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１．プロジェクトの経緯と活動の概要
東北大学では、金属材料研究所、加齢医学研究所、流体科学研究所、電気通信研究所、多元物
質科学研究所、災害科学国際研究所、東北アジア研究センター、学際科学フロンティア研究所、
材料科学高等研究所を東北大学研究所群として、その研究所長、センター長で構成される研究所
長会議が、研究所連携プロジェクトを主導してきました。平成２７年度には、研究所長会議にお
いて、これらの部局間の連携組織に「東北大学附置研究所・センター連携体」と新たに名称が付
与されております。本年度（平成２９年度、2017 年度）は、10 月より新たに電子光理学研究セン
ターおよび未来科学技術共同研究センターが本連携体に加わりました。各研究所長、センター長
は、次の通りで、研究所長会議代表は、東北アジア研究センターの高倉浩樹センター長です。
金属材料研究所 所長 高梨 弘毅 教授
加齢医学研究所 所長 川島 隆太 教授
流体科学研究所 所長 大林 茂 教授
電気通信研究所 所長 大野 英男 教授
多元物質科学研究所 所長 村松 淳司 教授
災害科学国際研究所 所長 今村 文彦 教授
東北アジア研究センター センター長 高倉 浩樹 教授
学際科学フロンティア研究所 所長 佐藤 正明 総長特命教授
材料科学高等研究所 所長 小谷 元子 教授
電子光理学研究センター センター長 濱 広幸 教授
未来科学技術共同研究センター センター長 長谷川 史彦 教授
平成２７年度より、東北大学附置研究所・センター連携体の活動の一環として、若手研究者を
中心とする研究交流・連携、および研究所間共同研究の促進を目的に、東北大学附置研究所若手
アンサンブルプロジェクト（以下、研究所若手アンサンブルプロジェクト）が発足しました。上
記の各研究所・センター・機構（以下、各研究所）からワーキンググループのメンバーが集まり、
「仲間の輪を拡げれば、もっと研究が楽しくなるかも！？」という動機のもとに、研究所間の連
携を深める活動を企画・運営しました。
これまでの各年度の活動として、まず研究所所属研究者の研究内容を相互に知り合うキックオ
フミーティングと位置づけた研究所若手アンサンブルワークショップを７月に開催しました。そ
れに平行して、複数研究所間の共同研究課題を公募する『アンサンブルグラント』を実施してい
ます。このグラントでは、萌芽的な研究を対象とする第 1 ステージ、および前年度第 1 ステージ
を実施し最終的に外部研究費獲得を目指す第 2 ステージが設定されています。また、秋季または
冬季に研究所若手アンサンブル研究会を開催して、そのプログラムは招待講演、アンサンブルグ
ラント採択課題発表会、見学会などで構成しました。
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昨年度までの 2 年間は、研究所間の若手研究者の共同研究を促進するプロジェクトとして活動
してきましたが、本年度からは研究所の若手研究者を中心にした、全ての部局間の共同研究を
推進することとなりました。これに伴い、各イベントの名称も「研究所若手アンサンブル…」
から「東北大学若手研究者アンサンブル…」に変更しました。
本報告書に、これらの実施内容および資料等をまとめます。今後、これらの活動をさらに充実
させて、研究所間の連携を深化させていきたいと考えております。引き続き、皆様のご理解とご
協力をいただけますようお願い申し上げます。
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２．平成２８年度研究所若手アンサンブルグラント採択課題の成果報告
昨年度（平成２８年度）、研究所間の共同研究の促進を目的として、複数研究所の所属研究者
で構成される共同研究グループに対して研究費を支援する「平成２８年度研究所若手アンサンブ
ルグラント 第１ステージ」の公募を企画・実施しました。採択課題を表 1-1 に示します。続い
て、採択された 10 件の研究課題の成果報告を掲載します。なお、ここでは、提出された報告書か
ら、申請中および申請予定の外部研究費の情報を削除しています。
これらの共同研究の実施により、報告書提出の時点（平成 29 年 5 月末）で、4 報の論文掲載、
14 件の学会発表、1 件の受賞、1 件の特許出願の成果が挙げられたことが報告されました。また、
外部研究費に関しては、2 件総額 3,990 千円が獲得され、他に 7 件総額 22,840 千円が申請中およ
び申請予定とされております。

表 1-1

平成２８年度研究所若手アンサンブルグラント（第１ステージ）の採択課題一覧

◎ 研究代表者

研究課題名

所属・職名

研究分担者
◎ 高橋秀幸

通研・助教

杉安和也

災害研・助教

横田信英

通研・助教

◎ 伊藤桂介

金研・助教

極端条件下光学及び輸送特性の同時観察技術の開拓

平郡 諭

AIMR・助教

による分子性超伝導体の電子状態解明

◎ 山田昭博

加齢研・助教

岡島淳之介

流体研・助教

井上雄介

加齢研・助教

平 恭紀

加齢研・院生

池田純平

加齢研・院生

◎ 吉野大輔

流体研・助教

血管微小環境模擬チップによる細胞競合メカニズム

船本健一

学際研・准教授

の解明

◎ 安達正芳

多元研・助教

出浦桃子

金研・助教

川西咲子

多元研・助教

◎ 小関良卓

多元研・助教

ナノ・プロドラッグの in vivo における薬理効果の

高橋雅信

加齢研・講師

解明

◎ 星野哲久

多元研・助教

関根良博

金研・助教

井口弘章

理学研究科・助教

IoT 機器を活用した沿岸部地域向け自律分散型避難
行動支援システムに関する共同研究

フレキシブルヒートパイプを応用した体内埋込型小
児用肺循環補助装置の冷却システム開発の試み

Ga-Al 液相法により成長した AlN 中の不純物解析と
不純物低減へ向けたプロセス改良

特異なスピン構造をもつ分子性スピントロニクス材
料の開発
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◎ 佐々木一益

加齢研・助教

痛覚過敏モデル動物であるμオピオイド受容体欠損

笠原好之

災害研・助教

（MOP-KO）マウスの脳形態異常とその背後にある機

Scott W Hall

University of Toredo・主任研究員

序の解析

◎ 林 陽平

加齢研・助教

マウス始原生殖細胞を用いた生殖細胞分化制御にお

高 俊弘

学際研・助教

ける細胞内代謝経路の役割の解明

◎ 岡田真介

災害研・助教

Zou Lilon

東北ア・助教

丹羽雄一

災害研・助教

高橋直也

理学研究科・MC1

住田達哉

産業技術総合研究所・主任研究員

GPR および極浅層反射法地震探査を取り入れた総合
的な活断層調査

－ 5 －

,R7 機器を活用した沿岸部地域向け自律分散型避難行
動支援システムに関する共同研究
研究代表者名、および共同研究者名
高橋秀幸１、杉安和也２、横田信英１
所属部局
１
電気通信研究所、２災害科学国際研究所

１．研究目的

大地震や記録的な豪雨などの大きな自然災害が世界各地で発生している。東日本大震災以
降、今後の大地震による巨大津波の襲来、集中豪雨、台風などの天災に備えることが喫緊の
課題となっている。天災に備えて、情報通信技術 ,&7 を活用した様々な災害活動・避難支援、
情報共有支援システムが開発されているが、,&7 研究の成果の  つの応用例として報告され
ていることが多い。また、災害研究の実情が反映されておらず、性能・機能評価のフィール
ド実験であることが多い。一方、災害の研究者によって、被災地の抱える多様な課題や天災
に備えた対策・解決策が議論されているが、その知見・成果を十分に反映した避難行動支援
システムの実現には至っていないといえる。本共同研究では、,&7 に関するソフトウェアと
ハードウェア、災害（避難行動）を専門とする異分野の研究者が、津波からの避難行動支援
に焦点をあて、災害現場の知見と ,&7 を活用した避難行動支援システムの実現を目指す。

２．研究方法

 まず、ドローン、無線センサ、携帯端末などの ,QWHUQHWRI7KLQJV ,R7 機器と有線・無
線、及び、可視光通信などを活用した自律分散型の避難行動支援システムの機能要件、各機
能の仕様、実験フィールドにおける実験内容に関して検討を行った。次に、本システムの主
要な機能である、,R7 機器の協調的状況把握機能、避難誘導プラン生成機能、可視光を用い
た避難情報提供機能の設計と各モジュールの開発、ドローンに取り付ける視認性を考慮した
避難場所への避難誘導の案内看板（標識）について検討を行った。さらに、実験フィールド
である、いわき市沼ノ内区においてドローンに様々な大きさの標識を取り付けた際の影響や
視認性に関する予備実験の計画を立案した。以下、各機能の概要と研究方法について述べる。
 自律分散型避難行動支援システムの開発
津波からの避難の際に、視認性の高い避難場所案内標識を取り付けた複数台のドローン
8$9 が自律的に連携し避難所までの誘導を行う。また、自走ロボット 8*9 を含む ,R7 機器
同士が連携しながら災害や避難行動要支援者の状況把握、屋内における可視光を用いた携帯
端末への避難情報提供を行う。本システム開発では、エージェント型システム構築基盤>@
に基づき様々な ,R7 機器が災害時に協調・連携を実現するための方式についても検討を行う。
 ,R7 機器の協調的状況把握機能
 屋内外に設置されたセンサ群による災害現場の特定と、センサ群、8$9、8*9 などが協調動
作を行うことで補完し合いながら被災状況の把握と要支援者の把握を行う機能を開発する。
 避難誘導プラン生成機能
 危険場所の情報、協調的状況把握機能から得られた災害現場の状況に基づき、標識を取り
付けたドローンが避難所まで避難誘導を行う際の避難誘導プランの生成、優先度に基づくプ
ラン選択、プランに基づきドローンが避難所まで自律飛行を行うための各種機能を開発する。
 可視光を用いた避難情報提供機能
 災害発生時に無線通信が利用できない場合、/(' ライトと携帯端末のカメラを利用し、/('
の点滅周波数の輝度値に応じて、現在の位置と避難情報を受信するための機能を開発する。
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３．結果および考察

,R7 機器の協調的状況把握機能と避難誘導プラン生成機能
各 ,R7 機器に対して、エージェント技術を適用した ,R7 機器の知能化を行うことで実現さ
れるエージェント型 ,R7 機器を構成要素とし、,R7 機器が相互に協調・連携することで、災
害状況に応じて避難行動の支援を行う協調的状況把握機能と避難場所までの避難誘導を行う
ための避難誘導プラン生成機能の一部を開発した。具体的には、環境に設置されたセンサか
らの異常を検出し、8*9 と 8$9 がセンサ周辺をカメラで撮影し状況を映像で送信するといっ
た支援を行う。8*9 が障害物を検出し、調査対象物に近づくことができないことを判断する
と、8$9 が 8*9 から離陸し、上空からの視察に切り替えるといった 8*9 と 8$9 による連携動
作に関する動作確認実験の様子を図  に示す。次に、避難経路を導出するエージェントが導
出した避難誘導プラン 経路 に基づき、ドローンが自律飛行（離陸、経路に基づく飛行、着
陸）を行うための避難誘導プラン生成機能とドローンの自律飛行制御機能、経路表示インタ
フェースを開発した。プラン生成機能は、地図（*RRJOH0DS）上の現在地から目的地までの
避難誘導プランを生成することが可能である。図  に陸上競技場におけるドローンの飛行動
作実験の様子を示す。ドローンは、目的地までの避難誘導プランに基づき、ドローンが各地
点を経由しながら自律飛行を行い、目的地に着陸することが可能であることを確認した。
以上より、協調的状況把握機能、及び、避難誘導プラン生成機能の一部については、実環
境上で動作検証を行い、各機能の実現可能性と有用性の確認、課題を抽出することができた。

センサのタグ
飛行経路
A
 照度センサ
障害物
㼁㻭㼂
A
B
D
B

C
D
E

(b) 経路状況の表示

㼁㻭㼂
㼁㻳㼂

C
Drone
障害物

E
㼁㻳㼂

(a) UGVが障害物を避けながら移動 (b) UAVが上空から調査
(c) 自律飛行の様子
(a) 陸上競技場


図 可視光を用いた避難情報提供機能の例  図 ドローンの自律飛行制御実験

可視光通信技術を用いた避難情報提示機能の試作
ファンクションジェネレータ 信号発生器 を用いて /(' ライトをある点滅周波数で点滅さ
せ、携帯端末 $QGURLG26 のカメラから /(' を撮影することで輝度値を取得し、ある点滅周
波数に相当する輝度値を検出した場合に、携帯端末が予め持つ避難用の地図（位置情報を示
した画像）を表示する試作システムを開発した（図 ）。実験によって、例えば、/(' の点滅
周波数が +] のとき位置 $、+] のとき位置 % といった点滅周波数に応じて位置ラベルの取
得が可能であることを確認した。また、本実験環境においては、点滅周波数が N+] 程度であ
る場合、NEV 以下の伝送速度になるためラベル番号程度の伝送が限界であると考えられる。


携帯端末のカメラ



(b) 離陸した状態

LED

Drone




(a) ドローンと標識の例 (c) 視認性の確認
(a) 実験システム
(b) 地図情報
図 可視光を用いた避難情報提供機能の例  図 ドローンと標識を用いた予備実験
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実証実験フィールド（いわき市）におけるドローンによる視認性に関する予備実験
本研究の実証実験フィールドである、いわき市沼ノ内区市営沼ノ内団地 津波避難ビル に
おいて、ドローンに様々な大きさ・形の避難誘導の標識を取り付け、遠方からの標識の視認
性、風の影響、標識を設置したドローンの飛行安定性に関する予備実験を行った（図 ）
。標
識の大きさやフレームによっては、風の影響等で飛行が不安定となった。一方、小型の標識
であれば、高度 ｍ程度でも安定した飛行が可能であることを確認した。今後は、ドローン
の飛行に影響のない素材の標識なども検討し、より実用的な標識を検討する必要がある。
４．結論
,&7 に関するソフトウェアとハードウェア、災害（避難行動）を専門とする異分野の研究
者が、新たな沿岸部地域向けの避難行動支援システムの実現を目指して、適宜議論を行いな
がら当初の計画に基づき研究開発を推進することができた。また、各実験を通して、現状で
は、一部の機能ではあるが、本提案システムの実現可能性を検証することができた。今後は、
引き続き避難行動支援システムの開発を行い、実験フィールドにおいて本提案システムを用
いた地域住民参加による避難訓練を実施し、本システムの有効性の検証を行う予定である。
５．参考文献
 横山真悟，加藤匠，高橋秀幸木下哲男“エージェント型 ,R7 システムにおける適応
制御機構の設計と実装”平成  年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集
S)$XJ
６．論文・学会発表、受賞、特許
$論文・学会発表
 片山健太横山真悟加藤匠高橋秀幸横田信英杉安和也木下哲男“エージェント型
,R7 デバイスの連携による避難行動支援機能の提案”情報処理学会東北支部研究報告
9ROSS)HE
 片山健太横山真悟加藤匠高橋秀幸横田信英杉安和也木下哲男“避難行動支援向
けエージェント型 ,R7 システムの検討”情報処理学会第  回全国大会講演論文集=%
SS0DU 学生奨励賞を受賞 
 高橋秀幸片山健太横田信英杉安和也木下哲男“マルチエージェントに基づく
沿岸部地域向け避難行動支援システム”安全・安心な生活と ,&7 研究会 ,&766/ 信学技
報9RO1R,&766/SS0D\
%受賞
 情報処理学会第  回全国大会・学生奨励賞 受賞日 年  月  日 
７．外部研究費等申請
申請中：1件

８．研究費使用内訳
設備費：
消耗品費：
旅費：
謝金・人件費：
その他：

円
円（ドローン一式、タブレット、蛍光インク対応プリンタ等）
円（月日：旅行先いわき市、目的フィールド実験）
円
円
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極端条件下光学及び輸送特性の同時観察技術の開拓
による分子性超伝導体の電子状態解明究題目
研究代表者名、および共同研究者名
伊藤桂介１、平郡諭２
所属部局
１
金属材料研究所、２AIMR
１．研究目的
本研究の目的は、モット転移近傍にあるアルカリ金属ドープフラーレン超伝導体
（Rb3-xCsxC60 (0≤x≤3)）における分子自由度と電子相関の協働現象を、先端物質合成と極限環
境下物性測定の連携により光学スペクトル上で捉えることで、本系における 40 K に迫る高い
超伝導転移温度（Tc）の起源を実験的に明らかにすることである。
銅酸化物や鉄系のような無機高温超伝導体では、強固な無機原子骨格を舞台とした電子の
自由度（電子相関）によって高い Tc がもたらされるのに対し、フラーレン超伝導体 [1]におけ
る高い Tc は、分子性物質ならではの“やわらかな物質構造”（動的・静的な分子のひずみ）と
電子相関の協働が重要な役割を果たしていると予想されている。これは本系でしか見られな
い特異な超伝導状態であり、物性物理として非常に重要なテーマであるとともに、“やわらか
さ”を利用した外場（圧力、光、電気）による巨大応答など基礎物理に留まらない多彩な研究
発展を期待させるものである。しかし、これまで数多くの理論的・実験的研究が行われてき
たにもかかわらず、フラーレン超伝導体の電子状態、特に超伝導転移近傍での挙動はいまだ
不明瞭であった。これは、試料の不安定性（粉末状かつ強い嫌気性）が災いし、磁性測定以
外の定量的実験研究が非常に困難であったことによる。
こうした状況のなか、近年になって超伝導相のごく近傍にて分子のひずみと電子相関が共
存する異常金属状態（ヤーンテラー金属状態）の存在が指摘され、高温超伝導の起源を探る
うえで大きな注目を集めている [2]。この異常金属状態を議論するためには、超高純度試料の
合成法確立に加え、強相関ギャップが閉じ、ヤーンテラー金属を経て超伝導へと移り変わっ
ていく低エネルギー電子状態を、定量的な物性測定で捉えることが必須である。そこで本研
究では、平郡が開発した試料合成法と伊藤が

Mott-Jahn-Teller
Insulator
Jahn-Teller
Metal

もつ先端測定技術を融合させることで、嫌気
性粉末試料の低温・電場下赤外分光測定を実
縁体―特異な金属状態―超伝導という電子
状態の変化を詳細に調べ、高い Tc の起源に

温度

現することで、Rb3-xCsxC60 における強相関絶

Metal

実験的に迫ることを目指した。

Tc~
40 K

２．研究方法
Rb3-xCsxC60 の研究における最大の障害は、
試料品質の不安定さ（純度・収率の低さ）と
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Superconductor
フラーレン分子の体積

図 1. フラーレン超伝導体の電子相図

強い嫌気性を有するために、磁化測定以外の定量的な物性測定が非常に困難なことであった。
そこで本研究では光学測定に先駆け、高純度試料の合成と、不活性ガスを封入した測定用セ
ルの設計・製作を行った。続いて、製作したセルを用いた極低温・電場下での赤外顕微分光
測定光学測定を実施した。

KBr window

３．結果および考察

2 cm

図 2 に、製作した光学セルの写真を示す。素材は
無酸素銅で、赤外分光器への導入のため直径 2 cm に
収めている。窓材には、中赤外領域の透過率に優れ

4-wire
connections

た KBr を選択した。アルゴン雰囲気のグローブボッ
クス内で試料の設置・端子付けを行い密閉すること

Rb3-xCsxC60

で、不活性ガス雰囲気を実現している。反射測定の
リファレンスには、測定試料と同等の表面状態を持

Reference
mirror

つ未ドープ C60 試料に金蒸着したものを用いた。
セルを用いた低温・電場下光学測定を実証するた
め、最も高い Tc を示す組成の試料（Rb2CsC60）を封

図 2. 製作した光学セルの外観

入し、赤外分光用クライオスタットに設置した。測

定した電気抵抗率の温度依存性を図 3(a)に示す。超伝導転移に伴う抵抗の急減およびゼロ抵
抗を明瞭に観測することができた。続いて、反射スペクトルの温度依存性を測定した。超伝
導転移に伴う変化を精度よく捉えるため、転移温度より高温（T=32.5 K）の反射率で割った
変化率スペクトル（R/R32.5K）を図 3(b)に示す。超伝導転移と同期して、中赤外スペクトルの
特徴的な変化が観測された。すなわち、1200-3200 cm-1 の反射率は超伝導転移に伴いわずかに
増大したのち、完全に超伝導相に入った 27.5 K にて急減する。
通常、超伝導転移を特徴付けるのは非常に低エネルギー（~meV、数十 cm-1）の電子状態で
あるため、中赤外のような高エネルギーの光学応答は変化しないのが一般的である。しかし
本研究では超伝導転移と同期した高エネルギーのスペクトル変化が明確に捕らえられており、
伝導電子の対形成・凝縮のみではなく、何らかの電子状態や構造変化が超伝導転移とともに

トル変化の起源は
現在考察中である
が、他の組成にてモ
ット転移が観測さ
れること、モットギ
ャップによる励起
が一般的に数千
cm-1 に表れることな
どを考えると、モッ
ト絶縁体相との関
連は非常に興味が

(a)

(b)

1.02

60
R / R32.5 K

示唆される。スペク

Resistivity (mΩcm)

起きていることが

40
20

1.01

31.5 K
30.5 K
29.5 K
28.5 K
27.5 K

Rb2CsC60

1
0.99

0
28 29 30 31
Temperature (K)

800

3200
2400
1600
-1
Wave number (cm )

4000

図 3. (a)超伝導転移を示す電気抵抗の温度依存性および(b)超伝導転移
に伴う中赤外反射率の変化。
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持たれる。今後、他組成の測定や理論家との議論を通じ、起源解明を試みる予定である。
４．結論
本研究によって、嫌気性粉末試料の極低温での光学及び輸送特性の同時観察技術を実現し
た。Rb2CsC60 を対象として顕微中赤外分光を行い、超伝導転移に伴う異常な光学スペクトル
変化を初めて捕らえることに成功した。このような超伝導転移直上における議論は、開発し
た同時観察技術によって初めて可能となったものであり、フラーレン超伝導体の基底状態や
特異な高 Tc 超伝導の起源を探るうえで重要な役割を果たすと期待される。
５．参考文献
[1]
[2]

K. Tanigaki, T. W. Ebbesen, S. Saito, J. Mizuki, J. S. Tsai, Y. Kubo, and S. Kuroshima, Nature
352, 222 (1991).
R. H. Zadik, Y. Takabayashi, G. Klupp, R. H. Colman, A. Y. Ganin, A. Potocnik, P. Jeglic, D.
Arcon, P. Matus, K. Kamaras, Y. Kasahara, Y. Iwasa, A. N. Fitch, Y. Ohishi, G. Garbarino, K.
Kato, M. J. Rosseinsky, and K. Prassides, Sci. Adv. 1, e1500059 (2015).

６．論文・学会発表、受賞、特許
学会発表
1. “Crossover in electronic states of fulleride superconductors revealed by electrical transport” Y.
Matsuda, S. Heguri, and K. Tanigaki, APS march Meeting 2017, New Orleans, Louisiana, USA,
2017/3/15
2. 「π 電子系分子固体の構造と電子状態」平郡諭、日本物理学会 2016 年秋季大会 14pAM-1
（招待講演）
3. 「C60 分子の特異な磁化率」平郡諭、下谷秀和、Q. T. N. Phan、松田祐貴、櫻井英博、 谷垣
勝己、日本物理学会 2016 年秋季大会 13aAP-7
4. 「フラーレン超伝導体における圧力下電気輸送特性」松田祐貴、平郡諭、松田祐樹、谷垣
勝己、日本物理学会 2016 年秋季大会 14aPS-19
７．外部研究費等申請
予定：1 件
８．研究費使用内訳
設備費：
２０７，１９６円（油圧ハンドプレス装置 一式）
消耗品費：
２４７，７０４円（光学ミラー等）
旅費：
９５，１００円（３月１６日：大阪、日本物理学会参加のため）
謝金・人件費：
０円（
）
その他：
０円（
）
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フレキシブルヒートパイプを応用した体内埋込型小
児用肺循環補助装置の冷却システム開発の試み
山田 昭博 1、岡島 淳之介 2、井上 雄介 1、平 恭紀 1、池田 純平 1
１

加齢医学研究所、２流体科学研究所

１．研究目的
重篤な小児先天性心疾患の外科治療法として、静脈と肺動脈を直接つなぐ Fontan 手術が最
終的根治術として 2－3 歳児頃に行われている[1],[2]。この治療により病態は改善するものの、
拍動のない肺血流となり、非生理的な循環動態となる。そこで現在我々は、超微細人工筋肉
アクチュエータ技術を応用することで、先天性心疾患治療での Fontan 循環の血行動態改善を
目的として心外導管外部からサポートする新しい超小型小児用肺循環補助デバイスの開発を
進めている[3]。本デバイスは、アクチュエータとして形状記憶合金ファイバ（Biometal BMF100，
トキコーポレーション社）
を用いている。これは、
直径 100μm の超微細径の形状記憶合金であり、
70˚C まで通電加熱することによって 5-7%収縮す
る材料である。これまでに模擬循環試験や動物実
験により、肺循環への血流補助の実現可能性を確
認している。
体内埋め込み時の課題として、アクチュエータ
駆動によるデバイスの発熱が問題となっている。
デバイスの安定した運用のために熱応答の解明
と排熱機構の開発が不可欠である。そこで、デバ
イスの伝熱特性の解明により過熱抑制を実現す
る生体安全性の高い体内埋め込み型小児用肺循
環装置を具現化する。そこで本研究では、ヒート
パイプの応用によりアクチュエータでの発熱を
大血管へと排熱する全く新しい冷却システムを
具現化するための基礎的検討として、
生体内でデ
図 1 冷却システムのコンセプト図
バイス駆動時の発熱の影響計測し、体内冷却シス
テムとして実現しうる冷媒について検討した。

２．研究方法
1．生体内での伝熱解析、排熱機構の基礎設計
現在開発中のプロタイプ補助装置を健常成ヤギを用いた病態モデル動物実験により生体内
での駆動試験を行った。動物実験は、東北大学動物実験倫理委員会の審査承認のもと行われ
た。動物実験モデルは、下大静脈と肺動脈を人工血管でバイパスし、補助人工心臓による体
循環補助を行うものとした。また、心拍変動による血流変化を抑制するため心室細動誘発に
より肺循環の定常流化を行った。デバイス駆動前後での周辺温度変化をサーモカメラより計
測した。
2．プロトタイプヒートシンクの試作と評価
基礎設計を行った冷却機構の実現可能性を検討するために、デバイス本体での最大温度と
体温の温度差から、フレキシブルヒートパイプ設計のための封入気体の選定と封入圧を検討
した。体内埋め込みヒートパイプの冷媒と動作点について、体温（37˚C）とデバイス許容温
度（42˚C 以下）で動作する作動流体を、複数の冷媒で比較検討した。冷媒は、H2O、Ethanol、
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ハイドロフルオロカーボン（HFC134a）、ペルフレナペント（perfluoropentane, PFP）の 4 種で
検討した。
３．結果および考察
健常成山羊を用いて、LVAD を装着し血液循環を維持、IVC-PA を心外導管バイパスし、
Fontan 循環動物実験モデルを作成した。図 2 に実験モデルでのデバイス埋め込み時の外観と
デバイス駆動 15 分後の温度変化を示した。デバイスの周期的な駆動により、デバイスの収縮
部で 12.1±1.4˚C の温度上昇が確認された一方、熱拡散の大きい人工血管の加圧部では
1.2±1.7˚C であり、有意に温度上昇が抑えられた。アクチュエータの収縮機構としてのシース
部での温度上昇が顕著であることが示され、この部位での温度上昇を抑えるため、駆動時の
発熱を大血管への熱輸送を行うことができれば、より安全性の高い体内埋め込みデバイスが
実現できると考えられる。

図 2 動物実験モデルとデバイス駆動時の温度変化
蒸気圧曲線から、40˚C において H2O,
Ethanol は 大 気 圧 よ り 低 圧 （ 7.4kPa,
17.9kPa ）、 PFP, HFC134a は 高 圧
（146kPa, 1.03MPa）で動作する（図 3）
。
デバイス冷却機構を、蛋白凝固点より
も高い温度帯であるアクチュエータ動
作点（シース部で 50-60˚C）で冷媒を
作動させる構造とする場合、より大き
な圧格差が得られ効果的に冷却を行う
ことができる可能性が示唆された。
PFP は、大気圧よりやや高い程度の動
作点であり、微小気泡超音波造影剤と
して医療応用もされており、体内埋め
込みヒートパイプの冷媒として生体適
合性が高いと考えられる[4]。そこで今
後は、H2O および PFP を冷媒として、
基礎設計を進める予定である。

図 3 各冷媒における蒸気圧曲線
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４．結論
Fontan 循環動物モデルで補助デバイスの生体内での駆動評価試験を実施し、デバイス収縮
部での温度上昇が確認され、新たな冷却システムの必要性があることを確認した。大血管な
どの熱分散が高い部位へ積極的に排熱する体内埋め込み冷却システムの作動流体の検討を行
った。今後は、冷媒中でのアクチュエータの有効動作を確認し、排熱部、吸熱部構造の設計
試作を進め、体動の影響を最小化するためのフレキシブル機構の開発を進める。

５．参考文献
1. F. Fontan, E. Baudet, Surgical repair of tricuspid atresia., Thorax, 26:240–248, 1971.
2. MR de Leval, The Fontan circulation: What we have learned? What to expect?, Pediatr Cardiol,
19:316–320, 1998.
3. Yamada A, Shiraishi Y, Miura H, Hashem HM, Tsuboko Y, Yamagishi M, Yambe T,
Development of a thermodynamic control system for the Fontan circulation pulsation device
using shape memory alloy fibers., J Artif Organs, 18(3):199–205, 2015
4. Mountford PA, Borden MA, On the thermodynamics and kinetics of superheated fluorocarbon
phase-change agents., Adv Colloid Interface Sci., 237:15–27, 2016
６．論文・学会発表、受賞、特許
学会発表：
1． Thirteenth International Conference on Flow Dynamics, Thermodynamic Effect on Fontan
Circulation Assist Device, A. Yamada, Y. Shiraishi, H. Miura, Y. Tsuboko, Y. Taira, Y. Inoue, D.
Homma, M. Yamagishi, T. Yambe, Oct. 2016
2． 第 56 回日本生体医工学会大会、ヒートパイプを応用した体内埋込型小児用肺循環補助
装置の冷却システムの基礎的検討、山田昭博、岡島淳之介、井上雄介、平恭紀、池田純
平、弓場充、白石泰之、坪子侑佑、荒川友哉、山家智之、2017 年 5 月
７．外部研究費等申請
獲得：1 件、100 万円
予定：平成 29 年度研究所若手アンサンブルグラント第２ステージ
８．研究費使用内訳
設備費：
0 円（該当なし）
消耗品費：
550,000 円（ヒートパイプ、シリコンヒーター、圧力計等）
旅費：
0 円（該当なし）
謝金・人件費：
0 円（該当なし）
その他：
0 円（該当なし）
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血管微小環境模擬チップによる細胞競合メカニズム
の解明
吉野大輔１,2、船本健一２
１

流体科学研究所、２学際科学フロンティア研究所

１．研究目的
先進諸国において、がんと循環器系疾患は死因の大半を占めている[1]。疾患の診断治療技
術の革新には、病変組織の成長と血管形態・血行動態の変化のメカニズムを包括的に解明す
ることが重要である。従来の実験研究では、疾患に関連する力学的刺激や化学的刺激に対す
る生体組織や個々の細胞の応答が明らかにされてきた。しかし、密接に関係し合う疾患の発
症・進展と血管形態・血行動態の変化を細胞群レベルで解析することは困難であった。その
ため、生体組織内の生理・病理環境を生体外で忠実に再現し、種々の刺激に対する細胞群の
応答を同時に解析する技術が切望されている。
本研究では、疾患の発症・進展と血管形態・血行動態に関する細胞群レベルの変化をリア
ルタイム計測できるマイクロチップ「血管微小環境模擬チップ」を開発する。開発したチッ
プを用いて、がん細胞と血管細胞の細胞競合現象を解析する。これにより、がん微小環境に
おけるがん進展メカニズムを解明して、新規治療技術の創出に取り組む。
２．研究方法
２．１．血管微小環境模擬チップの開発
既に開発済みのマイクロ流体チップ[2]を改良し、血管微小環境を模擬するマイクロ流体チ
ップを開発した(図 1)。コラーゲンゲルにヒト乳腺がん細胞(MDA-MB-231)を混ぜてチップ中
央のゲル領域に配置し、ゲル領域の両側に位置するメディア流路にヒト臍帯静脈内皮細胞
(HUVECs)の単層を形成することでがん・血管微小環境を再現した。
メディア流路に隣接して設置したガス流路に酸素濃度を調整した混合ガスを流すことで、
生体内の低酸素環境を再現することが可能である。また、ペリスタポンプを用いてメディア
流路の培養液を還流させることで、生体内の血行力学環境を再現できる。

Fig. 1 Channel pattern in the developed microchip
２．２．がん細胞と血管細胞の共存培養
ヒト乳腺がん細胞(MDA-MB-231,2.0×105 cells/ml)をコラーゲン(Type I, 1.5mg/ml, pH7.4)
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ゲルに混ぜてゲル領域に配置し、その後、ヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVECs, 5.0×106 cells/ml)
をメディア流路に播種し、1 時間静置させて内皮細胞単層を形成させた。その後、１日おき
に培養液を交換しながら 4 日間培養し、細胞形態とゲルの退縮状態を観察した。
３．結果および考察
がん細胞のみの培養、血管内皮細胞のみの培養、がん細胞と内皮細胞の共存培養を実験条
件とした。がん細胞のみの培養と共存培養の条件において、がん細胞がコラーゲンゲルから
メディア流路内へ放出する様子が観察された。共存培養においては比較的短時間のうちにゲ
ルから放出し始め、多くのがん細胞がメディア流路側に移動したことが確認された。また、
血管内皮細胞のみの培養と共存培養の条件では、ゲルの退縮が確認された。特に、共存培養
の条件におけるゲルの退縮距離は、がん細胞のみの条件や血管内皮細胞のみの条件と比較し
て有意に大きいことが明らかになった。
コラーゲンゲルの退縮にはがん細胞や血管内皮細胞が産生するマトリックスメタロプロテ
アーゼ(MMP)が影響する[3,4]。共存培養により、がん細胞と内皮細胞の相互作用が促され、
内皮細胞による MMP 産生が促進されたことが原因と考えられ、この MMP 産生促進については
既に報告されている先行研究[5]と一致する結果である。したがって、マイクロ流体チップを
用いたがん細胞と血管内皮細胞の共存培養により、がん微小環境の一部を再現可能であるこ
とが示された。
４．結論
本研究では、血管微小環境を模擬するマイクロ流体チップを開発し、がん細胞と血管内皮
細胞の共存培養を実現することで、がん・血管微小環境を再現可能であることを確認した。
今後は、生化学・分子生物学的解析手法を取り入れ、がん・血管微小環境における細胞競合
現象を解明していく予定である。また、開発した血管微小環境模擬チップを用いて、様々な
力学刺激・化学刺激を制御することにより、がんの新規治療法を探索する予定である。
５．参考文献
1. 厚 生 労 働 省 , 平 成 27 年 人 口 動 態 統 計 月 報 年 計 ( 概 数 ） の 概 況 , URL:
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai15/index.html
2. K. Funamoto, I.K. Zervantonakis, Y. Liu, C.J. Ochs, C. Kim, R.D. Kamm, A novel
microfluidic platform for high-resolution imaging of a three-dimensional cell
culture under a controlled hypoxic environment, Lab on a Chip, Vol.12 (2012),
pp.4855–4863.
3. G.E. Davis, K.A. Pintar Allen, R, Salazar, S.A. Maxwell, Matrix
metalloproteinase-1 and -9 activation by plasmin regulates a novel endothelial
cell-mediated mechanism of collagen gel contraction and capillary tube regression
in three-dimensional collagen matrices, Journal of Cell Science, Vol.114 (2001),
pp.917–930.
4. K. Kessenbrock, V. Plaks, Z. Werb, Matrix metalloproteinases: Regulators of the
tumor microenvironment, Cell, Vol.141 (2010), pp.52–67.
5. Y. Hasebe, K. Egawa, M. Shibanuma, K. Nose, Induction of matrix metalloproteinase
gene expression in an endothelial cell line by direct interaction with malignant
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Ga-Al 液相法により成長した AlN 中の不純物解析と
不純物低減へ向けたプロセス改良
研究代表者名、および共同研究者名
安達 正芳１、出浦 桃子２、川西 咲子１
所属部局
１
多元物質科学研究所、２金属材料研究所（現東大工学部）
１．研究目的
2013 年に採択された水俣条約では，2020 年以降の水銀資料製品の製造を禁止している．
それに伴い，現在広く使用されている殺菌用の低圧水銀ランプの製造ができなくなるため，
早急な代替品の開発が急務となっており，代替として AlGaN 系深紫外 LED が注目されてい
る．AlGaN 系深紫外 LED の基板材料として，品質の高い AlN 単結晶が必要となる．AlN の作
製方法として，これまでに昇華法が開発されているが，2000℃を以上の高温が必要となるた
め，基板作製に必要となるコストに課題が残り，普及には至っていない．
研究代表者の安達（多元研）はこれまで Ga-Al 融液をフラックスとして用いた AlN の液相
成長技術の開発を行ってきた．本手法は簡便且つ有毒ガスを使用しないクリーンなプロセス
である．本手法を用いることで，サファイア基板上へ膜厚 1 µm の AlN 結晶を作製すること
に成功している[1]．本手法により作製された AlN は，サファイア基板上の AlN 結晶としては
世界最高水準の配向性を有している[2]．しかしながら，作製した AlN 中には不純物として酸
素および炭素がそれぞれ 1022，1020 atoms/cm3 含まれていることが分かっている．結晶中の
不純物は一般に LED の取り出し効率に影響するため，その低減が必要不可欠となる．しかし，
それぞれの不純物が AlGaN 系 LED の基板としての性能をどれだけ低下させるかは未知であ
る．また，その不純物濃度を制御するためには，固液間での不純物の分配を熱力学的に評価
する必要がある．研究分担者の出浦（金研（申請時））は各種化合物半導体の成長，結晶の物
性評価，および結晶欠陥の解析の経験を有する．本研究課題では，本手法で作製した AlN 結
晶の電子物性測定およびその結果からの結晶欠陥解析を目指した研究を行う．また，研究分
担者の川西（多元研）は化学熱力学をベースとした SiC および AlN の溶液成長法の開発を行
い，溶媒の最適化を図ってきた．この経験を活かし，固液間での不純物濃度の測定結果を元
に，実験条件と AlN 中の炭素濃度の関係について，考察する．
２．研究方法
AlN の成長方法について，以下に示す．
アルミナ製の炉芯管を挿入した縦型管状炉の均熱部に，アルミナ製の坩堝に入れた Ga-Al
合金を設置する．炉芯管内を真空排気後，窒素ガスで常圧まで置換する．Ga-Al を融解後，
成長温度まで加熱し，サファイア基板を浸漬させる．その際，Ga-Al 融液に窒素ガスを導入
し，バブリングさせることで Ga-Al 融液に直接的に窒素を供給する．本研究課題では，Ga-Al
液相中および成長した AlN 中それぞれの炭素の濃度の関係を調べるため，Ga-Al に炭素粉末
を添加しその添加量および成長温度を変化させて AlN 成長実験を行った． AlN 中の炭素濃度
の測定には飛行時間型二次イオン質量分析（TOF-SIMS）を用いた．TOF-SIMS の際の 1 次イオ
ンには Bi+イオンを用いた．得られた AlN 中の炭素濃度を元に，熱力学評価を行った．
AlN の電子物性評価のためには，
オーミック接触がとれる電極を AlN 上へ作製する必要がある．
AlN のオーミック電極の作製は困難であるため，電極材料および作製プロセスの確立を目指した
研究も行なった．
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３．結果および考察
TOF-SIMS の結果，AlN 中の炭素濃度は，Ga-Al 融液に添加した炭素濃度の増加とともに増
加し，また，AlN の成長温度の上昇とともに増加することがわかった．この AlN 中の炭素濃
度および Ga-Al 液相に添加した炭素量を元に，各育成条件での AlN 中の炭素の活量係数を算
出し，その温度依存性を評価した．その結果，評価した AlN 中の炭素の活量係数を用いるこ
とで，種々の温度，融液中の炭素添加量での AlN 中の炭素濃度を予測することが可能となっ
た．
また，AlN の電子物性測定を目指した電極作製に関して，電極材料，アニール温度，アニ
ール雰囲気を変化させて実験を行った結果，In を用いて 900℃の窒素ガス雰囲気下で 5 分間
アニールすることでオーミック接触を確認することができた．この成果により，AlN でも電
子物性の測定が可能となり，今後につながる知見を得ることができた．
４．結論
本研究課題では，Ga-Al 液相成長法により成長した AlN 中の炭素不純物の測定を行い，そ
の結果を元に熱力学評価を行なうことで，種々の実験条件から成長する AlN 中への炭素不純
物濃度を予測することが可能となった．また，AlN 膜のオーミック接触電極を作製するプロ
セスを確立することができた．今後，炭素不純物の熱力学評価を続けるとともに，本研究課
題で確立したオーミック接触電極作製プロセスを用いて，実際の電子物性測定を行う．これ
らの成果を元に，Ga-Al 液相成長法のプロセス改善を行い，本手法の実用化を目指した研究
を行っていく．

５．参考文献
1. M. Adachi, K. Maeda, A. Tanaka, H. Kobatake, and H. Fukuyama, Phys. Stat. Sol. A 208,
1494 (2011).
2. M. Adachi, M. Takasugi, M. Sugiyama, J. Iida, A. Tanaka, and H. Fukuyama, Phys. Stat.
Sol. B 252, 743 (2015).
６．論文・学会発表、受賞、特許
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ナノ・プロドラッグの in vivo における薬理効果の解明
研究代表者名、および共同研究者名
小関 良卓１、高橋 雅信２
所属部局
１
多元物質科学研究所、２加齢医学研究所
１．研究目的
従来の薬物によるがん治療の分野では、一般的に分子状態での投与が行われるため、投与
された薬物は全身へ拡散し、副作用発現の原因となる。これに対して、粒径 10～200 nm にサ
イズ制御されたナノ薬剤は、腎臓、肝臓、肺等の臓器による捕捉を逃れて血中を滞留しやす
く、また、腫瘍組織周辺の血管内皮に存在する 150～200 nm 程度の間隙を通過可能なため、
がん病巣へ効率的に集積することが知られている（enhanced permeability and retention
(EPR) effect）
。これまでに、ナノ薬剤の作製法として、リポソームや高分子ミセル等からな
るナノキャリアに薬物を内包させる手法が様々な研究グループによって報告されているが、
ナノキャリアによる抗原性等の副作用の発現や、1 つの粒子に担持可能な薬物の量が少ない
等の問題点が指摘されている。一方、研究代表者はプロドラッグのみから構成されるナノ薬
剤「ナノ・プロドラッグ」の研究に従事してきた 1。ナノ・プロドラッグはナノキャリアを使
用しないため、副作用の軽減が期待され、また、一粒子あたりの薬物担持率が高いため、薬
剤投与量の削減が見込まれる。本研究では、実験動物を用いてナノ・プロドラッグの in vivo
実験における抗腫瘍活性が高いことを示し、従来にないナノ薬剤のモデルを提唱することを
目的とした。

２．研究方法
① SN-38 誘導体の合成とナノ・プロドラッグの作製
本研究では、ナノ・プロドラッグの作製に「再沈法」を用いた 2。再沈法は対象化合物の溶
液を貧溶媒中へ注入するのみという簡単な作業で有機ナノ粒子を得る手法であり、貧溶媒へ
の溶解度が低いほど微小なナノ粒子が得られる傾向にあることが知られている。そこで、本
研究では、貧溶媒として水を使用し、難水溶性の抗がん活性化合物である SN-38 を用いてナ
ノ・プロドラッグの作製を行なった。抗がん活性を有する様々な化合物を SN-38 に導入した
プロドラッグを合成し、再沈法によりナノ・プロドラッグの作製を検討した。作製したナノ・
プロドラッグは、走査型電子顕微鏡（SEM）や動的光散乱法（DLS）による粒径測定、分散安
定性、in vitro 抗がん活性の測定を行なった。
② ナノ・プロドラッグの in vivo 活性評価
作製したナノ・プロドラッグ分散液を静脈注射により投与し、血中濃度の経時変化を
HPLC-MS/MS 分析により半減期を測定することで、血中滞留性を評価した。また、ナノ・プロ
ドラッグの抗腫瘍活性を明らかにするために、担がんマウスを用いた検討を行った。ヌード
マウスにマウス乳がん由来の 4T1 細胞を接種し腫瘍を形成させることで担がんマウスを調製
し、ナノ・プロドラッグを尾静脈注射により投与し、腫瘍の経時的な体積変化を指標に抗腫
瘍活性を評価した。
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３．結果および考察
① SN-38 誘導体の合成とナノ・プロドラッグの作製
SN-38 に対して、様々な抗がん活性化合物を
O
O
O
導入した化合物の合成に成功した。そのうち、
O
N
ヒノキチオールを導入した SN-38 誘導体
（図 1、
O
O
N
SN-38 ヒノキチオール）から再沈法によりナ
O
ノ・プロドラッグを作製したところ、非常に
OH O
分散安定性の高い分散液が得られた。作製さ
れた、ナノ・プロドラッグの粒径を SEM、DLS
図 1 SN-38 ヒノキチオールの構造式
により測定したところ 150 nm 程度の球状ナノ
粒子であり、腫瘍組織への集積が期待される粒径の有していた。また、in vitro 抗がん活性
を評価したところ、塩酸イリノテカン（SN-38 の水溶性プロドラッグとして臨床で用いられ
ている薬剤）と比較して高い活性を有していることが判明した。
非常に興味深いことに、SN-38 以外の様々な薬理活性化合物にヒノキチオールを導入した
プロドラッグを合成し、そのナノ・プロドラッグを再沈法により作製したところ、いずれの
ナノ・プロドラッグも良好な分散安定性を示した。
② ナノ・プロドラッグの in vivo 活性評価
ナノ・プロドラッグのマウス血中における血中滞留性を評価したところ、SN-38 ヒノキチ
オールは 30 分以内に血中から消失しており、十分な血中滞留性を示さなかった。また、担が
んマウスを用いた抗腫瘍活性試験においても顕著な活性は認められなかった。
これらの in vivo における活性評価で良好な結果が得られなかった要因を調べるために、
SN-38 ヒノキチオールのナノ・プロドラッグのマウス血清中における加水分解性を評価した
ところ、30 分以内にすべてのプロドラッグが加水分解されて SN-38 へ変換されていることが
明らかになった。すなわち、SN-38 ヒノキチオールのナノ・プロドラッグの低い加水分解耐
性が in vivo 活性の低さの要因であると考えられる。

４．結論
本研究では、抗がん活性化合物 SN-38 に対して別の抗がん活性化合物を導入したプロドラ
ッグを合成し、そのナノ・プロドラッグを再沈法により作製した。その中で、ヒノキチオー
ルを導入した SN-38 誘導体からナノ・プロドラッグを作製したところ、非常に高い分散安定
性を有することが明らかになった。しかしながら、SN-38 ヒノキチオールのナノ・プロドラ
ッグは生体内にて加水分解を受けやすいため、in vivo 活性評価では良好な結果は得られな
かった。今後、ナノ・プロドラッグの表面修飾や SN-38 とヒノキチオールを繋ぐリンカーを
工夫する等、加水分解性の制御に取り組み in vivo 活性の向上を図る。
５．参考文献
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One Component of the Nano-prodrugs, Bull. Chem. Soc. Jpn. 89, 540–545 (2016).
2. H. Kasai, H. S. Nalwa, H. Oikawa, S. Okada, H. Matsuda, N. Minami, A. Kakuta, K.
Ono, A. Mukoh, and H. Nakanishi, A Novel Preparation Method of Organic
Microcrystals, Jpn. J. Appl. Phys., 31, L1132-1134 (1992).

－ 21 －

６．論文・学会発表、受賞、特許
論文
なし
学会発表
1. 谷田恵太、小関良卓、神島尭明、笠井均、「SN-38 ヒノキチオール誘導体のナノ・プロドラッグ
の作製とその薬効評価」
、高分子・ハイブリッド材料研究センター 2016 若手フォーラム、2017
年 2 月 27 日
2. 谷田恵太、小関良卓、神島尭明、笠井均、
「ヒノキチオールを導入した SN-38 のナノ・プロドラ
ッグの作製と薬効評価」
、日本化学会 第 97 春季年会、2017 年 3 月 16 日

受賞
なし
特許
1. 癌疾患治療用ナノ粒子化製剤 国際特許出願 PCT/JP2017/012669

７．外部研究費等申請
予定：1 件、1000 万円

８．研究費使用内訳
設備費：
消耗品費：
旅費：
謝金・人件費：
その他：
合計：

０ 円
３５千円（抗がん剤、合成用試薬、実験動物等）
１０千円（11 月 21、22 日：旅行先 福岡市、目的 日本バイオマテ
リアル学会にて情報収集を行うため）
０ 円
０ 円
４５千円
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特異なスピン構造をもつ分子性スピントロニクス
材料の開発
星野哲久 1、関根良博 2、井口弘章３
１

多元物質科学研究所、２金属材料研究所、３理学研究科

１．研究目的
電子スピンと電荷の相互作用を用いたスピントロニクスは超巨大磁気抵抗体など近年の磁
気記録デバイスにおいて不可欠な技術である。スピントロニクスではそのスピン構造が非常
に重要であり、一般に金属・合金・酸化物等をベースとした材料開発が行われている。
これに対して、分子性材料において電子スピンと伝導電子が強く相互作用した材料の開発
研究も盛んに行われており、シンプルな磁性イオンをもつ分子性導体において、磁場誘起超
伝導や巨大負性磁気抵抗など、興味深い研究成果が多数報告されている。その一方で、複雑
なスピン構造をもつ分子、特に多核金属錯体を用いたスピントロニクス材料の報告例は僅少
である。
多核金属錯体においては、その有機配位子の設計と金属イオンの選択により、実に多彩な
磁気構造をもつ分子が多数報告されている。申請者はこれまで一次元スピン鎖や 7 員環スピ
ンフラストレーション系など、分子性固体でしか実現することのできない様々な磁気構造の
構築について研究を行っており、磁気・電気のスイッチングが可能な分子ナノワイヤーの構
築や、7 員環のスピンフラストレーションに伴う量子効果の観測などに成功している。これ
らの複雑なスピン構造は外部磁場に応答して多種多様なスピン状態を発現する。そこで本研
究では金属多核錯体のユニークな磁気構造を応用した新しいスピントロニクス材料の創出を
目的とした。
分子性スピントロニクスデバイスの研究開発においては化学合成研究者のほか、テストデ
バイスの作製・評価が可能な工学者、さらに磁気構造を詳しく明らかにすることが可能な物
理研究者の連携が必須である。そこで本共同研究では有機電子材料研究で実績のある多元物
質科学研究所と、世界最先端の磁性研究設備を持つ金属材料研究所、さらに理学研究科化学
専攻で研究チームをつくり、分子性固体をベースとした新しいスピントロニクス材料の開発
を目指した。
２．研究方法
本研究では予備検討にて合成した
分子 1（右図）を出発地点として、
三角形スピンフラストレーション系
と伝導電子が強くカップリングした
分子性固体を作製し、スピントロニ
クス材料としての適性を評価するこ
とを第一の目的とした。
三角形型スピンフラストレーショ
ン系は磁化の巨視的量子効果が観測
される系として広く知られており、
またトリフェニレン分子をベースと
した配位子は 1 電子酸化によりπ平

図 1 分子 1 の構造と目的とするスピン構造
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面に有機ラジカルを生じて鉄イオンの d スピンと強く相互作用することが期待される。この
ような分子設計により、フラストレーション状態にある局在 d スピンとπ電子骨格にある伝
導電子が強く相互作用した分子性導体を作成することを目的として研究を行った。
３．結果および考察
分子 1 をベースとして種々の誘導体を合成し、その磁気的特性と電気化学特性を評価する
ことで、磁性分子導体への適性に関するスクリーニングを行った。その結果、鉄イオンにシ
アン化物イオンが配位した分子 2 が可逆な酸化還元特性とラジカル－金属イオン間に強い磁
気的相互作用を発現することを見出した。具体的には、分子 2 は溶液中、およそ 0.0－0.3 V
（vs. Fc/Fc+）という低い電位で 3 電子酸化されることが電気化学測定により示され、またバ
ルク電解法で作成した 1 電子酸化体は近赤外領域（およそ 1,000-1,300 nm）に強い吸収を示
した。この吸収は三個所の酸化可能部位をもつ三角形状分子内における酸化サイトの移動
（IVCT）もしくは非局在化に由来するものと推定される。また EPR スペクトル測定では、鉄
イオンのスピン状態は酸化前後で 3 価低スピンであり 4 価イオンの生成がないこと、磁気異
方性が容易軸型から困難軸型へ大きく変化していることが示された。また有機ラジカル単体
に帰属される吸収は非常に弱く、鉄イオンの d スピンとπラジカルは非常に強く反強磁性的
にカップリングしていることが示唆された。[1]これらの結果より、分子 2 においてトリフェニ
レン誘導体配位子は多段階の酸化反応によりπ表面上にラジカルを生じ、鉄イオンの d スピ
ンと磁気的に強くカップリングしていることが示された。
４．結論
本研究により検討した分子 2 は 3 角形型の分子構造をもち、局在 d 電子がスピンフラスト
レーション状態にあること、可逆な酸化還元反応によって有機ラジカルを拡張π表面に生じ
ること、生成した有機ラジカルは局在 d 電子と磁気的に強く相互作用していることが判明し
たため、分子 2 は複雑なスピン構造をもつ磁性分子導体の原料として有望であると考えてい
る。今後は電解 IR 測定による電子移動速度の観測・非磁性イオン（Co3+）を用いた EPR スペ
クトルによる有機ラジカルの状態検討・酸化種の単離とその物性測定等を行い、分子 2 の電
子状態についてより詳細に調べるとともに、各種誘導体の合成とスクリーニングを拡大する
ことで、導電性分子結晶の作成とスピントロニクス材料への応用を目指す。
５．参考文献
1. K. Wieghartd et al., Inorg. Chem. 2000, 39, 3355.
６．論文・学会発表、受賞、特許
学会発表：星野哲久、 芥川智行「酸化還元活性なトリフェニレン誘導体を配位子にもつ鉄三
核錯体の合成」
、日本化学会第 97 春季年会、2017 年 3 月 9 日、慶應義塾大学日吉キャンパス
７．外部研究費等申請
獲得：科学研究費補助金 若手研究（B）
、
「金属多核錯体によるスピントロニクス材料の開発」
、
星野哲久、299 万円（H29 年度分・間接経費含む）
８．研究費使用内訳
消耗品費：294,924 円（合成用グローブボックス用物品・電気化学測定用物品）
旅費：155,076 円
（2016 年 10 月 31 日：宮城県気仙沼市・研究所若手アンサンブル研究会、
2016 年 11 月 4 日：香川大（高松市）・日本化学会中国支部大会、
2017 年 3 月 9 日：慶応大（横浜）
・日本化学会 97 春季年会）
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痛覚過敏モデル動物であるμオピオイド受容体欠損
（MOP-KO）マウスの脳形態異常とその背後にある機序
の解析
佐々木

一益 1

笠原

好之

2

Scott W Hall3

１ 東北大学加齢医学研究所 応用脳科学研究分野、2 東北大学災害科学国際研究所 災
害 精 神医 学 分野 、 3
Department of Pharmacology and Experimental Therapeutics,
University of Toledo
１．研究目的
μオピオイド受容体欠損（MOP-KO）マウスは臨床的に重要なμオピオイド受容体作動薬の
薬理作用の解明に貢献してきた。本マウスの使用は、日本国内ではわずか 2 施設（東北大学
災害医学研究所と他施設）に限定されている。申請者らは、本マウスを用いた行動薬理学的
研究にて痛覚過敏様の行動変容を明らかにして来た。
近年の齧歯類を対象としたイメージング技術の進歩により、様々な遺伝子改変動物で認めら
れる行動変容と関連性が高い脳部位の形態異常が明らかにされている。生体に備わる下行性
疼痛抑制系の賦活化にはμオピオイド神経系の関与が明らかにされている。本マウスは痛覚
過敏様の行動変容を示す事から、下行性疼痛抑制系における脳内疼痛関連部位の形態異常の
存在が疑われる。
本課題は災害科学国際研究所、笠原助教が所有する痛覚過敏モデル動物である MOP-KO マウ
スの脳形態解析を加齢医学研究所応用脳科学研究分野が所有する齧歯類用の MRI 画像解析装
置にて実施する事を大きな特徴とする研究であり、当該研究分野において非常にユニークな
試みである。
本研究では、痛覚過敏様の行動変容を示す MOP-KO マウスの脳形態異常を明らかにする事を
目的とする。
２．研究方法
12 週齢の雄性 MOP-KO マウスならびに野生型マウスを
実験に供試した。MRI-voxel based morphometry 法にて
包括的な全脳の形態解析を行った（図 1）
。MRI 画像の取
得後、侵害刺激の遮断を達成する条件下にて４％パラフ
ォルムアルデヒドにて潅流固定を実施し、脳組織の摘出
を行った。3μm の暑さでパラフィン包埋切片を作成し、
PAG を対象に抗 GFAP 抗体、抗 Iba1 抗体、
抗 CD31 抗体、
抗 NeuN 抗体を用いて PAG の形態異常に寄与する細胞種
類の同定に着手した。PAG の検索領域は解剖学の成書を
基に、Bregma-3.5mm, -4.0mm, -4.5mm の 3 点において、dorsomedial、dorsolateral、lateral、
そして ventrolateral の 4 つの領域を対象に各抗体に対する免疫染色陽性細胞数の測定を行
った。各解剖学的領域における免疫染色陽性細胞数の同定は自動化された細胞測定装置
（KEYENCE 社の BZ-9000）を用いて実施した。いずれの領域においても 300μm×300μm の任
意の関心領域を設定し、その領域内における陽性細胞数の同定を行った。
その後、脳形態異常が確認された部位を対象に抗 GFAP 抗体、抗 Iba1 抗体、抗 NeuN 抗体を
用いて脳形態異常に寄与する中枢神経系を構成する細胞構成要素の同定を行った。
３．結果および考察
免疫染色、ならびに細胞測定結果として、いずれの領域においても astrocyte、microglia、
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そして neuron の数が野生型マウスに比較して多い事が明らかにされた。即ち、MOP 受容体
が欠損することにより下行性疼痛抑制系の起始核である PAG の形態異常が惹起された背景と
して、少なくとも上記の 3 種類の細胞が関与していることが証明された。
４．結論
本研究では痛覚過敏が認められる MOP-KO マウスの PAG に認められた形態異常の背景に
ある細胞構成要素の同定に至り、PAG の形態異常と行動変容の間に存在するギャップを埋め
るために求められる１つの要因を明らかにしたと考えられる。様々な痛覚過敏モデル動物の
脊髄後角ではグリア細胞の可塑性が報告されている。また、痛覚過敏の病態形成にはグリア
細胞のみならず、神経細胞を含めた複雑なサイトカインネットワークがその病態形成に寄与
することが知られている。一方、痛覚過敏の状態において、疼痛関連脳部位におけるこれら
の細胞の役割は必ずしも明らかにされていない。
本研究では、これまでに報告されている痛覚過敏モデル動物とは異なり、MOP 受容体が欠
損することにより痛覚過敏様の行動変容を示す痛覚過敏モデル動物による解析を行った結果
であるが、痛覚過敏の病態形成における MOP 受容体や脳内疼痛関連部位の役割を明らかにす
ることに寄与する結果であると考えられる。今日において、痛覚過敏の機序は必ずしも明ら
かにされてはおらず、疼痛の情動的な側面における理解も疼痛治療には不可欠である。その
意味で、MOP-KO マウスにて疼痛関連脳部位においてグリア細胞と神経細胞の異常が確認さ
れた事実は今後の疼痛研究に寄与する結果であると考えられる。本研究の限界点としては、
MOP-KO マウスの脊髄後角の形態異常、脳と脊髄後角における炎症サイトカインの挙動につ
いて明らかにしておらず、これらは今後の研究課題として継続する予定である。
６．論文・学会発表、受賞、特許
Sasaki K, Sora I, Scott W Hall, Geroge R Uhl, Kawashima R. Increased number of glial and
neuronal cells in the periaqueductalgray matter (PAG) of μ-opioid receptor knockout mice.
International Narcotics Research Conference (INRC), Bath, England, July 12, 2016.
７．外部研究費等申請
予定１：平成２８年度研究所若手アンサンブルグラント第２ステージ、本研究の継続研究で
申請予定
予定 2：1 件
８．研究費使用内訳
設備費：
消耗品費：
旅費：

謝金・人件費：
その他：

該当なし
30 万円（抗体、試薬等）
15 万円（1 月 21 日-25 日：旅行先 Society of Critical Care
Medicine (米国ハワイで開催)目的：集中治療領域におけるオ
ピオイド作動薬の使用における最新の知見を情報収集する目
的）
0 円（
）
0 円（
）
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マウス始原生殖細胞を用いた生殖細胞分化制御におけ
る細胞内代謝経路の役割の解明
林

陽平 1、高

俊弘 2

１

加齢医学研究所、２学際科学フロンティア研究所

１．研究目的
本共同研究は、マウスの始原生殖細胞（Primordial germ cell: PGC）の発生分化に
おいて変動する細胞内代謝経路の特定と、分化制御への影響を解明することを目的とする。
近年、多能性幹細胞の自己再生や再プログラム化（Folmes et al., Cell Metabolism,
2011）、免疫担当細胞の免疫応答（Geriger et al., Cell, 2016）、がん細胞の増殖（Hattori
et al., Nature, 2017）など様々な局面で、 代謝特性の変換が細胞機能を上流で制御する事
例が報告されている。一方で、マウスを含む哺乳類の生殖細胞の代謝特性は、細胞の希少性
による解析の困難さからほとんど分かっておらず、胎齢 15 日の生殖細胞は未受精卵と比較し
て、ピルビン酸由来の CO2 放出量がやや高く、解糖系の活性が低いという報告があるのみで
ある（Brinster & Harstad, Exp. Cell Res., 1977）
。この状況をうけて、本研究では、マウ
ス生殖細胞の発生分化過程で代謝特性はどのように変化するか、またその変化が生殖細胞の
性質にどのような影響を与えるか、を明らかにすることを目指す。
２．研究方法（図）
1. PGC、Soma、ESC のメタボロミクス解析：PGC
特異的な GFP 蛍光を発する Oct4-deltaPE-GFP
トランスジェニックマウス（Yoshimizu et al.,
1999）と MCH マウスの掛けあわせにより得た胎
齢 13.5 日の雄胎仔の生殖巣由来細胞をソーテ
ィングし、GFP 陽性細胞を PGC、GFP 陰性細胞
を生殖巣体細胞（Soma）として 100 万細胞以上
分取する。これらの細胞と培養した胚性幹細胞
（ESC）から代謝物を抽出し、CE-TOF/QpQ MS
解析法により代謝物量を定量する。ESC や Soma
と比較して、PGC で特徴的な量的変動を示す代
謝物、代謝経路を抽出する。
2. in vitro PGCLC 分化における推定した代謝
経路の役割の解析：In vitro で ESC から PGC
様細胞（PGCLC）を誘導する培養系（Hayashi et
al., Cell, 2011）を用いて、1 で特定された
代謝経路の阻害剤や促進剤を PGCLC 分化誘導
時に添加し、PGCLC 形成効率が変化するかどう
かを検証する。
3.代謝酵素の活性制御機構の推定： 1 で特定
された代謝経路に関して、その活性制御の機構
を推定する。代謝酵素の発現・活性制御に関し
て、文献から考えられるシグナル伝達経路や制
御因子に着目し、PGC の発生分化過程でそれら
の発現や活性が変動するかを検証する。
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３．結果および考察
1. PGC、Soma、ESC のメタボロミクス解析：メタボロミクス解析の結果、PGC や Soma では ESC
と比較して解糖系が低下していること、PGC 特異的にミトコンドリア系（クエン酸回路、酸
化的リン酸化）の上昇が起っていることを見出した。更に、培養系を用いた代謝活性解析に
より、解糖系の低下は胎齢 11.5 日〜胎齢 13.5 日の PGC で起こること、ミトコンドリア系の
上昇は胎齢 11.5 日までに起こることを見出した（結果 1）
。
2. in vitro PGCLC 分化における推定した代謝経路の役割の解析：In vitro で ESC から PGC
様細胞（PGCLC）を誘導する際に解糖系阻害剤である 2-デオキシグルコース (2DG)を添加し
ても PGCLC の誘導に異常は見られないが、ミトコンドリアの電子伝達系を阻害する Rotenone
を添加すると PGCLC 誘導率は顕著に低下した（結果 2）。
3.代謝酵素の活性制御機構の推定：解糖系代謝酵素群について、PGC の発生分化につれて遺
伝子発現が低下することを見出し、遺伝子発現レベルでの制御がなされていると推定した。

４．結論
本研究によって、PGC の発生分化に伴い、解糖系からミトコンドリア系への主要エネ
ルギー代謝経路の変換が起こること、そのような変化が PGC の分化に重要な役割を果たすこ
と、また解糖系の低下は遺伝子発現レベルで制御されていると推定されることを見出した。
これらの結果をまとめ、論文発表した（Hayashi et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.,
accepted）
。
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次に、「平成２８年度研究所若手アンサンブルグラント 第２ステージ」の採択課題を表 1-2 に
示します。続いて、採択された 2 件の研究課題の成果報告を掲載します。なお、ここでは、提出
された報告書から、申請中および申請予定の外部研究費の情報を削除しています。
これらの共同研究の実施により、報告書提出の時点（平成 29 年 5 月末）で、3 件の学会発表が
行われ、外部研究費 1 件 3,370 千円が獲得され、他に 2 件が申請予定とされております。

表 1-2 平成２８年度研究所若手アンサンブルグラント（第２ステージ）の採択課題一覧
◎ 研究代表者

研究課題名

所属・職名

研究分担者
◎ 今宿 晋

金研・准教授

藤枝 俊

多元研・助教

辻川雅人

通研・助教

柏倉俊介

金研・助教

川又 透

多元研・助教

◎ 小島一信

多元研・准教授

窪谷茂幸

金研・助教

量子光応用に向けた酸化物・窒化物ハイブリッド半

谷川智之

金研・助教

導体ヘテロ構造の実現

片山竜二

大阪大学工学研究科・教授

レーザー誘起プラズマ分光法を用いたリチウムイオ
ン電池材料の直接分析による反応機構の解明
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レーザー誘起プラズマ分光法を用いたリチウムイオン
電池材料の直接分析による反応機構の解明
研究代表者名、および共同研究者名
今宿 晋 1、藤枝 俊 2、辻川 雅人 3、柏倉 俊介 1、川又 透 2
所属部局
１
金属材料研究所、２多元物質科学研究所、３電気通信研究所
１．研究目的
リチウムイオン電池は、ノートパソコン、携帯電話といったモバイル機器に搭載されてお
り、すでに世界中に広く普及している。さらに、電気自動車や蓄電池などの大型機器にも搭
載され始めているが、電池の性能を向上させることが課題となっている。性能向上には化学
反応が起こる電極と電荷質との界面における反応機構の解明が不可欠である。反応機構の解
明には、充放電を行った電極/電解質界面のリチウムの元素分布および化学状態分布を測定す
ることが有効である。X 線吸収分光法(X-ray Absorption Spectroscopy: XAS)測定 1 など、遷移金
属元素の価数の違いからリチウムを間接的に測定する方法は存在するが、電極/電解質界面に
おけるリチウムを直接測定する分析法は確立されていない。
第一ステージでは、リチウムイオン電池の電極/電解質界面におけるリチウムの 2 次元的な
分布をレーザー誘起プラズマ分光法(Laser Induced Breakdown Spectroscopy: LIBS) によって測
定する手法を確立するための基礎的な研究を行った。測定試料として、リチウムイオン電池
に Li2NaV2(PO4)3 化合物を用いた正極材料を選び、LIBS 測定することで、リチウム由来の強
い発光を検出することができた。この結果、従来困難であったリチウムイオン電池材料中の
リチウムを定量分析するのに LIBS 法は有効な分析法であることを明らかにした。また、第一
原理計算を用いて、Li2NaV2(PO4)3 および NaV2(PO4)3 の状態密度を計算し、得られた結果から
遷移確率および衝突強度を求めることでリチウムの発光強度を推定できることがわかった。
本研究では、第一ステージで得られた知見を
もとに、①LIBS によるリチウムの測定精度の向
上、②LIBS スペクトルの解析手法の確立、③測
定結果から反応機構を解明するための解析方
法の確立の 3 つの課題について研究を行う。今
回は、第一ステージで行ってきた LIBS 測定と
計算的手法による研究以外に、放射光を用いた
測定を行い、多面的に考察することで、リチウ
ムイオン電池材料の界面における反応機構を
解明するための測定および解析手法の確立を
目指す(図 1)。
図 1 研究体制
２．研究方法
① リチウムイオン電池材料の作製 (藤枝：多元物質科学研究所)
本研究では、藤枝らが焼結法とイオン交換法を組み合わせて独自に作製に成功した
Li2NaV2(PO4)3 化合物 2 を正極材料として用いた。炭酸ナトリウム(Na2CO3)、五酸化バナジウ
ム(V2O5)およびリン酸二水素アンモニウム(NH4H2PO4)の混合粉末を大気中において 300 °C、4
時間仮焼結後、Ar-10 %H2 雰囲気において 1000 °C、8 時間焼結して三方晶の Na3V2(PO4)3 を得
た。それを 0.125 M の硝酸リチウム(LiNO3)水溶液 50 mL に投入した後、1440 分間攪拌するこ
とで、Na と Li のイオン交換を引き起こし、三方晶の Li3V2(PO4)3 化合物を得た。この化合物
とアセチレンブラックとテフロンをそれぞれ質量比で 12:5:1 となるように混合したものを正
極材料とした。負極材料には金属リチウム、電解液にはヘキサフルオロリン酸リチウム(LiPF6)
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を溶解させたエチレンカーボネートとジメチルカーボネートの混合溶液(体積比 1:1)を用いた。
これらの材料を用いて、図 1 に示すような充放電セルを組み、2.5 から 4.2 V の範囲において
0.05 C で定電流充放電を 1 サイクル行った。
充放電後の正極材料を LIBS 測定用の試料とした。
② LIBS による正極材料中のリチウム分析 (柏倉、今宿：金属材料研究所)
①で作製した正極材料を図 2 に示す装置を用
いて測定を行った。レーザー発振器より発振さ
れる波長 532 nm の Nd-YAG パルスレーザー
（エ
ネルギー：40 mJ/pulse, パルス幅：7~12 nsec）
を焦点距離 150 mm の片凸レンズを用いて集光
し、試料直上に照射して、プラズマを発生させ
た。ラジアル方向に配置した焦点距離 100 mm
図 2 本研究で用いた LIBS 装置の模式図
の片凸レンズを用いて光ファイバーの先端に集
光させ、Czerny-Turner 型の分光器(MS 7504i,
SOL instruments)に導入した。分光器を介して分光された発光は後段の ICCD カメラ(iStar,
DH334T-18F-03, Andor)によって検出し、発光スペクトルへと変換した。露光時間は 20 µsec
とした。雰囲気制御が可能な容器中に測定試料を入れて測定を行った。
③ 放射光を用いた正極材料の測定 (川又：多元物質科学研究所)
電池の充放電反応に伴い、正極材料中の V の化学状態および価数は変化する(充電時:4 価,
放電時:3 価)ことから、X 線吸収端近傍構造(X-ray Absorption Near Edge Structure : XANES)を用
いて V の価数を測定することにより、リチウム濃度を間接的に評価した。高エネルギー加速
器研究機構(つくば)の実験ステーション BL-7C において、充電状態の異なるいくつかの正極
材料の V K-吸収端を対象とした XANES 測定を実施し、吸収スペクトルの変化から、正極材
料中における V の化学状態を見積もった。XANES 測定時のビームサイズは縦 0.5mm、横
0.5mm とし、同一試料中について数点の測定を行った。
④ 計算的手法による正極材料の XAFS 解析 (辻川：電気通信研究所)
LixNaV(PO4)3(x = 0, 0.5, 1.0, 2.0)の XAFS スペクトルの解析を第一原理計算に基づいて行っ
た。第一原理計算には計算コード Quantum espresso を用いた 3。交換相関ポテンシャルには一
般化密度勾配近似(GGA)を用いた。また、V に関してオンサイトクーロン相互作用を考慮し、
U=4eV を用いた。XAFS の計算では、コア-ホール相互作用も考慮している。ホールの数はス
ーパーセル(Na:6 原子, V:12 原子, P:18 原子, O:72 原子)辺り１個とした。k 点のサンプリングは
自己無撞着計算に 2x2x1, スペクトル計算にて 4x4x2 を用いた。
３．結果および考察
① LIBS による正極材料中のリチウムの定量
正極材料中のリチウムの定量分析を行うた
めに、リチウム濃度の異なる標準試料を作製し、
リチウム濃度と発光強度の関係を測定するこ
とで、検量線を作成した。図 3 に大気中および
減圧(1000 Pa)のアルゴン雰囲気で 610.4 nm に
存在するリチウムの発光線を測定し、得られた
検量線を示す。大気中では、リチウム濃度が 2
mass%を超えると、発光強度はリチウム濃度に
関係なく一定になった。これは、試料中のリチ
図 3 LIBS 測定における Li の検量線
ウム濃度が大きくなると、プラズマ中のリチウ
ム原子の密度が大きくなり、リチウムによる発
光がプラズマ内のリチウム原子に吸収(自己吸収)されたことが原因と考えられる。一方、減圧
アルゴン雰囲気で測定した場合は、リチウム濃度の増加とともに発光強度が大きくなり、発
光強度も大きくなった。減圧雰囲気にすることでプラズマが膨張し、プラズマ内のリチウム
原子の密度が小さくなったことで自己吸収による影響が抑えられたと考えられる。また、ア
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ルゴン雰囲気ではプラズマの温度が上昇するので、励起状態のリチウム原子の個数が増加し
たために、発光強度が大きくなったと考えられる。試料室の圧力を変化させて発光強度を測
定したところ 1000 Pa が最も強度が大きかった。以上の結果より、1000 Pa のアルゴン雰囲気
で測定することでリチウムを定量分析が可能であることがわかり、以下の実験ではこの条件
で測定を行った。
次に、充電率が異なる 3 つの正極材料を作製
し、LIBS 測定を行った。充電過程は、
Li2NaV2(PO4)3 → Li(2-x)NaV2(PO4)3 + x Li+ + x eで表されるため、充電率が高いほど正極材料中
のリチウム濃度は小さくなる。LIBS 測定によ
って得られたスペクトルを図 4 に示す。充電過
程の反応式から予想されるように、充電率の増
加とともに 610.4 nm のリチウムの発光線の強
度が減少した。また、図 4 の発光強度と図 3 で
得られた検量線を用いて、充電率を求めたとこ
図 4 充電率の異なる正極材料の LIBS スペ
ろ、表 1 のようになり、電気化学測定によって
クトル
得られた充電率と非常に近い値となった。この
表 1 LIBS 測定および XAFS 測定の結果か
ことから、LIBS 測定によって、正極材料中の
ら求めた充電率
リチウムを高精度で定量できると言える。
② 正極材料の XAFS 測定
LIBS 測定で用いた充電率が異なる 3 つの正
極材料を XAFS 測定し、得られた V-K 吸収端に
おけるスペクトルを図 5 示す。また、同図中に
は、3 価および 4 価の標準物質として用いた V
酸化物(V2O3 および VO2)のスペクトルを示して
いる。充電率の増加に伴って、吸収端エネルギ
ーが高エネルギー側に変化した。ここで、吸収
端エネルギーは規格化後の吸収量 0.5 の位置と
した。充電によって正極材料は 4 価の V の割合
が多くなることが示唆された。これは、上記の
充電過程の反応式から、充電によってリチウム
の濃度が減少することに対応するので、LIBS
測定の結果と同じ傾向が得られたことを意味
図 5 充電率の異なる正極材料の V K-吸収
する。表 1 に吸収端エネルギーの変化量から算
端 XANES スペクトル
出した充電率を示す。LIBS 測定の場合と比較
して、得られた充電率は電気化学測定によって
得られた充電率とあまり一致しなかった。これ
は正極材料中の V 以外の原子が電子を供給し
ているためと考えられる。以上の結果より、
LIBS 測定のほうが正極材料中のリチウムの定
量に関しては XAFS 測定より優れていると言え
る。
③ 正極材料の XAFS スペクトル計算
正極材料の充電率に対する V の K 吸収端の
XANES スペクトルの変化を調べた(図 6)。充電
図 6 第一原理計算によって求めた正極材
前の Li2NaV2(PO4)3 におけるスペクトルを実験
料の V K-吸収端 XANES スペクトル
(図 5)と比較した結果、肩構造やピーク構造を
よく再現出来ていることが確かめられた。次に、
充電率依存性を調べた結果、実験で得られている充電過程での吸収端の高エネルギー側への
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シフトがシミュレーションからも確かめられた。構造および体積を NaV2(PO4)3 固定した計算
においてもリチウム濃度低下に伴う吸収端のシフトは確認でき、この吸収端のシフトがリチ
ウム濃度の低下に伴う V の価数変化に依存していることが確かめられた。シミュレーション
で得られた充電率の変化による吸収端のエネルギー変化量を用いて、図 5 で得られた XAFS
測定結果を評価すれば、表 1 で求めた充電率の精度を向上させることができる可能性がある。
４．結論
本研究では、Li2NaV2(PO4)3 化合物を正極材料に用いたリチウムイオン電池を作製し、充放
電試験後の正極材料を LIBS 測定でリチウムの定量分析を行い、従来の測定法である XAFS
測定の結果と比較した。減圧アルゴン雰囲気で LIBS 測定を行うことで、正極材料中のリチウ
ムを精度よく定量分析することができた。従来法の XAFS 法と比較してもリチウムの定量分
析に関しては LIBS 法のほうが精度が高いことがわかった。また、LiCoO2 を正極材料に用い
たリチウムイオン電池に関して、充放電後の正極のリチウムの分布を 0.5 mm 間隔で LIBS 測
定したところ、XAFS 測定した場合と同様のリチウムの分布を得ることができた。以上のよ
うに、LIBS 法はリチウムイオン電池の電極におけるリチウムの分布(反応のムラ)を測定する
手段として有効な方法であると言える。
今後は、負極材料に関しても LIBS 法でリチウムの分布を測定できることを示し、計算的手
法を用いて標準試料なしでもリチウムの定量分析ができるようにしたいと考えている。
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量子光応用に向けた酸化物・窒化物ハイブリッド
半導体ヘテロ構造の実現
小島 一信 1、窪谷 茂幸 2、谷川 智之 2、片山 竜二 3
1 東北大学 多元物質科学研究所、2 東北大学 金属材料研究所、
3 大阪大学大学院 工学研究科
１．研究目的
本研究グループでは、オンチップで動作できる量子計算機の実現に向け、量子演算の基本素子
である量子ゲートを始めとする技術開発を行っている。特に、第１ステージにおいては、パラメトリック
下方変換（OPDC）による量子もつれ光子対の生成を行うために必要な、窒化物半導体の光学非線
形性に基づく波長変換素子構造の設計を行った。窒化物半導体である InGaN を発光層に用いれば
425 nm の高エネルギー光子を発生することができ、これを OPDC にて量子もつれ状態にある二つの
低エネルギー光子対とすることで、Si 検出器の低ノイズ・高効率帯である 850 nm を狙い撃つことがで
きる。第１ステージの具体的な成果は、次の通りである：
・TiOx/AlN 横型疑似位相整合導波路における素子構造の設計。さらに、エアブリッジ化することに
よって光閉じ込めを増強、波長変換効率が最大 2.6 倍大きくなることを見出した。
・AlN 薄膜の ZnO 基板上への PLD 成膜。光学的フラットな AlN 薄膜形成を実現。
・反応性スパッタリングによるアモルファス TiOx 薄膜の形成と、光学定数の評価。それらをもとに、
デバイス構造の最適化を行った。
本研究（第 2 ステージ）では、第 1 ステージで設
計した波長変換素子を実際に作製するために必
要な要素技術を開発する。さらに素子構造を、有
機金属気相成長（MOVPE）法を用いたエピタキシ
ャル結晶成長で作製可能とするために、酸化物
半導体と窒化物半導体を巧みに融合した、ハイブ
リッド半導体ヘテロ構造の提案を行う（図 1 参照）。
特に第１ステージの知見、すなわち、エアブリッジ
化による光閉じ込めの強化が波長変換効率の向 図 1 SCAM 基板上の機能薄膜層（TiOx や
上に極めて有効であることに鑑みて、窒化物半導 GaN、AlN 等）の概略図。機能薄膜層の下部
体の結晶成長温度に耐え、かつアンダーカットが に位置する SCAM は、アンダーカットプロセス
可能な酸化物単結晶である ScAlMgO4 （以降、 によってエアブリッジ化される。
SCAM と称する）を結晶成長基板として用いる（図
2）。SCAM は GaN と格子定数差が 1.85%と比較的小さく、品質の高い GaN の成長が期待できるだ
けでなく、フッ酸によるエッチング選択比が非常に大きいため、図 1 のように、アンダーカットによる機
能薄膜層のエアブリッジが可能になると考えられる。
第 2 ステージで提案する新構造は、窒化物半導体層を MOVPE によるエピ成長で形成するため、
結晶の高品質化は当然として、GaN 薄膜中に InGaN 量子ドットを埋め込むことで光子源を内蔵でき
る。また、量子ドット近傍に光ナノ共振器を作製することで、パーセル効果による量子ドットの自然放
出を増強することが可能である。結果として、第 2 ステージで提案する構造は、波長変換素子だけで
なく、高効率単一光子光源をも内蔵する高機能素子となる可能性がある。本研究は、量子計算機の
スケールダウンに大きく寄与する挑戦である。
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２．研究方法
①MOVPE 法による SCAM 基板上への窒化物半導体
の結晶成長
O
SCAM 基板上の GaN 薄膜中 InGaN 量子ドットの
Al/Mg
作製を念頭に、ファーストステップとして、同基板
Sc
上に InGaN/GaN 多重量子井戸構造の MOVPE 成長を
試みる。SCAM は c 面に劈開性を有しているため、
劈開面
メスを用いた劈開により基板を作製し、結晶成長に c=25.160 Å
岩塩構造
用いる。
②スパッタリング堆積法による SCAM 基板上への
TiOx/AlN 成膜
グラファイト構造
SCAM 基板上に TiOx/AlN 薄膜を、スパッタリング法に
+c
[0001]
より作製する。基板として c 面での劈開により作製した
SCAM 結晶を用いる。
a=3.236 Å
③SCAM 基板のアンダーカットによる AlN のエアブリッ
図 2 SCAM 単結晶の原子模型図。
ジ化
機能薄膜層のエアブリッジ構造作製にあたり、リソグラフィーによるパターニングとエッチングを行う。
本プロセスでは、材料によりエッチャントに対する耐性が異なるため、プロセスの最適化を行う必要が
ある。想定しているプロセス手順を図 3 に示す。まず、Cl2 プラズマを用いた反応性イオンエッチング
により TiOx と AlN を部分的にエッチングし、リブ型導波路構造を形成する。続いて、フッ酸（HF）もし
くはバッファードフッ酸（BHF）を用いたウェットエッチングにより、SCAM 基板のみを選択的にエッチ
ングすることでアンダーカットを形成する。
ドライエッチングでは試料下部に設置さ
レジスト
結晶成長
れた引き出し電極に電力を印加することで
(保護膜)
(スパッタリング法)
Cl2 プラズマが垂直に試料に引き寄せられ
フォト
TiOx
AlN
リソグラフィー
るため、エッチングが直進に進行し、垂直
SCAM
性の高い側壁が得られる。一方、ウェット
エッチングでは等方的にエッチングが進
ドライエッチング
行するため、リブ両端付近からエッチング
ウエットエッチング
エアブリッジ構造完成
を実施することでアンダーカットを得ること
ができる。ウェットエッチング中の TiOx/AlN
側壁のダメージを回避するため、上面およ
アンダーカット
び側壁はレジストで保護する。また、AlN
図 3 想定しているプロセス手順。
は BHF に耐性を有するため、エッチング
中に露出する AlN 裏面へのダメージは回
避できるものと考えらえる。
３．結果および考察
①MOVPE 法による SCAM 基板上への窒化物半導体の結晶成長
GaN 薄膜中に埋め込まれた InGaN 量子ドットの作製に向けて、初期的な検討として、
InGaN/GaN 多重量子井戸構造を SCAM 基板上に MOVPE 法により作製した。GaN 薄膜成長に
は、Ga 原料と N 原料として、トリメチルガリウムとアンモニアをそれぞれ用いた。また、
InGaN/GaN 量子井戸構造の成長には、In 原料と Ga 原料および N 原料として、トリエチルイ
ンジウムとトリエチルガリウムおよびアンモニアをそれぞれ用いた。また、キャリアガスと
して水素と窒素を用いた。
SCAM 基板を有機洗浄し、MOVPE 装置内において、次の手順で InGaN/GaN 量子井戸構造
の作製を行った。水素雰囲気下において SCAM 基板をサーマルクリーニング処理し、600°C
において成長した GaN 緩衝層を介して、1.8 μm の GaN 薄膜を 1090°C において成長した。そ
の後、820°C において、5 周期の InGaN/GaN 量子井戸構造の結晶成長を行った。
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PL Intensity (arb. units)

XRD Intensity (arb. units)

作製した試料の X 線回折 2θ-ω 測定結果を図 4 に示す。
GaN
SCAM
(0002)
(0009)
SCAM(0009)面と GaN(0002)面、および InGaN/GaN 量子井戸構
造からの回折を検出した。サテライトピークを明瞭に検出して
0
InGaN/GaN
いることから、量子井戸の界面は急峻であると考えられる。量
MQWs
-1
+1
子井戸構造の InGaN 組成と各層の膜厚を X 線回折シミュレー
ションにより見積もった結果、量子井戸構造における InGaN と
GaN の膜厚はそれぞれ 1.6 nm と 7.4 nm であり、InGaN の InN
31
32
33
34
35
36
37
モル分率は 24%であった。また、量子井戸の最上層に形成した
2 (deg.)
GaN キャップ層厚は、5.5 nm であった。励起光源に波長 405 nm
図 4 InGaN/GaN 量子井戸構造
の半導体レーザを用いて測定した、室温フォトルミネッセンス
の X 線回折 2θ-ω 測定結果。
スペクトルを図 5 に示す。波長 442 nm において量子井戸から
RT
の発光を検出した。
試料構造
以 上 の と お り 、 SCAM 基 板 上 に MOVPE 法 を 用 い て
InGaN/GaN 量子井戸構造を作製できることを確認した。本知見
TiOx
をもとに、今後は In 原料の供給量を精密に制御することで、
AlN
InGaN 量子ドットの作製に向けた SCAM 基板上の結晶成長技
SCAM
術を構築する。
試料外観写真
400 450 500 550 600 650
②スパッタリング法による SCAM 基板上への TiOx/AlN 成膜
Wavelength (nm)
エアブリッジ構造の作製に向けて、スパッタリング法を用い
図 5 InGaN/GaN 量子井戸構
て SCAM 基板に TiOx/AlN 薄膜構造を作製した。Al 原料と Ti
造の室温フォトルミネッセ
TiOx/AlN/SCAM
原料には Al ターゲットと Ti ターゲットをそれぞれ用いた。
試料構造
ンススペクトル。
(KSP170610-2a)
SCAM 基板を有機洗浄し、AlN 薄膜を成長圧力 2 Pa、RF バイ
TiOx
TiOx/AlN/SCAM
アス 100 W において 0.15 μm 成長した。
Ar と N2 ガスの流量は 微分干渉顕微鏡像
(a)
AlN
それぞれ 3 sccm と 5 sccm である。続いて、TiO
TiOx/AlN/SCAM
x 薄膜を成長圧
SCAM
20 nm
力 2 Pa、RF バイアス 200 W において、0.10 μm 成長した。Ar
試料外観写真
と O2 ガスの流量は、それぞれ 10 sccm
と 2 sccm とした。TiOx
層と AlN 層の界面平坦性を調べるため、参照用試料として、
2 μm
20 μm
AlN/SCAM
0 nm
SCAM 基板上の AlN 薄膜の試料も作製した。
試料構造
(KSP170609-1)
平均面粗さ(Ra) 2.156 nm
ノマルスキ微分干渉顕微鏡像を図 6(a)に示す。光学的に平坦
(b)光学的に平坦な表面
AlN/SCAM
な表面を得られていることが分かった。TiO
表面と、
参照用の
TiO
x
x/AlN/SCAM
AlN
微分干渉顕微鏡像
AlN 薄膜表面の原子間力顕微鏡像を、図 6(b)と(c)にそれぞれ示
SCAM
す。TiOx と AlN 層の表面の平均面粗さを示す Ra 値は、それぞ
10 nm
nm
20
れ 2.2 nm と 1.3 nm であった。よって、スパッタリング法によ
り光学的に平坦な表面および界面を有する TiOx/AlN/SCAM 構
21 μm
μm
20 μm
造を作製できることが分かった。
00 nm
nm

③SCAM 基板のアンダーカットによる AlN光学的に平坦な表面
のエアブリッジ化
エアブリッジ構造の作製に向けて、SCAM 基板上に TiO2 お
よび AlN 薄膜の形成および、パターニングとエッチングを試み
た。まず、SCAM 基板上に膜厚 200 nm 程度の AlN 薄膜をスパ
ッタリングにより成膜した。次にフォトレジスト（AZ-5214E,
膜厚 1.7 µm）を塗布し、リソグラフィーによりパターンを形
成した。フォトレジストをエッチングマスクとして用い、誘導
結合型反応性イオンエッチング（Inductively Coupled Plasma
Reactive Ion Etching: ICP-RIE）により AlN のエッチングを試み
た。エッチング時のガスは塩素とアルゴンの混合雰囲気とし、
バイアス電力を 40 W、ICP 電力（PICP）を 50 W もしくは 100 W
で 30 分間エッチングを行った。その後、試料を BHF 水溶液に
45 分間浸し、SCAM のエッチングを試みた。各工程において
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平均面粗さ(Ra)
(c)

1.164 nm

AlN/SCAM

10 nm
1 μm

0 nm

図 6 SCAM 基板上に TiOx/AlN
薄膜を形成した結果：(a)ノマル
スキ微分干渉光学顕微鏡像 (b)
原子間力顕微鏡像。(c) SCAM
基板上の AlN 薄膜の原子間力
顕微鏡像。

TiOx/A
(KSP1

TiOx/A

平均面粗

TiOx/A

(a)
(b)
(c)
(d)
表面形状や段差を評価した。
各工程における試料模式図、光学顕
微鏡写真を図 7 に示す。AlN 成膜後は
光学的に平滑な表面が得られた（図
20 µm
7(a)）。レジストパターンを行い、PICP =
レジスト
50 W でエッチングした試料は、エッチ
AlN
ングの段差が 800 nm であった（図
SCAM
SCAM
SCAM
SCAM
7(b)）
。しかし、レジストを除去したと
ころ段差は 25 nm 程度しか残らなかっ
図 7 各工程後の表面光学顕微鏡写真（上）と断面模
た（図 7(c)）。本実験で得られたレジス
式図（下）
：(a) AlN 成膜、(b) PICP = 50 W でエッチン
トと AlN のエッチングレートは、それ
ぞれ 30 nm/min と 0.8 nm/min であり、 グ、(c) PICP = 50 W でエッチングしレジストを除去、
AlN/SCAM
(d) PICP = 100 W でエッチング。
AlN のエッチングレートが極めて低か
170610-2a)
った。AlN のエッチングを促進させるため、ICP (a)
(b)
AlN/SCAM
電力を 50 W から 100 W へ増加させてエッチング
を実施した。その結果、AlN のエッチングレート
201.2
nmnm/min 以上に増加した。しかし、レジスト
は
20 µm
のエッチング速度も増加し、エッチング後にレジ
(c)
(d)
ストは消失してしまった。以上のように、AlN の
2 μm
ドライエッチングにはレジストマスクは適してい
0 nm
ないことが分かった。今後、ドライエッチングの
粗さ(Ra) 2.156 nm
雰囲気でより耐性の高い Ni マスクなどを用いてエ
AlN/SCAM
図 8 ウェットエッチング前後の表面モフ
ッチングを試みる。
AlN をエッチングすることはできなかったが、 ォ ロ ジ ー の 変 化 。 (a) エ ッ チ ン グ 前 の
部分的に
SCAM が露出した領域が得られたため、 SCAM 表面、(b) エッチング後の SCAM
20 nm
BHF 水溶液を用いたウェットエッチングを行い、 表面、(c) エッチング後の AlN/SCAM 試
表面モフォロジーの変化を観察した。ウェットエ 料表面と(d)SCAM が露出した領域。
1 μm
ッチング前後の表面モフォロジーを比較し、図 8 に示す。SCAM は、BHF 水溶液によりエッ
0 nm
チングされ、図 8(a)から図 8(b)のように表面モフォロジーが変化した。一方、AlN で被覆さ
れた表面はエッチング後も平滑な表面を担持した（図 8(c)）。AlN/SCAM 試料のうち、SCAM
が一部露出した領域においては表面モフォロジーが図 8(d)のように顕著に変化した。以上の
検討により、BHF 水溶液は SCAM をエッチングし、AlN をエッチングしないことが分かった。
この知見は AlN 下層の SCAM をアンダーカットする際にウェットエッチングプロセスが有効
であることを示唆している。

４．結論
本研究によって、SCAM 基板上に TiO2 および AlN 薄膜の形成および、SCAM 基板のアンダー
カットに必要なウェットエッチングの条件を見出した。今後は、本知見をもとに、図 1 のような導波路構
造を形成し、その光学特性を評価する。また、MOVPE を用いて SCAM 基板上へ InGaN 量子ドット
を含む GaN 薄膜を堆積することで、光子光源の内蔵についても取り組む。
５．参考文献 窪谷、谷川ら、第 61 回応用物理学会春季学術講演会講演予稿集 18a-E13-8 (2014)
６．学会発表 窪谷、谷川、小島、片山 第 36 回電子材料シンポジウム（投稿予定）
７．外部研究費等申請
１．（申請中）1件
８．研究費使用内訳
消耗品費：
1,486,668 円（電子ビームレジスト、SCAM 基板、光学部品等）
学内共用装置使用費： 13,332 円（電子ビーム描画装置、クリーンルーム使用料）
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３．シンポジウム『附置研究所が提案する若手研究者アンサンブル
プロジェクト』開催報告
2017 年 6 月 12 日に、本学青葉山キャンパスのカタールサイエンスキャンパスホールにおい
て、『附置研究所が提案する若手研究者アンサンブルプロジェクト』と題したシンポジウムを開
催しました。このシンポジウム開催の目的は、学内における研究者の部局間連携を促進するため
に、本プロジェクトの活動や、その中心となっている附置研究所について、本学の研究者に広く
紹介する機会を設けることにありました。
内容は、金属材料研究所の高梨所長より様々な附置研の歴史とそのミッションについて、電気
通信研究所の大野所長より研究所の活動と大学における位置づけについて講演をいただきまし
た。また、本プロジェクトの活動内容についてワーキンググループから鈴木が紹介を行い、前年
度グラント実施課題の成果報告をポスターセッションにて実施いたしました。
多元物質科学研究所の村松所長がモデレーターを、高梨所長、大野所長、生命科学研究科の東
谷篤志研究科長、文学研究科の行場次朗教授、東北アジア研究センターの岡洋樹教授、学際科学
フロンティア研究所の佐藤所長がパネリストを務められたパネル討論では、若手研究者への期
待、異分野連携や部局横断研究の意義などをテーマとして、フロアの参加者を含めて、活発な意
見交換が展開されました。その中では、若手研究者から「研究室の PI に若手間の連携を認めて
もらうにはどうすればよいか」との質問があり、パネリストからは「若手間でベースを作って研
究室内も巻き込めばよいかもしれない」と提案される質疑応答もあり、横断型共同研究へ積極的
な若手研究者が少なくないことが伺われました。
参加者数は、学外からも含めて 88 名となり、工学研究科をはじめとする各研究科からも多く
の関心をいただきました。以下に、シンポジウムの様子の写真と開催案内ポスターを掲載しま
す。

金研 高梨所長（左）と通研 大野所長による講演
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パネル討論での意見交換の様子

パネル討論での意見交換の様子

ポスターセッションの様子
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附置研究所が提案する

若手研究者アンサンブルプロジェクト
東北大学の部局間連携 ～アンサンブルプロジェクトを題材として～

『東北大学附置研究所若手アンサンブルプロジェクト』は、東北大学附置研究所センターの研究所長会議で進めて
いるものです。最初は研究所間の若手研究者の共同研究のプロジェクトとしてスタートしましたが、今年度から、
研究所の若手研究者を中心にして、全ての部局に広げて共同研究を展開するプロジェクトとなりました。本イベント
では、附置研究所について、歴史と研究科との関わりを紹介したあと、
『若手アンサンブルプロジェクト』にできるだ
けたくさんの研究所以外の研究者が加わっていただくように、説明したいと思います。

13:30

金属材料研究所長 高梨弘毅

附置研の歴史と意義
14:00

研究所のアクティビティと大学機能強化への貢献

6/12

14:30

青葉山キャンパス
カタールサイエンス
キャンパスホール

(月)

電気通信研究所長 大野英男

学際科学フロンティア研究所 鈴木一行

研究所若手アンサンブルプロジェクト
15:00

附置研所長，生命科学研究科長，その他

パネルディスカッション

文系を含めた部局間の交流と共同研究への期待
16:00

ポスターセッション

グラント採択課題の成果報告、研究所紹介

連絡先
東北大学多元物質科学研究所 総務課総務係 91-5204
http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_event/ensemble1706/

主催・後援
主催： 東北大学附置研究所・センター連携体

－ 44 －

４．第 3 回東北大学若手研究者アンサンブルワークショップ開催報告
2017 年 7 月 3 日に、災害科学国際研究所多目的ホールにおいて、「第３回東北大学若手研究者
アンサンブルワークショップ」を開催し、106 名の方にご参加いただきました。本ワークショップ
では、分野横断的・学際的な共同研究への展開のきっかけとなることを目的とし、ショートプレ
ゼンテーションとポスター発表、研究所ツアーおよび交流会を行いました。
一昨年の第１回研究所若手アンサンブルワークショップ、および昨年の第２回研究所若手アン
サンブルワークショップでは、研究所・センター連携体の部局に所属する研究者を参加対象とし
ていましたが、今回から全学に拡大して、名称も変更しました。これは、本年度からはアンサン
ブルグラントの研究分担者の対象を全学の研究者に拡げることに対応したためです。
その結果、教育学研究科から 1 名、理学研究科から 5 名、医学系研究科から 5 名、薬学研究科
から 1 名、工学研究科から 6 名、農学研究科から 6 名、環境科学研究科から 1 名、医工学研究科
から 3 名の参加があり、本プロジェクトおよびワークショップの取り組みを学内に拡げるための
第一歩とすることができました。
ショートプレゼンテーションとポスター発表
今回のワークショップでは、72 件の研究発表と、研究所・センター・機構紹介 10 件（テクニカ
ルサポートセンター1 件を含む）、および昨年度グラント成果報告 12 件がありました。研究発表
は 2 つのセッションにわけて、それぞれの発表についての 1 分間のショートプレゼンテーション
と各 100 分間のポスターセッションを行いました。参加者投票により、以下の 5 件の優秀ポスタ
ー賞と 2 件の奨励賞を選びました。
優秀ポスター賞（12 件）
吉田沙蘭（教育学）「『患者の意向を尊重する医療』は本当に患者をしあわせにする
のか？」
井元智子（農学） 「環境と人々をつなぐ」
藤田拡樹（加齢研）「染色体分配分子 CAMP による DNA 損傷修復の分子機構」
中畑 碧（加齢研）「本当に大丈夫？その調整方法？ ―ローラーポンプ圧閉度調整
方法の現状と課題―」
早川晃弘（流体研）「Laser Induced Thermal Grating Spectroscopy(LITGS)による非接触
温度計測とその高度化」
高橋秀幸（通研） 「IoT 機器を活用した沿岸部地域向け自律分散型避難行動支援シ
ステムに関する共同研究
坂本直柔（多元研）「高強度な点光源を指向したコアーデュアルシェルナノ粒子の開
発」
牧野嶋文泰（災害研）「津波避難行動の数値的評価モデルとその社会実装に関する研
究」
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寅屋敷哲也（災害研）「災害時の企業による支援物資の供給方法の研究」
津村耕司（学際研）「木星天文台の実現を目指して」
田中利和（東北ア）「アフリカと産学官連携による Ethio-Tabi の創造を目指す実践的
地域研究」
立花理砂（東北ア）「嗜好品から見る福島で働く作業員の生活実態及び住民との関係
の文化人類学的研究」
奨励賞（2 件）
平郡 諭（理学） 「芳香族モット絶縁体の開発と電子状態クロスオーバーの実現」
山崎 馨（金研） 「計算機シミュレーションで見る化学反応：日焼け止めはなぜ効
くのか？」

研究所ツアー
ポスター発表終了後に、農学研究科とサイクロトロン RI センターへの見学ツアーを行い、30 名
の方にご参加いただきました。

交流会
研究所ツアー後に交流会を行い、35 名の方にご参加いただきました。交流会では災害科学国際
研究所所長の今村文彦教授にご挨拶いただき、受賞者の表彰も行いました。

多くの方に参加いただき、ポスター発表では活発な議論もなされ、研究所ツアーでは各研究所
の皆様のご協力もあり、参加者からご好評をいただけました。本ワークショップにより、研究所
間の連携がより密になり、学際的・分野横断的な研究のきっかけとなることが期待されます。
次ページ以降に、ワークショップ開催時配布資料、ショートプレゼンテーションスライドを掲
載します。
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高倉センター長(東北アジア研究センター)

ポスターセッションの様子

による開会挨拶

ポスターセッションの様子

ポスターセッションの様子

ラボツアーの様子

ラボツアーの様子

交流会でのポスター賞表彰の様子

今村所長（災害研）による講評
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第３回東北大学若手研究者アンサンブルワークショップ

日時：2017 年 7 月 3 日(月)
場所：東北大学災害科学国際研究所

多目的ホール

主催：東北大学附置研究所・センター連携体
実行委員会：東北大学附置研究所若手アンサンブルプロジェクト WG

プログラム
３日
9：00－9：30 受付
9：30－9：40 開会挨拶（東北アジア研究センター 高倉浩樹センター長）
9：40－9：45 概要説明
9：50－10：30 ショートプレゼンテーション I
10：30－12：10 ポスターセッション I
（昼食）
13：30－14：10 ショートプレゼンテーション II
14：10－15：50 ポスターセッション II
16：00－17：45 ラボツアー（災害研、CYRIC、農学研究科）
18：00－20：00 懇親会、表彰式
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ショートプレゼンテーション I ／ポスターセッション I
No.
1
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17
18
19
20
21
22
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
A

発表者
谷田 恵太
高橋 秀幸
早川 晃弘
梶田 徹也、伊藤 隆
Chrystelle BERNARD
Pierre-Antoine GESLIN
川村 広和
Daniel Pastor-Galán
David Nguyen
田中 利和
佐藤 昭
井上 雄介
藤田 拡樹
神島 尭明
甲斐 洋行
金 丹
常松 友美
林 晋
辻川 雅人
上杉 祐貴
伊藤 桂介
菅原 克明
河底 秀幸
谷川 智之
岡島 淳之介
干川 康人
津村 耕司
立花 理砂
山崎 馨
芝 隼人
軽部 雅人
荒川 友哉
杉谷 宜紀
吉村 幸徳
大内 拓
窪谷 茂幸
横山 美沙

所属
多元物質科学研究所
電気通信研究所
流体科学研究所
学際科学フロンティア研究所
学際科学フロンティア研究所
学際科学フロンティア研究所
学際科学フロンティア研究所
東北アジア研究センター
工学研究科
東北アジア研究センター
電気通信研究所
加齢医学研究所
加齢医学研究所
多元物質科学研究所
工学研究科
東北アジア研究センター
学際科学フロンティア研究所
材料科学高等研究所
電気通信研究所
多元物質科学研究所
金属材料研究所
材料科学高等研究所
理学研究科 化学専攻
金属材料研究所
流体科学研究所
多元物質科学研究所
学際科学フロンティア研究所
東北アジア研究センター
金属材料研究所
金属材料研究所
加齢医学研究所
加齢医学研究所
材料科学高等研究所
材料科学高等研究所
金属材料研究所
金属材料研究所
金属材料研究所

タイトル
Fabrication of nano-prodrugs of hinokitiol-modified SN-38 and evaluation of their drug efficacy
IoT機器を活用した沿岸部地域向け自律分散型避難行動支援システムに関する共同研究
Laser Induced Thermal Grating Spectroscopy(LITGS)による非接触温度計測とその高度化
Na二次電池用負極材料研究
On the understanding of the formation and growth of polymer coating using cold-spray process
Phase-field modeling of liquid metal dealloying
RIで観る・測る・治す
SUBDUCTION EROSION IN JAPAN: 400 MILLION YEARS OF CONTINENT LOSS AND TSUNAMIS
Tourism Destination Safety: Improving disaster resiliency through collaborative planning
アフリカと産学官連携によるEthio-Tabiの創造を目指す実践的地域研究
グラフェン内電子間相互作用の非平衡キャリアダイナミクスへの影響
生体への物理刺激の可視化－体内顕微鏡による長期間観察－
染色体分配分子CAMPによるDNA損傷修復の分子機構
水熱反応による単糖類の変換および有用化合物への展開
皮膚を介して生体につながる有機デバイス
北東アジア炭素市場の形成：排出取引制度と貿易構造の相互影響
マウスを用いたレム睡眠P波発生時の多神経活動記録と光操作
Bulk-edge-corner correspondence
機能性材料の理論設計
共鳴維持を必要としない自発共鳴型光共振器の開発
極端条件下光学及び輸送特性の同時観察技術の開拓による分子性超伝導体の電子状態解明
結晶構造制御による新規原子層材料開発
希土類ビスマス酸化物における超伝導と磁性の研究
多光子顕微鏡を用いたワイドギャップ半導体結晶の三次元構造解析
高熱流束冷却を目指した固気液界面における相変化熱輸送のマルチスケール解析
カーボンナノ試験管を用いたアミロイドβの吸着除去と定量分析
木星天文台の実現を目指して
嗜好品から見る福島で働く作業員の生活実態及び住民との関係の文化人類学的研究
計算機シミュレーションで見る化学反応：日焼け止めはなぜ効くのか？
アルキルイミダゾリウム系イオン液体におけるナノ構造と階層動力学についてのシミュレーション
Fontan循環用呼吸時逆流抑制デバイス開発の試み
ステントグラフト内挿による血行動態への影響
弾性体流体問題に対する埋め込み境界法とその解析
Topological phenomena ～ universal concept in the physics
電界効果によるキャリア制御とスピン制御
ScAlMgO4基板上の窒化物混晶半導体薄膜の有機金属気相成長
『アカデミックトーク』へのお誘い

ショートプレゼンテーション II ／ポスターセッション II
No.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
B

No.
研1
研2
研3
研4
研5
研6
研7
研8
研9
研10

発表者
内藤 寛子
横田 信英
坂本 直柔
寅屋敷 哲也
林 禎彰
小川 剛史
岡 大地
平 恭紀
岡田 真介
山下 啓
菊田 和孝
牧野嶋 文泰
佐藤 昭
渡部 真史
當真 賢二
阿部 結奈
吉田 沙蘭
Zou Lilong
大山 倫弘
Farsai Taemaitree
関根 良博
鈴木 杏奈
星野 哲久
粕谷 素洋
安田 容子
伊藤 啓太
田村 光平
弓場 充
中畑 碧
H.Q.H. Viet
桑原 知剛
源田 達也
井元 智子
國時 景子
佐藤 庸平、寺内 正己
平郡 諭
横山 美沙

所属
東北アジア研究センター
電気通信研究所
多元物質科学研究所
災害科学国際研究所
電気通信研究所
工学研究科
理学研究科
加齢医学研究所
災害科学国際研究所
災害科学国際研究所
東北アジア研究センター
災害科学国際研究所
電気通信研究所
災害科学国際研究所
学際科学フロンティア研究所
工学研究科
教育学研究科
東北アジア研究センター
材料科学高等研究所
多元物質科学研究所
金属材料研究所
流体科学研究所
多元物質科学研究所
多元物質科学研究所
災害科学国際研究所
金属材料研究所
学際科学フロンティア研究所
加齢医学研究所
加齢医学研究所
材料科学高等研究所
材料科学高等研究所
加齢医学研究所
農学研究科
加齢医学研究所
多元物質科学研究所
理学研究科
金属材料研究所

タイトル
権威主義体制の持続と司法の役割
光通信用素子を用いた超高速ストロボ光源
高強度な点光源を指向したコアーデュアルシェルナノ粒子の開発
災害時の企業による支援物資の供給方法の研究
磁性ナノ粒子を利用した新規ナノ構造磁性材料の創製
情況適応型人間―機械協調系システム実現のための人間状態推定
新規電子物性開発を目指した準安定酸化物のエピタキシャル合成
生体食道の物性試験に基づく能動的食物運搬機能を有する人工食道ステントの研究開発
仙台平野の伏在活断層の分布と連続性
藻場の津波リスク評価研究
地雷センサの加速度情報に基づく位置情報の補正
津波避難行動の数値的評価モデルとその社会実装に関する研究
通信応用に向けたミリ波・テラヘルツ波デバイスの研究開発
土砂移動シミュレーションによる津波・高波堆積物の識別
ブラックホールジェットの理論的研究
皮膚機能の電気的計測・制御に関する研究
『患者の意向を尊重する医療』は本当に患者をしあわせにするのか？
Airport pavement surface monitoring by using Ground-Based Synthetic Aperture Radar and multi-static GPR
Collective Motion of Model Microswimmers
Effect of Serum Protein on Dispersion Stability and Anticancer Activities of Nano-prodrugs
電子・スピンの自在制御を目指した分子設計
自然構造デザイン〜自然と共存するためのエネルギーシステムを目指して〜
特異なスピン構造をもつ分子性スピントロニクス材料の開発
固-液界面を光と力の測定で見る！
災害後の地域美術資料の活用に関する研究
スピンデバイス応用に向けたナノ薄膜磁石材料の創製
考古遺物の形態測定学
冷却プロセスによる神経活動制御のための基礎検討
本当に大丈夫？その調整方法？ ―ローラーポンプ圧閉度調整方法の現状と課題―
Multi-GPU Parallel Solver for Incompressible Navier-Stokes Equations Discretized by Stabilized Finite Element Formulations
Universal character of metastability in periodically driven systems
解離性大動脈瘤におけるMKステント及び新型ステントの治療評価
環境と人々をつなぐ
APOE遺伝子多型の小児海馬体積への影響
TEM-EELSによる３次元C60ポリマーの電子構造研究
芳香族モット絶縁体の開発と電子状態クロスオーバーの実現
『アカデミックトーク』へのお誘い

研究所紹介
部局名
金属材料研究所
加齢医学研究所
流体科学研究所
電気通信研究所
多元物質科学研究所
災害科学国際研究所
東北アジア研究センター
学際科学フロンティア研究所
材料科学高等研究所
東北大学テクニカルサポートセンター

－ 49 －

第３回東北大学若手研究者アンサンブルワークショップ実行委員会
代表 鈴木 一行 （学際科学フロンティア研究所）
伊藤 桂介 （金属材料研究所）
山田 昭博 （加齢医学研究所）
早川 晃弘 （流体科学研究所）
横田 信英 （電気通信研究所）
笘居 高明 （多元物質科学研究所）
安達 正芳 （多元物質科学研究所）
天野 真志 （災害科学国際研究所）
今野 明咲香（災害科学国際研究所）
内藤 寛子 （東北アジア研究センター）
齊藤 国靖 （材料科学高等研究所）
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SUBDUCTION EROSION IN JAPAN:

400 MILLION YEARS OF CONTINENT LOSS AND TSUNAMIS
Daniel Pastor-Galán, Chris Spencer, Tatsuki Tsujimori, Taku Yutani, Yo Fukushima
Japan represents the best example in the world of
subduction erosion, with more than 400 million years
of geological record.

The red lines represent the main areas where
subduction erosion is happening at present day. The
yellow stars indicate where large tsunamis have
happened.

Subduction erosion may be the cause of
the Earthquakes producing Tsunamis.
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皮膚を介して生体につながる有機デバイス
多孔質マイクロニードルによる
デバイス・生体インターフェイス
Polymer

Perspective

フレキシブル汗収集フィルム
汗腺 (Ø80 µm)

上面図 センサー

Cross section

2 pore/mm2

Microneedle array
2 μm
Continuous pores 500 μm
for fluid transport

Skin

•
•

刺しても痛くない
皮膚の中と外を
溶液的に繋ぐ
•

5 mm

•

グルコース濃度を光学的に検出する
マイクロニードルセンサ
•
•

疎水性 親水性

親水性のパターニング
表面から水滴を収集

酵素燃料電池による汗センサ
•

皮膚組織液と血液で
グルコース濃度に相関
皮膚の組織液を吸って
蛍光強度変化

•
•

伸縮性布地の酵素センサ
汗を透過する構造
電源不要の乳酸センシング
 








側面図
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㻝㻡㻟

㻞㻣

ฟ䠖IEA(2014)

ฟ䠖እົ┬

ᐊຠᯝ䜺䝇ฟ๐ῶ┠ᶆ

᪥୰㡑䛾㈠᫆䜢㏻䛨䛯CO2ฟᵓ㐀

୰ᅜ䛿2011ᖺᮎ䛻ởᰁ≀㉁ฟ㔞๐ῶᑐ⟇䛸䛧䛶
2011ᖺᮎ䛻ởᰁ≀㉁ฟ㔞๐ῶᑐ⟇
ฟ㔞ྲྀᘬไᗘ䜢ᑟධ䛩䜛䛸Ⓨ⾲䛧䛯䚹䛭䛾䝟䜲䝻䝑䝖
ᴗ䛸䛧䛶䚸୰ᅜ䛾2┬䠄ᗈᮾ┬䚸†┬䠅ཬ䜃5㒔ᕷ䠄ி䚸
ኳὠ䚸ୖᾏ䚸㔜䚸῝䝉䞁䠅䛻䛶ᴗ䛜ᒎ㛤䛥䜜䚸2017ᖺ
䛻ᅜⓗ䛺ฟ㔞ྲྀᘬᕷሙ䛾ᵓ⠏䛜ጞ䜎䛳䛯䚹
ETS䜹䝞䞊⋡䚸ฟ㔞ᖹᆒ౯᱁

ᮾ䜰䝆䜰ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶ᆅᇦ⤒῭༠ຊ䛜㐍䜏䚸ྛᅜ䠄ᆅ
䜰䝆䜰ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶ᆅᇦ⤒῭༠ຊ䛜㐍䜏 ྛᅜ
ᇦ䠅䛾እ㟂౫Ꮡᆺഴྥ䛜ᙉ䜎䜚䚸ᇦෆศᴗ䚸┦౫Ꮡ㛵
ಀ䛾῝䛩䜛䛻䛴䜜䚸ᇦෆ㈠᫆㛵ಀ䛜ᙉ䛧䛶䛝䛶䛔
䜛䚹㈠᫆䛾άⓎ䛻䜘䜚䚸㈈䞉䝃䞊䝡䝇⏕⏘䛾䛯䜑䛾
ᅜ䛾CO2ฟ㔞䜢ቑຍ䛥䛫䜛୍᪉䚸ᅜ䛾ᾘ㈝䜢㈥䛖䛯
䜑䛻⮬ᅜ⏕⏘䛻䜘䜛CO2ฟ䜒ㄏⓎ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
2005ᖺ᪥୰㡑䛾㈠᫆䛻䜘䜛CO2ฟㄏⓎ㔞

㻯㼔㼍㼚㼍
㻯㼔㼍㼚㼍
㻷㼛㼞㼑㼍
㻶㼍㼜㼍㼚
ฟ䠖IEA(2015)➼䛻ᇶ䛵䛝䚸㔠(IGES)సᡂ

ฟ䠖➹⪅సᡂ
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㻷㼛㼞㼑㼍

㻶㼍㼜㼍㼚

㻥㻟㻣㻥㻚㻡㻣

㻞㻜㻥㻚㻥㻟

㻝㻜㻝㻣㻚㻟㻟

㻡㻡㻚㻥㻠

㻣㻜㻠㻚㻢㻡

㻟㻥㻚㻣㻞

㻢㻜㻚㻣㻝

㻟㻡㻚㻞㻞

㻟㻜㻠㻠㻚㻣㻠
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覚醒

皮質脳波

#%HDC"

レム睡眠

ノンレム睡眠



50 mV
1 sec

6(I

DC" 45!

=A9:>G?8F;

マウス頭蓋骨
皮質脳波（右）

=A9:
GND
筋電位

 

皮質脳波（左）
多細胞神経活動記録（脳幹）
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ᯘ 䠄Hayashi Shin䠅
Postdoc in MathAM-OIL, Mathematician

Edge

Non-commutative Geometry
(㠀ྍᗄఱᏛ)

－ 59 －

Bulk

ᶵ⬟ᛶᮦᩱ䛾⌮ㄽタィ
㟁Ẽ㏻ಙ◊✲ᡤ, 䝇䝢䞁䝖䝻䝙䜽䝇Ꮫ⾡㐃ᦠ◊✲ᩍ⫱䝉䞁䝍䞊㻌 ㎷ᕝ㞞ே
㻝
㻝

㻞

㻟

㻠

㻡

㻢

㻣

㻤

㻥

㻝㻜

㻝㻝

㻝㻞

㻝㻟

㻝㻠

㻝㻡

㻝㻣

㻝㻤

㻴㼑

㻞

㻸㼕 㻮㼑

㻮

㻟

㻺㼍 㻹㼓

㻭㼘 㻿㼕 㻼

㻠

㻝㻢

㻴
㻯

㻺 㻻

㻲 㻺㼑

¾ Kohn-sham equation
ª 㼔2 2
º
n( r ' )
  v(r )  e 2 ³
dr ' P xc (r )  P »\ i (r )
«
| r  r '|
¬ 2m
¼

㻿 㻯㼘 㻭㼞

㻷 㻯㼍 㻿㼏 㼀㼕 㼂 㻯㼞 㻹㼚 㻲㼑 㻯㼛 㻺㼕 㻯㼡 㼆㼚 㻳㼍 㻳㼑 㻭㼟 㻿㼑 㻮㼞 㻷㼞

㻡

㻾㼎 㻿㼞 㼅 㼆㼞 㻺㼎 㻹㼛 㼀㼏 㻾㼡 㻾㼔 㻼㼐 㻭㼓 㻯㼐 㻵㼚 㻿㼚 㻿㼎 㼀㼑 㻵

㻢

㻻㼟 㻮㼍

㻴㼒 㼀㼍 㼃 㻾㼑 㻻㼟 㻵㼞 㻼㼠 㻭㼡 㻴㼓 㼀㼘 㻼㼎 㻮㼕 㻼㼛 㻭㼠 㻾㼚

㼄㼑

㻣

㻲㼞 㻾㼍

㻾㼒 㻰㼎 㻿㼓 㻮㼔 㻴㼟 㻹㼠 㻰㼟 㻾㼓

¾ Total energy
E[n]

N

¦H
i 1



e2
2

³

n( r ) n( r ' )
drdr '
| r  r '|

 ³ [H xc (n)  P xc (n)]n(r )dr  PN

ᵓ㐀ࠊ≀ᛶࠊᶵ⬟
㧗ᶵ⬟ᛶᮦᩱࡢ⌮ㄽタィ

䝇䝢䞁䝖䝻䜽䝇䝕䝞䜲䝇ᮦᩱ
䠄MRAM etc.䠅

i

H i\ i (r )

☢ᛶᙧ≧グ᠈ྜ㔠
䠄䜰䜽䝏䝳䜶䞊䝍, ☢Ẽ෭ etc.䠅

ගᏛ䝇䝨䜽䝖䝹ゎᯒ

LixNaV2(PO4)3䛾
XANES䝇䝨䜽䝖䝹

䝇䝢䞁౫Ꮡఏᑟ

☢ᛶ䛾㟁⏺ไᚚ

共鳴維持を必要としない自発共鳴型光共振器の開発
上杉 祐貴
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$JN9',D;MIP6#1 /ORT$ >'A
MBE@ORTNbSe2,D;
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6
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+0
EF

EF
Binding energy (eV)

D<B

 [_W\
.

Binding energy (eV)



/

1
2
3
Γ
M
Wave vector

L;HJ3?96?-2

1
2
3
Γ
M
Wave vector

&L
&L!QK
L!
L!QK
,3580F]XZ+0
PS?GO(

Y. Nakata, K. Sugawara et al., NPG Asia Mater. 8, e321 (2016).
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ൌଅథঅ५ঐ५৲पउऐॊதधਙभଢ଼
ਚര؟৶৾ଢ଼ఐ৲৾௧వ ૮ਃಕ৬ସ৲৾ଢ଼ ஃઇ
؟ఖೲ ೢౘ ऊॎजऒ ऱदॅऌ
எञठभਈभଢ଼ਛટ

ಽ૾ସ52%Lपି৯
5؟ൌଅథ੪ಞ

தभৄ

<2%Lংঝॡအ

્౮ऩਞ

&H2%Lग़আॱय़३কঝුჍ

%Lਫ্ત
ਗ਼ਞಽ

5  2 ಽ
ਙബಽ
-$P&KHP6RF  

$SSO3K\V/HWW  

எञठपदऌॊऒध

¾ ൌଅథঅ५ঐ५৲ऩनभમ়ਛ ংঝॡऊैුჍऽद
¾ ਗ਼ਞ૨ृ৲૨ऩनभ৶્ਙभആदभ

ከගᏊ㢧ᚤ㙾䜢⏝䛔䛯䝽䜲䝗䜼䝱䝑䝥༙ᑟయ⤖ᬗ䛾୕ḟඖᵓ㐀ゎᯒ
㇂ᕝᬛஅ㻌 㔠ᒓᮦᩱ◊✲ᡤ
䜺䝹䝞䝜䝇䜻䝱䝘 ບ㉳ග
Ti: Sapphire
(λ = 700 nm)

ᚑ᮶ᢏ⾡䠖⏕య⤌⧊䛾
in vivo䜲䝯䞊䝆䞁䜾[1]

ᮏ◊✲䠖༙ᑟయᮦᩱ䛾
ෆ㒊Ḟ㝗䜲䝯䞊䝆䞁䜾

䝹䝭䝛䝑䝉䞁䝇ග
ග㟁Ꮚቑಸ⟶

䝞䞁䝗䝟䝇䝣䜱䝹䝍
(370/36 nm)
䝇䝔䝑䝢䞁䜾䝰䞊䝍

ヨᩱ

ᑐ≀䝺䞁䝈
(50X, NA 0.80)

[1] ᾏ㐨ᏛᏛ㝔ሗᕤᏛ◊✲⛉
⬻ᶵ⬟ᕤᏛ◊✲ᐊHP䜘䜚

䝞䜲䜸䝃䜲䜶䞁䝇

䝘䝜䝔䜽䝜䝻䝆䞊䞉ᮦᩱ

䝞䜲䜸䝃䜲䜶䞁䝇ศ㔝䛾ඃ䜜䛯䜲䝯䞊䝆䞁䜾
ᢏ⾡䜢䚸䝘䝜䝔䜽䝜䝻䝆䞊䞉ᮦᩱศ㔝䜈ά⏝
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㧗⇕ὶ᮰෭༷䜢┠ᣦ䛧䛯ᅛẼᾮ⏺㠃䛻䛚䛡䜛
⇕ὶ᮰෭༷䜢┠ᣦ䛧䛯ᅛẼᾮ⏺㠃
㠃䛻
䛻䛚䛡
┦ኚ⇕㍺㏦䛾䝬䝹䝏䝇䜿䞊䝹
䝹ゎᯒ
ὶయ⛉Ꮫ◊✲ᡤ ຓᩍ ᒸᓥ ῟அ 㼖㻚㼛㼗㼍㼖㼕㼙㼍㻬㼠㼛㼔㼛㼗㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜

㟁Ꮚ䝕䝞䜲䝇䛾⇕⟶⌮

ᑠ䛥䛺㡿ᇦ䛛䜙⭾䛺⇕㔞䜢㧗ᐦᗘ䛷⛣ື䛥䛫䜛䟿

༙ᑟయ䝕䝞䜲䝇䛾Ⓨ⇕ᐦᗘ
䠚1MW/m2

䝬䜲䜽䝻⟶ෆ䛾Ⓨఏ⇕

http://www.intel.com/

ht
http://www.semicon.toshiba.co.jp/

ሗฎ⌮⨨

⮬ື㌴➼䛾㟁ຊไᚚ
ไᚚ

CPU

Ἓ㦐ఏ⇕

Power transistor

㧗⇕ὶ᮰෭༷
ᅛయ䛸ᾮయ䛾
䜜ᛶ

ᾮ䛛䜙Ẽ䜈䛾
┦ኚఏ⇕

⇕㍺㏦䛾ཎ⌮ゎ᫂
᪂䛯䛺෭༷ᶵᵓ䞉෭༷䝅䝇䝔䝮䛾ᥦ

http://blog.bioethics.net/

Cryopreservation of cells
Cryosurgery

㧗㏿෭༷䛚䜘䜃㧗ఏ⇕㔞

Ẽయ䛸ᾮయ䛾┦ὶ

་⒪ᛂ⏝

䜹䞊䝪䞁䝘䝜ヨ㦂⟶䜢⏝䛔䛯䜰䝭䝻䜲䝗ȕ䛾྾╔㝖ཤ䛸ᐃ㔞ศᯒ
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એ
ຍಞு
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ෆ岿島峉
$̣
ਛ
નੳ岿島峄آ
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ʤતңԿʥ
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તңܙ

CNTTs 270 ȝgశՅ
ʤતңԿ͵͢ʥ

ᮌᫍኳᩥྎ
䛾ᐇ⌧䜢┠ᣦ䛧䛶
ኳᩥほ 䛻䛸䛳䛶ᆅ⌫Ẽ䛿
䜎䜆䛧䛟㑧㨱䛺Ꮡᅾ

Ᏹᐂᮃ㐲㙾

�䝁䝁

ᗘ䛿ኴ㝧⣔䛜䜎䜆䛧䛟䛶㑧㨱
䛜䜎

ὠᮧ⪔ྖ

ᮌᫍኳᩥྎ
1m⣭䛾ᮃ㐲㙾䜢ᮌᫍ䛻ᣢ䛳䛶⾜䛝ኳᩥほ

ᅄ͖ΔݡΖෳౣͲಉ͚ࡠۂҽਫ਼ࣰସ;ٶ
ेͳܐؖชԿਕྪָదڂݜ

ʰ͵͚͵ͮͪͳ͘ɼ
Δͮͱͱֺͨ͑͢ʱ

ڧՌָڂݜՌ0
ཱིཀྵ
ेͳ͢ͱࢴ

ࡠۂҽͳ͢ͱࢴ
ʰؔ״ʱ

(Ꮫ㝿◊䞉ຓᩍ)

2050ᖺ௦䠛

ʰ͚͚͠ͱ͏Ώͫʱ
ʰ͞Κ͏͵͍ʱ

ʰͨਕҲ෨ʱ

ʰͨΞ͵Ͷ͚͠͏ͳࢧΚ͵͏ʱ ࠗࡓࡤࡇ࠘

ʰۛͰ͚ͪ͘͵͏ʱ

ʰͨਕͪͬͫ͜
ֺͨ͑͢Ͳ͖͚ͯʱ

೧݆ೖ ߁ௌαϱϑω ͕࣎

೧݆ೖ ߁ௌਭಕ؇ාઅࣆ

ʲͪͻ͞ʳ͗ͯक؏దқັΝ௪͢ͱɼࡠ
ۂҽߨಊࣰସΏऀճߑܐؖΝմͤΖ

－ 64 －

ੑਃ३গঞش३ঙথदৄॊ৲৾ખૢ؟
൏ऐૃीमऩछऎभऊء
 ჸقসര౫મଢ଼ਚ્؞ભஃઇك

¾ ൏ऐૃीभਏથਛী

¾ ग़ॿঝॠ॑شಞଫऎ
ग़ॿঝॠشषधఌ*
ྏਗ

10−10 ଧ

+㋂
ॣॖग़५ॸঝා৬

10−9 ଧ

z नभेअपྏਗ॑औइऍॊभऊء
→ৡ৾प੦तऎ
ੑਃ३গঞش३ঙথ*
* K. Yamazaki et al. J. Phys. Chem. Lett., 2016, 7, 4001.
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アルキルイミダゾリウム系イオン液体におけるナノ構造と
階層動力学についてのシミュレーション研究
金属材料研究所 計算物質科学人材育成コンソーシアム

彭 海龙、芝 隼人

イオン液体

United-Atom 分子シミュレーション
~ 20 nm, 200 ナノ秒 スケール

イオンからのみなる液体

600K

高い導電性、安全性

→ 電池電解質・潤滑剤として
応用可能性

380K

内部構造

イオン層形成
成

大規模シミュレーションから
材料特性を探る！（進行中）

－ 65 －

構造-動力学相関
sub-μs スケールの
の
構造緩和

機能物性

Fontanᚠ⎔⏝྾㏫ὶᢚไ䝕䝞䜲䝇㛤Ⓨ䛾ヨ䜏
㻌

㍍㒊 㞞ே㻌 ⓑ▼Ὀஅ㻌 ᒣ⏣㻌༤䠈ᖹ㻌ᜤ⣖䠈ୖ㻌㞝䠈ᒣᓊ㻌ṇ᫂䠈ᒣᐙ㻌ᬛஅ㻌

༢ᚰᐊ䛸䛿…
¾ ⏕䜎䜜䛴䛝ᚰ⮚䛻␗ᖖ䜢ᢪ䛘䛶⏕䜎䜜䜛
¾ ᚰᐊ䛜୍䛴䛧䛛䛺䛔

ᡭ⾡䜢䛧䛺䛡䜜䜀
10ᖺ⏕Ꮡ⋡䛿⣙40%䛸ゝ䜟䜜䛶䛔䜛

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 እ⛉⒪䛜ᚲせ
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弾性体流体問題に対する埋め込み境界法とその解析
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仙台平野の伏在活断層の分布と連続性

東北大学災害科学国際研究所・災害理学研究部門

岡田真介

研究目的：地下に隠れた活断層の存在およびその分布や連続性を明らかにする。
内陸の活断層が活動すると甚大な被害を発
生することがある．活断層が起こすことがで
きる地震の規模は，活断層の長さと比例する．
よって活断層の分布や連続性を明らかにする
ことは防災や減災に対しても重要である．
地球の重力(加速度)は，地下地質の密度構
造によってわずかに異なっており，重力を精
密に測定することにより，活断層運動によっ
て変形・変位を受けた地質構造を推定できる．

重力測定
の様子
GPS

重力計

9.8 m/sの約10-9の
精度で測定を行う．

活
断
重 層に
力 よ
変 る
化

2013反射・重力
の結果

↗ 反射法地震探査および重力探査位置と仙台
平野の活断層分布（岡田ほか(2014)を改変）．
仙台平野南部で明らかになった伏在活断層の連
続性（北端）を確かめるために，愛島丘陵周辺
で重力探査を行った．その結果，苦竹断層とは
連続しないことが示唆された．

↗ 2013年反射法地震探査および同測線での重力探査の結果
反射法地震探査の結果と組み合わせることで，地下の伏在活断層の運
動による重力変化を捉えることができた（岡田ほか(2017)を改変）．
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津波避難行動の数値的評価モデルとその社会実装に関する研究

牧野嶋文泰 *1，今村文彦 *2，佐藤翔輔 *2，安倍祥 *2

研究背景と目的

*1 土木工学専攻 津波工学研究室 D2，日本学術振興会特別研究員 DC2
*2 東北大学 災害科学国際研究所

東日本大震災以降，津波災害における避難行動の重要性が再認識されているが，
適切な避難行動が実施されることの難しさもまた明らかになっている
☞ 避難行動を定量的に評価し，具体的な政策提言に結びつける必要がある

ex. 早期避難が重要→様々に想定する津波に対し，目標避難開始時間を X 分とする必要
なるべく車は使わない→車の使用率は X% まで許容可

Makinoshima et al., 2016

研究目的：将来の適切な津波避難を導くための評価 予測手法 , 社会実装手法の構築
・

研究内容
① 避難シミュレーション
モデルの開発と高性能計算

気仙沼市市街地の大規模リアルタイム避難シミュレーション

影響因子

② 津波避難者の
意思決定モデルの開発

判断・選択器

選択肢 1
選択肢 2

機械学習などの手法を用いて
避難者の意思決定を数理モデル化

選択肢 3

③ 津波避難者の動的意思決定ー行動機構の解明
現地実務者と協力して，石巻市の
震災当時の詳細な避難行動調査を
実施（佐藤翔輔助教のプロジェクト）

－ 75 －
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「患者の意向を尊重する医療」は
本当に患者をしあわせにするのか？
CASE2

CASE1

肺がんstage4
標準治療の効果なし
これ以上の治療は患者に負担

乳がんstage1
標準治療は外科的切除
治療後の10年後生存率9割
1990年代

「乳がんです、手術します」

「もう治療できません」

2000年代

「治療Aの成績は...Bは...です。どうしたいですか？」
なぜそんな選択を…
正確に説明したのに
理解が足りない

次世代の
医療コミュニケーション
- 脱「人間は合理的」信仰
- バイアスや感情を利用
- 医学的に益となる選択へ

知る権利
自己決定権
（正確な情報に基づく）

患者の意向尊重

決められない
考えられない
考えたくない

患者の感情
認知バイアス
医師の感情

みなさまへのご相談
他分野の理論で説明できませんか？
倫理的問題をどう考えたらいいですか？
実験研究から臨床研究へのステップは？
患者の立場だったらどうですか？

教育学研究科

吉田沙蘭

Airport pavement surface monitoring by using Ground-Based
Synthetic Aperture Radar and multi-static GPR
㒟 ❧㱟 㻔ZOU LILONG㻕
ᮾᏛ ᮾ䜰䝆䜰◊✲䝉䞁䝍䞊

Purpose of pavement maintenance:


To prevent further crack



To provide good surface friction



To increase safety by providing correct and clearly visible
marking

Interferometry technique

GB-SAR(ᆅ⾲タ⨨ᆺྜᡂ㛤ཱྀ䝺䞊䝎) Multi-static GPR (䝬䝹䝏䝇䝍䝔䜱䝑䜽ᆅ୰䝺䞊䝎㻕
ෆ㛶ᗓ䛜᥎㐍䛩䜛ᗓ┬ᡓ␎᥎㐍䝥䝻䜾䝷䝮䠄㻿㻵㻼䠅䛾ᨭ䛾ୗ䛷䛂ᆅୖタ
⨨ᆺྜᡂ㛤ཱྀ䝺䞊䝎䛚䜘䜃䜰䝺䜲ᆺ䜲䝯䞊䝆䞁䜾䝺䞊䝎䜢⏝䛔䛯䝰䝙䝍䝸
䞁䜾䛃䛸䛧䛶ᐇ୰
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Collective Motion of Model Microswimmers
MathAM-OIL, AIST-Tohoku U / Dr. Norihiro Oyama

Active matter is known to show anomalous collective motions
Physical origins of such collective behavios

Effect
ct of Serum Protein on Dispers
Dispersion
s on
sio
n Stability and
Anticancer Activities of Nano
o-prodrugs
O Farsai Taemaitree
ee, Yoshitaka
ee
a Koseki
ki, Hitoshi Kasai
ki

Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials (IMRAM)

¾ Nano-prodrugs

¾ Enhanced permeability and retention effect

Prodrug in
good solvent

Molecule 䡚10 nm

10 nm 䡚200 nm

200 nm䡚

Excretion
by kidney

Nanodrugs

Phagocytosis
by macrophage

9 High drug loading
9 No side effects
from carriers
(carrier-free)

Water

Reprecipitation Method

¾ Biological responses for nanodrugs
pH, ions,
osmotic pressure

Agglomeration

Into
blood
Precoating
Nanoparticles
Serum protein

or

or
Aggregation

Decomposition

Rapid clearance from blood
Into
blood

9
9

Inhibit serum protein absorption
Prolong circulation time

Purpose: To improve dispersion stability of NPs and enhance their anticancer
activity by surface modification with protein

－ 79 －
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5
4

N2 77 K abs
N2 77 K des
CO2 195 K abs
CO2 195 K des
O2 90 K abs
O2 90 K des
NO 121 K abs
NO 121 K des

3
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考古学遺物の幾何学的形態測定学
田村光平
学際科学フロンティア研究所
● 考古学 + 数学
● 考古遺物の「かたち」を定量的に解析
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Universal character of metastability in periodically driven systems
Tomotaka Kuwahara, Mathematical Science Group
Periodically driven systems䠖Simplest non-equilibrium systems
[Rich structures] e.g. ) Floquet-topological insulator, Floquet Time Crystal

(Theoretical obstacle)
Initial state

Random State

Experimentally featureless …

: random matrix
(Theoretical suggestion)
always exist
Metastable state

Initial state

Random state

: FM expansion

: random
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アンケート結果
◆回答総数：39
ワークショップに参加した感想
楽しかった

62%

普段聞けない分野の話が聞けてよかった

80%

異分野への理解が進んだ

39%

共同研究の話が始まりそう

26%

友達ができた

18%

準備が大変だった

3%

参加しなきゃよかった

0%

その他（貴重な機会だった）

3%

無回答

0%

ラボツアーに
参加した

41%

参加しなかった

59%
0%

無回答

ラボツアーに参加した方（18 回答）：ラボツアーは
楽しかった

67%

時間が足りなかった

11%

もっと色々な施設を見たかった

44%

また参加したい

50%

もう参加しなくてよい

0%

つまらなかった

6%

その他（3 回答）

17%
0%

無回答

懇親会は（30 回答）
あってよかった

67%

なくてよかった

17%

その他（6 回答）

20%

無回答

16%
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2017 年度アンサンブルグラントについて
是非応募したい

37%

共同研究者が見つかれば応募したい

50%

応募するつもりはない

13%

その他（グラントの趣旨がわからない）

3%

その他（採択基準、予算の決め方が疑問）

3%

その他（応募できないが、新たな共同研究が生まれることに期待）

3%

ご意見（11 件）
〇前回はアンサンブルグラントの成果に関する口頭発表もあったので、それを是非復活
させて欲しい。アンサンブルグラント応募へのヒントになるので。
〇大変刺激になり有意義な企画でした。大学内での異分野コミュニケーション＋若手の
交流の一つのモデルケースになるように思います。一層全体像がつかみやすく議論が活
発になる提案として、(1) ポスター発表の分野の類似度によって二次元上に点を配置し
た「研究マップ」（機械学習を利用） (2) ポスターに付箋を貼って議論できる仕組み
なども面白いかもしれません。
〇Even if the workshop was really interesting, sometimes as a non-japanese speaker, it was quite
difficult to understand several posters, etc. because there is nobody to explain it.
〇参加者が非常に少なく、共同研究の機会がほぼ生まれない。各研究所所長命で全研究
室１名以上出すとかしないと、偏った研究所のみの参加で、面白くない。特に研究科か
らほとんど出ていないので、研究所と研究科の研究交流や共同研究が進まない。異分野
の友達を作っても、研究活動のメリットは少ない。
〇集合写真を撮れば良かった。懇親会がとてもおいしい食事が出た。今回の会の案内が
もっと早く出てくれれば良かった。初参加の「非研究所」の方々には案内が不十分だっ
た。ポスター会場はもうちょっと広いとうれしかったです。全体的に過去 3 年で最も実
りのある会でした。
〇もっと異分野の人との相互作用を誘起する企画を期待する。
〇ポスター発表は時間が長く話し疲れたのと、同時に話を聞きたい人のものが聞けませ
んでした。こればかりはしょうがないと思うのですが、８０人ちかくなので２分割よ
り、４分割くらいでもいいのかなと思いました。１分間プレゼンも４０人４０分続く
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と、後半は情報がはいってこなくなったため、２０分（口頭２０人）＋４０分（ポスタ
ー）＝１時間×４セットぐらいがいいのかなと感じました。優秀ポスター賞の数が多い
のもびっくりしたことに加えて最優秀賞があるほうがいいと思いました。１〜３位、＋
優秀ポスター賞みたいな構成だとやりがいもあると思いました。
〇多くの方が参加され、認知度が上がっている。一方、同じ分野の人同士が話している
のを多く見かけた。もう一工夫必要な時期に来たのかも知れない。
〇おかし、飲み物をもう少し充実させるともっとうまく交流が生まれるかも知れないと
思った。紅茶、サイダーもあると嬉しい。会場の広さはちょうどいい。
〇かなりアウェイな環境でしたが、運営の皆様のご配慮もあり、楽しませていただきま
した。共同研究の話や、共同研究まで行かずとも研究内容に継続的にコメントし合って
いくような話も生まれ、実りの多い会でした。あのような場に参加されている方は、分
野に関わらず似たところがあるのか、自分の研究科で研究の話をするときよりもむし
ろ、興味をもって聞いてくださる方が多く嬉しく思いました。貴重な機会をありがとう
ございました。
1 点だけ、附置研究所以外の研究科では存在自体が知られていないように思うので、教
授会でのチラシ配布等、宣伝していただけると参加者の多様性はあがるかなと感じまし
た。
〇まだまだ研究所からの参加者が多く、研究所に偏っている印象を受けた。
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５．平成２９年度若手研究者アンサンブルグラント実施報告
昨年度に引き続き、複数研究所の所属研究者で構成される共同研究グループに対して研究費を
支援する「平成２９年度若手研究者アンサンブルグラント」の公募を企画・実施しました。申請
者（研究代表者）の対象は、主に准教授、助教などの若手研究者としましたが、共同研究者には
制限は設けていません。過去 2 年度では、研究所・センター連携体の複数部局の研究者による研
究グループを申請条件としていましたが、本年度は全学の複数部局の研究者に対象を拡げました
（研究代表者は研究所・センター連携体の部局の所属研究者のみを対象）。
本年度も、新たな研究のスタートアップ、あるいはこれまでのテーマの幅を広げる新展開への
試行を奨励する「第１ステージ」に加えて、昨年度の研究所若手アンサンブルグラント第１ステ
ージの採択グループを対象として、第２ステージへのステージアップ公募を実施しました。第１
ステージでの研究の進捗に基づき、採択課題数を２件に絞り、配分研究費を 150 万円としました。
本グラントは外部研究費獲得も目的のひとつとしており、第２ステージでは、何らかの外部研究
費等への申請を実施条件としています。次々ページ以降に、公募要項（日本語版）を掲載します
（公募実施時には英語版も同時配布）。
本公募は、2017 年 6 月 7 日（水）に公開して、7 月 31 日（月）に応募を締め切りました。その
結果、第 1 ステージに 23 件、第 2 ステージに 5 件の応募がありました。所属研究所別の申請者数
を表２に示します。
審査委員会には、各研究所・センター・機構からの推薦者（各所内より教授または准教授を各
ステージについて１名ずつ）に加わっていただき、申請書の審査を依頼して、結果を集計しまし
た。なお、本公募の審査では、申請者と審査委員の利害関係を
「研究グループ（研究代表者及び分担者）の研究室・部門に、審査委員の研究室・部門、
もしくは審査委員と密接な関係のある研究室・部門が含まれる場合」
と定義して、各審査委員がそれぞれの判断で該当する申請の審査を辞退するものとしました。
審査結果を受けて、研究所長会議で決定された第 1 ステージ 12 件および第 2 ステージ 2 件の採
択課題を表 3-1 と表 3-2 にそれぞれ示します。続いて、第１ステージおよび第 2 ステージの公募
要項を掲載します。なお、第１ステージの公募要項には英語版も含みますが、第 2 ステージにつ
いては、本年度は日本語版のみを対象グループへ配布しております。
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表 2 平成２９年度若手研究者アンサンブルグラントの所属研究所別申請者数
所属研究所

第 1 ステージ

第 2 ステージ

代表者

分担者

代表者

分担者

金属材料研究所

1

1

1

0

加齢医学研究所

5

4

2

2

流体科学研究所

1

1

0

1

電気通信研究所

1

0

1

1

多元物質科学研究所

2

3

0

0

災害科学国際研究所

2

3

0

1

東北アジア研究センター

5

1

0

0

学際科学フロンティア研究所

4

4

1

2

材料科学高等研究所

2

0

0

0

未来科学技術共同研究センター

2

0

教育学研究科

1

0

理学研究科

4

2

工学研究科

6

0

農学研究科

4

0

国際文化研究科

1

0

生命科学研究科

1

0

環境科学研究科

1

0

学内他部局

4

0

0

6

1

23

47

学外
計

5

10

注：分担者数として、１件の申請内での同一研究所の複数人数分は数えていない
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表 3-1 平成２９年度若手研究者アンサンブルグラント（第１ステージ）の採択課題一覧
◎ 研究代表者

所属・職名

研究分担者

研究課題名

◎井上雄介

加齢研・助教

甲斐洋行

工学研究科・特任助教

岡島淳之介

流体研・助教

平郡 諭

理学研究科・研究員

山田昭博

加齢研・助教

◎鈴木和也

AIMR・助教

中谷昌史

多元研・助教

有機分子保護磁性ナノ粒子を用いた有機・無機ハ

北條大介

NICHe・助教

イブリットスピントロニックデバイスの開発

肥後昭男

東京大学・特任助教

◎干川康人

多元研・助教

中山勝文

学際研・准教授

生体埋込センサの長寿命化のための多孔質ポリ
マーによるバイオフィルタの開発と評価

形状制御可能なカーボンナノ試験管を用いた次
世代カーボンナノマテリアルのヒトへの安全性
予測評価法の構築
◎石橋遼

加齢研・助教

原田祐希

東北メディカルメガバンク機構・助教

大場健太郎

加齢研・助教

鈴木真介

学際研・助教

◎鬼沢直哉

学際研・助教

次世代 IoT 向け確率的ディジタルフィルタの統

越田俊介

工学研究科・助教

一的設計理論の開拓

◎西條 憲

加齢研・助教

新規抗がん薬デプシペプチド類縁体のナノ粒子

小関良卓

多元研・助教

化による抗腫瘍効果の増強の検討

◎梶田徹也

学際研・助教

今井良宗

理学研究科・講師

◎安田容子

災害研・博士研究員

井元智子

農学研究科・准教授

長尾山音

農学研究科・大学院生

峠 嘉哉

工学研究科・助教

◎大場健太郎

加齢研・助教

野内

類

学際研・助教

石橋

遼

スマートエイジング学際重点研究セン

心理学と脳科学の融合による回想法の効果メカ

ター、加齢研・助教

ニズムの解明

匂いの快・不快と意味認識に関する神経表象の解
明：機能的 MRI およびオルファクトメーターを用
いた検討

梯子構造を持つ新規エネルギー材料の開拓

〜シミュレーション・景観・水環境システム・歴
史〜４分野融合アプローチによる杜の都形成要
因解明と未来予想図

舞草伯秀

東北メディカルメガバンク機構・助教

杉浦元亮

加齢研／災害研・教授

◎佐藤 昭

通研・助教

グラフェン/シリコンフォトニクス-ヘテロジニ

北 智洋

工学研究科・准教授

アス集積技術の開発
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表 3-2 平成２９年度若手研究者アンサンブルグラント（第 2 ステージ）の採択課題一覧
◎ 研究代表者
研究分担者

所属・職名

研究課題名

◎吉野大輔

学際研・助教

船本健一

学際研・准教授

がん・血管微小環境模擬チップを用いた乳がんメ

久保 純

加齢研・助教

カノセラピーの基礎検討

川内敬子

甲南大学・講師

◎山田昭博

加齢研・助教

岡島淳之介

流体研・助教

下谷秀和

理学研究科・准教授

平郡 諭

理学研究科・研究員

井上雄介

加齢研・助教

平 恭紀

加齢研・学振 DC2

伝熱工学技術を応用した体内埋込型小児用肺循
環補助装置のハイブリッド型高度熱管理システ
ムの開発
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公募時配布資料
公募時配布資料

平成２９年度若手研究者アンサンブルグラント第１ステージの公募について
公募要項
１．対象研究グループ
本学の複数部局（研究所，センター，研究科等）に所属する教員・研究員で構成される
東北大学研究所長会議 代表
研究グループ

東北アジア研究センター センター長 高倉 浩樹

申請者（研究代表者）の対象は，東北大学の研究所に所属するポスドク，助手，助教，
講師，准教授（特任・特定を含む）とします．特に若手研究者の応募を歓迎します．研究
研究所若手アンサンブルプロジェクトＷＧ リーダー
代表者以外の共同研究者については，職名・身分の制限はありませんが，学生の卒業・
学際科学フロンティア研究所 鈴木 一行
修了などにより，複数研究所のグループが研究期間の大半に構成されなくなる見込みが
明確な場合は，対象とはなりません（研究所所属で後期課程などへ進学希望，ポスドクと
して在籍予定などの場合は対象とします）．
東北大学附置研究所若手アンサンブルプロジェクトでは，学内の若手研究者による連携を
＊ここで「研究所」とは，金属材料研究所，加齢医学研究所，流体科学研究所，電気通信
促進するために，複数部局の研究者で構成された共同研究グループへ研究費を配分いたしま
研究所，多元物質科学研究所，災害科学国際研究所，東北アジア研究センター，学際科
す．本研究費は，全研究領域を公募対象とし，部局間連携により一層の発展が見込まれる萌
学フロンティア研究所，材料科学高等研究所（AIMR）を指します（以下，同じ）．
芽的な学術研究課題に対して助成を行うものです．
＊なお本公募では，兼任・兼担などの場合（学際研のメンター制も含む），在籍研究所あ
昨年度に引き続き，新たな研究のスタートアップ，あるいはこれまでのテーマの幅を広げ
るいは主な活動拠点の研究所に所属する研究者とグループを構成しても，それ自体では
複数研究所とはみなされません．
る新展開への試行を奨励する，
「第１ステージ」課題を公募します．若手研究者による応募を
歓迎しますが，研究分担者として研究グループへ参画する方については，要項に記載された
所属の要件を満たしていれば，身分等は問いません．新しい着想や視点（研究内容はもちろ
２．研究内容
ん，他研究所設備の利用による研究の効率化なども対象となりえます）を基に，積極的な応
複数の部局間で連携する研究
募をお願いいたします．
＊全領域の研究を対象とします．異分野融合研究，学際研究が必須条件ではありませ
ん．
３．採択決定時期と研究期間
平成２９年８月中旬頃に採択課題を決定します．第１ステージの研究期間は平成３０年
３月３１日までとします．来年度，第１ステージの採択課題の中から，第２ステージへのステ
ージアップ申請を受けて，数件を採択する予定です．
４．支援内容
今回公募する第１ステージの支援研究費は，上限７０万円です．研究経費は，審査の
結果，採択件数によって減額されることがあります．採択後，一定の期間を経て，研究代
表者の所属する研究所に対し，世話部局である東北アジア研究センターから配分されま
す．
５．応募方法
所定の書式を用いて申請書を作成し，PDF 形式で電子メール添付にて，締切日までに
研究代表者がご提出ください．なお，提出の際は，東北大学内の機関が発行した公的な

－ 96 －

公募時配布資料

公募要項
１．対象研究グループ
本学の複数部局（研究所，センター，研究科等）に所属する教員・研究員で構成される
研究グループ
申請者（研究代表者）の対象は，東北大学の研究所に所属するポスドク，助手，助教，
講師，准教授（特任・特定を含む）とします．特に若手研究者の応募を歓迎します．研究
代表者以外の共同研究者については，職名・身分の制限はありませんが，学生の卒業・
修了などにより，複数研究所のグループが研究期間の大半に構成されなくなる見込みが
明確な場合は，対象とはなりません（研究所所属で後期課程などへ進学希望，ポスドクと
して在籍予定などの場合は対象とします）．
＊ここで「研究所」とは，金属材料研究所，加齢医学研究所，流体科学研究所，電気通信
研究所，多元物質科学研究所，災害科学国際研究所，東北アジア研究センター，学際科
学フロンティア研究所，材料科学高等研究所（AIMR）を指します（以下，同じ）．
＊なお本公募では，兼任・兼担などの場合（学際研のメンター制も含む），在籍研究所あ
るいは主な活動拠点の研究所に所属する研究者とグループを構成しても，それ自体では
複数研究所とはみなされません．

２．研究内容
複数の部局間で連携する研究
＊全領域の研究を対象とします．異分野融合研究，学際研究が必須条件ではありませ
ん．
３．採択決定時期と研究期間
平成２９年８月中旬頃に採択課題を決定します．第１ステージの研究期間は平成３０年
３月３１日までとします．来年度，第１ステージの採択課題の中から，第２ステージへのステ
ージアップ申請を受けて，数件を採択する予定です．
４．支援内容
今回公募する第１ステージの支援研究費は，上限７０万円です．研究経費は，審査の
結果，採択件数によって減額されることがあります．採択後，一定の期間を経て，研究代
表者の所属する研究所に対し，世話部局である東北アジア研究センターから配分されま
す．
５．応募方法
所定の書式を用いて申請書を作成し，PDF 形式で電子メール添付にて，締切日までに
研究代表者がご提出ください．なお，提出の際は，東北大学内の機関が発行した公的な
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電子メールアドレスを使用してください．
公募要項
提出先メールアドレス：ensemble_secretariat@fris.tohoku.ac.jp
１．対象研究グループ
メール件名：Application
for Ensemble Grant 1st stage (Xxxxxx, YYYY)
本学の複数部局（研究所，センター，研究科等）に所属する教員・研究員で構成される
Xxxxxx は名前（漢字、アルファベットどちらでも可）
研究グループ
YYYY は研究所の英字略記
申請者（研究代表者）の対象は，東北大学の研究所に所属するポスドク，助手，助教，
講師，准教授（特任・特定を含む）とします．特に若手研究者の応募を歓迎します．研究
締切日：平成２９年７月３１日 (月)
代表者以外の共同研究者については，職名・身分の制限はありませんが，学生の卒業・
異なる書式によるもの，あるいは提出期限をすぎたものは受理・審査されません．
修了などにより，複数研究所のグループが研究期間の大半に構成されなくなる見込みが
明確な場合は，対象とはなりません（研究所所属で後期課程などへ進学希望，ポスドクと
６．採択件数
して在籍予定などの場合は対象とします）．
１０～１５件程度
＊ここで「研究所」とは，金属材料研究所，加齢医学研究所，流体科学研究所，電気通信
研究所，多元物質科学研究所，災害科学国際研究所，東北アジア研究センター，学際科
７．選考
学フロンティア研究所，材料科学高等研究所（AIMR）を指します（以下，同じ）．
各研究所長から指名された委員，および研究所若手アンサンブル WG で構成される審
＊なお本公募では，兼任・兼担などの場合（学際研のメンター制も含む），在籍研究所あ
査委員会で審議し，所長会議で決定します．
るいは主な活動拠点の研究所に所属する研究者とグループを構成しても，それ自体では
複数研究所とはみなされません．
８．報告
研究期間終了後，所定様式の成果報告書の提出が義務づけられます．また，年度内
に開催予定の研究会で研究の概要を発表していただきます．なお，成果の公表の際
２．研究内容
には，本公募プログラムの支援によるものであることを記載してください．
複数の部局間で連携する研究
＊全領域の研究を対象とします．異分野融合研究，学際研究が必須条件ではありませ
９．取り扱い
ん．
安全衛生管理ならびにネットワーク管理，研究不正防止，法令順守などについて，本
学ならびに所属部局にて実施運用しているすべての規則・指導に準拠して研究を実施し
３．採択決定時期と研究期間
ていただきます．なお，これらを逸脱していると判断される場合には支援を中止させていた
平成２９年８月中旬頃に採択課題を決定します．第１ステージの研究期間は平成３０年
だきます．
３月３１日までとします．来年度，第１ステージの採択課題の中から，第２ステージへのステ
ージアップ申請を受けて，数件を採択する予定です．
１０．その他
本公募に関しご不明な点は，学際科学フロンティア研究所鈴木特任准教授(URA) 内
４．支援内容
線 92-4353，suzukik@fris.tohoku.ac.jp までご照会ください．
今回公募する第１ステージの支援研究費は，上限７０万円です．研究経費は，審査の
結果，採択件数によって減額されることがあります．採択後，一定の期間を経て，研究代
表者の所属する研究所に対し，世話部局である東北アジア研究センターから配分されま
す．
５．応募方法
所定の書式を用いて申請書を作成し，PDF 形式で電子メール添付にて，締切日までに
研究代表者がご提出ください．なお，提出の際は，東北大学内の機関が発行した公的な
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公募要項
申請書の書き方について
１．対象研究グループ
本学の複数部局（研究所，センター，研究科等）に所属する教員・研究員で構成される
１．研究組織
研究グループ
本学の複数部局（研究所，センター，研究科等）に所属する教員・研究員・技術職員で
申請者（研究代表者）の対象は，東北大学の研究所に所属するポスドク，助手，助教，
構成される研究グループとしてください．これ以外に，分担者であれば，研究所以外の部
講師，准教授（特任・特定を含む）とします．特に若手研究者の応募を歓迎します．研究
局に所属する研究者，学外者を含んでも結構です．研究代表者名の前に，◎を付加して
代表者以外の共同研究者については，職名・身分の制限はありませんが，学生の卒業・
ください．
修了などにより，複数研究所のグループが研究期間の大半に構成されなくなる見込みが
明確な場合は，対象とはなりません（研究所所属で後期課程などへ進学希望，ポスドクと
２．研究経費
して在籍予定などの場合は対象とします）．
研究経費は設備費，消耗品費，旅費，謝金・人件費で本研究の遂行に必要なものに限
＊ここで「研究所」とは，金属材料研究所，加齢医学研究所，流体科学研究所，電気通信
り，上限７０万円とします．（研究室運営のための経費や，他の研究の経費として計上する
研究所，多元物質科学研究所，災害科学国際研究所，東北アジア研究センター，学際科
ことがふさわしいと考えられる支出は認められません）．
学フロンティア研究所，材料科学高等研究所（AIMR）を指します（以下，同じ）．
＊なお本公募では，兼任・兼担などの場合（学際研のメンター制も含む），在籍研究所あ
３．研究の目的，予想される結果と意義，計画・方法等
るいは主な活動拠点の研究所に所属する研究者とグループを構成しても，それ自体では
申請書は適宜字数を調節して２枚に収めてください．
複数研究所とはみなされません．
４．他の研究費申請について
研究実施前の時点で、他の研究費に重複して申請されている場合には、その情報を最
２．研究内容
終ページの欄に記載してください。本グラントでは、重複申請自体は制限しませんが、他
複数の部局間で連携する研究
研究費に制限がある場合には、考慮の上、申請してください。なお、重複獲得の是非につ
＊全領域の研究を対象とします．異分野融合研究，学際研究が必須条件ではありませ
いては、金額や申請内容により個々の審査委員の判断に委ねられます。
ん．
３．採択決定時期と研究期間
平成２９年８月中旬頃に採択課題を決定します．第１ステージの研究期間は平成３０年
３月３１日までとします．来年度，第１ステージの採択課題の中から，第２ステージへのステ
ージアップ申請を受けて，数件を採択する予定です．
４．支援内容
今回公募する第１ステージの支援研究費は，上限７０万円です．研究経費は，審査の
結果，採択件数によって減額されることがあります．採択後，一定の期間を経て，研究代
表者の所属する研究所に対し，世話部局である東北アジア研究センターから配分されま
す．
５．応募方法
所定の書式を用いて申請書を作成し，PDF 形式で電子メール添付にて，締切日までに
研究代表者がご提出ください．なお，提出の際は，東北大学内の機関が発行した公的な
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平成２９年度「若手研究者アンサンブルグラント第１ステージ」計画申請書

公募要項

研究代表者
１．対象研究グループ

E メール

本学の複数部局（研究所，センター，研究科等）に所属する教員・研究員で構成される
プロジェクト研究グループ
題 目

申請者（研究代表者）の対象は，東北大学の研究所に所属するポスドク，助手，助教，

要

求

額 講師，准教授（特任・特定を含む）とします．特に若手研究者の応募を歓迎します．研究
○,○○○千円

代表者以外の共同研究者については，職名・身分の制限はありませんが，学生の卒業・
氏
名
所属・身分
研 究 の 役 割 分 担
研究組織
修了などにより，複数研究所のグループが研究期間の大半に構成されなくなる見込みが
（ 研 究 代 表 者 ◎代表者
及 び 研 究 分明確な場合は，対象とはなりません（研究所所属で後期課程などへ進学希望，ポスドクと
担
者）
して在籍予定などの場合は対象とします）．
＊ここで「研究所」とは，金属材料研究所，加齢医学研究所，流体科学研究所，電気通信
研究所，多元物質科学研究所，災害科学国際研究所，東北アジア研究センター，学際科
共同研究の目的
学フロンティア研究所，材料科学高等研究所（AIMR）を指します（以下，同じ）．
（共同研究実施
＊なお本公募では，兼任・兼担などの場合（学際研のメンター制も含む），在籍研究所あ
上特徴的な点に
るいは主な活動拠点の研究所に所属する研究者とグループを構成しても，それ自体では
ついても記述く
ださい）
複数研究所とはみなされません．

２．研究内容
複数の部局間で連携する研究
＊全領域の研究を対象とします．異分野融合研究，学際研究が必須条件ではありませ
ん．
３．採択決定時期と研究期間
平成２９年８月中旬頃に採択課題を決定します．第１ステージの研究期間は平成３０年
３月３１日までとします．来年度，第１ステージの採択課題の中から，第２ステージへのステ
ージアップ申請を受けて，数件を採択する予定です．
予想される結果
４．支援内容
と意義
今回公募する第１ステージの支援研究費は，上限７０万円です．研究経費は，審査の
（研究進捗後に
結果，採択件数によって減額されることがあります．採択後，一定の期間を経て，研究代
申請予定の外部
研 究 費 が あ表者の所属する研究所に対し，世話部局である東北アジア研究センターから配分されま
れ
ば、記載）

す．

５．応募方法
所定の書式を用いて申請書を作成し，PDF 形式で電子メール添付にて，締切日までに
研究代表者がご提出ください．なお，提出の際は，東北大学内の機関が発行した公的な
１
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研究計画・方法（図表を用いても可）

公募要項
１．対象研究グループ
本学の複数部局（研究所，センター，研究科等）に所属する教員・研究員で構成される
研究グループ
申請者（研究代表者）の対象は，東北大学の研究所に所属するポスドク，助手，助教，
講師，准教授（特任・特定を含む）とします．特に若手研究者の応募を歓迎します．研究
代表者以外の共同研究者については，職名・身分の制限はありませんが，学生の卒業・
修了などにより，複数研究所のグループが研究期間の大半に構成されなくなる見込みが
明確な場合は，対象とはなりません（研究所所属で後期課程などへ進学希望，ポスドクと
して在籍予定などの場合は対象とします）．
＊ここで「研究所」とは，金属材料研究所，加齢医学研究所，流体科学研究所，電気通信
研究所，多元物質科学研究所，災害科学国際研究所，東北アジア研究センター，学際科
学フロンティア研究所，材料科学高等研究所（AIMR）を指します（以下，同じ）．
＊なお本公募では，兼任・兼担などの場合（学際研のメンター制も含む），在籍研究所あ
るいは主な活動拠点の研究所に所属する研究者とグループを構成しても，それ自体では
複数研究所とはみなされません．

２．研究内容
複数の部局間で連携する研究
＊全領域の研究を対象とします．異分野融合研究，学際研究が必須条件ではありませ
ん．
３．採択決定時期と研究期間
平成２９年８月中旬頃に採択課題を決定します．第１ステージの研究期間は平成３０年
３月３１日までとします．来年度，第１ステージの採択課題の中から，第２ステージへのステ
ージアップ申請を受けて，数件を採択する予定です．
４．支援内容
重複申請の研究費
今回公募する第１ステージの支援研究費は，上限７０万円です．研究経費は，審査の
獲得：（資金名称、題目、代表者、金額）
結果，採択件数によって減額されることがあります．採択後，一定の期間を経て，研究代
申請中：（資金名称、題目、代表者、金額）
表者の所属する研究所に対し，世話部局である東北アジア研究センターから配分されま
予定：（資金名称、題目、代表者、金額）
必要経費内訳す．
設備費：
円（○○○○装置 一式）
消耗品費：
円（○○○等）
旅費： ５．応募方法
円（○月頃：旅行先
目的
）
謝金・人件費：所定の書式を用いて申請書を作成し，PDF
円（
）
形式で電子メール添付にて，締切日までに
その他：
円（
）
研究代表者がご提出ください．なお，提出の際は，東北大学内の機関が発行した公的な
２
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平成２９年度若手研究者アンサンブルグラント第２ステージの公募について
公募要項
１．対象研究グループ
本学の複数部局（研究所，センター，研究科等）に所属する教員・研究員で構成される
東北大学研究所長会議 代表
研究グループ

東北アジア研究センター センター長 高倉 浩樹

申請者（研究代表者）の対象は，東北大学の研究所に所属するポスドク，助手，助教，
講師，准教授（特任・特定を含む）とします．特に若手研究者の応募を歓迎します．研究
研究所若手アンサンブルプロジェクトＷＧ リーダー
代表者以外の共同研究者については，職名・身分の制限はありませんが，学生の卒業・
学際科学フロンティア研究所 鈴木 一行
修了などにより，複数研究所のグループが研究期間の大半に構成されなくなる見込みが
明確な場合は，対象とはなりません（研究所所属で後期課程などへ進学希望，ポスドクと
して在籍予定などの場合は対象とします）．
東北大学附置研究所若手アンサンブルプロジェクトでは，昨年度の研究所若手アンサンブ
＊ここで「研究所」とは，金属材料研究所，加齢医学研究所，流体科学研究所，電気通信
ルグラント第１ステージの採択グループを対象として，第２ステージへのステージアップ公
研究所，多元物質科学研究所，災害科学国際研究所，東北アジア研究センター，学際科
募を実施することになりました．
学フロンティア研究所，材料科学高等研究所（AIMR）を指します（以下，同じ）．
第１ステージでの研究の進捗に基づき，採択課題数を２件に絞り，配分研究費を
150 万円
＊なお本公募では，兼任・兼担などの場合（学際研のメンター制も含む），在籍研究所あ
とします．本グラントは外部研究費獲得も目的のひとつとしていますので，第２ステージで
るいは主な活動拠点の研究所に所属する研究者とグループを構成しても，それ自体では
複数研究所とはみなされません．
は，何らかの外部研究費等への申請を実施条件といたします．なお，別途，第１ステージへ
の申請も受け付けますが，その場合には，それぞれの申請書を準備してください．
研究意欲の増進という面でも，幅広い協力関係は有益です．本グラントをひとつの機会と
２．研究内容
して，研究所間・部局間連携を進めて活発な研究活動につなげていただきますようお願いい
複数の部局間で連携する研究
たします．
＊全領域の研究を対象とします．異分野融合研究，学際研究が必須条件ではありませ
ん．
３．採択決定時期と研究期間
平成２９年８月中旬頃に採択課題を決定します．第１ステージの研究期間は平成３０年
３月３１日までとします．来年度，第１ステージの採択課題の中から，第２ステージへのステ
ージアップ申請を受けて，数件を採択する予定です．
４．支援内容
今回公募する第１ステージの支援研究費は，上限７０万円です．研究経費は，審査の
結果，採択件数によって減額されることがあります．採択後，一定の期間を経て，研究代
表者の所属する研究所に対し，世話部局である東北アジア研究センターから配分されま
す．
５．応募方法
所定の書式を用いて申請書を作成し，PDF 形式で電子メール添付にて，締切日までに
研究代表者がご提出ください．なお，提出の際は，東北大学内の機関が発行した公的な
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公募要項
公募要項
１．対象研究グループ
本学の複数部局（研究所，センター，研究科等）に所属する教員・研究員で構成される
平成２８年度研究所若手アンサンブルグラント第１ステージ採択グループを対象としま
研究グループ
す．若干名の研究者の変更は可能ですが，「異動のため」や「分担内容への対応のため」
などの理由を記載してください．研究グループの構成の規定は，第１ステージと同様で以
申請者（研究代表者）の対象は，東北大学の研究所に所属するポスドク，助手，助教，
下の通りです．
講師，准教授（特任・特定を含む）とします．特に若手研究者の応募を歓迎します．研究
代表者以外の共同研究者については，職名・身分の制限はありませんが，学生の卒業・
本学の複数部局（研究所，センター，研究科等）に所属する教員・研究員で構成される
研究グループ
修了などにより，複数研究所のグループが研究期間の大半に構成されなくなる見込みが
（複数の研究所に加えて，他部局が入っていても可）
＊ここで「研究所」とは，金属材料研究所，加齢医学研究所，流体科学研究所，電気通信
明確な場合は，対象とはなりません（研究所所属で後期課程などへ進学希望，ポスドクと
して在籍予定などの場合は対象とします）．
研究所，多元物質科学研究所，災害科学国際研究所，東北アジア研究センター，学際科
学フロンティア研究所，材料科学高等研究所（AIMR）を指します（以下，同じ）．
＊ここで「研究所」とは，金属材料研究所，加齢医学研究所，流体科学研究所，電気通信
研究所，多元物質科学研究所，災害科学国際研究所，東北アジア研究センター，学際科
申請者（研究代表者）の対象は，東北大学の研究所に所属するポスドク，助手，助教，
学フロンティア研究所，材料科学高等研究所（AIMR）を指します（以下，同じ）．
講師，准教授（特任・特定を含む）とします．特に若手研究者の応募を歓迎します．研究
代表者以外の共同研究者については，職名・身分の制限はありませんが，学生の卒業・
＊なお本公募では，兼任・兼担などの場合（学際研のメンター制も含む），在籍研究所あ
修了などにより，複数研究所のグループが研究期間の大半に構成されなくなる見込みが
るいは主な活動拠点の研究所に所属する研究者とグループを構成しても，それ自体では
明確な場合は，対象とはなりません（研究所所属で後期課程などへ進学希望，ポスドクと
複数研究所とはみなされません．
して在籍予定などの場合は対象とします）．
＊なお本公募では，兼任・兼担などの場合（学際研のメンター制も含む），在籍研究所あ
２．研究内容
るいは主な活動拠点の研究所に所属する研究者とグループを構成しても，それ自体では
複数研究所とはみなされません．
複数の部局間で連携する研究
＊全領域の研究を対象とします．異分野融合研究，学際研究が必須条件ではありませ
２．研究内容
ん．
複数の部局間で連携する研究
３．採択決定時期と研究期間
＊全領域の研究を対象とします．異分野融合研究，学際研究が必須条件ではありませ
ん．
平成２９年８月中旬頃に採択課題を決定します．第１ステージの研究期間は平成３０年
３月３１日までとします．来年度，第１ステージの採択課題の中から，第２ステージへのステ
３．採択決定時期と研究期間
ージアップ申請を受けて，数件を採択する予定です．
平成２９年８月中旬頃に採択課題を決定します．第２ステージの研究期間は平成３０年
４．支援内容
３月３１日までとします．
今回公募する第１ステージの支援研究費は，上限７０万円です．研究経費は，審査の
４．支援内容
結果，採択件数によって減額されることがあります．採択後，一定の期間を経て，研究代
今回公募する第２ステージの支援研究費は，上限１５０万円です．研究経費は，審査の
表者の所属する研究所に対し，世話部局である東北アジア研究センターから配分されま
結果，減額されることがあります．採択後，一定の期間を経て，研究代表者の所属する研
す．
究所に対し，世話部局である東北アジア研究センターから配分されます．
５．応募方法
５．応募方法
所定の書式を用いて申請書を作成し，PDF 形式で電子メール添付にて，締切日までに
研究代表者がご提出ください．なお，提出の際は，東北大学内の機関が発行した公的な
所定の書式を用いて申請書を作成し，PDF 形式で電子メール添付にて，締切日までに

－ 103 －

公募時配布資料
公募時配布資料

研究代表者がご提出ください．なお，提出の際は，東北大学内の機関が発行した公的な
公募要項
電子メールアドレスを使用してください．
１．対象研究グループ
提出先メールアドレス：ensemble_secretariat@fris.tohoku.ac.jp
本学の複数部局（研究所，センター，研究科等）に所属する教員・研究員で構成される
メール件名：Application for Ensemble Grant 1st stage (Xxxxxx, YYYY)
研究グループ
Xxxxxx は名前（漢字，アルファベットどちらでも可）
申請者（研究代表者）の対象は，東北大学の研究所に所属するポスドク，助手，助教，
YYYY は研究所の英字略記
講師，准教授（特任・特定を含む）とします．特に若手研究者の応募を歓迎します．研究
代表者以外の共同研究者については，職名・身分の制限はありませんが，学生の卒業・
締切日：平成２９年７月３１日 (月)
修了などにより，複数研究所のグループが研究期間の大半に構成されなくなる見込みが
異なる書式によるもの，あるいは提出期限をすぎたものは受理・審査されません．
明確な場合は，対象とはなりません（研究所所属で後期課程などへ進学希望，ポスドクと
して在籍予定などの場合は対象とします）．
６．採択予定件数
＊ここで「研究所」とは，金属材料研究所，加齢医学研究所，流体科学研究所，電気通信
２件
研究所，多元物質科学研究所，災害科学国際研究所，東北アジア研究センター，学際科
学フロンティア研究所，材料科学高等研究所（AIMR）を指します（以下，同じ）．
７．選考
＊なお本公募では，兼任・兼担などの場合（学際研のメンター制も含む），在籍研究所あ
各研究所長から指名された委員で構成される審査委員会で審議し，所長会議で決定し
るいは主な活動拠点の研究所に所属する研究者とグループを構成しても，それ自体では
ます．
複数研究所とはみなされません．
８．実施条件
研究期間終了後，所定様式の成果報告書の提出が義務づけられます．また，年度内
２．研究内容
に開催予定の研究会で研究の概要を発表していただきます．
複数の部局間で連携する研究
第 2 ステージでは，研究期間中もしくは終了後１年以内の外部研究費への申請を必須
＊全領域の研究を対象とします．異分野融合研究，学際研究が必須条件ではありませ
とします．その見通しも審査対象となりますので，ご留意ください．
ん．
なお，成果の公表の際には，本公募プログラムの支援によるものであることを記載してく
ださい．
３．採択決定時期と研究期間
平成２９年８月中旬頃に採択課題を決定します．第１ステージの研究期間は平成３０年
９．取り扱い
３月３１日までとします．来年度，第１ステージの採択課題の中から，第２ステージへのステ
安全衛生管理ならびにネットワーク管理，研究不正防止，法令順守などについて，本
ージアップ申請を受けて，数件を採択する予定です．
学ならびに所属部局にて実施運用しているすべての規則・指導に準拠して研究を実施し
ていただきます．なお，これらを逸脱していると判断される場合には支援を中止させていた
４．支援内容
だきます．
今回公募する第１ステージの支援研究費は，上限７０万円です．研究経費は，審査の
結果，採択件数によって減額されることがあります．採択後，一定の期間を経て，研究代
１０．その他
表者の所属する研究所に対し，世話部局である東北アジア研究センターから配分されま
本公募に関しご不明な点は，学際科学フロンティア研究所鈴木特任准教授(URA) 内
す．
線 92-4353，suzukik@fris.tohoku.ac.jp までご照会ください．
５．応募方法
所定の書式を用いて申請書を作成し，PDF 形式で電子メール添付にて，締切日までに
研究代表者がご提出ください．なお，提出の際は，東北大学内の機関が発行した公的な

－ 104 －

公募時配布資料
公募時配布資料

公募要項
申請書の書き方について
１．対象研究グループ
本学の複数部局（研究所，センター，研究科等）に所属する教員・研究員で構成される
１．研究組織
研究グループ
本学の複数部局（研究所，センター，研究科等）に所属する教員・研究員・技術職員で
申請者（研究代表者）の対象は，東北大学の研究所に所属するポスドク，助手，助教，
構成される研究グループとしてください．これ以外に，分担者であれば，研究所以外の部
講師，准教授（特任・特定を含む）とします．特に若手研究者の応募を歓迎します．研究
局に所属する研究者，学外者を含んでも結構です．研究代表者名の前に，◎を付加して
代表者以外の共同研究者については，職名・身分の制限はありませんが，学生の卒業・
ください．
修了などにより，複数研究所のグループが研究期間の大半に構成されなくなる見込みが
明確な場合は，対象とはなりません（研究所所属で後期課程などへ進学希望，ポスドクと
２．研究経費
して在籍予定などの場合は対象とします）．
研究経費は設備費，消耗品費，旅費，謝金・人件費で本研究の遂行に必要なものに限
＊ここで「研究所」とは，金属材料研究所，加齢医学研究所，流体科学研究所，電気通信
り，上限１５０万円とします．（研究室運営のための経費や，他の研究の経費として計上す
研究所，多元物質科学研究所，災害科学国際研究所，東北アジア研究センター，学際科
ることがふさわしいと考えられる支出は認められません）．
学フロンティア研究所，材料科学高等研究所（AIMR）を指します（以下，同じ）．
＊なお本公募では，兼任・兼担などの場合（学際研のメンター制も含む），在籍研究所あ
３．研究の目的，予想される結果と意義，計画・方法等
るいは主な活動拠点の研究所に所属する研究者とグループを構成しても，それ自体では
申請書は適宜字数を調節して３枚に収めてください．
複数研究所とはみなされません．
４．他の研究費申請について
第２ステージでは、成果を基にした外部研究費への申請が求められます。実施中、ある
２．研究内容
いは終了後の申請予定の外部研究費について記載してください。
複数の部局間で連携する研究
また、第２ステージ実施前の時点で、他の研究費に重複して申請されている場合には、
＊全領域の研究を対象とします．異分野融合研究，学際研究が必須条件ではありませ
その情報を最終ページの欄に記載してください。本グラントでは、重複申請自体は制限し
ん．
ませんが、他研究費に制限がある場合には、考慮の上、申請してください。なお、重複獲
得の是非については、金額や申請内容により個々の審査委員の判断に委ねられます。
３．採択決定時期と研究期間
平成２９年８月中旬頃に採択課題を決定します．第１ステージの研究期間は平成３０年
３月３１日までとします．来年度，第１ステージの採択課題の中から，第２ステージへのステ
ージアップ申請を受けて，数件を採択する予定です．
４．支援内容
今回公募する第１ステージの支援研究費は，上限７０万円です．研究経費は，審査の
結果，採択件数によって減額されることがあります．採択後，一定の期間を経て，研究代
表者の所属する研究所に対し，世話部局である東北アジア研究センターから配分されま
す．
５．応募方法
所定の書式を用いて申請書を作成し，PDF 形式で電子メール添付にて，締切日までに
研究代表者がご提出ください．なお，提出の際は，東北大学内の機関が発行した公的な
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平成２９年度「若手研究者アンサンブルグラント第２ステージ」申請書

公募要項
E メール

研究代表者

１．対象研究グループ
プロジェクト 本学の複数部局（研究所，センター，研究科等）に所属する教員・研究員で構成される
題 目
研究グループ
要

求

額

申請者（研究代表者）の対象は，東北大学の研究所に所属するポスドク，助手，助教，
○,○○○千円
講師，准教授（特任・特定を含む）とします．特に若手研究者の応募を歓迎します．研究

氏
名
所属・身分
研 究 の 役 割 分 担
研究組織
代表者以外の共同研究者については，職名・身分の制限はありませんが，学生の卒業・
（ 研 究 代 表 修了などにより，複数研究所のグループが研究期間の大半に構成されなくなる見込みが
者 ◎代表者
及び研究分担
明確な場合は，対象とはなりません（研究所所属で後期課程などへ進学希望，ポスドクと
者）

して在籍予定などの場合は対象とします）．

＊第１ステージから変更がある場合に
は、その理由を個々に記載

＊ここで「研究所」とは，金属材料研究所，加齢医学研究所，流体科学研究所，電気通信
研究所，多元物質科学研究所，災害科学国際研究所，東北アジア研究センター，学際科

第１ステージの （以下、欄の大きさを適宜調整して全体で３ページ以内としてください）
成果の概要 学フロンティア研究所，材料科学高等研究所（AIMR）を指します（以下，同じ）．

＊なお本公募では，兼任・兼担などの場合（学際研のメンター制も含む），在籍研究所あ
るいは主な活動拠点の研究所に所属する研究者とグループを構成しても，それ自体では
複数研究所とはみなされません．

２．研究内容
複数の部局間で連携する研究
＊全領域の研究を対象とします．異分野融合研究，学際研究が必須条件ではありませ
ん．
第２ステージの
３．採択決定時期と研究期間
研究の目的

平成２９年８月中旬頃に採択課題を決定します．第１ステージの研究期間は平成３０年
３月３１日までとします．来年度，第１ステージの採択課題の中から，第２ステージへのステ
ージアップ申請を受けて，数件を採択する予定です．
４．支援内容
今回公募する第１ステージの支援研究費は，上限７０万円です．研究経費は，審査の
結果，採択件数によって減額されることがあります．採択後，一定の期間を経て，研究代
表者の所属する研究所に対し，世話部局である東北アジア研究センターから配分されま
す．
５．応募方法
所定の書式を用いて申請書を作成し，PDF 形式で電子メール添付にて，締切日までに
研究代表者がご提出ください．なお，提出の際は，東北大学内の機関が発行した公的な
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予想される結果
と意義

公募要項

１．対象研究グループ
本学の複数部局（研究所，センター，研究科等）に所属する教員・研究員で構成される
研究グループ
申請者（研究代表者）の対象は，東北大学の研究所に所属するポスドク，助手，助教，
講師，准教授（特任・特定を含む）とします．特に若手研究者の応募を歓迎します．研究
代表者以外の共同研究者については，職名・身分の制限はありませんが，学生の卒業・
修了などにより，複数研究所のグループが研究期間の大半に構成されなくなる見込みが
（

年度）名称、申請予定金額

明確な場合は，対象とはなりません（研究所所属で後期課程などへ進学希望，ポスドクと
研究結果を受け
て申請予定の外
して在籍予定などの場合は対象とします）．
部研究費等
＊ここで「研究所」とは，金属材料研究所，加齢医学研究所，流体科学研究所，電気通信

研究計画・方法（図表を用いても可）
研究所，多元物質科学研究所，災害科学国際研究所，東北アジア研究センター，学際科

学フロンティア研究所，材料科学高等研究所（AIMR）を指します（以下，同じ）．
＊なお本公募では，兼任・兼担などの場合（学際研のメンター制も含む），在籍研究所あ
るいは主な活動拠点の研究所に所属する研究者とグループを構成しても，それ自体では
複数研究所とはみなされません．

２．研究内容
複数の部局間で連携する研究
＊全領域の研究を対象とします．異分野融合研究，学際研究が必須条件ではありませ
ん．
３．採択決定時期と研究期間
平成２９年８月中旬頃に採択課題を決定します．第１ステージの研究期間は平成３０年
３月３１日までとします．来年度，第１ステージの採択課題の中から，第２ステージへのステ
ージアップ申請を受けて，数件を採択する予定です．
４．支援内容
今回公募する第１ステージの支援研究費は，上限７０万円です．研究経費は，審査の
結果，採択件数によって減額されることがあります．採択後，一定の期間を経て，研究代
表者の所属する研究所に対し，世話部局である東北アジア研究センターから配分されま
す．
５．応募方法
所定の書式を用いて申請書を作成し，PDF 形式で電子メール添付にて，締切日までに
研究代表者がご提出ください．なお，提出の際は，東北大学内の機関が発行した公的な
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公募時配布資料
（研究計画・方法のつづき）

公募要項
１．対象研究グループ
本学の複数部局（研究所，センター，研究科等）に所属する教員・研究員で構成される
研究グループ
申請者（研究代表者）の対象は，東北大学の研究所に所属するポスドク，助手，助教，
講師，准教授（特任・特定を含む）とします．特に若手研究者の応募を歓迎します．研究
代表者以外の共同研究者については，職名・身分の制限はありませんが，学生の卒業・
修了などにより，複数研究所のグループが研究期間の大半に構成されなくなる見込みが
明確な場合は，対象とはなりません（研究所所属で後期課程などへ進学希望，ポスドクと
して在籍予定などの場合は対象とします）．
＊ここで「研究所」とは，金属材料研究所，加齢医学研究所，流体科学研究所，電気通信
研究所，多元物質科学研究所，災害科学国際研究所，東北アジア研究センター，学際科
学フロンティア研究所，材料科学高等研究所（AIMR）を指します（以下，同じ）．
＊なお本公募では，兼任・兼担などの場合（学際研のメンター制も含む），在籍研究所あ
るいは主な活動拠点の研究所に所属する研究者とグループを構成しても，それ自体では
複数研究所とはみなされません．

２．研究内容
複数の部局間で連携する研究
＊全領域の研究を対象とします．異分野融合研究，学際研究が必須条件ではありませ
ん．
３．採択決定時期と研究期間
平成２９年８月中旬頃に採択課題を決定します．第１ステージの研究期間は平成３０年
３月３１日までとします．来年度，第１ステージの採択課題の中から，第２ステージへのステ
ージアップ申請を受けて，数件を採択する予定です．
４．支援内容
現時点での重複申請の研究費
今回公募する第１ステージの支援研究費は，上限７０万円です．研究経費は，審査の
獲得：（資金名称、題目、代表者、金額）
結果，採択件数によって減額されることがあります．採択後，一定の期間を経て，研究代
申請中：（資金名称、題目、代表者、金額）
予定：（資金名称、題目、代表者、金額）
表者の所属する研究所に対し，世話部局である東北アジア研究センターから配分されま
必要経費内訳
す．
設備費：
円（○○○○装置 一式）
消耗品費：
円（○○○等）
５．応募方法
旅費：
円（○月頃：旅行先
目的
）
謝金・人件費：
円（
）
所定の書式を用いて申請書を作成し，PDF 形式で電子メール添付にて，締切日までに
その他：
円（
）

研究代表者がご提出ください．なお，提出の際は，東北大学内の機関が発行した公的な
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６．第 3 回東北大学若手研究者アンサンブル研究会開催報告
2017 年 12 月 5 日（火）、6 日（水）に、平成２９年度若手研究者アンサンブルグラント採択課
題の研究概要の発表と研究所間の研究交流を主な目的として、第 3 回東北大学若手研究者アンサ
ンブル研究会を開催しました。参加者は、招待講演者 2 名を含めて 42 名となりました。
特別講演では、産業技術総合研究所再生可能エネルギー研究センター古谷博秀センター長より、
再生可能エネルギーを取り巻く状況と産総研福島再生可能エネルギー研究所の取り組みについて、
詳細な解説を講演いただきました。また、本学工学研究科応用物理学専攻の高橋儀宏准教授から
は、光や熱を制御するための材料創製について機能性ガラス材料に関する研究内容を中心に紹介
いただきました。
研究発表としては、本年度の研究所アンサンブルグラント採択課題第 1 ステージ 12 件および第
2 ステージ 2 件について、研究概要が説明され、活発な質疑応答がありました。また、グラント採
択課題の説明者以外の参加者も、各自の研究活動などについてのショートプレゼンテーションを
行い、研究所間、研究者間の相互理解の場となりました。
見学会では、初日にふくしま医療機器開発支援センターを訪問し、医療機器に対する各種評価
試験設備や手術・医療処置などのトレーニング設備を見学しました。対応いただいた職員からは、
東大や阪大からの利用が増えており、本学からも多くの利用を期待しているのとの希望が寄せら
れました。また、2 日目には、産総研福島再生可能エネルギー研究所を訪問し、風力発電、太陽光
発電、地熱利用、水素製造・利用、電力制御システムに関する研究開発設備などを見学しました。
見学後には、質疑応答の時間もいただき、参加者から多くの質問・コメントが出されました。
参加者アンケート結果からは、本研究会のいずれの内容についても高評価が得られたと認識し
ています。また、来年度以降にグラント公募が実施された場合にも、応募意欲は高いと思われま
す。参加者との意見交換の中でも、科研費等への申請の前段階の研究には丁度よいとの感想も寄
せられました。また、本年度採択に至らなかったが本研究会には参加し、今後も継続される場合
には、ぜひプロジェクトの活動に参加したいとのコメントもあり、部局間あるいは異分野間の連
携への理解が醸成されてきていることが感じられました。
次ページ以降に、第 3 回東北大学若手研究者アンサンブル研究会プログラム、研究発表会の発
表概要、研究会の様子の写真、アンケート集計結果を掲載します。
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第２回アンサンブル研究発表会プログラム
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アンサンブル研究会プログラム
12 月 5 日（火）
13:00 片平さくらホール前出発
15:00 医療機器開発センター 見学
17:00 ホテルに移動
18:00 グラント採択課題概要説明会第一部
19:00 夕食休憩
20:00 グラント採択課題概要説明会第二部（続き）
21:10 参加者プレゼンテーション
12 月 6 日（水）
8:30

ホテル出発

9:00〜10:30 産総研福島再生可能エネルギー研究所，見学
10:30 特別講演（４５分×２）
12:00 再生可能エネルギー研究所出発．仙台へ（途中，安達太良 SA で昼食休憩）
15:00 片平さくらホール前着

アンサンブル研究発表会（12 月 5 日）
■趣旨説明
17:55~18:00

鈴木

一行（学際研） 開会挨拶

■グラント採択課題概要説明会 口頭発表 7 分、質疑応答 3 分
（司会 齊藤国靖助教（AIMR））
第一部
18:00~18:10

安田 容子（災害研） 〜シミュレーション・景観・水環境システム・歴史〜4 分野
融合アプローチによる杜の都形成要因解明と未来予想図

18:10~18:20

佐藤 昭

（通研）

グラフェン/シリコンフォトニクス-ヘテロジニアス集積技
術の開発

18:20~18:30

石橋 遼

18:30~18:40

鬼沢 直哉（学際研） 次世代 IoT 向け確率的ディジタルフィルタの統一的設計理
論の開拓

加齢研） 匂いの快・不快と意味認識に関する神経表象の解明：機能的
MRI およびオルファクトメーターを用いた検討

18:40~18:50

西條 憲

（加齢研） 新規抗がん薬デプシペプチド類縁体のナノ粒子化による抗
腫瘍効果の増強の検討

18:50~19:00

大場 健太郎（加齢研） 心理学と脳科学の融合による回想法の効果メカニズムの解
明
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第二部
20:00~20:10

梶田

徹也（学際研） 梯子構造を持つ新規エネルギー材料の開拓

20:10~20:20

田中

利和（東北ア） アフリカ農民の「土」認識と利用改良に関する研究

20:20~20:30

鈴木

和也（AIMR）

20:30~20:40

井上

20:40~20:45

干川

雄介（加齢研） 生体埋込センサの長寿命化のための多孔質ポリマーによる
バイオフィルタの開発と評価

20:45~20:50

Pastor-Galán（東北ア） Tectonic Erosion in Japan: 500 Million Years of CrustalLoss,
Earthquake and Tsunamis

20:50~21:00

吉野

21:00~21:10

山田

有機分子保護磁性ナノ粒子を用いた有機・無機ハイブリット
スピントロニックデバイスの開発

康人（多元研） 形状制御可能なカーボンナノ試験管を用いた次世代カーボ
ンナノマテリアルのヒトへの安全性予測評価法の構築

大輔（学際研） がん・血管微小環境模擬チップを用いた乳がんメカノセラピ
ーの基礎検討

昭博（加齢研） 伝熱工学技術を応用した体内埋込型小児用肺循環補助装置
のハイブリッド型高度熱管理システムの開発

■特別講演（12 月 6 日）
10：30 産業技術総合研究所 再生可能エネルギー研究センター 古谷博秀 センター長
「再生可能エネルギーの大量導入に向けた産総研・福島再生可能エネルギー研究所の挑戦」
11：15 東北大学大学院工学研究科 応用物理学専攻 高橋儀宏 准教授
「ガラスに新しい機能性を 〜光・熱を制御する材料の創製〜」
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～シミュレーション・景観・水環境システム・歴史～
４分野融合アプローチによる杜の都形成要因解明と未来予想図
◎安田容子1
1)

井元智子2

長尾山音2

峠嘉哉3

災害科学国際研究所歴史資料保存研究分野
2) 農学研究科資源環境経済学専攻
3) 工学研究科土木工学専攻

仙台市は杜の都と呼ばれており、都会でありな

的研究への貢献につなげる。研究成果をベースに

がら多くの緑があると言える。この多くの緑が良

将来の杜予想図をシミュレーションすることで、

好な景観を創出していると捉えられるが、どのよ

仙台に位置する大学としての地域貢献も可能とな

うな要因でいつから樹木による緑が形成されてい

る。

るのか、またそれらの現状について、多角的にア

人的ネットワーク形成について期待される成果

プローチした研究は少ない。仙台市の杜は現在の

は、環境に関連する災害科学、環境経済学、景観

良好な景観という一面だけでなく、人との関わり、

学、水環境資源学など、異なる学術バックグラウ

水環境システム、歴史に深く関わっている可能性

ンドを持つ若手研究者が共働することで、学際的

が高い。一方で、近年、仙台市中心部は、人口増

な研究教育の新たな学内における研究体制基盤を

加、インフラ整備、土地利用の変化などで樹木の

構築することにある。
４分野融合アプローチによる杜の都形成の解明

伐採が相次いでいる。
本研究では、杜の都の緑地形成要因を、人の関

と未来予想図に取り組む研究概要を下図に示す。

わり、景観、水環境システム、歴史の４つのアプ

まず、研究の中心となる、現在の杜について現

ローチを適用し明らかにすることを第一の目的と

状把握（景観・緑被率・樹種・樹木位置）を行う。

する。第二の目的として、市中心部の樹木に着目

これらは農学研究科の既存研究を活用するととも

し、どこにどの程度の樹木が、どの程度の時間を

に、直近の急激な変化を反映するため、現地調査

かければ形成されるのか、４つのアプローチを融

を実施する。地理情報システムを活用し、研究全

合したシミュレーションを実施する。結果を踏ま

体のデータベースを構築する。

え、これからの仙台市中心部の緑地環境について

研究の第一目的として、人との関わりによる影

科学的根拠に基づいた提言を行うことを第三の目

響、過去からの影響、水環境の影響から、現在の

的とする。複数の所属先にまたがる共同研究チー

杜形成要因を明らかにする。次に融合研究の成果

ムを発足することにより、地上（景観）と地下（水）

を活かし、統合シミュレーションを実施する。具

からのアプローチ、現在と過去を結ぶ歴史的アプ

体的には第一目的で達成される各分野の知見をつ

ローチ、人との関わりを解明する社会的アプロー

なぎ、杜の都形成シナリオを構築する。本研究で

チが可能となり、これからの未来予想図を描くこ

は、想定可能な未来から想定外の未来までをも含

とへとつながる。個々の分野で限界、もしくは今

む大規模計算を想定している。

後の課題とされてきた部分の打破を若手研究者チ
ームで目指す意欲的なプロジェクトである。
研究内容について期待される成果は、都市の樹
木に対して、人との関わりとしての景観、市民・
行政による維持活動及び評価などの広義の環境評
価、地下水環境、四谷用水による涵養効果などの
水環境システム、過去から現代に至る風景画・観
光パンフレットによる杜のイメージ変遷の実情把
握が示されることにある。従来、個別に行われて
きた研究を、異分野融合の相互連携により災害科
学・農学・工学をつないで取り組み、今後の発展
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グラフェン/シリコンフォトニクス・ヘテロジニアス集積技術の開発
◎佐藤 昭1
1)

北 智洋2

電気通信研究所超ブロードバンドデバイス物理分野
2) 大学院工学研究科微小光学分野

情報処理分野において扱われるデータ量は飛躍

本研究の目的は，優れた電気的・光学的特性を

的に増大しており，より高速なデータ通信手段が

有するグラフェンと，光デバイスの大幅な小型

必要とされている．災害に対する耐性の高いネッ

化・低消費電力化を可能にするシリコンフォトニ

トワークの実現や，自動運転のようなアプリケー

クスとを，高効率・低光損失に融合するヘテロジ

ションにおけるリアルタイム情報の低遅延・大容

ニアス（異種材料）集積技術を開発することであ

量データ通信の実現のため，光通信技術と無線通

る．本研究では，グラフェンデバイスと光デバイ

信技術をシームレスに融合させた新たなアクセス

スとを各々にとって最適なプロセス工程を用いて

ネットワークを構想する必要がある（図１）．特に，

別々に作製し，高精度なフリップチップボンディ

光通信の有する広帯域・超高速のスループットを

ング技術を用いて１チップに集積化する（図２）．

落とすことなく無線通信と融合するためには，無

これにより性能劣化を抑制し，超高速光検出器・

線の搬送周波数をミリ波・テラヘルツ波へと引き

変調器といったヘテロジニアスデバイスの集積化

上げることが有効とされている．このような光無

技術基盤を確立するとともに，超高周波動作デバ

線融合ネットワークでは，光データ信号から無線

イスの実現を目指す．

データ信号へシームレスに変換するデバイス，逆

本研究でグラフェンデバイスとシリコンフォト

の変換をするデバイスが必要である．個々のデバ

ニクスデバイスを高効率・低光損失に融合するヘ

イスには小型・高周波動作・低消費電力といった

テロジニアス集積技術が確立すれば，大容量光デ

要件が求められる上，それらのデバイスが１チッ

ータ信号・無線データ信号間シームレス変換が１

プに搭載されていることが望ましい．

チップで可能になり，光無線融合ネットワークの

新規二次元材料であるグラフェンは，室温にお

実現に向けたブレークスルーとなる可能性を秘め

ける超高電子・ホール移動度や広帯域な光吸収特

ている．さらにグラフェンは，光吸収の波長依存

性を持つことから，テラヘルツ帯まで動作する高

性が小さいために，中赤外光に対しても良い光検

周波トランジスタ／光検出器／光変調器などへの

出器を実現できる．中赤外光はガスセンシングや

応用が期待され研究が盛んに行なわれている．さ

生体計測の分野で有用でありながら，これまでは

らに近年，グラフェンをシリコン細線光導波路な

取り扱いが簡便で感度の良い光検出器が存在しな

どの光デバイス上に集積化し，グラフェン光デバ

かった．中赤外光に対して有効なヘテロジニアス

イスの有意性を実証する研究が多くなされている．

集積デバイスが実現される事で，集積フォトニク

しかしながら，集積化技術が未成熟であるために

スの応用分野がセンシング分野へと拡大していく

グラフェン及び光デバイスの性能が集積化工程に

事が予想される．

おいて劣化し，グラフェンが本来持つ電気的・光
学的な優れた特性を十分に活かしたヘテロジニア
スデバイスは実現されていない．

図 2. グラフェン／シリコンフォトニクス－
ヘテロジニアス集積化構造．

図 1. 将来の光無線融合ネットワークの一例．
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匂いの快・不快と意味認識に関する神経表象の解明：
機能的 MRI およびオルファクトメーターを用いた検討
◎石橋遼1,2

原田祐希3
1)

大場健太郎１

鈴木真介1,4

加齢医学研究所人間脳科学研究分野

2)スマートエイジング学際重点研究センター
3)

3) 東北メディカル・メガバンク機構
学際科学フロンティア研究所新領域創成研究部

脳科学・実験心理学においては視覚・聴覚のプ

グに加え、嗅覚の標準検査である T&T オルファク

ロセス研究の発展は目覚ましいものがあり、特に

トメーターを用いて嗅覚能力のスクリーニングを

写真・動画や音の刺激の提示による脳機能イメー

行い、正常範囲の嗅覚能力をもつ参加者に fMRI 実

ジングは近年、毎年数多くの研究発表がなされて

験に参加してもらう。

いる。しかしながら、嗅覚に関しては刺激呈示の

fMRI 実験の開始に先立ってまず匂い刺激の作

困難さから比較的研究報告数が少なく、視覚や聴

成とそれにより知覚される内容の予備調査を行う。

覚に比してその様態の解明が進んでいるとはいい

基本的に 3 種類のカテゴリの匂い刺激を用い、意

がたい。

味ありの刺激条件では明確に内容が推測される匂

これまでの研究では匂いを知覚した際に梨状皮

い刺激を用いる。意味なし条件では快・不快の弁

質、海馬、眼窩前頭皮質、偏桃体などの活性が認

別が明確であるものの、匂い対象の内容が意味的

められており、匂いの快・不快の判断に寄与して

に明確には知覚できない刺激を用いる。具体的に

いると考えられる。一方で視覚や聴覚情報から事

は快・不快のそれぞれの意味内容の混合的な匂い

物の意味を認識する領域としては側頭葉の後部か

を生じさせる混合香料を作成し、匂いの対象とな

ら前部にかけての領域が大きく寄与していると考

る意味内容の道程が容易になされないように調香

えられ、特に前側頭葉(Anterior temporal lobe)は感

を行う。予備調査においては東北大学の学生・大

覚・運動情報を総合して意味情報を形成するハブ

学院生 10-15 名程度に調香された香料をかいでも

領域と考えられている。以上の匂いおよび意味に

らい、安定して意味内容の同定もしくは同定困難

関する領域群は実はどちらも側頭葉前部の外側か

が認められる混合香料 4 種類を選出し、本実験に

ら内側にかけて、比較的近い範囲内に位置してい

おける最終的な刺激セットとして用いる。

る。匂い情報と意味記憶との直接的な神経接続も

本研究によりまず、嗅覚の意味認知にかかわる

考えられるが、匂い知覚におけるこれらの領域間

大脳皮質領域を観測できるようになることが期待

の活動のつながりを直接的に検討した研究はまだ

される。また、本研究の成果を起点として後天的

存在しない。本研究では複数の匂い刺激を用い、

な嗅覚機能低下の中枢神経系における原因の推測

平均 15 秒程度の間隔（12-18 秒のランダム）で匂

につながる。とくに前頭側頭型認知症やアルツハ

いを知覚させてその際の脳活動を fMRI を用いて

イマー病など認知症の初期症状としての匂い認識

計測する。解析手続きは MATLAB 上で動作する

能 力 の 低 下 は よ く 知 ら れ て お り (Roalf et al.,

SPM(http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/) を 解 析 用 プ

2016;

ログラムに使用して大脳皮質・基底核の各位置に

摂食の異常行動（特に食べ物でないものを口にす

おける活性度の推定と有意度の判定を行う。これ

る異食など）と嗅覚との関連を解明できれば、認

までの研究との対応を再確認するため匂いの快・

知症の早期診断やそのリスクの早期把握・介入に

不快のコントラストによって偏桃体その他嗅覚関

つながり得る。本研究進捗後には科学研究費補助

連領域の活動を確認すると同時に意味情報の明確

金若手・基盤、内藤記念科学振興財団などに申請

さに対応する分析として意味あり・意味なしのコ

することでより大型で長期の研究資金を獲得し、

ントラストを取り、匂いの意味認識に有意な活性

将来的には高齢者の嗅覚能力と認知能力の関係お

度を示す領域を同定する。実験参加者として東北

よびその神経基盤の検討を含めて、総合的にヒト

大学の学生・大学院生 20 名程度を募集する。参加

匂い認識能力の解明を目指す。

前に fMRI 参加禁忌リストを用いたスクリーニン
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Alves et al., 2014)、発症後の知能低下や

次世代 IoT 向け確率的ディジタルフィルタの統一的設計理論の開拓
◎鬼沢直哉1,3
1)

越田俊介2

学際科学フロンティア研究所
2) 工学研究科電子工学専攻
3) 電気通信研究所

1. 研究の背景・目的
ディジタルフィルタは現在の情報社会に欠かせ

ルタ理論の専門家である研究分担者による，誤差

ない技術であり，その応用先はデータ通信・音声・

解析・合成理論からハードウェア実装までを一貫

画像処理など多岐にわたるだけでなく，近年では

して研究可能な体制を構築している(図２)．

生体信号処理・Internet of Things（IoT）センサ

3. 予想される結果と意義

ー処理などへの応用もされている．特に，IoT 端

確率的演算に基づくディジタルフィルタは，ご

末は 2030 年には 1 兆個に到達することが予測され

く最近になって注目されてきた分野であり，本研

ており，一つ一つの端末はバッテリー駆動もしく

究でターゲットとする誤差解析や合成理論はまっ

は Energy harvesting など，現在のディジタルフ

たく明らかにされていない状態である．そのため，

ィルタの環境とはまったく異なり，十分な電力が

本研究の課題が達成されれば，確率的演算に基づ

供給されない不安定な環境での使用が想定される． く新概念ディジタイルフィルタ設計のためのまっ
そのため，次世代 IoT 向けディジタルフィルタで

たく新しい方法論を与えるという点で，学術的に

は，省電力性・高信頼性を同時に満たす新概念の

きわめて大きな意義をもたらす．また，提案ディ

フィルタが必要不可欠である．本研究では，確率

ジタルフィルタが省電力性および高信頼性を同時

的演算の一種であるストカスティック演算を活用

に達成できれば，爆発的普及が期待される次世代

した，新概念のディジタルフィルタ実現のための

IoT センサー端末への応用が可能となり，実用的

統一的設計理論の構築を目指す

にもきわめて大きな意義がある．

2. 共同研究計画・研究体制
ストカスティック演算は一般的に用いられる 2
値演算とは本質的に異なり，ビット列中の“1”の
存在確率で数値を表現する手法である．特に，デ
ィジタルフィルタの最重要構成要素である乗算器
が AND 回路１つで実現できるため，従来方式と比
較して面積・電力を 1/100 程度に小さくできるな
ど，省電力動作が可能となる．さらに，電源ノイ
ズ・宇宙線などによりビット反転が起こったとし
ても，数値への影響が小さい「ソフトエラー耐性」
（高信頼性）を有する．一方で，確率的処理に伴

図１

ストカスティック演算に基づくディジタ

ルフィルタの設計：(a)従来設計手法, (b)提案

う誤差により演算精度への影響を考慮する必要が
あるが，現在のストカスティックフィルタでは，
従来のディジタルフィルタで用いられる誤差解
析・合成理論が存在せず，シミュレーションによ
る場当たり的な評価方法しか存在しない．この問
題を解決するために，従来の確立した誤差解析・
合成理論を適用することで，高精度ストカスティ
ックフィルタ実現のための合成理論から実装に至
るまでの統一的設計理論の構築を目指す(図１)．
そのため，本共同研究では確率的ハードウェア設

図２

計の専門家である研究代表者と，ディジタルフィ
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共同研究実施体制

新規抗がん薬デプシペプチド類縁体のナノ粒子化による抗腫瘍効果の増強の検討
◎西條 憲1

小関 良卓2

1)
加齢医学研究所 臨床腫瘍学分野
多元物質科学研究所 有機・バイオナノ材料研究分野

2)

がんは日本人の死因の一位を占め、進行がんに

ノ化粒子作成の実績がある（Kasai H. et al. Angew

対する薬物療法の進歩が期待されている。がんの

Chem Int 2012;51:10315-8）。腫瘍組織中濃度の上昇

薬物療法は、がんの分子生物学的解析に基づいた

により HDAC/PI3K 二重阻害剤としての薬効を増

分子標的治療薬剤の開発が盛んである。その１つ

強させることを目的とする。

がキナーゼ阻害剤である。がん細胞においては、

予備的な検討から、FK-A11 をナノ粒子化できる

機能獲得型の遺伝子変異などにより、細胞増殖シ

ことを確認している。ナノ粒子化の条件を最適化

グナルの伝達を担うキナーゼの異常な活性化が生

し、より高濃度のナノ化懸濁液を製造できれば、

じている。Phosphoinositide 3-kinase(PI3K)も、細胞

それをもって FK-A11 の効果の増強が期待できる。

の生存と増殖を促すキナーゼの一つであり、様々

本研究により FK-A11 ナノ化懸濁液の有用性が

ながん種において、高頻度に活性化が生じている

示唆されれば、さらなる開発の礎となり、製剤と

ことから、有力ながん治療の標的分子であると考

して次の開発ステップへと移行させ得る。毒性試

えられている。また、がんの進展には遺伝子の変

験、安全性試験など非臨床試験を展開し、first in

異だけではなく、遺伝子の発現量の異常が関与し

human 試験へとつなげていきたい。日本発、アカ

ていることも明らかになってきている。そこには、

デミア発の画期的がん分子標的治療薬剤の開発を

特定のクロマチン領域のアセチル化が関わってお

目指す。研究概略を図３に示す。

り、その制御因子である Histone deacetylase（ HDAC）
の阻害剤が新しいがん治療薬として注目されてい
る。数種のヒトがん細胞において、HDAC 阻害剤
と PI3K 阻害剤の併用は抗腫瘍効果の相乗効果を
もたらすことが報告されており、一つの薬剤でこ
の 2 分子を阻害する HDAC/PI3K 二重阻害剤が開
発されれば、画期的な作用機序を有した非常に魅
力的な薬剤になりうる（図１）。
研究代表者の西條らは、デプシペプチド類縁体
を HDAC/PI3K 二重阻害剤のシーズとして同定し
ており (Saijo K. Cancer Sci 2012;103:1994-2001)、
構造活性相関の解析から新規類縁体を合成し、
HDAC/PI3K 二重阻害活性の強い類縁体 FK-A11 を
開発した（Saijo K.et al. Cancer Sci 2015;106:208-15）
（図２）。H26-H28 年度は、AMED 橋渡し研究加
速ネットワークプログラムの支援で、ヒトがん細
胞移植マウスモデルにおいて抗腫瘍効果を確認し
た。しかし、薬効試験の過程や薬物動態解析にお
いて、FK-A11 が様々な溶媒に対して難溶性である
ことが明らかになり、血中、腫瘍組織中の濃度が
不十分であるという課題が見いだされた。そこで、
drug delivery system（DDS）として、FK-A11 のナ
ノ化粒子の製造による腫瘍組織中濃度の上昇を試
みる。研究分担者である小関らは、抗がん剤のナ
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心理学と脳科学の融合による回想法の効果メカニズムの解明
◎大場健太郎1
2)

野内類2

石橋遼2 舞草伯秀3 杉浦元亮1,4

1) 加齢医学研究所
人間脳科学研究分野
スマート・エイジング学際重点研究センター 認知脳機能研究部門
3) 東北メディカル・メガバンク機構
脳画像解析医学分野
4) 災害科学国際研究所
災害情報認知研究分野

日本の高齢化率（総人口に占める 65 歳以上の高

り感、楽観性の向上等）が日本人でも認められる

齢者人口の割合）は 27％を超え、2065 年のピーク

か、標準化された各種質問紙を用いた心理調査で

時には 38％に達すると推計されている（平成 29

確認する。次に、回想法（Woods, 2005）の手法を

年版高齢社会白書, 内閣府）。このような社会背景

参考に、時系列に沿った（小学校、中学校、高校

において、認知症の治療法開発とともに、医療費

等）懐かしい自伝的記憶インタビューを行い、そ

削減や労働力の確保（経済の維持）のためにも一

れらの記憶を回想する fMRI 実験を行う。fMRI の

次予防法の開発が急務となっている。

前後（pre, post）に各種心理質問紙を実施するこ

認知症の周辺症状（抑うつ、不安等）の軽減や

とで、各被験者の心理効果（post-pre で算出され

認知症の予防を目的として、
「回想法」という心理

る変化量）を求める。回想中の脳活動と心理効果

療法が医療・福祉・介護場面等で広く実践されて

の回帰分析を全脳のボクセルを対象に行い、効果

いる（Woods et al., 2005）。近年では、若年者にお

と関連する脳領域を同定する（図 1）。脳画像の解

いても懐かしい記憶の回想には気分改善や自尊心

析には、SPM やその toolbox 等の世界的に用いら

の向上などの適応的心理効果があることが報告さ

れているソフトウェアを用いる。

れ（Sedikides et al., 2015）、精神的健康を維持・向

本研究により、回想の心理効果の背景脳メカニ

上させるために「回想」が生涯に渡り有効である

ズム、すなわち効果の客観的指標を同定すること

可能性が示唆されている。申請者は最近懐かしい

ができる。次のステップとしては、高齢者におけ

記 憶 回 想 の 神 経 基 盤 を 報 告 し た が （ Oba et al.,

る回想の効果の脳メカニズム解明（加齢変化）、脳

2016）、回想による心理効果の個人差や背景にある

活動による中・長期的な回想法の効果予測などの

脳科学的機序は未だ解明されていない。

研究に発展することが期待される。

本研究の中・長期的な目的は、回想の効果の個
人差およびその背景脳メカニズムの加齢変化を明
らかにすることである。本アンサンブルグラント
第 1 ステージでは、若年者を対象とし、回想によ
る心理効果の背景にある脳メカニズムを心理調査
と機能的 MRI（fMRI）を用いて明らかにすること
を目的とする。
本研究を遂行するため、学内の各領域の専門家
と協力体制を構築した。スマート・エイジング学
際重点研究センターの野内准教授からは心理効果、
同センターの石橋助教からは脳機能画像の多変量
解析（多重ボクセルパターン解析等）、東北メディ
カル・メガバンク機構の舞草助教からは脳萎縮の
程度を考慮した画像解析について協力を得る。さ
らに加齢医学研究所/災害科学国際研究所の杉浦
教授からは研究全般に対する助言を得る。
本研究ではまず、欧米における先行研究
（Sedikides, 2015）で示されている懐かしい記憶回
想による心理効果（気分、自尊心、社会的つなが
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梯子構造を持つ新規エネルギー材料の開拓
◎梶田徹也1
1)

今井良宗2

学際科学フロンティア研究所物質材料エネルギー分野
2) 大学院理学研究科物理学専攻

(目的)

ACu2O3 (A = Li, Na, Mg)は、結晶構造内に Cu
と O で形成される梯子構造を含有し(図 1)、Cu ス
ピンがもたらす電子物性や磁気構造という観点で

電子物性評価

研究が進められてきた。しかし、本プロジェクト

今井

梯子材料合成

では、梯子構造の隙間に存在する A サイト(アル

超伝導特性確認

カリ金属、または、アルカリ土類金属)に着目する。
電気化学的に A サイトイオンの脱挿入を行うこと
Potential (V )

によって、①二次電池材料としての可能性評価、
②Cu サイトへのキャリアコントロールによる超
伝導化、③イオン伝導性の高性能化を追求する。

Re (Ω)

梶田

Capacity (mAh/g)

充放電容量評価

①アルカリ金属脱挿入
②キャリアコントロール

e-

- Im (Ω)

材料設計方針
議論

イオン伝導性評価

電気化学評価
(処理)

③イオン伝導

図2. 研究体制模式図.

(本研究のもたらす効果)
●二次電池正極材料として機能
現在まで、二次電池正極として機能した材料は、
A

Cu
O

層状材料、スピネル構造、オリビン構造を持つ材

図1. ACu2O3結晶構造(A = Li, Na, Mg).

料である。本研究で着目した物質は、梯子型の擬
一次元的構造を有しており、二次電池正極材料に

(特徴的な点)
本研究は、梯子構造を持つ ACu 2O3 に対して、

新たな材料の方向性を生み出す事が出来る。
●新規超伝導体として機能

異なる複数の機能特性開発を目的とし、材料研究

ACu2O3 と 類 似 の 梯 子 構 造 を 有 す る

開発を行う事を特徴としている。ごく最近、分担

(Sr,Ca) 14Cu24 O41 は、CuO2 面を持たない唯一の銅

者の今井らは、 A サイトをアルカリ金属(Li)で全

酸化物高温超伝導体である。ACu 2O3 においても、

置換できることを初めて見出した。従来の基礎物

キャリアコントロールや外部からの圧力印加によ

性研究では、注目されることのない隙間に存在す

り、超伝導が発現するか否かを明らかにする。

る A サイトイオンにスポットを当てることで、電
子物性のみならず、電池材料やイオン伝導体とし
ての画期的な機能開発を狙う。

●高性能イオン伝導体として機能
新たな全固体電池用電解質材料系として、研究
開発が拡大する。

本研究課題は、材料合成からデバイス作製評価
まで一貫して行うことが必須であり、研究と開発
の両ステージで高い専門的な知識・経験を必要と
する。電池デバイス研究開発を通した応用研究を
基盤とする代表者と、高圧合成や物性物理学に根
ざした基礎研究を基盤とする分担者との共同研
究により、本課題を効果的に推進していく(図 2)。
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アフリカ農民の「土」認識と利用改良に関する研究
◎田中利和1

菅野均志2

八下田佳恵3

1)

3)

東北アジア研究センター
2) 大学院農学研究科
英国レディング大学 国際開発･応用経済研究科

目的と背景
本共同研究の目的はアフリカ農民の生存基盤で
ある「土」の良し悪しについて、１）地域農民の
知を文脈的かつ相対的に浮き彫りにし、２）その
「土」の理化学性を土壌学の視点から分析評価し、
３）地域の文脈に即した、土利用に関する改良可
能性を農民とともに検討することである。以上を
通じて、実態に基づいた土管理の普遍性と多様性
の要因を多面的に理解できると同時に、彼らが抱
える問題を浮き彫りにでき、その改良にむけた研

図 1

民族土壌学と地域研究（青矢印＋外枠）

※主な分担、青：田中、緑：菅野、赤：八下田

究者自身の役割についても検討することができる。
農業の 3 大要素である水・光につづく、
「土」に
ついて、アフリカにおける土壌保全の危機的状況
と農民の生活の支えとしての重要性（FAO 2015）
が認知される中、世界的に、農民の土に関する知
の研究(民族土壌学)への注目が高まっている。そ
の中で、農民が詳細に彼らの農地を把握し、その
知識を土地管理に利用していることが明らかにさ
れている(Barrera-Bassols & Zinck 2003)。
東アフリカに位置するエチオピアの中央高原か
ら北部にかけて、おそくとも 3000 年前から今日ま
で、牛に犁を牽かせて「土」を耕す犁農耕が実践
されてきた。田中は同地域の農耕を社会・文化・
生態の複合としての実践を研究してきた。在来の
犁農耕の技術と文化を対象に、農学、畜産学、生
態人類学等の手法を複合的に用いて実証的に分析
する地域研究で、持続的な農耕システムとして実
存していることを明らかにしてきた。しかし、
「 土」
にまつわる土壌学的分析を踏まえた考察は不足し

た、多くの栽培植物の起源地とされ、国内でも農
業生産性が高いエチオピア･ウォリソ地域で実証
的データを収集・分析し、日本に持ち帰った土壌
試料の理化学分析を大学院農学研究科で実施する
（輸入禁止品の土壌輸入は許可済）。
研究計画と方法
(1)【土の認識と利用分析】参与観察・聞き取り調
査（田中・八下田 12 月 12 日〜25 日）
調査地である、東アフリカに位置するエチオピ
アの中央高原、オロミヤ州、ウォリソは、標高
2000m の平地である。現地語で情報収集可能な田
中が中心となり、代表的な土壌は、現地では赤土
と黒土の 2 種に分類される土壌の、
「良し悪し」に
ついて聞き取り調査をおこなう。
(2)【土壌分析】土壌採取・同定（八下田・田中 12
月 12 日〜25 日）・分析（菅野 2 月中）、総合解析
農地の位置と栽培暦をすでに詳細に把握してい
る 6 世帯 20 地点（赤 10+黒 10）（家屋から半径 4
キロ以内に位置する）から、情報をもつ世帯構成

ていた。
そこで本大学大学院、農学研究科土壌立地学分
野で土壌学を専門とする菅野、英国で民族土壌学
（図１：青の外枠と矢印を外す範囲）を専門とし
ケニア農村部で農民の土壌に関する知と土壌特性
との関係を研究する八下田と同調査地で共同研究
をするに至った。本研究では、地域研究と民族土
壌学を融合することにより、農民から「土」に関
する精度の高い情報を引き出せることが可能にな
る。田中が調査を 10 年に渡り信頼関係を培ってき

員と 1 日に最低 3 地点（合計 6 日）の土壌の採取
をおこなう。
(3)【成果の還元】地域研究としての学術成果公表
と、調査地への還元としての地域研究考察
土利用の改良に関して農民との対話と研究結果
にもとづく提案（農法・資材・農具の導入・開発
など）について、どのような形で実施できるか考
察する。現在進行中別課題アフリカ地下足袋プロ
ジェクトの成果を相互補完的に利用する。
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有機分子保護磁性ナノ粒子を用いた有機・無機
ハイブリットスピントロニックデバイスの開発
◎鈴木和也 1) 中谷昌史 2) 北條 大介 3) 肥後 昭男 4)
1)
2)
4)

材料科学高等研究所デバイス・システム分野
多元物質科学研究所ハイブリットナノ粒子分野
3) 未来科学技術共同研究センター
東京大学大規模集積システム設計教育センター

う利点がある。例えばプラスチック基板上にナノ
背景と目的
粒子を塗布することで、低生産コスト、軽量性、
近年、強磁性体・有機分子界面（スピンターフ
機械的柔軟性を持ったこれまでにないコンセプト
ェース）における磁気抵抗効果が注目されている。
を備えたスピントロニックデバイスの開発が可能
[1,2] このような界面では有機分子の分子軌道と
となる。そのため、有機・無機ハイブリットデバ
強磁性体との軌道混成により、大きなスピン偏極
イスは単に材料科学の発展に寄与するのみではな
が起こり、その結果、大きな磁気抵抗効果が得ら
く、IOT（モノのインターネット）の実現にも貢
れ、高性能な有機・無機ハイブリットスピントロ
献することができると考える。
ニックデバイスの開発が期待できる。しかし、磁
性ナノ粒子を用いたデバイス開発は、有機材料お
よび無機磁気材料からなる磁性ナノ粒子合成技術、 引用文献
デバイス作製技術、デバイス特性評価など多岐に
[1] Sanvito, Nat. Phys 6,562 (2010).
渡る知識が要求されるため、異なる専門性を持っ
[2] Barraud, et al. Nat. Phys 6,615(2010).
た研究者がそれぞれの得意分野を発揮して開発に
当たる必要がある。そこで本研究では異分野間の
有機的な連携により、磁性酸化物ナノ粒子におけ
るナノスケール特有のスピンターフェースの物性
をメソスケールのデバイス構造における磁気抵抗
効果として発現させることを目的とする。
研究方法
本研究では、導電性磁性酸化物である Fe 3 O4(マ
グネタイト)に着目する。化学的手法により粒径を
精密に制御した Fe 3O4 ナノ粒子(粒径 10-100 nm)
を合成し、得られたナノ粒子を有機分子により修
飾し、分散膜作製時の粒子の凝集を防ぐ同時にス
ピンターフェースを構築する（中谷）。この有機分
子修飾 Fe 3O4 ナノ粒子を図１に示すギャップサイ
ズが 50nm 程度の電極間（肥後）にハイブリット
超薄膜として形成し（北條）、そのスピン依存伝導
を調べる（鈴木）ことにより、トンネル磁気抵抗
効果に代表されるようなスピンターフェースに起
因するスピン依存伝導現象の発現を目指す。
研究の意義と波及効果
強磁性体と有機分子とのナノコンポジット材料
を初めとする有機・無機スピントロニクスの研究
は、これまで未解明であった有機・無機界面の特
性を解明するという点で基礎科学の新しい潮流と
なる可能性がある。また、応用面としては、スピ
ンに依存する電子状態をもつスピンターフェース
を利用することで、1 分子サイズで 1 ビットとい
った超大容量記憶装置や分子サイズの空間分解能
を持つ超高感度磁気センサーの開発が可能となる。
図１ デバイス開発プロセスと連携体制
さらに、化学的に合成したナノ粒子を利用してい
ることから、塗布プロセスとの親和性が高いとい
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生体埋込センサの長寿命化のための多孔質ポリマーによる
バイオフィルタの開発と評価
◎井上雄介1

甲斐洋行2 岡島淳之介3

平郡諭4 山田昭博1

1)

加齢医学研究所心臓病電子医学分野
工学研究科ファインメカニクス専攻
3) 流体科学研究科電熱制御研究分野
4) 理学研究科物理学専攻

2)

【緒言】 糖尿病患者は全世界で 4 億人に達し、重

ルメタクリレート（PGMA）からなるポリマーモ

篤患者は毎日 10 回以上採血しなければならず、穿

ノリスは、1µm 程度の径の連続的細孔を有する多

刺時の苦痛に加え、感染リスクが非常に高いこと

孔質ポリマーであり、大きな内部表面積や化学修

が大きな問題となっている。皮下留置型センサは

飾の容易さといった利点を持つ。本研究提案にお

寿命が数日程度と短くセンサ寿命を伸ばすことは

いて甲斐は、PGMA を生体内埋め込みデバイスに

急務の課題である。センサ寿命は、機能面に生じ

利用するために、①任意形状での成形 ② 生体適

る生体反応によるものであり、皮下に埋め込むセ

合性の化学修飾 ③ 機械強度の向上の 3 つの技術

ンサが生体反応を制御可能となれば、センサ寿命

的課題を解決する。

は飛躍的に向上する。生体反応は次の 3 つである

加齢研の井上らは生体反応の制御を評価する知

①血液による凝血塊・血栓形成、②血小板付着・

見を生かし非臨床動物実験設備と理学研究科の機

タンパク凝固、③血管形成。これらを制御すべく

器を用いて、新材料で作られたバイオフィルタの

井上らは一定の成果を上げてきたが [1]

、歩留まり

制御能と生体内での寿命を評価する。同時に微小

の悪さやコストの問題が大きく、製品化までには

流路の流体解析を実施し、ポーラス形状の理論的

至らなかった。甲斐らは多孔質ポリマーを利用し

最適化を試みる。

てマイクロニードルを開発し [2]

、皮膚上からの血

糖値測定に応用している。PGMA は高い歩留まり
と低コスト性を有しているが、その優れた特性を
臨床応用するためには、その生体反応の制御能（抗
血栓性、タンパク・血小板付着能、グルコース透

図 3. 生体反応の制御評価試験 (a)抗血栓性 (b)血小板付
着能 (c)グルコース透過能 (d)生体内血管新生観察の結果

過能、血管新生）および材料の長期使用時の効果

【予想される結果と意義】医学領域と工学領域の

寿命および生体内での評価が必須の課題である。

共同研究によって実現される PGMA バイオフィ
ルタの具現化により、これを応用した生体センサ
により全世界 4 億人の糖尿病患者を毎日の穿刺苦
痛から解放できるだけでなく、感染リスクの低減
による寿命の延長に寄与し、無痛の採血システム
を構築できることが可能となることが最大の成果

図 1.

である。また穿刺ごとの離散的な血糖値だけでな

血糖センサ寿命を左右する生体反応

【方法】これらの課題に対して、工学系研究科の
甲斐らは PGMA の空隙率、連続性、孔径を変更し、
さらに表面材料を化学修飾することで生体反応の
制御能を有する新材料を開発する。ポリグリシジ

図 2.
(a) PGMA ポリマーモノリスの構成成分 (b,c)作製
したポリマーモノリスの SEM 像 Scale：10µm(b), 1µm(c)
血糖センサ寿命を左右する生体反応

く、連続血糖モニタリングが可能となり、これま
で計測することが難しかった血糖値の日内変動を
明らかとすることができ、より詳細な病態解明と
治療に大きく貢献し、医療費の削減も期待できる。
[1] Inoue Y., Yokota T., et al. (2017). Antithrombotic Protein
Filter Composed of Hybrid Tissue-Fabric Material has a
Long Lifetime. Annals of biomedical engineering, 45(5),
1352-1364.
[2] Liu L., Kai H., et al. (2016). Porous polymer microneedles
with interconnecting microchannels for rapid fluid
transport. RSC Advances, 6(54), 48630-48635.
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形状制御可能なカーボンナノ試験管を用いた次世代カーボンナノマテリアルの
ヒトへの安全性予測評価法の構築
◎干川 康人1 中山 勝文2, 3
2)

1) 多元物質科学研究所
ハイブリッド炭素ナノ材料研究分野
学際科学フロンティア研究所 新領域創成研究部 3)JST さきがけ

1. 研究背景
カーボンナノチューブ(CNT)は、近年その研究
と応用が急速に広まっている一方で、2008 年にア
スベストに類似した毒性の可能性が指摘されて以
降[1]、様々な安全性評価が進められている。CNT
が吸引によって生体内に入ると免疫細胞のマクロ
ファージがそれを認識して炎症を引き起こし、毒
性発現の原因となる。従って、CNT のナノ形状が
どのように炎症応答に影響を及ぼすのか、その作
用を体系的に理解する必要がある。
しかしながら、CNT は同一の合成条件であって
も直径や長さや形状が不均質である。加えて水中
では凝集しやすく、細胞試験において培養液中に
分散しないため、細胞に均質かつ等量取り込ませ
ることは実質的に不可能であり、CNT のナノ形状
が細胞に与える影響を定量的かつ正確に理解する
のは極めて困難である。

図 1 鋳型炭素化法によるナノ形状の揃った
カーボンナノ試験管(CNTT)の作製スキーム

3. 研究の意義と成功した場合の波及効果
CNT やグラフェンなどのナノカーボン物質は
様々な応用研究が行われており、今後の利用拡大
が期待されているが、材料としてのヒトへの安全
性を判断する明確な基準は確立されていない。こ
れは、前述したように CNT のような一般的なナノ
カーボン材料は同一合成法であっても寸法のばら

2. 共同研究の目的と特徴

つきが大きく、長さや直径を均質に揃えることが

陽極酸化アルミニウム膜（AAO 膜）の鋳型から

できないため、細胞毒性に重要な影響を及ぼすと

得られるカーボンナノ試験管(CNTT)は、陽極酸化

されているサイズ効果を明確に捉えることが難し

条件（電圧や時間）を変えることで、チューブ直

いためである。

径(10 ~ 300 nm)と長さ(0.1～100 μm)を均一かつ精

本研究の形状制御が可能な CNTT をナノカーボ

密に制御でき、更に水中で高い分散性を有してい

ンのモデル物質として用いれば、ナノ物質の安全

る（図 1）[2]。このようなナノ形状を精密かつ比

性を形状（長さと直径）のパラメータで数値的に

較的自由に調製可能なカーボンナノ物質を細胞試

規定することができる。つまり、現状では新規合

験のモデル物質として用いれば、形状が不揃いで

成したナノカーボン物質はその毎に細胞試験で評

ある従来の CNT では不可能であった、ナノ形状が

価しないとその安全性は確認できなかったが、新

与える細胞への影響を明確に捉えることが可能に

規物質の形状パラメータを当てはめるだけで煩雑

なる。

な細胞試験を行わなくても安全性を評価できるよ

そこで本共同研究では、鋳型炭素化によるナノ

うなる。このような手法が実現すれば、ナノカー

カーボン合成の専門家である干川(多元研)がナノ

ボン物質の安全性に対する不安が大幅に低減でき、

形状の異なる CNTT を合成し、ナノ物質の生体安

その社会的な活用の幅が大いに広がることが期待

全性評価の専門家である中山(学際研)がこれらの

できる。

CNTT を用いたマウスおよびヒトマクロファージ
を用いた in vitro 試験を行うことで、ナノ形状の異
なる CNTT が生体細胞に与える影響について調査
を行う。

（引用文献）
[1] Nature Nanotechnology 2008, 3, 423-428.
[2] Chem. Mater. 2006,18, 1036-1040.
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Tectonic Erosion in Japan: 500 Million Years of Crustal Loss, Earthquake and Tsunamis
◎Pastor-Galán Daniel1

Yutani Taku2

Fukushima, Y.3

Kayama, M. 4 Spencer, C. 5

1CNEAS,

Geology
Earth Scienc, Geology
3IRIDeS, Geoiphysics
4FRIS, Mineralogy
5Curtin University

2 Dpt.

Plate tectonics describes the lithosphere, Earth's solid

will show how tectonic erosion has shaped Japan over the

outer shell, as rigid plates that interact along discrete plate

past 500 million years. Importantly the same process that

boundaries. The Japanese Islands form at the juncture

controls tectonics erosion is also the primary mechanisms

between the Pacific and Asian plates which is the locus of

responsible for megathrust earthquakes and tsunamis. This

continental growth through volcanic activity and is also the

research will provide the framework to better understand the

site of recycling of the Earth’s crust as the Pacific plate dives

relationship between subduction, tectonic erosion, and

beneath the Asian continental crust. This process is known

megathrust earthquakes on which significant future work

as subduction, which not only recycles the Pacific oceanic

can be based.

crust, but also causes tectonic erosion as the Pacific plate

(1) Geology: We will study the relationships between

grinds away the base of the continental crust. The tectonic

different sedimentary units in time and space, timing of

erosion of the continental crust can also be correlated the

volcanism, and loss of continental crust.

occurrence of megathrust earthquakes producing tsunamis

(2) Geochemical and geochronology: We will collect

(Fig. 1). Understanding the long-term history of tectonic

samples in the field to study their age and isotopic

erosion and the mechanisms operating at the base of the

composition.
(3) Numerical modeling: We will use the newly acquired

crust will help to resolve this potential correlation.
Seismic data support that megathrust earthquakes and the

knowledge as input for numerical simulations to study the

accompanying tsunamis are primarily located along margins

potential correlation between tectonic erosion, megathrust

where tectonic erosion rates are very high, such as present

earthquakes, and tsunamis.

day Japan. Understanding the mechanisms and magnitude of
tectonic erosion is critical to a fundamental understanding of
plate tectonics and natural hazard assessment. We propose
to study tectonic erosion and the potential link with geohazards associated to this tectonic process using a
multidisciplinary team involving all areas of Earth Sciences,
geology, geochemistry and geophysics.

Geo-hazard assessment is indispensable for improving
people’s safety but also to preserve and maintain our cultural
heritage. The Japanese archipelago is located in the most
tectonically active area on the Earth and provides the best
example of tectonic erosion in Earth history. Our research
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がん・血管微小環境模擬チップを用いた乳がんメカノセラピーの基礎検討
◎吉野大輔1
1)

船本健一1

久保純2 川内敬子3

学際科学フロンティア研究所新領域創成研究部
2) 加齢医学研究所神経機能情報研究分野
3) 甲南大学フロンティアサイエンス学部

た。また、開発したチップを血行力学刺激負荷培

研究の目的と方法
我が国では、2 人に 1 人ががんになる時代が到

養系に組込むことで、せん断応力、圧力、酸素濃

来した。他の先進諸国と比較して、我が国のみで

度を制御した状態でがん・血管細胞の共存培養を

がんの死亡数が増加し続けており、深刻な問題と

実現した。生体内におけるがん・血管微小環境を

なっている。特に女性においては、乳がんの罹患

より忠実に再現することが可能となった。

率が最も高く、50 年前の 4 倍に増大している(12

予想される結果と意義

人に１人の割合)。乳がんの治療は、乳房温存術と

本研究では、がん病態を再現するがん・血管微

乳房切除術の 2 つに大別される。どちらの治療法

小環境模擬チップを用いて、がん細胞と血管細胞

を選んだとしても、他組織への転移のリスクや乳

の競合・共生現象をメカノバイオロジー的解析に

房変形・欠損による術後の Quality of Life (QOL)

より詳細に解明する。本研究で予想される結果と

の低下が原因となり、肉体的かつ精神的に大きな

意義を以下にまとめる。

負担を強いられる現状にある。そのため、転移の

(1) がん微小環境の忠実な再現が可能となり、未

リスク増加と QOL 低下の改善が可能な新規治療

解明のがん細胞と血管細胞の競合・共生現象

法の開発が切望されている。

が明らかになる。病態解明と新規治療法開発
への貢献が期待される。

近年、力学刺激を応用した創傷治癒促進(小川ら,

創傷 2014)などの新たな治療法(メカノセラピー)

(2) 力 学 刺 激 に 対す る が ん 細 胞 と 血 管 細胞 の 応

が注目されている。圧力刺激による血管内皮細胞

答を、従来の個々の細胞レベルではなく、細

の増殖促進(Yoshino et al., Cell Mol Bioeng 2015)や

胞群レベルで解明することが可能となり、力

乳がん細胞の増殖抑制(Montel et al., Phys Rev Lett

学 刺 激 を 応 用し た 革 新 的 な が ん 治 療技 術 の

2011)、乳がん細胞の正常細胞へのリプログラミン

基礎となる知見が得られる。

グ(Berkeley News 12th Dec. 2012, UC Berkeley プレ

(3) がん・血管微小環境模擬チップを用いた力学

スリリース)が報告されており、がん・血管微小環

刺激制御実験により、がん進展の抑制に最適

境を力学刺激により制御し、がん進展を抑制でき

な条件のスクリーニングが可能となり、動物

る可能性が示唆されている。

実 験 や 臨 床 治験 に 必 要 な 情 報 を 効 率的 に 得

本研究では、第１ステージで開発したがん病態

られる。臨床治験への早期移行が実現される。

の再現と血行力学刺激を制御可能ながん・血管微
小環境模擬チップを用いて、(1)がん細胞と血管細
胞の競合・共生メカニズムを解明する。また、(2)
圧力刺激制御によるがんと血管の競合・共生メカ
ニズムの時空間変容を解明し、その結果に基づく
新規がん治療法(圧力メカノセラピー)の確立を目
指す。
第１ステージの成果
第１ステージでは、疾患の発症・進展と血管形
態・血行動態に関する細胞群レベルの変化をリア
ルタイム計測できるマイクロチップ「血管微小環
境模擬チップ(図 1)」を開発した。開発したチップ
を用いて、がん細胞と血管細胞とを共存培養する
ことで、がん・血管微小環境の構築が可能となっ

図1
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開発したがん・血管微小環境模擬チップ

伝熱工学技術を応用した体内埋込型小児用肺循環補助装置の
ハイブリッド型高度熱管理システムの開発
◎山田 昭博1
平郡 諭3
1)

岡島 淳之介2
井上 雄介1

下谷 秀和3
平 恭紀1

加齢医学研究所 心臓病電子医学分野
流体科学研究所 伝熱制御研究分野
3) 理学研究科 物理専攻

2)

I.

環境下で、0.9%生理食塩水、または、粘度を調整

はじめに

現在我々は、超微細人工筋肉アクチュエータ技
術を応用することで、先天性心疾患治療での
Fontan 循環の血行動態改善を目的として心外導管
外部からサポートする新しい超小型小児用肺循環
補助デバイスの開発を進めている。体内埋め込み
時の課題として、アクチュエータ駆動によるデバ
イスの発熱が問題となっている。デバイスの安定
した運用のために熱応答の解明と排熱機構の開発
が不可欠である。そこで、第 1 ステージでは、流
体科学研究所の伝熱工学の専門家らと共同研究を
実施した。生体内でのデバイスの伝熱特性の解明
と、生体安全性の高い体内埋込型冷却システム開
発のための基礎検討を行った。
昨年度にて、体内デバイスの発熱部位を特定し、
冷却システムの冷媒を選定した。これを踏まえ本
研究では、ヒートパイプの基礎技術を応用したア
クチュエータでの発熱を大血管へと排熱する全く

したグリセリン水溶液を用いて試験を行う。
2．病態モデル動物実験による評価
モデル循環試験でデバイスの有効性を確認後、
東北大学動物実験倫理委員会の審査承認ののち、
健常成山羊を用いた急性動物実験による生体内で
の性能評価試験を実施予定であり、生体適合性向
上を目的として、理学研究科物理専攻にて、パリ
レンをデバイスに蒸着させる。デバイス周囲に肺
や心臓など、伝熱特性が大きく異なる組織が存在
しており、胸腔内での冷却性能について影響を調
べる。動物実験では、周囲温度変化、血行動態へ
の影響を調べるほか、動物犠死後に周辺組織への
影響を調べるため組織切片を作成し、病理検査を
行う予定である。
III. 期待される成果
発熱源でもある形状記憶合金をアクチュエータ

新しい冷却システムの具現化に挑戦する。共同研

とした体内埋め込み型デバイスの安全性向上のた

究実施体制として、加齢研にてデバイス基礎設

めには、熱力学および熱流体解析技術が不可欠で

計・非臨床評価、流体研にて伝熱解析・熱設計、

あるが、体内埋め込み時にデバイス駆動時におけ

理学研究科物理専攻にてデバイス設計・熱測定に

る詳細な伝熱特性は未解明である。そこで共同研

より、生体を冷却機構の一部とみなす複合型高度

究を実施することで伝熱工学技術の応用により、
デバイス駆動時の熱力学的応答が解明できると考

熱管理機構の具現化を目指す。

えられる。これにより体内埋め込みデバイスの冷
II.

研究方法

却システムの開発に応用でき、高い安全性と信頼

1．排熱機構の基礎設計・実機試験評価

性を有する新しい人工臓器の実現が期待される。

試作した冷却機構は、伝熱効率の基礎特性を明
らかとするため、生体環境を模擬したモデル循環
試験装置にて、温度特性評価試験を行う。生体モ
デル循環試験系は、先天性心疾患の特徴を再現し
た静脈-肺動脈から大動脈-体循環へ流れる血液循
環をモデル化し、病態モデル循環試験装置として
構築する。デバイスは、静脈-肺動脈接続部に配置
し、冷却システムの排熱部を大動脈に相当する部
位に配置し熱輸送について検討する。モデル循環
装置の作動流体には、内部流体温度を 37˚C の一定
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研究所若手アンサンブル研究会の様子

医療機器開発支援センターの見学

医療機器開発支援センターの見学

医療機器開発支援センターの見学

グラント採択課題の概要説明

研究発表会終了後

再生可能エネルギー研究所の見学

特別講演（産総研 古谷センター長）

特別講演（工学研究科 高橋准教授）
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第３回東北大学若手研究者アンサンブル研究会に関するアンケート集計結果
回答総数：28
（１）研究会に参加した感想（複数回答可）（回答数：28）
□ 楽しかった

23

82.1%

□ 普段聞けない分野の話が聞けてよかった

27

96.4%

□ 異分野への理解が進んだ

15

53.6%

□ 共同研究の話が始まりそう

3

10.7%

□ 共同研究がさらに進みそう

3

10.7%

□ 友達ができた

9

32.1%

□ 準備が大変だった

1

3.6%

□ 参加しなければよかった

0

0

□ その他：

1

3.6%

（・自分の在籍する東北大の他分野の研究者の研究内容が知れてよかった。）
（２）特別講演について（複数回答可）（回答数：28）
□ 参考になった

16

57.1%

□ 普段聞けない分野の話が聞けてよかった

15

53.6%

□ 難しかった

10

35.7%

□ その他：

0

0

（３－１）医療機器開発支援センターの見学会について（複数回答可）（回答数：27）
□ 楽しかった

16

59.3%

□ 勉強になった

19

70.4%

□ 時間が足りなかった

0

0

□ もっと詳細に見学したかった

6

22.2%

□ 期待したほどではなかった

0

0

□ つまらなかった

0

0

□ その他：

1

・福島という土地において、このような研究施設ができて、使われているということが、
とても頼もしいと思った。*1）
（３－２）福島再生可能エネルギー研究所の見学会について（複数回答可）（回答数：28）
□ 楽しかった

15

53.6%

□ 勉強になった

24

85.7%

□ 時間が足りなかった

1

3.6%

□ もっと詳細に見学したかった

4

14.3%
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□ 期待したほどではなかった

1

3.6%

□ つまらなかった

0

0

□ その他：

2

・企業や国の研究（アカデミックではない）の動向や性質を知るよい機会だった。
・質問３－１の*1 と同じ
（４）会場（宿泊施設）の感想（複数回答可）（回答数：28）
□ よかった

24

85.7%

□ 普通

3

10.7%

□ よくなかった

0

0

□ その他

1

・期待以上の宿泊施設でリラックスできた。
（５）アンサンブルグラント採択グループの参加者： （回答数：14）
□ 2nd ステージへ応募したい

8

57.1%

□ 新たな課題で 1st ステージへ応募したい

2

14.3%

□ 本グラントへの再応募は未定

4

28.6%

□ 本グラントへはもう応募しない

0

0

（６）一般参加者：アンサンブルグラントについて （回答数：14）
□ 1st ステージへ応募したい

5

35.7%

□ 応募は未定

8

57.1%

□ 応募しない

1

7.1%

→ その理由：
・1 人で研究するよりも他の人と共同で研究した方がおもしろい研究ができるから（「応
募したい」）
（７）その他の感想（自由記述）（回答数：14）
・一般参加の方の自己紹介はもっと簡単でもよかったと思いました。
・見学はどちらか一方でよかったと思います。

・Please send emails and make the questionnaire in English. 😊😊😊😊

・見学の時間は 1/2 ほどでよいので、参加者間の交流の時間（夕食ふくむ）にゆとりを
持ってほしい。

・異分野すぎて共同研究を考案することが難しいと感じた。
・楽しく参加させてもらいましたが、ちょっとあわただしかったかなと思いました。
・学生か否か、所属分野、研究所が名札を遠目でみて分かるように色分けしていただけ
るとよかった。
・5 日の研究紹介の時間が少し夜遅かったので、交流の時間がとりづらかった。眠くなっ
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てしまった。また、交流を目的とするなら、1 人 1 人の研究紹介のあとに短くても質問
できる時間をとった方がいいと思った。あとは、4〜5 人のグループに分かれて何かを
体験したり、作ったり、ディスカッションするようなワークショップがあった方が、他
分野の人ともお話しする機会をもてると思う。でも、文系の私でも今回は参加して良か
った。発表している人の様子からその人の性格などを想像するのが楽しかった。
・合宿形式は止めて欲しい。
・普段触れる機会のない、幅広い異分野の先生方の話を聞くことができ、大変刺激にな
りました。共同研究にまで進まなかったとしても学術界内で視野を広げておくために、
このような交流の機会は大変有難く思いました。ご計画・運営の先生方には誠にお疲れ
様でした。ご尽力に感謝申し上げます。
・学生の身分でありながら、参加させて頂き、ありがとうございました。とても良い経
験をさせて頂きました。
・幹事の先生方の御苦労がとても大変そうで有難かった。幹事枠のグラントを設けて、
幹事の先生方のコラボにも助成して頂きたい。
・関係者の方、おつかれ様でした。ありがとうございました。
・普段聞けないような話を聞くことができ、大変勉強になりました。
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７．本年度の活動総括
本年度の研究所若手アンサンブルプロジェクトの活動の企画・運営においては、研究所長会議、
およびその代表を務められました東北アジア研究センター センター長の高倉浩樹教授、東北アジ
ア研究センター事務室の方々に多大なるご支援をいただきました。また、各イベント、およびグ
ラント公募の実施において、各研究所・センターの世話教員をはじめとする教職員の皆様には、
ご多忙な中、様々なご協力をいただきました。プロジェクトワーキンググループの一同より感謝
申し上げます。本年度ご指導いただいた各研究所・センターの世話教員は、次の方々です。
金属材料研究所 藤原 航三 教授、宇田 聡 教授
加齢医学研究所 田中 耕三 教授
流体科学研究所 小林 秀昭 教授
電気通信研究所 石山 和志 教授
多元物質科学研究所 笠井

均 教授

災害科学国際研究所 寺田 賢二郎 教授
東北アジア研究センター 石井 敦 准教授、辻森 樹 教授
学際科学フロンティア研究所 才田 淳治 教授、津田 健治 教授
材料科学高等研究所 谷垣 勝己 教授
活動の結果は、以上に報告した通りですが、研究イベント参加者数とグラント応募件数をまと
めて再掲しますと、次の通りとなります。
シンポジウム
参加者数

88

研究所若手アンサンブルワークショップ
参加者数

106

発表件数（10 件の研究所紹介、12 件のグラント成果報告を含む）

94

研究所ツアー参加者数

30

交流会参加者数

35

研究所若手アンサンブルグラント第 1 ステージ
応募件数

23

採択件数

12

研究所若手アンサンブルグラント第 2 ステージ
応募件数

5

採択件数

2

研究所若手アンサンブル研究会
参加者数

42
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シンポジウムおよびワークショップでは、多くの参加者数と発表により、盛会となりました。
先述の通り、本年度からグラントの対象を全学に拡大したことに伴い、ワークショップの参加対
象も学内としました。プロジェクトの取り組みについて学内への周知がまだ行き届いていないこ
とが課題ではありますが、参加者へは活動の意義が浸透していることが伺われ、徐々にではあり
ますが、プロジェクトが着実に進展していると考えております。ワークショップでは、新青葉山
キャンパスの災害科学国際研究所を開催地に選び、またラボツアーでサイクロトロン RI センター
と災害研、そして同キャンパスに移転した農学研究科への訪問を企画しました。対応いただいた
方々に深く感謝申し上げます。
アンサンブルグラントでは、共同研究者の所属部局の対象を拡大するにあたり、採択予定件数
を増枠して企画を進めました。ほぼ想定した程度の応募件数が集まり、質もこれまでに劣らず優
れたものが多く、採否が際どい審査結果となりました。
本プロジェクトは、部局間連携および共同研究を促進して、学内の研究者の研究業績向上や外
部研究費の獲得に資する目的で進められておりますが、これまで 3 年の取り組みを踏まえて、さ
らに効果的な研究交流や共同研究の機会提供を検討していく所存です。来年度は、附置研究所・
センター連携体の主管が災害科学国際研究所となります。研究所長会議代表となる同所長をはじ
めとして、事務部にはご負担をおかけすることになると思いますが、どうぞよろしくお願い申し
上げます。
東北大学にて研究活動を行う教職員・学生はもとより、活動にご関心をお持ちいただけます学
内外の皆様には、引き続き、東北大学附置研究所若手アンサンブルプロジェクトへのご理解、ご
協力をお願い申し上げまして、本報告書の結びといたします。
平成３０年３月
平成２９年度東北大学附置研究所若手アンサンブルプロジェクト
ワーキンググループ
リーダー

鈴木 一行（学際科学フロンティア研究所特任准教授 URA）
伊藤 桂介（金属材料研究所 助教）
山田 昭博（加齢医学研究所 助教）
早川 晃弘（流体科学研究所 助教）

サブリーダー 横田 信英（電気通信研究所 助教）
サブリーダー 笘居 高明（多元物質科学研究所 准教授）
天野 真志（災害科学国際研究所 助教）平成 29 年 6 月まで
今野 明咲香（災害科学国際研究所 助教）平成 29 年 7 月より
内藤 寛子（東北アジア研究センター 助教）
齊藤 国靖（材料科学高等研究所 助教）
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