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二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成２６年 ７月３１日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局  千葉大学大学院工学研究科   

（ふりがな）          たけい  まさひろ 

職・氏 名  教授・ 武居 昌宏       
 

1. 事 業 名 相手国（  韓国    ）との共同研究  振興会対応機関（    NRF     ） 

2. 研 究 課 題 名    マイクロ・プロセス・トモグラフィーにおける高精度動的粒子画像再構成     

3. 全 採 用 期 間 

平成  24   年  7  月  1   日 ～ 平成  26  年  6  月 30   日（   2 年   ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額  2,400,000 円 

初年度経費 600,000 円、 ２年度経費 1,200,000  円、 ３年度経費 600,000 円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額      円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

SAPKOTA Achyut 

ZHAO Tong  

千葉大学・特任助教 

千葉大学・JSPS 外国人特別研究員 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名      済州大学校・教授・ KIM Kyung Youn             

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

KIM Bong Seok 

KHAMBAMPATI Anil Kumar 

IM Jeong Beom 

Jeju National University・Research Professor 

Jeju National University・Research Professor 

Jeju National University・Master Student 



    

 - 2 - 

6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

平成 24 年度の共同研究は次の表の通り、(J1) 多層電極マイクロ流路の製作を行い、(J2) 静的状況での電気

的な静電容量やインピーダンス・データの取得し、(J3) 静的状況の画像再構成に関する議論を行った。全体

の研究テーマは、両国のチームの 12 の項目からなり、本年度はその内 3テーマを行った。日本チームは、多

数の電極を多層させたマイクロ流路を作製し、その中に微粒子と液体を挿入し、静的な状態で、静電容量と

インピーダンス測定の実験を担当した。一方、韓国のチームは、このマイクロ流路に対して、正確な逆問題

アルゴリズムをプログラミングし、画像再構成を担当した。 日本チームと韓国のチームは両国の成果である

生データと再構成画像結果を共有した。本研究代表者の武居昌宏と KIM Kyung Youn は、全項目について統括

した。 成果発表として、9月に日本流体力学会年会 2012、10 月に可視化情報学会講演会に参加・研究発表、

11 月に IEEE International Symposium on Micro-Nano Mechatronics and Human Science(MHS)と日本人工臓

器学会大会に参加・研究発表を行った。研究実施内容と各担当者の関係は、表に記してある。本研究代表者

の武居昌宏と KIM Kyung Youn は、全項目について統括した。 

平成 25 年度の共同研究は、次の表の通りである。全体の研究テーマは、両国のチームの 12 の項目からなり、

本年度はその内 7テーマ(J4～J10)、および、(K4～K10)のみを行った。日本チームは、(J4) ハイスピードス

イッチング装置の開発、(J5) 関係者によるディスカッション、(J6) 静的状況でのインピーダンス・データ

の取得、(J7) 静的状況での画像再構成に関する議論、(J8) 流れの状況でのキャパシタンス・データの取得、

(J9) 流れの状況での画像再構成に関する議論、および、(J10) 流れの状況でのインピーダンス・データの取

得を行い、韓国の Prof.Kim のチームとデータを共有した。成果発表として、武居のチームは、5 月の

International Conference on Multiphae Flow (ICMF) に参加・研究発表を行った。合わせて韓国 Jeju 国立

大学で共同セミナーを行い、韓国側研究者と情報交換をした。Prof Kim のチームと武居のチーム両方ともに、

月 日本側実施項目 担当者  韓国側実施項目 担当者 

 

7-9 (J1) 多層電極マイクロ流

路の製作 

HJ.KIM  (K1) マイクロ・プロセス・

トモグラフィーの逆問題の

プログラミング 

BS.KIM 

10- 

12 

(J2) 静的状況での電気的

な静電容量やインピーダ

ンス・データの取得 

＊海外出張: 

4th AJWTF（釜山） 

*国内出張: 

・日本流体力学会年会 2012 

・可視化情報学会講演会 

・IEEE International 

 Symposium 

・日本人工臓器学会大会 

HJ.KIM 

ALI OTHMAN

鈴木 

 

HJ.KIM 

 

鈴木 

SAPKOTA 

HJ.KIM 

 

朝倉 

 データを韓

国側に送り共有

(K2) 静電容量データやイン

ピーダンスデータに基づき

画像再構成 

KHAMBAMPA

TI 

IM 

 

1-3 (J3) 静的状況の画像再構

成に関する議論 

参加者全員  結果を日本

側にもらい共有

(K3) 静的状況の画像再構成

に関する議論 

参 加 者 全

員 
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9 月の Word Congress on Industrial Process Tomography (WCIPT) に参加し、研究発表を行った。 

平成 26 年度の共同研究は、いままでの成果をまとめた。千葉大学・特任助教の Dr SAPKOTA Achyut

が第一著者となり、近日中に国際ジャーナルに投稿予定である。若手研究者養成の観点として、共同研

究者の千葉大学・JSPS 外国人特別研究員の Dr ZHAO Tong と、プロセス・トモグラフィー関係の国際会

議である北京にて開催される World Congress Particle Technology(WCPT7)に参加講演し、さらに、沖

縄にて開催される International Symposium on Flow Visualization (ISFV16)に参加講演し、若手研究

者の養成と韓国側の関係者との情報交換を図った。全体の研究テーマは、両国のチームの 12 の項目か

らなり、平成 26 年度はその内 2 テーマ(J11～J12)、および、(K11～K12)を行った。両チームとも 4－5

月で、流れの状況でのインピーダンス・データによる画像再構成に関する議論を行った。日本側チーム

は５月に北京で行われる WCPT7、及び、６月に沖縄にて行われる ISFV16 にて成果発表を行った。 

 

月 日本側実施項目 担当者  韓国側実施項目 担当者 

4 (J4) ハイスピードスイッチ

ング装置の開発 

SAPKOTA 

ALI OTHMAN

 (K4) マイクロ・プロセス・トモ

グラフィーのインピーダンス・

データのための逆問題のプログ

ラミング 

BS.KIM 

5 (J5) 関係者によるディスカ

ッション 

＊海外出張:済州大学と共同

セミナーとICMF2013（済州） 

SAPKOTA 

ALI OTHMAN
 

共同セミナ

ー 

(K6) 関係者によるディスカッ

ション 

＊海外出張:済州大学で共同セ

ミナー 

参加者 

全員 

6-7 (J6) 静的状況でのインピー

ダンス・データの取得 

SAPKOTA 

ALI OTHMAN
 データ

を韓国側に

送り共有 

(K3) 静的状況の画像再構成に

関する議論 
KHAMBAMPA

TIIM 

8-9 (J7) 静的状況での画像再構

成に関する議論 

＊海外出張:ポーランドにて

共同セミナーとWCIPT7 

SAPKOTA 

ALI OTHMAN

共同セミナ

ー 

(K7) 静的状況での画像再構成

に関する議論 

＊海外出張: ポーランドにて共

同セミナーと WCIPT7 

BS.KIM 

10-

11 

(J8) 流れの状況でのキャパ

シタンス・データの取得 

SAPKOTA 

ALI OTHMAN
 

 データ

を韓国側に

送り共有 

(K8) 流れの状況でのキャパシ

タンスデータによる画像再構成
KHAMBAMPA

TI 

IM 

12-

1 

(J9) 流れの状況での画像再

構成に関する議論 

参加者 

全員 

 (K9) 流れの状況での画像再構

成に関する議論 
参加者 

全員 

2-3 (J10) 流れの状況でのインピ

ーダンス・データの取得 

  データ

を韓国側に

送り共有 

(K10)静的状況でのインピーダ

ンス・データによる画像再構成
KHAMBAMPA

TIIM 

月 日本側実施項目 担当者  韓国側実施項目 担当者 

4-5 (J11) 流れの状況でのイン

ピーダンス・データによる

画像再構成に関する議論 

＊海外出張：北京にて WCPT7

参加 

参加者 

全員 

 (J11) 流れの状況でのインピ

ーダンス・データによる画像

再構成に関する議論 

参加者全員 

6 (J12) 関係者による総合デ

ィスカッション 

＊ 国 内 出 張 ： 沖 縄 に て

ISFV16 参加 

参加者全

員 

 (K12) 関係者による総合ディ

スカッション 

 

参加者全員 


