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スーパー連携大学院共同研究テーマ 
 
 スーパー連携大学院プログラム受講生（以下、受講生）は博士後期課程において、産業

界などとの共同研究に参画します。学位研究にふさわしい研究成果を上げると共に、プロ

ジェクトメンバーとしての研究の進め方、目標達成のための粘り強さ、責任感などの醸成

を目的としています。 
 本資料では、受講生がどのような共同研究に参加できるのかを、タイプ分けして説明い

たします。 
 
タイプ A：大規模プロジェクト（ドリームテーマ）   ………… p.1 
タイプ B：共同研究実施中のテーマ     ………… p.4 
タイプ C：企業提案による共同研究テーマ    ………… p.7 
タイプ D：受講生提案による共同研究テーマ   ………… p.7 
 
●タイプ A：大規模プロジェクト（ドリームテーマ） 

 スーパー連携大学院が立ち上げ等にかかわっている大規模プロジェクトです。大規模プ

ロジェクトでは、大目標達成のために必要な要素技術の抽出・分類を行っており、それぞ

れの要素技術について検討する研究会を組織しています。 
 受講生は、自らの研究テーマを研究会へ持ち込んだり、新たな研究会を立ち上げたりす

ることでプロジェクトに参加することができます。 
 
国際海洋都市研究会 
 国際海洋都市研究会は、清水建設株式会社の大規模プロジェクトである「グリーンフロ

ート構想」「オーシャンスパイラル構想」の実現に向けた研究組織の立ち上げを目標として、

グリーンフロート構想研究会の活動を引き継ぐ形で 2015 年 12 月に発足し、2017 年 3 月に

終了した研究会です。 
清水建設（株）・グリーンフロート特設ページ 
清水建設（株）・オーシャンスパイラル特設ページ 
 
＜グリーンフロートについて＞ 
 グリーンフロートは、赤道直下の太平

洋上に全く新しい発想の環境共生型の

人工浮体都市を建設する未来都市構想

です。人々が豊かで穏やかな生活を営む

「植物質な都市」を創出するというコン

セプトで、これを広く世の中に投げかけ

2017.3.30 

http://www.shimz.co.jp/theme/dream/greenfloat.html
http://www.shimz.co.jp/theme/dream/oceanspiral.html
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ていくことで、都市レベルでの地球環境対策の新たな進歩を促します。 
 太平洋上に浮かべる構想は、「地球上の広大で未利用な海域をいかに環境にやさしく活用

できるか」というテーマへの挑戦です。赤道直下は、最も太陽の恵みが多く、最も台風の

影響の少ない場所です。現在十分に活用されていない地域を、その特性を最大活用するこ

とで、地球規模の環境問題の解決を目指します。 
 この構想の実現に向けて、提案者である清水建設（株）と、野村證券（株）、スーパー連

携大学院コンソーシアムが協定を結び、「グリーンフロート構想研究会」を設置して全国的

に展開されています。 
 
＜オーシャンスパイラルについて＞ 
 オーシャンスパイラルは、宇宙船のように深海に浮かぶ直径 500m の球体型で陸上より

も快適で安全な都市「BLUE GARDEN」、海中に位置して深海だからこそ求められる電気・

食糧・交通等の機能を集約した「INFRA SPIRAL」、海底に建設され資源や二酸化炭素に関

する将来の深海先端産業が活躍する場である「EARTH FACTORY」からなる深海未来都市

構想です。  
 地球表面の約 70％は海であり、その約 80％は深海です。深海は、地球生命圏を正しく循

環させる大きなポテンシャルを持っています。しかし、私たちはそのポテンシャルをまだ

活かしきっていません。大気・海面・深海・海底を、垂直に統合することにより、深海の

無限の可能性を活かせると考えました。地球最後のフロンティアである深海との新しい繋

がりを、今こそ持つべきです。 
 深海の本格的な利用により、かつての陸上型の効率至上主義開発とは一線を画し、地球

における「人類社会の持続性」の飛躍的向上をめざします。 
 
・国際海洋都市の要素技術に関する研究会 
 国際海洋都市研究会では、グリーンフロート実現に必要な要素技術に関する研究会（リ

サーチプロジェクト）を多数企画し、検討会、発表会等を実施しています。スーパー連携

大学院の受講生は、自分の研究テーマが一致するリサーチプロジェクトに参加することが

できます。 
表 1 国際海洋都市研究会リサーチプロジェクト一覧（敬称略） 

リサーチ 

プロジェクト名 
検討項目 委員長 参加者 

CO2固定を考慮した 

海洋研究 

・海洋環境影響評価および修復、 

・海洋 CO2隔離、 

・海洋肥沃化、 

・サンゴ礁生態系、 

・藻場/干潟生態系、 

・浮遊藻類生態系、 

・水産増養殖技術、 

・海洋バイオマス利用技術 

（独）産業総合研究所 

 海洋環境評価研究グループ 

  グループ長 鈴村昌弘 

富山大学大学院  

 理工学研究部 

  教授 張勁 

         他  
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赤道直下のグリーン 

フロートにおける 

砂耕稲作研究 

・GFの食糧自給計画 

・熱帯海洋気候・環境条件でのイネの 

 生長反応 

・GFでのイネ砂耕栽培技術 

・GFでのイネ生産と生物多様性の 

 短期・長期的視点からの相互関係 

・省資源・省力的イネ生産技術 

秋田県立大学大学院 

 生物資源科学研究科 

  教授 森田弘彦 

秋田県立大学 

 生物資源科学部 

  准教授 永澤信洋 

         他 

マグネシウムの構造

材的・エネルギー的

利用技術 

・海水中のマグネシウムの生成 

・マグネシウム発電⇒水素発生の 

 エネルギー循環 

・Mg素材の開発…構造材、建材など 

  

自然利用発電の新技

術開発 

・モーターの新技術を利用した風力 

 発電機の開発 

・人工島における小水力発電 

・新太陽光発電（含む：色素増感発電） 

  

海洋深層水を利用し

た養殖技術 

・昆布の養殖 

・人工島上における、海産物の養殖 

・回遊都市海中における魚の養殖 

  

 
・リサーチプロジェクト候補テーマリスト 
 これからリサーチプロジェクト化したいテーマとして、表 2 のものがあります。また、

ここにない分野のテーマでも、国際海洋都市実現に関連性があると考えられるものは、リ

サーチプロジェクト化を推進します。 
 
表 2 国際海洋都市研究会リサーチプロジェクト候補テーマリスト 

 グリーンフロートの提案 技術開発テーマ例 

A. 都市・建築 

A-1 都市計画 立体コンパクトシティ 立体コンパクト都市計画手法 

A-2 
浮体構造＆空中都

市 

1000mの逆円錐型タワー 

海洋回遊都市 

浮体ハニカム接合工法+トリプルチューブ構造 

浮体構造の位置制御技術（DPS等） 

A-3 マテリアル 海水マグネシウムの利用 海水マグネシウムの精錬・合金化・酸化防止・鋼材化 

A-4 交通インフラ 
立体都市に適した新交通手段 

グリーンな島間交通・大陸間交通 

大規模垂直搬送システム、立体都市新交通システム 

1人乗り移動手段 

A-5 
安全・耐久・検査・

居住性 

火災・強風・波浪・地震・雷対策 

人工都市の安全性・耐久性・監視 

電磁環境整備 

各部防食性対策、老朽化対策、検査ロボットシステム 

浮体都市の揺れ・振動対策システム、無線通信を利用し

たセンサー網技術、防災用・災害時用ネットワーク 

A-6 情報インフラ 海洋回遊都市での安定した通信 
回遊都市間での情報通信システム、回遊都市と各大陸間

での情報通信システム、各システムの通信安全技術 

B. 地球環境 

B-1 
クリーンエネルギ

ー・CO2削減 

CO2マイナス（吸収量が排出量を上回

る） 

宇宙太陽光発電、海洋温度差発電、CO2海洋隔離技術 

ブルーカーボン、風力・波浪等多種の発電技術 

B-2 
省エネ・自然活用・

リサイクル 

一年中適温の空中都市 

廃棄物完全リサイクル 

低消費電力社会 

空中都市風環境制御、電力負荷平準化、廃棄資源・元素

の循環、都市ゴミのバイオエタノール化技術、海洋都市

のエネルギーハーベスティング技術 

B-3 食糧 食糧の自給率 100％ 新植物工場、砂耕稲作、蓄養海洋牧場、 

B-4 水 水の自給率 100％ 雨水多段階利用システム、大規模海水淡水化技術 

B-5 
生物多様性・ 

アセスメント 
海の森・陸の森 

サンゴ礁・マングローブ育成技術、生態系モニタリング

技術、周辺海洋に対する影響度アセスメント 
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C. 社会・経済 

C-1 資金調達法 世界から広く薄く集める環境投資 カーボンオフセットを利用した資金調達、ファンド組成 

C-2 生活・社会システム 
1モジュール 10万人の人口想定 

新環境時代の新しい豊かさ 

産業別・年齢別の人口想定、土地利用計画、持続可能な

コミュニティー形成 

C-3 経済・産業システム 海洋都市に魅力を感じる産業 基幹産業、輸出品目、観光的魅力づくり 

C-4 国際共有システム 公海上の回遊都市の管理 世界共有環境資産の運営管理手法 

 
森林 100 年計画 
 日本の林業は、海外の安

い材料に押され、また需要

が減少していることから、

衰退の一途をたどっていま

す。しかし、この豊富な資

源を活用することは、日本

の将来にとって大変重要な

ことです。また、山林を活

性化することは、CO2の低減

や治山治水にも役立つなど、

地球環境問題への対応にも

繋がります。本研究では、

新たな森林需要創出技術を

開発し、100年、200 年に亘って森林を活性化していく壮大な構想を描いています。 

具体的には、 

① 森林を活性化するために行われる間伐から出てくる間伐材を有効利用し、バイオエタ

ノールや生分解性プラスチックなどの材料を開発するバイオリファイナリー、 

② 建築材としての木材の需要を拡大するために、杉や竹材を中心とした新たな建材や木

造建築技術の開発 

に関する研究を行います。 

 

・必要な技術分野と課題 

 バイオリファイナリーに関しては、構成要素であ

るセルロース・ヘミセルロースからリグニンを分離

するための原料微粉末化技術、バイオエタノールや

バイオプラスチックなどの材料を作るためのプロセ

ス技術、間伐材を収集するための集材技術、山林に

関する地図情報を活用した集材の最適化研究、集材

から材料開発までトータルで考える林業産業化のた

めのビジネスモデル研究、などがあります。 

バイオリファイナリー 
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 一方、建築技術に関しては、未利用原料からの建材化技術、木材利用比率を上げるため

の木造建築技術、などがあります。 

 
 「森林 100 年計画」については、秋田県立大学を中心に複数の研究室で研究が行われて

います。各研究の内容については、下記ホームページや次項「タイプ B：共同研究実施中の

テーマ」をご覧ください。 
 秋田県立大学バイオファイナリー研究グループ 
 
 「森林 100 年計画」プロジェクト参加研究 
 タイプ A の「森林 100 年計画」プロジェクトの中で、既に各参加大学で実施されている

研究の一覧です。 
表 3 「森林 100年計画」研究リスト                     （敬称略） 

題   目 実施大学 担当教員 共同研究機関・研究者 

○バイオファイナリー 

・乾式微粉砕機（タンデムリングミル）の開発 

・高性能化、省エネルギー化、低コスト化 
秋田県立大学 

森 英明 

高橋武彦 
 

・乾式微粉砕機を用いたバイオリファイナリーシステム 

 の構築 

・バイオエタノール、バイオプラスチック、その他 

秋田県立大学 
森 英明 

伊藤一志 

・秋田県産業技術 

 センター 

・秋田県総合食品 

 研究センター 

・秋田高専 

・原料収集の最適化と森林保全のための社会システム 

 づくり 

・林業の産業化を目指すビジネスモデルづくり 

秋田県立大学 
谷内宏行 

稲川敬介 
・由利本荘市 

・セルロースのセロオリゴ糖への糖化に関する研究 

・セロオリゴ糖の直接発酵によるバイオエタノールの 

 合成に関する研究 

北見工業大学 吉田 孝   

・木質バイオマス資源からの有機・無機親材料開発と 

 その利活用 

・微粉末の化学的特性評価 

大分大学 氏家誠司   

○建築技術 

・木質系材料の利活用技術（新しい木造建築への挑戦、 

  竹利用技術の構築、木材の性能向上技術） 

秋田県立大学 

飯島泰男 

中村 昇 

板垣直行 

 

大分大学 井上正文  

 
●タイプ B：共同研究実施中のテーマ 
 スーパー連携大学院の参加大学では、既に数多くの共同研究が実施されています。受講

生は、指導教員が実施中の共同研究に参画し、それをさらに発展させるテーマを設定しま

す。 
 
 医療分野を革新する生物発光標識材料と機器システムの創製 

http://www.akita-pu.ac.jp/system/mise/bio_intelligence/biorefinery/index.htm
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 担当受講生：電気通信大学大学院情報理工学研究科 牧研究室 木山正啓 
 がんの克服や、再生医療の実用化をするには、がん細胞や薬剤等が体の中のどの位置に

あるのかを特定する技術が必要不可欠です。そのための技術が、ターゲットとなる物質を

発光させ、体の外部からその光を検出する「インビボイメージング」ですが、現在の技術

では脳や肝臓、すい臓などの血流の多い場所や体の奥深くの物質の検出は困難です。 
 電気通信大学の牧研究室で開発した発光物質

「アカルミネ®」（黒金化成株式会社の技術力によ

り，和光純薬工業株式会社から販売中）は、生体

内を透過しやすい近赤外線領域の発光をするこ

とで、脳や体の奥の器官にある物質も検出するこ

とができます。本研究では、このアカルミネをよ

り実用的に改良するとともに、機器や酵素といっ

た使用ツール・機器システムを充実させ、30,50
年後の医療技術の開発加速を目指します。 
 
 

その他、各大学シーズ 
 上記の研究テーマのほか、各参加大学における研究室では様々な分野の共同研究テーマ

が用意されています。具体的な共同研究テーマ名は個別研究契約などを考慮して本一覧に

は記載しませんが、下記に示す研究分野を参考に興味ある分野がありましたら、指導教員

もしくは、スーパー連携大学院コンソーシアム事務局に問い合わせください。別途共同研

究テーマ内容を調べることができます。 
 
室蘭工業大学では、建築環境工学専攻で都市環境計画、構造・地殻、生産情報システム工

学専攻で計測制御、機械加工・接合、航空宇宙システム専攻で空気力学、宇宙構造物、超

音速機、推進・エネルギー工学、物質工学専攻で物質情報・反応設計・化学工学など、創

成機能工学専攻で生物・光・材料の先端的科学技術に関する研究テーマを扱っています。 
北見工業大学では、機械システム専攻で生体工学、福祉ロボット、加工や接合工学、電気

電子専攻で自然エネルギーを含めた電力・エネルギーシステム、土木開発専攻で交通・道

路あるいは雪氷寒冷地関連、情報システム工学専攻で医療・生体情報や知識獲得・教育シ

ステム、化学システム専攻で環境生科学などに関する研究テーマを扱っています。 
電気通信大学では、総合情報学、情報・通信工学、知能機械工学、先進理工学の４専攻で

主に情報セキュリティ、光・無線通信・ネットワーク、電磁・生体計測・制御、ロボット

工学、フォトニック材料等を、情報メディアシステム学、社会知能情報学、情報ネットワ

ークシステム学、情報システム基礎学の 4 専攻で主に数理計画・社会情報システム等に関

する研究テーマを扱っています。 

右が「アカルミネ」 
同様に様々な色の発光物質を作成（左の 2 つ） 
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富山大学では、修士課程の理学領域の数学、物理、化学、生物、地球、生物圏環境の６専

攻で主に触媒、光化学、生体構造・制御等を、工学領域の電気電子、知能情報、機械知能、

物質生命の 4 専攻で主に電力、通信制御、電子デバイス、情報通信網、マルチメディア、

エネルギー環境、機械制御、生命工学、ナノ材料等の研究テーマを、更に博士課程には数

理・ヒューマンシステム科学、ナノ新機能物質科学、新エネルギー科学、地球生命環境科

学、及び認知・情動脳科学、生体情報システム科学、先端ナノ・バイオ科学の７専攻があ

り、各分野における科学・技術の高度化に対応した独創的な研究テーマを扱っています。 
大分大学では、工学研究科の物質生産工学専攻で主に物質の機能の解明、生産技術の開発

及び物質に付加された各種の情報の生産と処理技術、環境工学専攻で主に人類の諸活動が

環境に与えるインパクトを解明するために、エネルギーと環境の関連、快適な環境計画・

設計、及び情報システムに関する研究テーマを扱っています。 
秋田県立大学では、機械知能、電子情報、建築環境、経営の４専攻を包括した博士後期課

程の総合システム学専攻で、機構・デバイス系、情報･知能系、社会・環境系の研究テーマ

を、生物機能科学専攻で生物機能とその応用機能及び木材機能、遺伝資源科学専攻で資源

利用、植物生産、環境資源及び木材資源に関する研究テーマを扱っています。 
 
●タイプ C：企業提案による共同研究テーマ 

 スーパー連携大学院コンソーシアムでは、会員企業が解決を求める技術課題に対し、各

参加大学のシーズや教員の紹介を行っています。その中で生まれた共同研究に、受講生が

参画することができます。 
 企業からの技術相談内容は公開できないものが多いため、本項では公開可能なもののみ

ご紹介します。 
 
三愛電子工業株式会社からの提案テーマ 
 担当研究室：電気通信大学大学院情報理工学研究科 沼尾研究室 
 三愛電子工業（株）からの技術課題について、参加大学の研究室とのマッチングに成功

し、学生を交えた共同研究について計画中です。 
 また三愛電子工業（株）では、スーパー連携大学院プログラムで共同研究に従事するこ

とを前提に採用を行う制度の導入を検討しています。採用された受講生は、三愛電子工業

（株）の社員として、大学の研究室で共同研究を行うことになります。 
 
 
 
 
 
 

三愛電子工業株式会社 

本  社：東京都品川区東品川４丁目１番１６号 

創  設：昭和４２年６月２０日 

代 表 者：代表取締役社長 寺井一郎 

事業内容：無線通信システム、ネットワークシステム、音響システム、映像システム 

     研究・開発・設計、施工・設置・調整/保守サービス 

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.san-ai.co.jp/densi/index.html 

    

 

   

http://www.san-ai.co.jp/densi/index.html
http://www.san-ai.co.jp/densi/index.html
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●タイプ D：受講生提案による共同研究テーマ 

 受講生が自ら提案する研究テーマについて、企業等とのマッチングを行い、共同研究と

して実施します。 
 
交通事故のリスク軽減システムにおける共助の導入と有効性の検証 
 担当受講生 ：電気通信大学大学院情報システム学研究科 田中研究室 栗橋翠 
 共同研究機関：一般財団法人日本自動車研究所 
 自動車交通事故のリスクを軽減するシステムは、これまで研究および実用化されている

ほぼ全てが、自分の車体を取り巻く状況を検知して「自分に及ぶリスク」を軽減するため

のシステムといえます。しかし、自分の車体に搭載するセンサー等からは検出しづらい他

車両・建造物による死角が要因となる事故（右直事故、出会い頭事故、合流事故、玉突き

事故など）への対応は非常に難しいのが現状です。 
 このような、事故当事者から原因が見えにくい事故を防ぐには、事故とは無関係な他車

両等からの情報提供が必要で

す。これは情報発信側から見

れば「自分とは無関係のリス

ク」を軽減するためのシステ

ムとなり、防災分野における

「共助」に似た性質を持つ、

他者を助けるためのリスク軽

減システムです。 
 本研究では、この新たな設

計思想に基づくリスク軽減システムの有効性を検証し、インフラ整備等を必要とすること

なく実現可能であることを証明します。 
 
※本研究は栗橋氏修了後、就職先企業と田中研究室の共同研究として継続しています。 
 
急激なアクセス傾向の変化に追従するキャッシュサーバの研究 
   担当受講生 ：電気通信大学大学院情報システム学研究科 吉永研究室 中島拓真 
   共同研究機関：TIS 株式会社 
 YouTube や Hulu などの動画配信サービスが急激に普及し、インターネット通信を圧迫

しています。通信量の増大は再生遅延や画質の低下を招くため、ユーザ近くに動画のコピ

ーを保存するキャッシュサーバが設置されています。しかし、既存のキャッシュの仕組み

は効率が悪く、Twitter や Facebook などの SNS で急に注目を集めた動画に対応すること

ができません。 
 そこで、電気通信大学の吉永研究室では (1) 長期的にアクセスされる動画をキャッシュ

（左）既存のリスク軽減システムの支援範囲（青い車が、自身を守る） 
（右）新しいリスク軽減システムの支援範囲（青い車が、周囲を守る） 
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する仕組みと (2)急激にアクセス数を伸ばす動画をキャッシュする仕組みを組み合わせた

ハイブリッド型のキャッシュサーバを開発し、アクセス傾向が急激に変化しても性能を維

持できることを確認しました。TIS 株式会社との共同研究では、開発したキャッシュ仕組み

を社内システムに応用し、クラウドサーバとの通信量を削減する取り組みを行っています。 
 

 


