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例えば金融市場の価格変動は、ミリ秒単位で沢山の売りや買い
の注文情報が集まっており、20年前と比較すると、現在は100
万倍もの量をリアルタイムに収集することが可能となった。この
ような詳細な観測が可能になり、どのように暴騰暴落が起きるのか、
それが、他の市場にどのような影響をおよぼすのか、分子を記述
するように科学的に定式化できるようになってきた。本ユニットでは、
金融市場のみならず、様々な分野のビッグデータを詳細に分析し、
数理モデルで記述することを行っていく予定である。これにより、今
まで異なる分野で個別に研究されてきたことを統合的に理解す
ることが可能となる。また、科学研究のためにビッグデータを収集し
て保存する「未来観測所」を併設し、多角的に人間社会・経済現象
を理解するための研究拠点となり、精緻な未来予測シミュレーショ
ンによって社会が抱える様々な問題解決へと導きたいと考えている。

今世紀に入って劇的に加速した高度情報化により、人間の行動
履歴が従来よりも桁違いに詳細かつ網羅的に記録されている
ビッグデータが社会に蓄積されている。本研究ユニットでは、民間
や政府等が保有するビッグデータを融合的に活用し、人間社会の
現象を科学の視点から解明する。データから得られた知見を、数学
や物理学を応用して、社会の状態変化を方程式で表すことを
試みる。この研究の発展により、経済や社会のシステムがどの
ように変化するのか、大気の流れの方程式から天気予報が出来る
ように、未来予測が可能となることが期待される。

世界をリードするビッグデータ数理科学で社会の付加価値を創出する!!
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お問合わせ
東京工業大学
ビッグデータ数理科学
研究ユニット

〒226-8502 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259  G3-1018
 Tel : 045-924-5640    Email : takayasu@c.titech.ac.jp　
Web：http://www.adam.iir.titech.ac.jp

なぜこの研究ユニットを作られたのですか？
実際の社会現象は、沢山の階層の現象が絡み合い、大変複雑です。しかし、その１つ１つの関係性を丁寧に定量的に観測し、一人一人
の人間活動とその集合体としての社会現象がどのように関係しているのかを数学・物理学・計算科学を融合して合理的に紐解いていけば、
必ず大きなブレークスルーが起こると考えています。ここで行われる研究は、どこをどのように変えれば、どのように社会がかわるのかを明確に
対応付けることができるモデルの開発で、応用が具体的に考えやすくなります。研究ユニットを作ることにより、経済物理学を専門とする私以外にも、
機械学習・システム科学・最適化・セキュリティなど、様々な分野のスペシャリストに参画していただき、東工大の「ビッグデータ」の看板と
なる研究組織となり、効率的に成果をあげられるようになります。既に、当研究ユニットで開発したシステムが社会で実装された例があります。
金融市場データリスク分析解析「PUCK-tools」は金融の現場で使われているアプリの中に入っており、日本企業間の取引額推定アルゴリ
ズムが、内閣府が提供する地域経済分布分析システム『RESAS』で利用されています。更に、世界で活躍するイギリス、スイス、イスラエル、
米国などの研究グループと共同研究をすすめ、この分野の研究の国際的ハブとなる研究拠点を形成します。

Q 

研究目標を達成する道筋を教えてください
プロセス

一年目より、入室管理手形認証システムや外界から遮断されたネットワークセキュリティシステムを導入した「未来観測所」の環境を強化し、
大規模データの収集・統合と解析、モデル構築を進めます。二年目には、産学官が連携したコンソーシアムを研究ユニット内に設立する予定
です。より広範なデータが集まることを期待します。予測したことに関しては実証を行い、よりよいモデルにするためのフィードバックを行い、
社会実装に耐えうるシミュレーション環境を構築できるものと期待しています。科学的な社会の未来予測を通して、危機回避策や産業振興
策を立案できるように貢献したいと考えています。

Q 

2016年 3月

科学的な社会の
未来予測を通して、
危機回避策や産業振興策を
立案できるように貢献

東工大 研究ユニット

企業などが保有する守秘性の高いデータを学術研究に使用できる
ような形に成形し、それらを利用する“産官学共同研究”を可能とする施
設「未来観測所」を構築します。異なる企業同士がそれぞれに持つ
貴重なビッグデータを融合した解析を行う場合、直接企業同士が
連携しようとするとデータの守秘性などの問題からデータ共有するこ
とに困難が伴う場合が多いのですが、中立公平な立場を保てる大
学がコンソーシアムの中核となることで企業もデータを提供しやす
くなるので、産業界からも期待されています。また、データを安全
に管理し、高度な数理的解析を行う環境を実現するために高度な
計算環境・最先端のセキュリティ管理を備えていることも強みのひ
とつです。今後、医療データや、携帯の位置情報データなど、
守秘性の高い様々なデータを積極的に受け入れることが可能とな
ります。未来観測所のデータは、時がたてば，日本の産業や文化
の歴史的アーカイブとしての価値も高くなります。

この研究ユニットの
強みを教えてください

Q 

買い注文と売り注文の間に仮想的なコロイド粒子が
あるとして、注文を水分子と見なすと、 市場価格の
変動がコロイド粒子の物理現象と同様になる。

引用 :Phys.Rev.Lett. 112, 098703(2014) ,Physical Review E 92, 042811 (2015)
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金融市場の注文情報の動きと水分子中の
コロイド粒子の運動のアナロジー
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デンドリマーは、立体的で樹木のように内側に空間があり、規則的な幾何学構造とポテンシャル勾配を持つ高分子構
造体である。金属のサブナノ粒子は、従来、ランダムに配置されると考えられていたが、このデンドリマーを用いること
により、その内側から外側へ向かって規則正しく段階的に配位される現象を我々が世界で初めて発見した。この原理を
生かして、同一または異種の元素を総数・配列・比率・順番などを自由度高く精密に制御する合成法をアトムハイブリッ
ド法と命名した。この方法により既存の物質とは全く異なる想像を超えた新物質を生み出し、その特性を解明し、原子
数や元素種との相関を整理する。これらの新物質群を系統化し、未来の新材料の設計に向けて次世代のマテリアル
ライブラリーの制作に繋げる。

研究目標

概 要
ナノ粒子と呼ばれる10-9メートルのオーダーの大きさを持つ粒子
は、極めて重要な素材として工業的に幅広く利用されている。
しかしながら、さらに小さいサイズのサブナノ粒子はその性質が
ほとんど解明されておらず合成方法も確立されていない。構成元
素の原子の数や配合比を精密にプログラムすることで、サブ
ナノ粒子を自在に構築できれば、従来とは全く異なる特性を持
つ物質となることが期待されている。特に異なる金属元素の
原子を集積・配合する方法はいまだ実現されておらず、周期
表の中には金属元素が90種類以上もあることを考えるとその組
み合わせは無限である。当研究ユニットでは、独自に開発した
樹状高分子（デンドリマー）を利用して金属元素を原子単位で
精密にハイブリッドする方法を用いて新たな物質を創り出し、
次世代の機能材料の礎となる新分野を切り拓く。

Profile
1985年　早稲田大学 理工学部 応用化学科 卒業
1989年　同 理工学部 助手
1990年　同 大学院理工学研究科 博士課程修了(工学)
1997年　慶應義塾大学 理工学部 助教授
2002年　同 理工学部 教授
2010年　東京工業大学 資源化学研究所 教授
2016年4月　同 科学技術創成研究院 教授

ユニット・リーダー

アトムハイブリッド

東工大

研究ユニット

山元 公寿
（Kimihisa Yamamoto）
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お問合わせ
東京工業大学
アトムハイブリッド
マテリアル研究ユニット

〒226-8503 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259 すずかけ台キャンパス S2-107
 Tel :  045-924-5260    Email :  yamamoto@res.titech.ac.jp
Web：http://www.res.titech.ac.jp/~inorg/yamamoto/member/yamamoto/

なぜこの研究ユニットを作られたのですか？
研究ユニットによって、関係する研究者をチームとして、安全性の高い広いスペースに集約することにより、研究効率
をより一層高めて研究を強力に推進することができます。合成、計測など一貫した研究を研究設備に近いところで、研究
者同士が互いにディスカッションしながらアイデアを出し、お互いを尊重しあい、研究を推進させていきます。新しい化学
分野の構築とともに、若い化学者も育てていきたいと考えています。

Q 

研究目標を達成する道筋を教えてください
本研究ユニットでは、サブナノ粒子の未開拓領域に「合成」と「構造」「機能」の３本の柱を立て、新しい学理とし
ての体系化と、社会実装も見据えた大量合成プロセスへの道筋をつけます。2015年度に研究体制は確立しており
2016年度は、研究体制に基づき、研究のテーマ毎にグループリーダ－を中心に研究を推進します。

Q 

2016年 3月

極小サイズの
サブナノ粒子合成の
先端を走りながら、想像を超える
新しい物質の発見を追求

東工大 研究ユニット

サブナノ粒子合成は他の研究者も成功していますが、

るのは我々の研究ユニットのみです。サブナノ粒子の
分野は世界的にも競争は激しいですが、精密合成
において現在も我々は他の追随を許していません。
今後もデンドリマー合成の先端を走りながら、想像を
超える新しい物質の発見を追求していきます。
我々が発見し、特許を持つデンドリマーは、様々な
金属に対して原子数や配列を事前にプログラムする
ことで簡単に単一の集積構造を得ることが可能です。
112種類ある元素の内、金属元素はおよそ90種類。
さらにその内、大学内で安定的に扱える金属物質は
およそ65種類もあります。つまり、65以上の金属物
質を無数のバリエーションで組み合わせることで、新たな物質の創出が可能になるということです。

この研究ユニットの
強みを教えてください

Q 未開拓領域：サブナノ粒子　　　
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研究目標

概 要

第一に、脳から手足を動かす仕組みを脳波や筋電図から読み
解き、脳の活動だけで思い通りにものを動かせる義手義足を
開発し、脳卒中などで肢体にマヒが生じてしまった方へのリハ
ビリ分野において技術を応用していく。第二に、生体の外か
ら非侵襲で体内の状況を把握できるモバイル型のデバイスを
開発する。血液、呼吸などの生体情報に加え、肝臓の硬さ
や膀胱の状況などを検知し、病気になる前に、病気にならな
いための医療的な情報を提供できるようにする。これらの技術
を結集し健康にまつわる要素をモニターできるウェアラブルデバ
イス（腕や頭部など、身体に装着して利用する装置）の研究開発
を行う。

脳が発する情報が身体を動かす仕組みを研究し、脳波によって
機械、装置などを動かす実用化技術を開発する。また、脳だけ
でなく肝臓や腎臓などさまざまな臓器の状況を検知する技術を
開発し、病気の早期発見や健康増進につなげる。脳も体内
器官もいずれも生体の外から非侵襲で検知するセンサーを
用い、収集した生体信号に基づき装置の制御を行うバイオ
インタフェースを開発する。高齢者や身体障がい者の支援
のみならず健常者の日常生活における健康維持のための機器
開発など幅広い用途に活用していく。

小池 康晴（Yasuharu Koike）

Profile
1987年　東京工業大学工学部 情報工学科 卒業
1989年　東京工業大学総合理工学研究科 物理情報工学専攻 修士修了
1989年　トヨタ自動車株式会社入社
1992年　ATR視聴覚機構研究所 研究員
1993年　ATR人間情報通信研究所 研究員
1995年　トヨタ自動車株式会社復帰
1998年　東京工業大学 助教授
2009年　同 精密工学研究所 教授
2016年4月　同 科学技術創成研究院 教授

● 金子寛彦 准教授　● 吉村奈津江 准教授　● 中村健太郎 教授
● 田原麻梨江 准教授　● 只野耕太郎 准教授　● 梶原将 教授
● 北本仁孝 教授　● Scott Makeig（University of California San Diego）教授
● Nicolas Schweighofer（University of Southern California）准教授

ユニット・リーダー

メンバー

バイオインタフェース

バイオ
インタフェース研究ユニット

東工大

研究ユニット

Biointerfaces unit

情報処理技術

釣合位置、剛性を用いて
パワーアシストロボットを制御

筋電図電極
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センサ・デバイス

情報抽出 



プロセス

お問合わせ
東京工業大学
バイオインタフェース
研究ユニット

〒226-8501 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259  J3棟 11F
 Tel :  045-924-5054    Email : koike@pi.titech.ac.jp
Web：http://www.cns.pi.titech.ac.jp/kylab/

本学にはライフ、医療・健康系の研究をしている
教員が150名に上り、ケミカルバイオロジー、再生
医療などさまざまな分野で研究を行っています。とく
に脳や体内器官の状況を生体の外から非侵襲で
モニターできるセンサ・デバイスにおいては卓越した
研究成果を上げています。また、これらのセンサー
から収集される膨大なデータをビッグデータとして
解析できる情報処理技術も強みです。これらの
要素技術と総合力が強みです。

この研究ユニットの
強みを教えてください

Q ものづくり技術開発による健康・
医療系プロトタイプ総合開発

脳型情報処理技術開発
多様な脳情報による機械・装置・デバイス制御を可能とする実用化技術開発

非侵襲多元的高感度体内物質解析技術による次世代型健康管理システム開発
バイオインタフェース・デバイス開発

●医学部・他大学 ●海外の大学や企業 ●企業等

国際的な拠点に発展

連
携

なぜこの研究ユニットを作られたのですか？
本ユニットには、脳の信号を取り出すブレインマシーンインタフェースの研究をはじめ、肝臓などの臓器などの
生体信号の研究など、さまざまな研究グループが存在します。本ユニットにより、それぞれのグループの要素技術
を結集させ、メンバー同士で情報共有を促進し、健康医療産業のシステム全体の研究開発を行います。本学を
中心に他大学の医学部や企業との協業も推進し、バイオインタフェース研究の世界的な拠点作りを目指します。

Q 

研究目標を達成する道筋を教えてください
ライフ系の要素技術をまとめ、５か年計画でプロジェクトを推進します。すでに開発中の脳のセンサーを使って、
身体を動かすアルゴリズムの研究を進め実用化につなげます。また、核磁気画像診断装置MRIを使って脳の
活動を画像化する「機能的MRI」など学内の装置を有効的に活用し、新しい診断方法を研究するなどの試み
を積極的に行っていきます。健康状態を把握するウェアラブルデバイスの研究開発を推進し、試作等を通じ
て実用化につなげていきます。

Q 

2016年 3月

他大学の医学部や
企業との協業も推進し、
バイオインタフェース研究の
世界的な拠点作りを目指す

東工大 研究ユニット
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研究目標

概 要

量子アニーリングは金属の焼きなまし（アニーリング）に由来を
持つ最適化問題の汎用近似解法であるが、量子アニーリン
グにおける高速化のメカニズムや高速化を目指す拡張の方
向性などに関する基礎理論はまだ十分には確立されていな
い。そこで、以下の、研究テーマに取り組む。
① 量子アニーリングの拡張による高速化の可能性の探究
② 量子アニーリングにおける計算の誤り訂正
③ 最適化問題をイジング模型（格子状のモデル）表現するため 
    の汎用的な方法論の探求

量子コンピューティングは基礎研究の段階が長年続いていた
が、1998年に西森教授らが提唱した量子アニーリング方式
による量子コンピュータが2011年に商用化されるなど、実用
化への動きが急速に進展している。量子アニーリングはあ
る種の問題に対しては相当な高速計算が可能と期待されて
おり、交通渋滞解消や投資ポートフォリオなどの最適化問題
に加え、大規模プログラムのバグ検出、流体方程式の解、航
空管制、医療診断など数々の課題への応用が始まろうとして
いる。本ユニットは量子アニーリングの基礎理論からソフト
ウェア、応用までを幅広く取り扱い、量子アニーリング研究の
推進を加速する。

西森 秀稔（Hidetoshi Nishimori）

Prof  ile

量子コンピューティング
研究ユニット

東工大

研究ユニット

Quantum Computing Unit

1977年　東京大学 理学部 物理学科 卒業
1982年　東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻 博士課程 修了
1981年　米国カーネギーメロン大学 研究員
1982年　米国ラトガース大学 研究員
1984年　東京工業大学 理学部 助手
1990年　東京工業大学 理学部 助教授
1996年　東京工業大学 理学部 教授
2011年　東京工業大学大学院 理工学研究科 理学系長・理学部長
2016年　東京工業大学 理学院 教授
2018年　東京工業大学 科学技術創成研究院 教授

量子ビットと量子アニーリング

ユニット・リーダー

ごく小さな金属の回路を超低温に冷やすと、ちょっと考えるとあり
得ない電流の左周りと右回りが同時に起こりうる。コンピュータで
は0か1で演算をするが、量子コンピュータは、0と1の両方の状態
を表すことが可能である。

相互作用（量子ビットの間の関係性）を次第に強く取り入れて
いくと同時に、2つの状態が同時に存在する可能性（量子力
学的重ね合わせ）を弱めていくと、最終的に極めてたくさんの
状態から1つが安定状態として残る。



お問合わせ
東京工業大学
量子コンピューティング
研究ユニット

〒152-8551 東京都目黒区大岡山 2-12-1-H41
 Tel :  03-5734-2797   Email : nishimori.h.ac@m.titech.ac.jp
Web：www.stat.phys.titech.ac.jp/nishimori/index-j.html

なぜこの研究ユニットを
作られたのですか？
量子アニーリングに関する近年の目覚
ましい進展を支えるためには、基礎理論
の早期確立、系統的な理論的指針の
確立は、急を要する問題です。産業や
社会への応用を加速するために、基礎
から応用までの統合的な研究をグロー
バルで、オープンな環境のもとに推進
し、量子アニーリングの実用化に貢献し
ていきます。

Q 

プロセス

研究目標を達成する道筋を教えてください
研究目標に掲げた研究テーマとして高速化や誤り訂正などに重点的に取り組みます。また、東北大学と
大学間連携協定を締結し、東北大学「Q+HPCデータ駆動型科学技術創成拠点」との密接な協力関係
のもとに、基礎研究から実応用まで幅広い研究開発を推進します。さらに、大学間連携に留まらず、企業群
とのコンソーシアム形成などを通して、実社会の問題の量子アニーリングによる解決に関する拠点形成を目指
します。

Q 

2018年 7月

この研究ユニットの
強みを教えてください
本ユニットのリーダーである西森教授は量子アニーリングを発案し、その基礎理論を構築しました。Googleや
NASAなどとの研究交流も行っており、IEEEの量子コンピューティング標準用語策定にも参画しています。
量子アニーリング研究における世界最前線の研究体制を備えています。

Q 

量子コンピューティングで、
人類社会の抱える
未解決の課題を解く

東工大 研究ユニット

巡回セールスマン問題

START

GOAL
&

!

量子アニーリングを使って解く組み合わせ最適化問題の事例。一人
のセールスマンが幾つかの都市を一度ずつ巡回訪問して出発点に
戻ってくる際に、移動距離が最短となる経路を求める。量子アニーリ
ングでは「各都市を必ず一度訪れて帰ってくる」という条件を組み込ん
だ量子力学の式で問題を表して、並列計算で解を求める。



研究目標

概 要

石油の代わりに廃材木などのバイオマスや、植物の食べられない
部分などの有機性資源から以下の有用な物質を開発した触媒を
活用して大量に生産する方式を確立し、新たな産業の創出につ
なげる。
（1）果皮やコーヒー粕などの食品未利用部からの対ウィルス

性促進効果を持つマンノースなどの高機能糖の商用生産 

マンノースは医薬品として利用されているが、生産コストが非常に
高く用途が限られている。本技術が実用化されれば3分の1程度
にコストを下げることができ、社会的に大きなインパクトをもつ。
（2）脱石油プラスチックに向けた糖からのエンジニアリング

プラスチック、高性能ポリマー原料の商用生産 

糖からのポリマー原料の生産は世界初の工業プロセスとなる。ポリマー原料の市場規模は2,000億円を超えることから、産業への
インパクトは大きい。

限りある石炭、石油、天然ガスなどの化石資源を使うことなく、
持続的に化学製品の原料を生産し、環境負荷低減と脱石油プ
ラスチックを実現する工業プロセスの確立を目指している。
2018年度まで実施された革新固体触媒研究ユニットで、革新
的な触媒プロセスを創出。これにより、バイオマスからプラスチッ
クや高性能ポリマーの原料の生産が可能となり、脱石油プラス
チック社会への道筋を得た。本研究ユニットでは、企業と協働し、
開発した触媒を活用してポリマー原料などを大量生産する世界
初の工業プロセスの確立に取り組む。

原 亨和（Michikazu Hara）

Prof  ile

ユニット・リーダー

化学資源
持続生産研究ユニット

東工大

研究ユニット

Sustainable Chemical
Resource Production Unit

1992年　東京工業大学 総合理工学研究科電子化学専攻 博士（理学） 
1992年　株式会社 東芝研究開発センター
1995年　東京工業大学 資源化学研究所触媒化学部門 助手
1999年　米国ペンシルバニア州立大学 博士研究員
2000年　東京工業大学 資源化学研究所触媒化学部門 助教授
2006年　同 応用セラミックス研究所セラミックス機能部門 教授
2016年4月　同 科学技術創成研究院 教授

● Debraj Chandra 特任准教授　● 服部真史 特任助教メンバー

ポリマー

ポリマー原料
高付加価値糖
（マンノース）

OH

OH

HO
HO

OH

O

未利用セルロース
食品未利用部位（コーヒー抽出粕）

バイオマス変換

新規触媒プロセスによるバイオマス変換

2,000億円

新規触媒プロセス



お問合わせ
東京工業大学
化学資源持続生産研究ユニット

〒226-8503 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259 R3棟 4F
 Tel :  045-924-5311   Email : hara.m.ae@m.titech.ac.jp
Web：http://www.msl.titech.ac.jp/~hara/index.html

なぜこの研究ユニットを作られたのですか？
我々の生活において石油は欠かせないものです。交通手段の燃料だけでなく、衣類にも石油が多く使用されていますが、
そればかりに頼る社会ではいずれ資源が尽きてしまう。そこで、前ユニットである革新固体触媒研究ユニットにおいて廃木
材などのバイオマスや、食品産業で生じる“余り物”から糖や高性能ポリマー、エンジニアリングプラスチックを作り出す技
術を確立しました。たとえばコーヒー粕からマンノースを取り出せるようになりました。マンノースには免疫細胞（マクロファー
ジ）を活性化する効果があり、より安価に大量に製造できるようになれば、医薬品だけでなく、飲食の場や家畜飼料にも利
用されるようになるでしょう。本研究ユニットは、これらの技術に関し企業と協働し、大量生産に向けた工業プロセスを確立
するだけでなく、新しい産業の創出を目的としています。

Q 

研究目標を達成する道筋を教えてください
プロセス

本研究ユニットで開発するポリマー原料の工業プロセス、マンノースの生産プロセスについては、ともに協働する企業と
ひとつの場所で研究を進めることで社会実装を行います。メーカーだけでなく商社などにも加わっていただき、商用生産
に適したプロセスをスピーディーに開発していきます。これらの生産プロセスが実用化できれば、化石資源の消費を抑制
でき、人類だけでなく、地球の自然を守ることにもつながっていきます。

Q 

2019年 4月

この研究ユニットの
強みを教えてください
本研究ユニットにしかない触媒を保有しているこ
とが強みです。これらの触媒があるので、世界初
の工業プロセスを作ることが可能です。コーヒー
粕からマンノースを生産する触媒も画期的です。
現在日本では年間100万トン以上のコーヒー粕
が価値のない残渣として廃棄されています。この
触媒があると、対ウイルス性促進効果をもつ有用
物質であるマンノースを作ることができます。もうひ
とつ、それらの触媒は学生やポスドクたちの柔軟
な発想が生み出しています。若手が生み出す可
能性に溢れている点も強みといえるでしょう。

Q 

余り物を有効利用し、
脱化石資源の実現
優秀な研究者や学生の発想を形にし、
社会実装・社会還元を進める

東工大 研究ユニット

バイオマス変換：糖→ポリマー原料



研究目標

概 要

2008年からスタートした産学研究のグローバルプラットフォームであるWOW 
(Wafer-on-Wafer)アライアンスを発展させ、以下のテーマに取り組む。

【三次元集積技術】WOWアライアンスが持つ超薄化技術、垂直配線技術で半導体の三次元集積を行い、従来よりも高性能・低消
費電力である次世代半導体を実現する。またサーバーなどの大規模演算デバイスだけでなく、半導体を搭載するあらゆるデバイスシス
テムが1/1000となる超小型化を加速させる。
【冷却技術】超小型冷却デバイスを三次元積層半導体と組み合わせることで冷却機構を簡素化させ、IoT機器やモバイルデバイスの
小型化に応用する。
【バイオ技術（バイオ工学）】生体内で行われる生体反応を再現するMEMSデバイスを開発している。具体的には、精密な微細加工
を得意とする半導体製造プロセスを応用し、脊髄中の毛細血管の構造や機能を模倣した血小板産生デバイスを試作する。流体力学
解析を活用して、血小板産生の安定性と産生速度の向上を低コストで実現することを目指す。
【農業協調エンジニアリング技術（農業工学）】植物の生産性を最大化させる条件を明らかにするために、それが「何を欲している
か」をモニタリングできるようにする。育成環境を制御して植物からの反応を高い再現性で引き出すために、半導体製造技術をベース
とした閉鎖型栽培装置と、多様な反応を定量化するためのマルチモーダルなセンシング技術を開発する。

パソコンやスマートフォンに欠かせないCPUやメモリなどの半導体は、微細
化により性能を向上させてきました。ところが、従来技術の延長線上ではこ
れ以上微細化できないという物理的な限界が迫っています。一方で社会
からは、IoTやAIといった分野への期待から、単に処理性能を向上させるだ
けでなく、ヒトの暮らしに寄り添えるようなコンパクトなシステムの構築が求
められています。このニーズに応えるためには、柔軟な発想で技術開発を
進める必要があります。本ユニットが所有する三次元大規模集積技術は、
微細化した半導体の垂直配線技術と超薄化技術に特徴があり、性能向
上・小型化・薄化を可能にします。この技術を使って、複数の半導体機能
を一つの積層モジュールに集積化し、二次元的な微細化限界の突破を目
指します。また成熟した半導体プロセスのノウハウを異種分野に適用し、バ
イオ工学や農業工学において新規産業の創出にも取り組みます。

異種機能集積
研究ユニット

東工大

研究ユニット

メンバー
● 栁田保子 教授　●伊藤浩之 准教授
● Kim Young Suk（金永奭） 特任准教授 ● 工藤寛 特定教授
●中村友二 特任教授

半導体製造プロセスの活用による新規産業の創出

バイオ工学

農業工学

クーリングデバイス

三次元大規模集積

DRAM

MPU

LED

スマートフォン

パワーデバイス

Flash

MPU

新次元
インテグ
レーション

血小板デバイス
バイオリアクター

グローバル
産学連携
プラット
フォーム

（WOWアライアンス）

回路設計

半導体超薄化技術

半導体製造プロセス

半導体垂直配線技術

Heterogeneous and Functional
Integration Unit

Profile
1984年　富士通株式会社
2004年　東京大学特任教授
2013年　東京工業大学特任教授
國立交通大學（NCTU）客員教授
工学博士（東北大学1995年）

ユニット・リーダー

大場 隆之
（Takayuki Ohba）



お問合わせ

なぜこの研究ユニットを作られたのですか？
これまでのパソコンやスマートフォンの中にある半導体は、平面の世界での技術開発でした。CPUを例にすると、微細化によって単位面
積当たりのトランジスタ数を増やして性能を向上させてきましたが、近い将来に性能向上のシナリオが終焉を迎えます。これは半導体産
業の低迷に繋がります。一方で半導体産業は世界市場で40兆円規模といわれており、技術の停滞は世界経済の発展に大きく影響し
ます。しかしAIやIoTへの期待により、半導体の性能向上だけでなく、小型化の要求もよりいっそう高くなるといわれています。私たちはこ
れまで、産学研究プラットフォームであるWOWアライアンスで半導体の高集積化に向けた垂直配線技術および超薄化技術の研究開
発を進めてきました。この技術を応用して、異なる複数の半導体の集積を実現し、社会ニーズにこたえるために新しいユニットを立ち上げ
ました。

Q 

研究目標を達成する道筋を教えてください
半導体の三次元積層の実証実験を進め、超小型・超低消費電力化を達成します。それをさらに発展させ、CPUや通信モジュールなどを
ひとつのチップに高密度積層することで、超小型高性能IoT機器だけでなく、スマートフォンサイズの超高性能サーバーの創出を可能に
します。また農業工学では、閉鎖空間において植物の生産性を最大化させる条件を確立し、大規模生産プラントの実用化を進めます。
これらの道筋では国内だけでなく、海外企業の新規参入も必要でしょう。アジアだけでなく世界から異種機能を持ったドリームチームが
集結することで、新規産業を次 と々創出する技術プラットフォームを目指します。

Q 

2019年 4月

半導体技術を中心に
異なる分野の企業が集い、
技術融合で相互発展(Win & Win)
できる技術プラットフォームを目指す

東工大 研究ユニット

東京工業大学
異種機能集積研究ユニット

〒226-8503 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259 J3棟 3F
 Tel :  045-924-5866   Email : ohba.t.ac@m.titech.ac.jp
Web：http://www.wow.pi.titech.ac.jp/index.html

この研究ユニットの
強みを教えてください
本ユニットは、アライアンス参画企業間で風通しのよい開発
環境を持っており、半導体プロセス、設計、材料、プロセス装
置に関して本学の専門家集団も含めた協調開発が特徴で
す。業種や業態が異なる企業がそれぞれ得意とする分野で協
働するため、異種分野の開拓やノウハウの共有が可能です。
企業の単独開発におけるいわゆる「死の谷」で開発投資の費
用対効果を最大にできることが強みといえます。この特長を活
かして、半導体では、次世代製品の試作品レベルまでの開発
を進めることができます。バイオ工学では、最先端の半導体生
産技術を駆使した超小型なバイオMEMSデバイスにより、希
少なバイオ製品を低コストで安定的に生産するシステム（仕
組み）を実現します。半導体の生産では、安定した材料と多く
のセンサーによって厳格に製造工程と品質が数値管理されてきました。これを植物の成長過程の解析に利用したのが農業協調エンジニア
リングです。何億年も生きながらえた植物の「気持ち」を紐解きたいと考えています。これらバイオや農業は、三次元異種機能集積技術のよう
に、異なる技術を積み上げたらどうなるかという視点からスタートしました。

Q 半導体超薄化技術

プロセス



研究目標

概 要

計算処理中に処理内容に合わせて、回路構成を柔軟に切り替える
ことができる「リコンフィギュラブル・ハードウェア」の研究開発に長年
従事し、世界をリードする研究成果を挙げてきた。このアーキテクチャ
は、常に最適なハードウェア構成で計算処理を行えるため、従来に比
べて、処理速度が速くかつエネルギー効率が非常に高いのが特徴
だ。また、大規模なデータ処理構造をそのまま活かして並列処理を行
うことができるので、AIコンピューティング分野と非常に相性がよい。
2018年度から、このアーキテクチャ技術を基盤として、科研費・基盤
Ｓや、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）及び科学技
術振興機構（JST）のプロジェクトで、AIコンピューティングに関する
研究開発プロジェクトを推進している。各プロジェクトが対象とするAI
コンピューティングの研究分野はそれぞれ異なるが、本研究ユニットでは、全研究分野を包括する研究開発基盤の構築を進める。将来的に
はAIコンピューティング分野における日本の中心的な研究組織へと発展させていきたい。

近年、深層ニューラルネットワーク（DNN）を中心に急速に発展し
続けている人工知能（AI）。しかし、広義のAIコンピューティングには、
DNNだけでなく、従来型機械学習、データマイニング、ビッグデータ
処理など幅広い分野が含まれる。これらの領域を横断的・網羅的
にカバーし、莫大に増加するデータを効率的に活用するためには、
それを支える従来の延長線上にはない新しいハードウェアの開発
が不可欠である。そこで、本研究ユニットでは、現在よりもエネル
ギー効率やコスト効率が格段に高く、自律性や安全性にも優れた
次世代のAIコンピューティングを実現するハードウェアの研究開発
基盤の確立を目指す。また、日本からより多くの人材がこの分野に
参画し産学連携で活躍できる場の創出を目指す。

本村 真人（Masato Motomura）

Prof  ile

ユニット・リーダー

AIコンピューティング
研究ユニット

東工大

研究ユニット

AI Computing
 Unit

1987年　京都大学大学院 理学研究科 物理学専攻 修士課程修了
1987年　NECマイクロエレクトロニクス研究所
1991年　マサチューセッツ工科大学 客員研究員
1992年　NECシリコンシステム研究所
1996年   京都大学 博士（工学）
2001年　NECエレクトロンデバイス
2004年　NECエレクトロニクス
2009年　NECシステムIPコア研究所
2011年　北海道大学大学院 情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 教授
2019年　東京工業大学 科学技術創成研究院 教授

AIコンピューティングを加速するアーキテクチャプラットフォームの研究を推進
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お問合わせ 東京工業大学
AIコンピューティング研究ユニット

〒226-8503 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259 J3-30
 Tel :  045-924-5653   Email : motomura@aic.iir.titech.ac.jp
Web：http://www.aic.iir.titech.ac.jp

研究ユニット設置の背景は?

ブル・ハードウェアに期待が寄せられている。しかし、その実用化には、AIアルゴリズムとハードウェアが連携して機動的に
「システムアウェアなハードウェア」の研究を進める必要がある。また、その重要性を国内外に広くアピールしていくと同時
に、将来この分野を担う優秀な人材を育成していきたい。

Q 

201 9年 6 月

革新的なハードウェアの

研究開発基盤を構築して
次世代AIコンピューティング
を創成する

東工大 研究ユニット

研究目標を達成するための道筋は？
まずはこの数年間で、従来に比べてエネルギー効率が約2桁高く、高速処理が可能なリコンフィギュラブル・ハードウェア
のプロトタイピングを進める。狙いは自動車やロボット、IoT端末等の組込みシステムにおけるAIコンピューティングエンジ
ンであり、これらを活用したエッジコンピューティングである。発展し続けるAIアルゴリズムの方向性を予見し、新しい発想
を柔軟に取り入れていくためのメタレベルのアーキテクチャが重要であり、ソフトウェアとハードウェアが連携した研究基
盤の構築も並行して進めていく。

Q 
プロセス

この研究ユニットの強みは？
世界的にAIコンピューティングアーキテクチャの
研究が活発だが、現在の主流は従来型コン
ピュータの並列化手法である。一方、リコンフィ
ギュラブル・ハードウェアの分野には日本発の独
自技術が多く存在し、世界的に見ても技術・実
績の面で進んでいる。このリコンフィギュラブル・
ハードウェアの技術を中心に、国内の他のAIに
関する研究機関や大学、企業と強固かつ広範
に連携することで、AIコンピューティング分野に
おいて、現在、高い競争力を示している海外の
国々に対し、優位性を示していくことができると考
えている。

Q リコンフィギュラブル・ハードウェア

動作中にでも、動的に回路構成を切り替えることができる
ロジック回路技術。従来のリコンフィギュラブルハードウェア
よりも更に柔らかく、よりソフトウェアフレンドリー。

1サイクルで
回路の切り替えが可能

動作時

構成情報
メモリ

回路構成部

構成情報多重化アーキテクチャ・回路方式



研究目標

概 要

「体液恒常性」については、脳の中に、体液のナトリウム濃度の変化
を監視するシステムがありその情報を基に、水分および塩分の摂取を
司令する神経が存在することを発見している。これらの神経活動の
制御のメカニズムの解明を目指す。
「血圧」は、塩分、ストレス、肥満などの因子によって大きな影響を受け
る。これまで、塩分によって血圧が上昇する脳内の仕組みを明らかに
してきた。本研究ではストレスや肥満により血圧が上昇するしくみの解
明を目指す。加えて、複数の因子が合わさることで、より大きな血圧上
昇が起こるしくみの解明にも取り組む。
「肥満」については、肥満の進行に伴い、脂肪は脂肪細胞だけではな
く、肝臓などの臓器にも蓄積するようになる。このような異所性脂肪の蓄積が多くの病気の原因となることから、脂肪の蓄積を制御するしく
みの解明を目指す。

生物は体外環境の変動にもかかわらず、体温、血圧、体液の浸透
圧、血糖値などの体内環境を一定の範囲内に保つホメオスタシス
（恒常性維持）の能力を備えている。この能力は生命を保つために
必須であり、生物が進化の過程で獲得してきたものだ。これらの恒
常性は、脳・神経系と末梢の臓器との間、あるいは臓器同士の精
妙なコミュニケーションによって維持されている。たとえば、脱水症
状に陥ると、体液のナトリウム濃度が上昇し、水分を欲するようにな
るとともに尿量は減少する。しかし、どのようなメカニズムで、このよう
な維持機能が発揮されるか、完全には解明されていない。本研究ユ
ニットでは、「体液恒常性」「血圧」「肥満」の3つを柱に、これらを制
御する脳・神経系や体のしくみの解明に取り組む。

野田 昌晴（Noda Masaharu）

Prof  ile

ユニット・リーダー

生体恒常性
研究ユニット

東工大

研究ユニット

Homeostatic Mechanism
Research Unit

1979年　京都大学 大学院工学研究科 修士課程 修了
1983年　京都大学 大学院医学研究科 生理系専攻 博士課程 修了、博士（医学）
1983年　日本学術振興会 奨励研究員
1984年　京都大学 医学部 助手（医化学第二講座）
1985年　京都大学 医学部 助教授（分子遺伝学講座）
1989年　マックス・プランク発生生物学研究所 客員研究員
1991年　基礎生物学研究所 教授（統合神経生物学研究部門）、
　　　　  総合研究大学院大学 教授（基礎生物学）
2019年　東京工業大学 科学技術創成研究院 特任教授 生体恒常性研究ユニットリーダー

生体恒常性を司る脳・神経系の仕組みの解明と創薬

脳・神経系の仕組みの解明

塩分の摂り過ぎによる血圧上昇の仕組み個々の神経細胞の活動状態を
示すCa2+イメージング

・ 塩分、ストレス、
  肥満による血圧制御

・ 体液状態に応じた水分／塩分の
  摂取行動

・ 肥満と脂肪蓄積

・ 遺伝子工学

・ 光遺伝学

・ 神経活動のリアルタイム
  モニタリング

画期的医薬品の開発



お問合わせ
東京工業大学
生体恒常性研究ユニット

〒226-8503 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259 S2-15
 Tel : 045-924-5537    FAX : 045-924-5538
Email : noda.m.ae@m.titech.ac.jp
Web：http://nodalab.rcb.iir.titech.ac.jp/index.html

この研究ユニットの強みを教えてください
これまで我々の研究室では、分子生物学的手法や神経生理学的手法を用いて、神経伝達物質受容体やイオンチャンネ
ルなどの分子のもつ機能と生理的な役割を解明してきた。最近では、体液中のナトリウム濃度を監視する脳内ナトリウム
センサーの実体の解明がある。そして、これが水分／塩分の摂取行動や高血圧の発症において中心的な役割を担って
いることを世界に先駆けて明らかにしてきた。代謝に関する研究では、インスリン受容体やレプチン受容体の活性制御を
担っている酵素を明らかにしている。今では、脳内の神経活動を人為的に光で操作する技術や活動状態をリアルタイム
でモニタリングする技術を用いて、特定の神経回路の役割や制御の仕組みをより精緻に直接的に解析できるようになっ
ている。

Q 

2020年 1月

体液恒常性、肥満、ストレスが
関わる高血圧発症のしくみや、
肥満における脂肪蓄積の
しくみの解明

東工大 研究ユニット

この研究ユニットの成果が社会実装された際の
未来社会へのインパクトを聞かせてください
高血圧の治療においては末梢神経系や血管、組織に働くさまざまな薬が開発されている。しかし、完全に血圧をコント
ロールすることは難しく、医師から必ず「塩分の摂り過ぎに注意して下さい」と言われる。意外に思われるかもしれないが、
血圧制御において中枢神経系が果たす役割は未だによくわかっていない。血圧と関係の深い肥満においても、脂肪組
織と肝臓などの臓器への脂肪蓄積の振り分けがどのようにして行われているのかわかっていない。高血圧や異所性脂
肪の蓄積を防止できれば、脳卒中や心臓病の原因となっているメタボリックシンドロームが大幅に改善される。本研究ユ
ニットが、これらのメカニズムを解明することで、抜本的な治療法や画期的な新薬の開発につながると考えている。

Q 

研究目標を達成する道筋を
教えてください

プロセス

まず、最初の3年間で、「色変換型カルシウムイン
ジケーター」や「光遺伝学」といった最新の手法
を駆使し、野生型マウスと遺伝子改変マウスの
脳をリアルタイムに観察したり操作したりすること
で、血圧を制御しているすべての神経回路、水
分／塩分の欲求を制御している神経機構を解
明する。また、脂肪の蓄積を制御するメカニズム
を解明する。さらに次の2年間で、複数の要因に
よって血圧が制御されるときの情報統合の詳細
な仕組みを明らかにする。加えて、異所性脂肪の蓄積を抑制する方法の開発も進める。

Q リアルタイム測定の実験装置

マウス脳手術用装置 脳内神経核へのレーザー照射装置



研究目標

概 要

本研究ユニットでは、研究課題に対して次のような目標を持っている。

1. 福島第一原発の汚染水あるいはデブリ取出しで発生する汚染水の処

理による二次放射性廃棄物の減容・安定固化技術を確立する。東京

電力との協働研究拠点を利用して現場にマッチングした廃止措置技術

の開発を始め、東工大の技術力を結集して福島第一原発の廃止措置

を強力にサポートする（下図 本研究ユニットの研究体制）。

2. 汚染が激しく物理化学処理の必要な75万m3の汚染土壌からの放射

性Csの回収・高減容固定化法について基礎・基盤技術（裏面図 汚染

土壌処理研究の一例）を開発し、国の約束である30年以内の最終処

分を可能にする。

3. 原発事故で被害を受けた浜通り地域の生活環境の復興に向け大学の

知を結集し、福島イノベーション・コースト構想に資する産業振興を推進するとともに、福島復興のために必要な人材の育成を図る。

福島の復興・再生は、「東日本大震災からの復興事業」には不可欠な社

会的重要課題である。福島第一原子力発電所の事故により、大量の放

射性物質（主に放射性セシウム（Cs））が環境中に放出され、汚染水や事

故時の燃料溶融で発生したデブリにより事故炉の廃止措置が大変に難し

い状況になっている。本研究ユニットでは福島の復興・再生を進めるため

に次の３つの課題を取り上げる。

1. 汚染水・固体廃棄物の処理、デブリ取出しなど事故炉の廃止措置推進

2. 放射性セシウムによる広域汚染問題の解決

3. イノベーションコースト構想に基づいた産業復興及び人材育成

竹下 健二（Kenji Takeshita）

Prof  ile

ユニット・リーダー

福島復興・
再生研究ユニット

東工大

研究ユニット

Fukushima Reconstruction
and Revitalization Unit

1987年  4月　財団法人産業創造研究所 研究員
1992年  6月　財団法人産業創造研究所 主任研究員
1996年  6月　東京工業大学 大学院総合理工学研究科 助教授
2002年11月　東京工業大学 資源化学研究所 准教授
2010年  4月　東京工業大学 原子炉工学研究所 教授
2018年  4月　東京工業大学 先導原子力研究所 所長（教授）
2019年10月　東京工業大学 理事副学長特別補佐（研究担当）
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お問合わせ 福島復興・
再生研究ユニット

2020年 10月

事故炉廃止・広域汚染の処理から

産業復興・人材育成までを見据えた

産官学の英知の集結

東工大 研究ユニット

この研究ユニットの成果が社会実装された際の
未来社会へのインパクトを聞かせてください
2011年の東日本大震災に伴って発生した福島第一原子力発電所事故からの福島の復興・再生は政府の最重要課題の一つであ
る。この国家的課題を早期解決するために、本研究ユニットでは３つの研究課題、①福島県広域で汚染された土壌の浄化、放射性物
質の高減容固化・最終処分、②福島第一原発の廃止措置推進を目指した水処理、二次廃棄物の処理・処分、③福島海岸地域の産
業復興（イノベーションコースト構想）とそれに必要な人材育成を推進していく。ここで開発された技術は、世界で稼働している400基の
原子力発電所でたとえ過酷事故が起きたとしても初動対応で利用可能であり、事故対策を容易にする。本研究ユニットの社会的な意
義は大変に大きいと言える。

Q 

〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1 大岡山キャンパス 北1号館 456号室
 Tel :  03-5734-3845    Email : takeshita.k.ab@m.titech.ac.jp
Web：http://www.nr.titech.ac.jp/~takeshita/index.html

研究目標を達成する道筋
を教えてください
1. 福島の広域汚染問題の解決には環境省
系の中間貯蔵・環境安全事業株式会社
が進める「除去土壌等の減容等技術実証
事業」で研究を実施し、環境省の方針を熟
知しつつ、中間貯蔵施設の設備を利用し
ながら研究を進める。

2. 東京電力との協働研究拠点を通して東京
電力の技術者から得られる現場ニーズや
NDF・資源エネルギー庁の委員会を通して
得られる最新の廃止措置方針を踏まえて
適切に廃炉技術開発を進める。

Q 

この研究ユニットの強みを教えてください
1. 東京電力との協働研究拠点（令和２～６年度、5年計画）が形成されており、東工大教員が東京電力の現場技術者と直接タッグを
組んで現場ニーズに適合した研究課題を抽出し、実行できる。

2. 大型の基礎基盤研究（文科省：英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業）に2件採択されており、廃炉推進に必要な
基礎基盤研究が実施できる。更に研究ユニット長の竹下は経産省「廃炉・汚染水対策補助金事業」や原子力損害賠償・廃炉等支
援機構（NDF）の「廃炉研究開発連携会
議」の委員を務めており、廃炉事業の最新
情報を基に研究を展開できる。

Q 

プロセス

汚染土壌処理研究の一例

第一原理計算による汚染土壌（バーミキュライト）に吸着したCs+の安定構造（a）

と電荷密度（b）の推定

（a） （b） 電荷密度（010）面［Cs存在面］
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研究目標

概 要

基礎的研究として「超高感度加速度センシングシステムの研
究実用化」、応用研究として「微弱筋音測定に基づく神経難
病早期診断技術の研究開発」、「牛の疾病早期検知・予知技
術の研究実用化」をテーマとして技術の体系化および実用
化・事業化を目指す。超高感度加速度センサに関してデバイ
ス・回路の超低ノイズ化を図り、宇宙ステーションなどの微小重
力環境で観測されるのと同等のマイクロGレベルの加速度でさ
えも計測できるようにする。神経難病早期診断については、とく
にパーキンソン病（PD)に着目する。PDは根本的な治療法がなく、早期診断により発症や進行を遅らせることができ、社会的
にも大きな意義をもつ。牛の疾病早期検知では、牛の行動や微小な変化を正確に捉えるだけでなく、例えば行動と同時に第一
胃の活動といった体内音の検出も可能になれば生産阻害リスクを早期に発見できるなど、畜産業へのインパクトは非常に大き
い。また、他の研究ユニットなどと連携し国内の集積回路分野をリードし、若手研究者を育成することも目標としている。

社会の最上位の目的であるhappiness & well-beingの基
礎となる「健康と安全な食」を支えるため、超高感度加速度セ
ンシングシステムを実用化し持続可能な「医療と食生産」に応
用することを目指す。加速度センサは私たちが生活する3次元
の物理空間の時間変化を捉えることができ、すでにスマート
フォンや自動運転など、多くの分野で利用されている。さらに、
既存のセンサでは検出できない極微小加速度を計測すること
ができると、人間や生物の変化の予知などが可能になり、疾
患の超早期診断や、家畜の飼養管理の高効率化などが期待
される。その他の分野においても新たなパラダイムを切り開く
可能性をもっている。

伊藤 浩之（Hiroyuki Ito）

Prof  ile

ユニット・リーダー

ナノセンシング
研究ユニット 

東工大

研究ユニット

Nano Sensing Unit

2006年　東京工業大学 総合理工学研究科 電子機能システム専攻 博士後期課程修了
2006年　日本学術振興会 特別研究員 PD
2006年　Intel Corporation 客員研究員
2007年　東京工業大学 精密工学研究所 極微デバイス部門 助教
2008年　富士通研究所 プラットフォームテクノロジー研究所 研究員
2013年　東京工業大学 精密工学研究所 極微デバイス部門 准教授
2016年　同 科学技術創成研究院 准教授

社会の最上位の目的 “happiness & well-being” の礎である
持続可能な医療・食生産への貢献

Seeds

Needs
1G = 9.8 m/s2

ナノG加速度の計測基 礎 状態検知から早期診断・リスク予知へ応 用

神経難病 家 畜



お問合わせ
東京工業大学
ナノセンシング研究ユニット

〒226-8503 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259, S2-14
 Tel :  045-924-5010　Fax : 045-924-5022
Email : ito@pi.titech.ac.jp
Web：http://masu-www.pi.titech.ac.jp/index.html

2020年 5月

超高感度加速度センサで

微小な行動変化を捉え、
神経難病や家畜の

早期診断に貢献

東工大 研究ユニット

この研究ユニットの成果が社会実装された際の
未来社会へのインパクトを聞かせてください
パーキンソン病（PD）の重症患者は日本国内だけでも15万人を超えていると言われている。本ユニットの研究によってPD発症の早期
予知が可能になれば、投薬治療開始前のステージで運動療法等のリハビリ治療を行うことができ、それにより患者のQOL低下や医療
費増大問題の緩和に貢献できると考えられる。また、食生産という観点では、今後増加すると見られる食肉需要に伴う環境負荷増大や
生産効率向上といった課題の解決策の一つになりえる。さらに、新たな計測技術の創出は、学術的にも産業的にも計り知れないイン
パクトを及ぼす。本ユニットで開発を進めるセンサは、これまで気づくことのなかった新たな兆候の検知とその後に生じる大きな変化の予
知を可能にする。筋音や牛行動以外にも建造物の診断や自然災害予知など、他分野にも波及していくことが期待される。

Q 

研究目標を達成する道筋を
教えてください
超高感度加速度センシングシステムのデバイス・回路
の超低ノイズ化を追求し、3年以内にマイクロGレベル
の加速度の計測を実現する。また、実用化に向けて企
業等と連携しながら3軸化や低消費電力化、高線形
化、無線化などにも取り組み、商用化を目指す。並行し
て、プロトタイプを筋音や牛行動の計測に展開し、実証
実験を早期に何度も実施しながら、実用化を進める。

Q 

静電容量型加速度センサの感度

この研究ユニットの強みを教えてください
超高感度加速度センサに関してはすでに世界トップクラスの感度を達成し、その応用として筋肉が発する微弱振動である、非常に小さ
な筋音を世界で初めて計測することに成功している。現在、医療分野などではAIによる画像解析が主流であるが、本ユニットで開発して
いる加速度センサを用いると神経活動や体内情報の
時系列データが非侵襲で簡単に取得できるメリットが
ある。また、高感度化したセンサ自体を使いこなすところ
にも技術が必要であり、現場でどのような使われ方をし
ているかを理解したうえで開発することも重要である。
本ユニットには多様なバックグラウンドを持つ研究者が
所属しているため、基礎技術と応用技術の研究を両
輪で推進できることも強みである。

Q 

プロセス

1. IEEE JMEMS, 13, 2004, “An In-Plane High-Sensitivity, Low-Noise Micro-g Silicon 
　 Accelerometer With CMOS Readout Circuitry”
2. IEEE Sensors J., 8, 2008, “A Monolithic CMOS-MEMS 3-Axis Accelerometer 
　 With a Low-Noise, Low-Power Dual-Chopper Amplifier”
3. Proc. IEEE SENSORS 2009, “Micro-G Silicon Accelerometer Using Surface Electrodes”
4. Sensors and Actuators A, 172, 2011, “Pull-in-based mg-resolution accelerometer: Characterization and noise analysis”
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一桁以上高い感度を達成している。本ユニットではさらなる高感度化を追求し、企業と共

に実用化・事業化を目指す。



研究目標

概 要

深層学習は、今までの技術では実現できなかったことを実現したり、
到達できなかった性能に達するなど、様々な分野で革命を起こしてい
る。大量のデータ（ビッグデータ）さえ与えれば、解決したい課題を自動
的に学び、最終結果を出してくれる。しかしながら、以下のような深刻
な課題も存在し、バイオメディカル分野への応用を妨げている。
1）大量のデータが取得困難な領域では応用が難しく、 2）自動的に
学ぶが故に学習の中身が“ブラックボックス”になり、 3）データ駆動
型であるが故に要求通りに設計する方法論がない。本研究ユニット
では、これらの課題を解決する次世代深層学習基盤技術を開発し、
AIのバイオメディカル応用とその社会実装を推進する。学外医学部、
企業との連携を通してこれらの研究開発を行い、本研究開発を通じ
て世界をリードするAI人材を育成する。

ディープラーニング（深層学習）と呼ばれる人工知能（AI: Artificial 
Intelligence）が、革新的な技術として学会、産業界から注目を浴び、
第４次産業革命をもたらすとして、世界中で盛んに研究・応用されて
いる。中でも、バイオメディカル（生体医学）分野への応用は、その発
展・将来性から各国の重点分野に指定され、市場規模の急速な拡
大により産業界からも大変注目されている。本研究ユニットでは、現
在の深層学習を更に発展させる新しいAI基盤技術を開発し、診断
支援およびイメージングなどのバイオメディカル分野への応用と社会
実装を推進する。

鈴木 賢治（Kenji Suzuki）

Prof  ile

ユニット・リーダー

バイオメディカル
AI研究ユニット

東工大

研究ユニット

BioMedical AI
Research Unit

2001年　博士（工学）取得（名古屋大学、論博）
2001年　シカゴ大学 放射線学科 客員研究員
2002年　シカゴ大学 放射線学科 研究員
2004年　シカゴ大学 放射線学科 研究助教授
2006年　シカゴ大学 放射線学科 助教授
2007年　シカゴ大学大学院 医用物理学研究科 助教授（兼任）
2014年　イリノイ工科大学 医用画像研究所 准教授
2017年　東京工業大学 科学技術創成研究院 特任教授
2021年　東京工業大学 科学技術創成研究院 教授

バイオメディカルAI研究ユニット
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AI研究・開発・応用・社会実装 モデリング、構築、学習、設計、解析、説明、評価、認証

先端AI

先端AI基盤技術
説明可能なAI Explainable AI (XAI)

少数データ学習可能なAI Small-Data AI (sdAI)

人とAIの協働 Human-AI Cooperation

設計可能なAI Engineerable AI (eAI)

AIイメージング AI Imaging (AI2)



お問合わせ バイオメディカル AI研究ユニット

〒226-8503 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259 R2-58
 Tel : 045-924-5028    Fax : 045-924-5303
Email : info@bmai.iir.titech.ac.jp
Web : http://www.bmai.iir.titech.ac.jp 

この研究ユニットの強みを教えてください
本研究ユニットでは、我々が25年以上に渡って培ってきた深層学習研究と医療分野における社会実装の実績を活か
し、現在の深層学習が抱える課題を解決した次世代深層学習モデルを開発し、バイオメディカルAIの研究開発と社会実
装を推進する。既存の深層学習モデルを自身の分野に応用する研究組織は、世界中に数え切れないほど存在するが、
新しい深層学習モデル自体を開発する研究組織は世界的にも少なく、自身で開発した新しいモデルを社会実装する研
究組織は世界的にも僅かである。学内外、国内外の医師、研究者、企業との共同研究でこれらを達成する。

Q 

2021年 6月

次世代の
深層学習システムを確立し、
AIによる診断支援と
イメージングを実用化する

この研究ユニットの成果が社会実装された際の
未来社会へのインパクトを聞かせてください
我々が研究開発するAI基盤技術は、深層学習の根本的かつ深刻な課題を解決するものであるため、その応用は世界
的な潮流になると期待され、学問的インパクトは極めて大きい。本AI研究に参加する大学院生、研究者、技術者は、次
のAI分野を牽引していく人材となり、世界中で活躍すると期待される。新しいAI基盤技術のバイオメディカル分野での応
用とその社会実装は、2025年に数兆円に大きく成長すると予想されている世界市場に大きく貢献すると期待される。本
研究開発は、AI分野のみならず、医学生体学、健康保健分野の発展に貢献すると考えられ、その社会実装により、疾病
の罹患率と死亡率を低減し、人々の健康を増進させていくと期待される。

Q 

東工大 研究ユニット

研究目標を達成する道筋を
教えてください

プロセス

前述した深層学習の３つの大きな課題を、
NEDOとJSTのナショナルプロジェクトで解決し
ていく。 1）我々独自の深層学習モデルは、比較
的少ないデータで学習可能であるが、この少数
データ学習性を一般化する。 2）我々が先駆的
に開発してきた深層学習モデルの中身を“ホワ
イトボックス化”する技術を、様々なモデルで行え
るように一般化する。 3）先駆的に取り組んでき
た深層学習モデルを設計する方法を更に発展さ
せる。これらの新しいAI基盤技術を用いて、診断
支援およびイメージングなどでのバイオメディカルAIの社会実装を推進する。

Q 
AIイメージングとAI支援診断システム

AIイメージングによる
骨成分の除去と

肺がんの検出（矢印）

AIイメージングによる
超低線量CTの
仮想高線量化

診断支援AIによる
大腸画像からの
ポリープ検出
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