.太陽電池モジュールI-V特性測定装置
太陽電池の電流ー電圧特性は、一定電流でも一定電圧

でもないという、非常に難解な形状をしている。この形状を
測り、標準とされる形状と比較することで、故障の診断がで
きる。日射計により日射強度という光の強度を測定してい
るため、屋外による暴露試験となる。

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況

特許第5403608号　太陽電池アレイの診断方法、及びパワーコンディショナ

②シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）　太陽電池の種類や開発企業、
国により様々な段階にある。研究室としては、基礎的な部分あり、実用化的な部分もあり、幅広いが、技術
開発、実証開発の部分が多い。

太陽電池、パワーコンディショナに関連する業界全般に渡る

太陽電池、モジュール、パワーコンディショナ、発電システム

　3．産業への活用方向

　太陽電池アレイの出力に接続される機器として、パワー
コンディショナが必要となる。中心にインバータを基本とし
ているが、入力側にMPPT（最大出力点追尾装置）を備え、
出力側には系統と波形を合わせる高度な制御機能を備え
る。この入力側において、絶えず変化する太陽電池電流ー
電圧特性の最大出力点を追尾するという高度な機能が実
現されているか、実際の太陽電池の電流ー電圧特性を再
現して確認することができる。

太陽光発電システム、エネルギー

太陽電池パネルの故障診断機能に関する研究

分類No：C-2

太陽光発電システムインテグレータ、太陽電池モジュール、パワーコンディショナに関連した業界

　４．関係する大学・企業等

研究・技術シーズ名：

２．太陽電池アレイ測定装置
　太陽電池は、実際に使用される住宅用、産業用どちらに
しろ、パネルを直並列接続して使用するものである。これを
アレイと呼ぶ。これが、どのような状態にあるか測定するこ
とで、故障を診断したり、性能を評価することができる。こ
れも屋外暴露試験となる。

　近年、全世界において太陽光発電システムが指数関数的に普及しつつある。全世界での積算導入量は
2016年で63GWにも達した。しかし、システム太陽電池は設置に際して初期投資が高額で、実使用状態での
出力が定格と異なるため、正確な発電量評価や償却年数の見積りが難しい。また、近年では太陽電池パネ
ルの故障事例も報告されようになり、太陽電池の電流ー電圧特性に独特だが、1パネルの故障により、そ
の他の健全な太陽電池の発電出力が有効に生かされなくなるという特性がある。そのため、太陽電池パネ
ル、パワーコンディショナなど各構成要素を正確に評価することは重要であり、それらに関する測定機器を
備えている。

工学部 機械電気工学科・教授

平田 陽一

図：太陽電池Ｉ－Ｖ評価装置

図：太陽電池模擬電源
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　１．研究技術内容

　2．技術要点説明
１．プログラマブル交流電源
　　３ｋW容量の電力が出力できます。
機器から直接操作することもできますし、

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

２．プログラマブル交流電源
　　機能は１とほぼ同じもの。容量は１ｋWで非常に低価格であるのが
特徴。
　　手軽に一人１台用意できる。欠点は、設定する波形がデジタル形
成されており、細かく階段状になっている。厳密には、そのステップ電
圧による、ノイズの影響を受けやすい。使い方によっては、非常に利
便性とコストパフォーマンスが高い。他電源との連携は負荷。

　近年、太陽電池の大量普及に伴い、故障事例が報告されるようになってきた。太陽電池アレイの価格は
システム全体価格の５割以上を占めるため、初期投資に大きな損害をもたらすことになる。現状では、設置
してしまうと、屋根などの接近しにくい場所が多いため、発電量を日射量などからのシミュレーションによる
出力予測値と大まかに比較したり、深刻な場合は人手により、電流ー電圧特性を調べることで行われてい
る。この電流ー電圧特性を、定期的に自動的に測定することを意図して、容量の大きい電源を用いて、太陽
電池の特性を測定を行っている。故障モジュールについても、測定する予定である。

太陽光発電システム、システムインテグレータ、大電力を用いた何らかの評価など。

３に関係する大学・企業

　3．産業への活用方向

　PCから付属ソフトで遠隔操作すること
もできます。様々な波形の電圧を設定し
て、出力することが可能です。他電源と
の連系など可。ただし、発信機は必要。
　（製品としては、６ｋW、９ｋWとあるよう
です。大きさもそれなりです。）

太陽電池パネルの故障診断機能に関する研究

特記事項

　４．関係する大学・企業等

太陽光発電システム、エネルギー変換

分類No：C-2

研究・技術シーズ名： 太陽電池モジュールの故障診断技術

工学部 機械電気工学科・教授

平田 陽一
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　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）
有機トランジスタに関する特許４件

②シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）
上記研究及び特許等は基礎研究段階

　４．関係する大学・企業等

分類No：C-2

研究・技術シーズ名：

　3．産業への活用方向

太陽電池、光触媒、植物工場、有機半導体エレクトロニクス

　今世紀における環境、エネルギー、食糧問題は、人類が解決すべき最重要課題です。それらの
課題解決のための究極の太陽光エネルギー利用法は、光合成反応を工学的に応用することで
す。本研究室では、太陽光の化学的利用（太陽光利用燃料生成、バイオ光化学電池）、電気的利
用（有機薄膜太陽電池、色素増感太陽電池）、生物的利用（光合成促進技術開発）を３本柱とした
学際的な研究を展開しています。

太陽電池、水素生成、植物工場等の研究

有機薄膜太陽電池、色素増感太陽電池、太陽光利用燃料生成、光合成促進技術開発

太陽電池開発企業、植物工場施設等開発企業

マテリアルサイエンスナガノ

エネルギー分野

①有機系太陽電池

次世代太陽電池として有望視される

有機薄膜太陽電池や色素増感太陽

電池の作製から評価まで一貫して研

究を行っています。低コストで簡単に

作ることができるので、大面積で有効

に電気エネルギー変換可能な次世

代太陽電池として期待されています。

②バイオ光化学電池

燃料電池は、水素などのクリーン燃

料を用いて発電可能です。しかし、水

素をいかに作り出すかが課題となっ

ています。太陽光と水で水素と電気

を作る有機系光化学電池やバイオ光

化学電池を開発するための研究を

行っています。

①光合成促進技術

光制御・制御による光合成促進技術

の開発を行っています。太陽光や人

工光を光合成に有効な波長に変換し、

野菜などの成長を促進する成果が出

ています。この成果を活かし、次世代

植物工場等への展開を狙っています。

工学部 機械電気工学科・教授

渡邊 康之



　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

有機半導体デバイス

次世代ディスプレイ・照明・太陽電池に向けた有機半導体デバイス

　環境・エネルギー問題を意識した有機半導体デバイスは次世代グリーンデバイスのひとつとして注目を集
めています。次世代太陽電池として有望な有機薄膜太陽電池が有名ですが、その他、次世代ディスプ
レー・照明として使われる有機ＥＬや有機トランジスタがあります。これらは、印刷技術を駆使することによっ
て低コスト・簡易プロセスでの作製が見込まれており、プリンタブル電子デバイスへの実用化への期待が一
段と高まっています。本シーズは、特に、低電圧・大電流駆動が可能な有機トランジスタを用いた有機ＥＬ駆
動を実証しており、画期的な要素技術として注目を集めています。下記に、プラスチック基板上に作製した
フレキシブル有機半導体デバイスの例を有機トランジスタ、有機ＥＬ、有機太陽電池に分けて示しておきま
す。

有機ＥＬディスプレイ開発業界、次世代トランジスタ開発業界、印刷技術を保有する企業、インクジェット印
刷企業

特になし

　3．産業への活用方向

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）
有機トランジスタに関する特許４件

②シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）
上記研究及び特許等は基礎研究段階

　４．関係する大学・企業等

有機ＥＬ、有機トランジスタ、有機太陽電池

有機分子エレクトロニクス、太陽光エネルギー変換デバイス

分類No：C-2

研究・技術シーズ名：

【１】低電圧・大電流駆動可能

な有機トランジスタ（縦型有機

トランジスタ

有機半導体材料の最適化により

低電圧・大電流駆動が可能です。

【２】縦型有機トランジスタを用

いた有機ＥＬ駆動

左記の技術と有機ＥＬ素子を組

み合わせることで有機トランジス

タによる有機ＥＬ駆動が可能です。

【３】有機半導体と無機半導体
を複合させた有機太陽電池

ワイドギャップ半導体と有機半導
体の特徴を生かしたデバイス設
計の一例です。

工学部 機械電気工学科・教授

渡邊 康之
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分類No： C-2

　１．研究技術内容

2.技術要点説明

農薬開発メーカー

東京理科大学

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項

①特許取得・各種認証等取得状況

(2)植物防御活性化物質のための方法、植物防御活性化物質及び免疫応答亢進方法. 特許第5885268号

研究・技術シーズ名： 農作物の免疫活性化剤の開発

活性酸素種(ROS)、オートファジー

植物の持つ病原体に対する免疫システムについて、植物生理学、細胞工学の両面から研究し、新規の
免疫賦活化法を開発している。活性酸素種(ROS)を含めた、植物免疫制御の鍵を握る情報物質の生体
内の動態をリアルタイム・多検体で測定可能。植物免疫活性化剤の効率的且つ少量でのスクリーニング
評価が可能。

 植物細胞工学、植物生理学

3.産業への活用方向

４.関係する大学・企業等

植物の環境ストレス耐性機構に関する研究、ストレス耐性強化技術の開発

(1)『METHOD OF SCREENING FOR PLANT DEFENSE ACTIVATORS, PLANT DEFENSE ACTIVATORS,
AND METHOD OF ENHANCING IMMUNE RESPONSE. USA特許9739767B2

工学部 機械電気工学科・准教授
来須 孝光
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QFD(Quality Function Deployment)の活用 

　１．研究技術内容
　売れて・儲かって・安心できる商品の品質保証システム構築にはQFD(Quality Function Deployment)の
活用が有効です．売れるためには真に顧客の要求を斟酌して設計する必要があり，これには品質展開が
役立ちます．技術展開と生産技術展開によって技術が形となり，機構や部品に対してのコスト展開を行う
ことによって，原価企画と原価見積もりができ，儲かる売価設定が可能となります．機構と部品について
FMEA(Failure Mode and Effects Analysis)によって，故障の予測と予防ができ，ユーザーにとって安心
できる製品となります．さらにQA(Quality Assurance)表とQC(Quality Control)工程表の作成によって，
品質保証の業務展開まで構築できます．
　日本生まれのQFDは，「売れて・儲かって・安心できる」品質保証システム構築用のツールです．

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

分類No：D-1

研究・技術シーズ名：

　3．産業への活用方向

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）

②シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）

新商品開発を考えている分野であればいずれでも活用ができます

　４．関係する大学・企業等

統計的品質管理　QFD　実験計画法　多変量解析　信頼性技法　VE

統計的品質管理

統計的品質管理の現場への応用

工学部 情報応用工学科・教授

奥原 正夫

品質展開 技術展開 コスト展開 信頼性展開

業務展開

品質機能展開(quality function 
deployment:QFD)は，製品に対する品

質目標を実現するために，様々な変換

及び展開を用いる方法論であり．展開

には“品質展開”，“技術展開”，“コスト

展開“，”信頼性展開“及び”業務機能

展開“のフェーズがある．
各フェーズでの展開ばかりではなく，あ
るフェーズのアウトプットが次のフェー
ズのインプットといったフェーズ間のイ
ンターフェースも重要である



　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）

・技術士（経営工学部門）

②シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）

ものづくり、価値づくり、コトづくり、ものことづくり

経営診断、経営コンサルティング

名古屋工業大学

　3．産業への活用方向

　４．関係する大学・企業等

経営学

分類No： D-1

研究・技術シーズ名： 事業戦略、中小企業の活性化

　企業活動の根幹は、顧客にとって価値ある商品・サービスを開発して顧客に提供することによっ
て収益を得ることである。ところが、近年顕著になってきている問題は、技術、商品・サービスを開
発することが、顧客にとっての価値をつくりだすことや、収益を得ることにつながらないケースが増
えていることである。
　このような問題にどう対処して行ったらよいのかについて考えます。

1．ものづくりを包含した価値づくりの視点で捉える。
２．「モノ」から「「コト」への発想転換を図る。

事業戦略、経営管理、生産システム、中国ビジネス

共通・マネジメント教育センター・教授

五味 嗣夫
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人的資源管理

　１．研究技術内容

　2．技術要点説明

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

分類No：D-1

研究・技術シーズ名：

　3．産業への活用方向

人的資源管理

　成果主義賃金の導入等に見られる処遇における個別管理の強化、あるいは非正規労働の量的・質的基
幹化など、近年、企業での働き方・働かせ方は著しく変化してきたと言われています。そのようななか、どの
ような問題が生じており、それに対してどのような対策を講ずる必要があるのかについて、研究しています。
  賃金形態の変化について述べれば、近年では「役割給」の導入が広がり、研究史上では賃金形態が従前
の「ヒト」基準から「仕事」基準に近づいているとの指摘も行われています。賃金形態が「職務基準賃金」に
近接するなか、人事労務管理に求められる対応について検討を行っています。

明治大学、法政大学、中央大学

　  周知の通り、日本においては、権利濫用法理による規制はあるものの、東亜ペイント訴訟事件の最高裁
判決により、業務上の必要性があり「労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく越える不利益」 など、特段
の事情がある場合を除き、基本的に経営側による配転命令権の掌握が認められてきました。この場合にお
ける不利益として想定される代表例の一つとして、賃金を挙げて差し支えないでしょう。今、賃金における不
利益について焦点を当てれば、例え配置転換が行われたとしても、労働者が賃金の面において不利益を
被らず、その程度を緩和する「管理序列と処遇序列の分離」 という仕組みが、日本の賃金制度の中にはビ
ルト・インされてきた点を指摘することができます。しかしながら、賃金形態上の「職務基準賃金」への接近
は、上記の機能を希釈化し経営側に配転命令権を認めた法的根拠を浸食し、正社員の配置転換における
無限定性をロジック的には制約せざるを得ない性格を帯びながら、その運用上の問題を表出させている可
能性があります。「職務基準賃金」のもとでの従前とは異なる、言わば「管理序列と処遇序列」の接合という
観点から、配転命令権を経営側に認めた法的根拠と職務基準賃金の整合性、あるいはその下での人材育
成モデルに対し迫られる修正、ロール･モデルの形骸化などについて研究を行っています。

特記事項
①特許取得・各種認証等取得状況（予定含む）

②シーズの熟度（基礎研究　技術開発　実証開発　実用化開発段階等）

人的資源管理に係るアドバイス

　４．関係する大学・企業等

経営学

賃金、労働時間、雇用形態、人材育成、労働市場

共通・マネジメント教育センター・講師

山縣 宏寿



分類No：D-1

　１．研究技術内容
　解決したい問題を分析的にアプローチする方法にAHP（階層分析法）があります。例えば、解決したい問
題に対して、複数の代替案（選択肢）を準備し、その中から問題解決のための方法を一つ選択するための
複数の評価基準（多基準という）を設定します。これらは階層図として表現されます（技術要点説明を参照
のこと）。この階層図をもとに議論を進め、これ以外の代替案は無いか、ここにある以外の評価基準はない
かを吟味します。その上で、直観や経験を踏まえ、一対比較という心理学の手法を活用して定量化しま
す。最後に、それらの数値を統合し各代替案の重要度を求め、それを代替案の選定に役立てます。数値
化されているので、議論したり、比較的容易に説明責任を果たすことができます。必要に応じて、感度分析
も行います。ここでは、解決したい問題を階層図で表現するAHPを紹介しましたが、これをネットワークに発
展させたANPという拡張版もあります。計算の難しさなどから、日本ではあまり活用されていません。

2.技術要点説明

複数の選択肢について、いくつかの視点から１つのものに決めたり、あるものについて複数の視点から
評価する場合にもAHPは活用できます。特に、経営活動の中で、直観や経験を数値化したい場合に
役立ちます。AHP/ANPの計算のためのソフトウェアを開発し、それによる経営支援なども考えられます。

ピッツバーグ大学

　５．研究室概要

　研究分野

　主研究テーマ

　主要キーワード

特記事項


多基準意思決定支援、政策評価、行政評価　最適化

研究・技術シーズ名： AHP（Analytic Hierarchy Process）の活用

AHP（階層分析法）、DEA（データ包絡分析）、政策評価法、行政評価法

経営科学

3.産業への活用方向

４.関係する大学・企業等

共通・マネジメント教育センター・教授
飯田 洋市

3階層モデル

AHPの枠組み

③一対比較行列から各項目の重要度の算出
一対比較した結果は、行列の形式で表され、これを一対比較

行列と呼ぶ。この行列は逆数性等の性質をもち、だた一つの最
大固有値を持つ。この固有値に属する、成分の和が1となる固
有ベクトルを重みベクトルと呼ぶ。この成分が、一対比較した各
項目も重要度となる。このベクトルは重要度の推定値となり、そ
れが許容範囲にあるか適合度（S.I.=Saaty Index）等で調べる。こ
れらの計算は、標準的な表計算ソフトでは難しく、専用のソフト
が用いられる。

②項目間の一対比較
一つ上の層にある各項目に

関して、同じ層にある項目の
重要度を算出するために一
対比較を行う。通常、右表に
あるような尺度が利用される。問題

評価基準
C1

評価基準
C2

評価基準
C3

代
替
案

F

代
替
案

A

代
替
案

B

代
替
案

C

代
替
案

D

代
替
案

E

①いくつかの基準による決定の枠組み
問題を解決するための選択肢を準備し、

それを評価する評価基準を決める。
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