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VI．研究および発表論文

1．研究課題とその概要

Ａ．文部科学省科学研究費補助金による研究

1. 基盤研究（S）

分子振動励起・回転誘起の素過程を探る結合モード光散乱スペクトロスコピーの構築

 教授 高木 堅志郎 [代表者 ]， 助教授 酒井 啓司， 助手 美谷 周二朗

多原子分子よりなる凝縮系においてエネルギーは分子の並進自由度の他，分子内振動や回転運動にも分配される．
これらの自由度間にはカップリングが生じ，これがソフトマテリアル系における複雑な物性発現に寄与していること
が知られている．本研究は，新開発の光ビート分光振動緩和スペクトロスコピーと相関光誘起カー効果スペクトロス
コピーとを柱とする独創的解析スキームを確立して，振動・回転の分子ダイナミクスを可視化し解明することを目的
とする．本年度は連続波レーザー励起光カースペクトロスコピー装置と高分解能ブリュアン散乱装置の高性能化を図
り，液晶等方相における分子の並進運動と回転運動の結合輸送係数の定量測定を行った．さらにこれを分子形状から
理論的に導くことを目指している．

熱輸送デバイス / 熱電エンジンによる熱回収システム化技術

 教授 西尾 茂文

エネルギー資源・環境保全の課題に対し，低温排熱の有効利用技術を実現することが一つの重要課題として研究を
行っている．周知のように熱エネルギーは低温排熱として多量が廃棄されているが，この状況を脱するには，構造シ
ンプル性に基づく動力化（電力化）装置が不可欠である．本研究では，構造シンプル性を有する熱電素子に注目する．
熱電素子の課題は，1）現実に利用できている温度差と排熱自体としての温度差の比である温度差利用率の飛躍的向
上，2）熱電素子の集積度の飛躍的向上である．1）については，500K 程度まで作動する細径熱輸送デバイスを創製
し，これを高効率フィン構造として利用することにより温度差利用率を飛躍的に高める．2）については，Bi-Te 系の
シート材を創製し，それを積層化することにより，集積度の飛躍的向上を図る．この二つのキー要素を開発すること
により，排熱発生パターンや場所に依存しない汎用の低温排熱動力化システムを構築する．

CFD の逆問題解析に基づく室内温熱・空気環境の最適設計システムの開発

 教授 加藤 信介 [代表者 ]， 助教授 大岡 龍三，顧問研究員 村上 周三， 助手 黄 弘

本研究は，室内温熱・空気環境解析シミュレーションの逆変換法を用いる総合的な室内の温熱・空気環境の設計シ
ステムの構築を目的とする．室内の環境性状を設計目標値に最大限近似させるための室内の物理的な環境条件を求め
る手法，すなわち逆問題解析による環境の自動最適化設計システムの開発を行う．このシステムは，様々な室内環境
の制御要素の組み合わせ及び室内環境の最適化の合理的な判断ができるため，経験のない空間においても適用可能と
なる．この解析手法の完成により，目標とする（例えば，省エネルギー的で健康的な）室内環境の自動設計が可能と
なる．

海底ステーションを基地とする海中観測ロボットによる自動海底地殻変動観測手法の開発

 教授 浅田 昭 [代表者 ]， 客員教授 浅川 賢一， 助手 望月 将志， 助手 能勢 義昭

海溝型巨大地震発生メカニズムを解明する上で，地震発生域となる海底の変動を把握することは不可欠である．海
上保安庁海洋情報部と共同で開発を行ってきた海底地殻変動観測システムは，そうした海底の地殻変動を直接検知す
る手法である．現在ではこのシステムに基づく観測網が日本周辺の海溝域に沿って展開され，定常的な観測が行われ
ている．現行システムによる観測は，測量船を観測海域に派遣して行われる．予め決められた測量船の年間運航計画
に基づき観測が実施されるため，海況の変化，突発的な地震等，予期せぬ自然現象の変化，発生に，順応することが
難しい．こうした問題を打破する新たな海底地殻変動観測システムを作り上げるのが本研究である．これまでの測量
船に代えて，海底ステーションを基地とする海中ロボットによる観測システムの開発を目指している．海中ロボット
の利用は，海況，GPS 衛星配置等，観測好条件時を選んだ，より頻度の高い観測，更に高い即時性を持った観測を可
能なものにしてくれる．現行システムによりおぼろげに見えてきた海溝型巨大地震発生メカニズムに関して，更に一
歩踏み込んだ鮮明なイメージを提供してくれる観測システムとなるものと考えている．

マイクロ現場遺伝子解析システムの実海域展開と機能の高度化

 助教授 藤井 輝夫 [代表者 ]， 助手 山本 貴富喜， 特任助手 福場 辰洋

研究者らのグループでは，深海の熱水地帯等に棲息する微生物の遺伝子解析を現場で直接行うことを目的として，
マイクロ流体デバイス技術を応用した現場型遺伝子解析システムの開発を進めている．これまでにプロトタイプシス
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テムをほぼ完成させ，深海を模擬した環境下において実験室レベルでの性能評価を行う段階に達している．この成果
に基づいて，本研究では，実用レベルのマイクロ現場遺伝子解析システムを完成させた上で，これを実際に深海無人
探査機ならびに定点設置型サンプル処理装置に搭載し，実海域における現場計測を試みる．これらの実海域展開を通
してシステムに改良を加えると同時に，遺伝子解析操作の前処理を行う機能を付加することによって，より希少な微
生物や遺伝子の検出も行うことができ，なおかつ様々な観測形態にも対応できるようにマイクロ現場遺伝子解析シス
テムを高度化することを目的とする．

ナノ物体の物性計測と可視化観察の同時遂行を目指すナノ・ハンド・アイ・システム

 教授 藤田 博之 [代表者 ]， 助手（東大） 安宅 学， 教授（香川大） 橋口 原， 講師（立命館大） 横川 隆司

2. 萌芽研究

遺跡地震痕跡の工学的評価手法の開発と地震履歴カタログ整備への応用

 教授 小長井 一男

本研究の目的は，地震痕跡から当該地域での地震の揺れを推定する手法を開発することにある．考古学的手法で年
代特定された地震について，その揺れの状況を推定できるなら，年間数千ヶ所に及ぶ遺跡の発掘が行われているわが
国で，（1）地震の発生時期と （2）地震動の強さの地域分布を客観的な指標を持って示し得る．そしてそれは，「過去
の地震履歴」を確認するだけでなく，その発生確率の推定結果（地震調査研究推進本部）が公表されている今世紀前
半の東海・南海地震などの巨大地震への対応を検討する上でも極めて重要な意味を持つ．本年度は今城塚古墳，カズ
マヤマ古墳などで調査を実施し，これらの下に存在する断層や，地すべり痕跡を画像として捉え，これらの引き金に
なった地震について推定を行った．

液体中の自由度間相関を記述する新しい粘性係数の測定とその分子論からのアプローチ 

 教授 高木 堅志郎 [ 代表者 ]， 助教授 酒井 啓司

従来，液体の物性は，その分子が自由な並進運動性を有する点から導かれている．これに対し，液晶やラメラ構造
など異方性を示す物質群にあっては，分子の集団的な配向自由度もその機能・物性に大きな寄与を果たしている．さ
らに最近，流体における分子の並進運動と回転運動が強い結合を示すことが分かってきた．本研究は並進－配向の結
合を表現する第 3 の輸送係数を実験的に定量評価する新しいスキームを開発し，さらにその起源を分子レベルから明
らかにすることを目的とする．本年度は圧電素子を用いて 1Hz ～ 100kHz までの広帯域で並進－配向結合係数を測定
できる四重極流動複屈折法を開発し，これを用いてたんぱく質コロイド，液晶，ミセルなど様々なソフトマテリアル
における結合現象の動的観察を行い，その緩和現象のメカニズムを明らかにした．

in vitro 血管壁損傷評価システム開発と動脈瘤発症メカニズムの生体力学的検討

 教授 大島 まり

これまで，病理学的研究により動脈瘤壁では内皮組織の損傷，平滑筋組織の萎縮が生じることが明らかとなってい
る．また，多くの流体解析シミュレーションにより動脈瘤好発部位では壁面せん断応力が高いことが指摘されている
ことから，動脈瘤における血管壁損傷と高壁面せん断応力の関連が考えられている．しかし，壁面せん断応力が血管
壁損傷に及ぼす影響については詳細が明らかにされていない．そこで本研究は，流れによる壁面せん断応力が血管壁
に与える損傷を定量的に評価する試験システムを開発し，血流による壁面せん断応力と動脈瘤発症との因果関係を解
明することを目的とする．具体的には，まず，動物から摘出した血管壁を定量的に制御された流れ負荷環境下で組織
培養可能な試験システムを構築する．このシステムにより，壁面せん断応力と内皮組織の損傷，すなわち内皮細胞の
剥離との相関を定量的に明らかにする．さらに高壁面せん断応力下で血管壁を培養することにより，壁面せん断応力
が平滑筋組織の変性に及ぼす影響を解明する．

人工臓器における大規模集積流路ネットワークの形態設計・評価に関する研究

 助教授 白樫 了

本研究では，流路系を熱物質交換という機能の下に組織化されたマルチスケールの大規模集積流路ネットワークと
してとらえ，流路ネットワークの設計・製造理論の構築を目指している．その例として，埋め込み可能な人工臓器の
流路設計理論と製作法を開発している．最終的には流路ネットワークの機能と形態の関連を結ぶ理論の構築が狙いで
ある．

人間の創造力（Creativity）を引き出す空間に関する研究

 助教授 橋本 秀紀

 人間の創造力はコンピュータで代替できず，人間が人間である所以である．本研究は人間の五感に情報を提示する
ことによって人間の持つ創造力を効率的に引き出し活用する空間を工学的に実現することを目指している．本研究で
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は現実の知的空間を作り，そこから得られる知見をフィードバックし創造力を引き出す手法を求めるというプラグマ
ティックな方法論により，創造力を引き出す空間の設計手法を検討する． 

ナノプローブ TEM による炭素ナノ材料の表面原子構造操作と電気伝導機構の可視化  

 教授 光田 好孝 [ 代表者 ]， 技術専門職員 葛巻 徹

本研究は，透過電子顕微鏡（TEM）下でのナノプローブ操作により，炭素系ナノ材料の表面原子構造に対し直接物
理的・化学的に操作し，同時に電子物性を評価・計測することから，材料の表面原子構造と電気伝導特性の制御と設
計に関する新しい知見を得ることを目的とする．具体的には，TEM 内でのナノプローブ操作と電子線ホログラフィー
により，ダイヤモンド表面，カーボンナノチューブ（CNT）表面の気体分子の吸着・脱離現象と表面電子物性との関
係及び電気伝導機構を明らかにする．これまでに，電子線ホログラフィー法による多層 CNT の観察を実施し，電気
伝導機構解明のための内部電位分布の解析についての予備的検討を行った．現在，TEM 試料として用いるダイヤモン
ド単結晶表面に水素や酸素を終端させる予備装置を開発中である．

アビジン・ビオチン反応を利用した階層構造を持つ三次元組織ユニットの作製

 助教授 酒井 康行 [代表者 ]， 助手 小島 伸彦， 大学院学生 松尾 朋樹

本研究では，親和定数が非常に高い生体分子反応 — アビジン・ビオチン反応 — を繰り返し利用することで，特に肝
組織などを例として組織三次元構造の in vitro 再構築を短時間で行う手法の適用を試みる．具体的には，第一に任意の
三次元幾何構造を持つ多孔質担体の内表面に，生体組織を模倣した層状構造を短時間で付与する手法の確立を目的と
する．第二に，同様の手法を用いて，迅速な異種細胞由来の凝集塊を形成させたり，チューブ状または中空球状の担
体内外の表面に重層構造の付与を試みたりする．

畳み込みを利用した膜構造の形態解析

 助教授 川口 健一

膜構造は軽量，柔軟，透光性などを主な特徴とする多機能材料であるが，実際の構造物として利用される場合，柔
軟性が利用される場合は少ない．建築構造の分野において膜構造の畳み込みに関する基本的な性質に着目した研究
は，今日までほとんどなされていないのが現状である．広がりを持つ膜材をどのような形に収納し，どのような手順
で展開するかという研究は建設現場における作業能率に関るだけでなく，展開型の新しい膜構造や開閉型のドーム構
造への応用等，従来の膜構造では考えられなかった新しい応用を引き出す可能性を持っている．本研究では，膜の幾
何学的形状に着目し，初期形状と目的形状との間に設定した畳み込みの軽量を最小化することにより，畳み込み経路
と畳み込み形状を同時にかつ自動的に決定していく解析法を開発することを目的とする．本研究は膜材料の幾何学に
関する研究を基礎とするため，まず，応用数学や宇宙工学の分野における基礎研究的な調査を行う必要がある．本年
度は， 膜構造の畳み込みに対し，折り紙的なアプローチを適用，剛体可折条件の判定式を提案し，膜構造の畳み込み
解析に関する基礎理論の展開を行った．

液状化対策兼用の埋戻し材としての廃ガラスリサイクル材料の適用性に関する基礎的研究

 教授 古関 潤一

廃ガラスのリサイクル材料を用いて地中構造物の埋戻しを行う工法の適用性に関し，地震・交通繰返し荷重下での
力学特性や破砕性，埋設管に及ぼす影響，および有害物質が溶出する可能性を明らかにすることを目的として検討を
行っている．初年度である今年度は，廃ガラスリサイクル材料の繰返し一次元圧縮試験を実施し，交通荷重相当の繰
返し荷重下では粒子破砕は進行せず，変形係数の劣化や有害な残留沈下も生じないことを明らかにした．

回転可能な接合部のもつ不安定な機構を活用した施工・安全性に優れた骨組構造の開発

 教授 藤井 明 [代表者 ]， 助教授 川口 健一， 助手 橋本憲一郎

本研究の目的は，回転可能な接合部のもつ不安定な機構を活用した骨組みによって，施工性の良い構造・構法を開
発するとともに，こうした構造・構法を利用した実際の建物への計画学的な展開を探ることである． 仮設・移動可能
な建築物を研究対象としているが，こうした構造物にあっては，建設期間の短縮，建設作業を容易にすることが要求
される．そこで，本研究では，回転可能な接合部を用いて，不安定な架構を形成し，ケーブルによる張力導入によっ
てその架構を安定化させることを提案する．これによって，地上作業のみによって骨組みを組立て，立ち上げていく
ことができる．これは，作業の安全・簡略・短縮化に寄与すること大である．また，このような接合部を用いること
で，部材もシンプルになり，何度も繰り返しての組立て・解体が可能となる．構造・構法に関しては，先に提案した
展開過程の不安定な骨組みの挙動を明らかにし，その挙動を可能にする接合部を開発する．また，ケーブル部材の配
置を検討し，解析・実験によって張力導入及び張力導入後の強度を確認する．構造的な解析と並行して，これらの構
造が展開可能な建築物を，主にスケールの観点から計画学的に発案・検証し，解析にフィードバックしていく．
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バイオセンサーを用いた空気質認知による安全・健康生活空間の創造

 教授 加藤 信介 [代表者 ]， 助教授 立間 徹， 助教授 大岡 龍三， 助手 黄 弘

シックハウス・シックビルディングシンドロームの原因の一つである低濃度，長期被爆で人体健康影響のある室内
空気汚染物質を検出するバイオセンサーの原型を作成する．

電気化学的機構に基づくメカニカル電池の開発

 助教授 立間 徹 [ 代表者 ]， 助手 高田 主岳

酸化還元活性種を組み込んだ高分子ゲルや高分子溶液の機械的圧縮・伸張などによって動作する，メカニカル電池
の開発を目指す．圧縮による親水疎水・静電的相互作用や環境などを変化させ，酸化還元電位の変化を誘起すること
により電気エネルギーへ変換する．

エコサービスの定量的環境影響評価と社会的受容性に関する研究           

 教授 山本 良一 [代表者 ]，助手 神子 公男

大量生産，大量消費社会から脱却するための手法として，エコサービスが注目されている．エコサービスとは製品
を使用した結果（機能・サービス）のみを販売し，製品本体は販売しないビジネスモデルである．これによって，販
売側から見た場合には製品の所有権は販売者に帰属し，ライフサイクル全体の製品の管理が容易になり，環境負荷を
低減させることが可能となる．消費者側から見た場合には，従来製品から得られていた利便性を「製品」を購入する
のではなく製品のもつ「機能」を購入することで従来と同じ利便性を保つことができる． 本研究では従来と同様「製
品」自体を販売した場合と「製品機能」のみを販売した場合についてライフサイクル全体を通じて定量的環境影響評
価を行い，「製品機能」の販売を行うことで環境負荷を従来に比べてどの程度低減できるのかを評価することと，この
ようなエコサービスの社会的受容性につて調査及び研究する．また，環境影響評価手法として，日本独自の環境影響
統合化手法である，被害算定型環境影響評価手法を用いて，環境影響を総合的に評価する． 本研究によって，エコサー
ビスを導入することによって大きく環境負荷を低減できる製品・サービス，及び環境負荷の低減率を明らかにする．

チタン鉱石から直接金属チタン粉末を製造する方法

 助教授 岡部 徹 [代表者 ]， 教授 井上 博之， 教授 光田 好孝

現在のチタンの製造プロセス（クロール法）では，酸化チタンの品位が 90 % 以上のアップグレード鉱石（高品位
鉱石）を原料として用いているが，高品位鉱石の使用はチタン製錬のコストを上げる主な要因となっている．チタン
の生産量は年々増大しており，今後も一層の需要拡大が見込まれるため，資源も豊富で廉価な低品位のチタン鉱石を
利用する新しいタイプのチタン生産技術の確立は緊急かつ重要な課題である．しかし，低品位のチタン鉱石は不純物
として多量の酸化鉄を含むため，塩化工程で多量の塩化鉄廃棄物（FeClx）が生成し，同時にクロール法における塩素
のロスをもたらすため，低品位鉱石が使用できるチタンの製造プロセスは現状では確立されていない．本研究は，現
行のクロール法（塩化製錬法）からの脱却を目指し，チタン鉱石をプリフォーム原料として利用する新しいタイプの
チタン製錬法の可能性を追及する．

柔軟な腕を持つ水中マニュピュレータの開発研究                  

 教授 浦 環 [ 代表者 ]， 助教授（東京海洋大） 近藤 逸人

自律型水中ロボット（AUV）が水中を移動しながら外界に対しておこなえる行動は限られている．水質計測，音響
マッピング，ビデオ撮影が AUV の主たるミッションであり，海底や海中の対象物に対するマニュピュレーション作
業は専ら有索無人機（ROV）の役目である．しかし ROV はケーブル索により行動が制限される．また，活発な海底
火山などでのマニュピュレーション作業は危険であり ROV には出来ない．このため本研究では，AUV による自動的
マニュピュレーション技術を確立し，海中の自然物（生物）や海底資源をサンプリングすることで，海中世界の科学
的解明に貢献することを目的として，AUV のマニュピュレータの開発を進めている．水中という特殊環境下を動き回
る AUV に求められるマニュピュレータは，ROV の持つ「剛直」なものではなく，「柔軟」なものである．マニュピュ
レーション対象は，水中を動き回るクラゲなどの自然物（生物）である．現在，ステレオビジョンシステムによる対
象物の認識と高精度画像フィードバックによるマニュピュレータ制御手法を開発中である．

生体分子ナノアクチュエータを利用したナノ構造のハンドリングシステム

助手 鈴木 宏明， 助教授 竹内 昌治 [ 代表者 ]

マルチハザードリスクの観点から見た地域特性評価手法の開発    

 助手 吉村 美保 [ 代表者 ]， 教授 目黒 公郎

海溝型地震・活断層型地震・風水害・雪氷害・斜面崩壊などの各種災害リスクには地域による偏りが存在する．本
研究では，これらの災害リスクの地域特性を総合的に評価する手法を開発し，リスク傾向に応じて地域の診断を行う．
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この結果に基づき，地域のリスク傾向に応じた地域防災力の向上策や，自治体同士の防災連携の可能性を検討する．

CVM（仮想評価法）による環境共生建築・設備のライフサイクルバリュー評価

 助教授 大岡 龍三 [代表者 ]， 教授 加藤 信介， 助手 黄 弘，伊香賀 俊治

いわゆるライフサイクルコストでは評価し得ない，建築における環境共生的手法や省エネルギー設備のもつ総合的
な価値をライフサイクルバリューと定義するとともに，その内容を明らかにし，それを CVM（仮想評価法）により
定量的評価する手法の開発を行う．

量子ネルンスト効果の理論と実験

 助教授（横国大） 白崎 良演 [代表者 ]， 助教授（核融合研） 中村 浩章， 助教授 羽田野 直道，
助教授 町田 友樹， 助手（埼玉大） 長谷川 靖洋

磁場中の半導体に温度勾配を与えると起電力が生じます（ネルンスト効果）．さらに極低温にして端電流を考慮す
ると，ホール効果と同様に輸送現象が量子化されることを，我々は予言しました．これを量子ネルンスト効果と呼び
ます．本研究では量子ネルンスト効果の理論的描象を確立し，実験により実証することを研究目標とします．

シクロデキストリンを有する新規ポリマーゲルの開発

 教授 畑中 研一 [ 代表者 ]， 助教授 吉江 尚子

主鎖中にシクロデキストリンを含むポリマーは，別のポリマー分子がシクロデキストリン環を貫通するユニークな
構造のゲルを形成する．我々が開発したこのゲルは，架橋点が動くことに加え，酵素によってシクロデキストリン環
が分解するという特徴を有しているので，生体内で分解するバイオマテリアルゲルとしての可能性を追求している．

動的に変化する道路インフラの適用可能性に関する研究

 教授 桑原 雅夫 [代表者 ]， 助手 田中 伸治， 准教授（首都大） 大口 敬

路面表示，レーンマーキング，標識などを可変にすることによって，円滑性を向上させるシステムについて，その
適用可能性を検討する．

交通運用と調和した都市部における新たな道路計画・設計論の構築

 准教授（首都大） 大口 敬 [代表者 ]， 准教授（首都大） 小根山 裕之， 教授 桑原 雅夫，
助教授（名大） 中村 英樹

現在の道路計画・設計では，現状の交通調査に基づいて将来の交通需要予測を行い，目標とする交通運用水準を確
保するものとされている．しかし特に都市部道路の交通運用状態は，目標とはかけ離れた極めてひどい交通混雑状況
にある．根本的な問題は，混雑状況下における真の交通需要の把握の困難性と，将来の交通需要予測に過度に頼った
「需要追従型」の現行の計画手法の論理破綻にある．本研究では，こうした既存手法からパラダイムを変換し，需要
追従型と決別した全く新たな道路計画・設計論の構築を目指して，科学的検証分析に基づいて論点を整理し，新たな
方向性を見いだそうとする物である．

3. 特別研究員奨励費

非周期ドメイン反転構造を有する非線形光学結晶を用いたフェムト秒光パルスの時空間制御

 日本学術振興会外国人特別研究員 ZENG， Xianlong， 教授 志村 努 [ 代表者 ]

ニオブ酸リチウムを用いた擬似位相整合において，任意の非周期ドメイン反転構造を最適設計することにより，
フェムト秒光パルスをエネルギー散逸無しに，断熱的にパルスのソリトン圧縮を行うことを目指している．数値シ
ミュレーションを用いて，デバイスの設計を行い，50 フェムト秒を切るパルスが得られることを示した．さらにこの
結果に基づき，デバイスの製作を行った．現在実験的な検証を行っている．

過冷却液体のガラス転移における長距離密度揺らぎの時空間スケーリング

 日本学術振興会特別研究員 小林 美加， 教授 田中 肇 [ 代表者 ]

ガラス形成物質では，構造緩和と呼ばれる緩和現象が最も遅い時間スケールをもつと一般的には考えられており，
その特徴的長さはナノメーター程度であるとされている．ところが一方で，理論的予測よりもはるかに大きいレイ
リー散乱の散乱強度が観測されることが知られており，この波数依存性から数百ナノメーター程度の極めて長い相関
長の存在が示唆されている．こうした長距離の空間相関の存在は，純物質中に密度以外の揺らぎが存在することを意
味するものであるが，このような揺らぎの正体はもとより，その存在可否についても未解決のままである．我々は，
こうした揺らぎの起源と液体 - 液体相転移との関係に着目して，静的・動的光散乱実験による研究を行っている．
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分子性液体における液体－液体相転移の研究

 大学院学生 栗田 玲， 教授 田中 肇 [ 代表者 ]

単一原子または分子種からなる物質に 2 つの液体状態が存在し，その間で一次相転移が起きるという液体・液体相
転移は，液体はユニークであるという直感に反するため，注目を集めていた．近年，我々は Triphenyl Phosphite とい
う有機液体において，初めて常温・常圧下で液体・液体相転移を発見した．このことにより，多種多様な実験が可能
となり，その性質や起源を調べてきた．その結果，液体・液体相転移の臨界現象を発見することが出来た．これは密
度以外の秩序変数があることを意味しており，熱量測定の結果から液体中に存在する局所安定構造の数密度であるこ
とが示唆された．さらには，液体・液体相転移を用いた新しい実験手法により，その秩序変数がガラス転移現象と大
きく関係があることが示唆された．

コロイド系相分離の実空間解析

 日本学術振興会外国人特別研究員 ROYALL， C． P．， 教授 田中 肇 [ 代表者 ]

大小異なるコロイド混合系における枯渇相互作用は，大きい粒子の周りの小さい粒子の配置エントロピーに起因す
る純粋なエントロピー起源の相互作用である．これらの系のダイナミクスを議論する際には，「小さなコロイドの局
所秩序化」，「液体の流れという自由度」などの因子を考慮することが不可欠であるが，これは，系を構成する複数の
要素と流体の運動との複雑な動的結合のため，極めて困難な動的多体問題と言える．そのため，その工学的・生物学
的重要性にもかかわらず，これらの系のダイナミクスは物理的には未踏の領域といっても過言ではない．本研究では，
可視化用コロイド粒子の合成技術と粒子の 3 次元可視化，実時間粒子運動捕捉技術，超高速 3 次元観察技術を融合す
ることで，これまで不可能であった，「コロイド混合系の臨界ダイナミクス・相分離ダイナミクスにおける個々の粒
子の運動レベルの情報に基づく解明」を目指す．

マイクロ PIV による微小液滴内流動の可視化計測

 大学院学生 木下 晴之， 教授 大島 まり [ 代表者 ]

微小液滴内部流動を可視化計測することのできる計測ツールとして，共焦点マイクロ PIV システムを新たに開発・
構築した．このシステムを用いることで，液滴の任意の深さ位置における鮮明な断面粒子画像を取得し，速度解析す
ることが可能である．このシステムでは，従来のマイクロ PIV システムに比べて，およそ半分の大きさの被写界深度
を実現しているため，液滴内部の流動など，3 次元的で複雑な流れ場を詳細に調べるツールとして非常に有効である
ことが確認されている．さらに実際にこのシステムを用いて，矩形のマイクロチャネル内を移動する微小液滴の内部
流動の計測を行った．T 字型のマイクロチャネルを利用して，シリコーンオイルの連続相中にグリセリン水溶液の液
滴を連続的に生成し，その内部流れを計測した．共焦点マイクロ PIV システムの焦点位置を順に変えながら計測を繰
り返すことで，液滴内部の 3 次元空間的な流速情報を取得することができた．その結果から液滴内部の相対速度分布
を算出し，可視化することで，液滴内部の流動構造を明らかにすることに成功した．その結果，液滴内部には，チャ
ネル壁面の影響や周囲の連続相の流れによって複雑な循環流が発生していることが新たに分かった．また将来的に
は，この液滴内部の流れを積極的に活用することで，液滴の混合や化学反応といった流体操作をより効率的に行うこ
とのできる液滴デバイスを設計することができると期待される．

複断面粒子画像流速計を用いた界面活性剤の抵抗低減メカニズムの研究

 日本学術振興会外国人特別研究員 李 鳳臣， 教授 大島 まり [ 代表者 ]

高分子あるいは界面活性剤を付加することによって乱流の抵抗が軽減する現象は，かなり以前より知られていた．
この現象に関する研究は，実験的，理論的あるいは解析的に行われてきた．その結果，高分子や界面活性剤を加える
ことにより，流体が粘弾性の性質を持ち，乱流と相互作用することにより，乱流抵抗を軽減することが知られている．
しかし，まだ未知な部分が多く，例えば，付加したものによって抵抗軽減が起こるメカニズム，ニュートン流体の基
本的な現象に粘弾性が及ぼす影響や粘弾性流体の構成方程式，あるいはレオロジーの特性を計測する手法やマイクロ
スケールでの粘弾性流体の流れ等，わからない部分が多い．このような背景より，粒子画像流速法（Particle Image
Velocimetry:PIV）による界面活性剤を含む粘弾性流れの可視化計測の実験を行った．

高分子アクチュエータの電気化学・力学挙動の計算モデリングに関する研究

 日本学術振興会外国人特別研究員 KANG， S．-S．， 教授 都井 裕 [ 代表者 ]

イオン導電性高分子材料（Nafion，Flemion など）によるアクチュエータ素子の電気化学・力学連成挙動の有限要素
解析に関する研究を進めている．本年度は，Nafion アクチュエータに対する逐次および統合モデリングについて検討
するとともに，有限変形解析への拡張に着手した．また，Flemion アクチュエータに対する基本モデリングを確立した．

形状記憶合金デバイス設計のための計算力学システムの開発

 日本学術振興会外国人特別研究員 LEE， J．-B．， 教授 都井 裕 [ 代表者 ]

FSMA の磁気・超弾性変形，多孔質 SMA の超弾性挙動などを対象とした 3 次元構成方程式を誘導し，これらを用
いた 2 次元・3 次元デバイスの磁場・超弾性およびマクロ・メソ連成挙動を対象とした有限要素解析法を確立すると
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ともに，SMA/FSMA デバイスの設計を支援するための汎用的な計算システムのプロトタイプを開発することを目的と
した研究を進めている．本年度は，SMA と Fe を組み合わせた SMA コンポジットコイルばねおよびダイアフラムア
クチュエータの磁場・超弾性変形連成解析を実施した．

低温排熱をエネルギー源とした熱音響発電システムの開発

 日本学術振興会特別研究員 上田 祐樹， 教授 西尾 茂文 [ 代表者 ]

エネルギーの有効利用は我が国にとって極めて重要な課題であるが，低温排熱についてはその有効利用を図る手だ
てが十分には開発されていない．当研究室では，低温排熱を動力化するシステムとして，ピストンなどの固体摺動部
を廃した動力化装置即ちソフトエンジンを提案している．熱音響エンジンはソフトエンジンを具現する一つの候補で
ありその理論効率も提示はされているが，理論効率に近い具体的システムの提示が遅れている．本研究では，具体的
システムを提示し，ソフトエンジンの具現化を図ろうとしている．

二相自励振動型熱輸送管に関する数値解析

 日本学術振興会外国人特別研究員 WANG， S．-F．， 教授 西尾 茂文 [ 代表者 ]

二相自励振動型熱輸送管（SEMOS ヒートパイプ）は，細径化，フレキシブル化などに適した新しい熱輸送デバイ
スである．当研究室では，本ヒートパイプに関する性能実験，作動原理に関する可視化実験などを行ってきたが，性
能に影響するパラメータが多く，設計指針を与えるためには数値解析による検討が必要となった．本研究では，本
ヒートパイプ内の流動をモデル化し，熱輸送特性を計算する数値解析法の検討を行っている．

統計力学と数理工学との融合及びその応用に関する研究

 大学院学生 豊泉 太郎， 教授 合原 一幸 [ 代表者 ]

本研究では情報伝達効率の最大化原理より理論的に，視覚野の方位選択性および眼優位性を再現する目的で導入さ
れた Bienenstock-Cooper-Munro 則（以下 BCM 則）が導かれることを示した．さらに従来の BCM 則が神経細胞の発火
率に対して定式化されていたのに対し，今回，情報伝達効率の最大化原理から導かれた学習則はスパイク時刻依存性
をもち，BCM 則の一般化となっている．従って，今回導かれた学習則はシナプス前細胞の発火率の相関ばかりでな
く，スパイク相関に関しても鋭敏である．特に生体内，発達期を想定した高ノイズ状況において，情報伝達量の最適
化から導出された学習則に対するスパイク時刻依存性の可塑性の効果を調べたところ，生理実験から得られたものと
定性的に同様の効果が得られることが分かった．

樹状突起における非線形な入力加算を考慮した大脳皮質の神経回路モデルの研究

 日本学術振興会特別研究員 森田 賢治， 教授 合原 一幸 [ 代表者 ]

皮質の神経回路網の動的特性を調べるため，基礎となる単一細胞レベルでの細胞間相互作用の性質について，およ
び，回路網全体としての振る舞いについての二つの階層において，数理モデルを用いた解析を行っている．具体的に
は，単一細胞レベルに関しては，特に近年注目を集めている神経伝達物質 GABA の受容体チャネルの平衡電位の値の
違いによって GABA の作用特性がどのように変わるかを，2 次元の数理モデルを用いて解析し，錘体細胞が，興奮性
と脱分極性 GABA 性という 2 種類の周期的入力を受けるような場合，適当な条件下においては，2 種類の周期入力の
位相差が，神経細胞の時間平均発火率，ないし同種の入力を受ける多数の独立な神経細胞の集団平均発火率のなめら
かな両方向性の変化（増加および減少）に変換されることなどを示した．一方，回路網レベルでは，樹状突起上での
非線形な相互作用を区分線形関数で近似した数理モデルを構築し，神経細胞あたりの樹状突起の数が多い極限におけ
る漸近的表式を得た上で，その分岐解析および数値的解析を行い，樹状突起上の非線形性が多重安定状態をもたらす
可能性を指摘した．

特異点を持つ学習モデルの性能の解明および工学的応用による生体情報処理原理の解明

 大学院学生 冨岡 亮太， 教授 合原 一幸 [ 代表者 ]

本研究は，複雑な階層性，対称性を有する実世界で使われる学習システムの挙動の数理的な理解を目的としている．
現在，脳波データのオンライン識別のための時空間フィルタ最適化法を研究している．このようなデータの前処理は
実際にはあらゆる学習システムに必要であり，前処理も含めた統一的な学習システムの挙動の理解を目指している．

半導体量子ドット・フォトニック結晶と MEMS の融合による新素子開発

 日本学術振興会外国人特別研究員 GUIMARD， D．， 教授 荒川 泰彦 [ 代表者 ]
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単一分子デバイスの作製とテラヘルツ電磁波を用いたその伝導ダイナミクスの解明

 大学院学生 梅野 顕憲， 教授 平川 一彦 [ 代表者 ]

本研究は，分子ひとつを機能単位とする単分子素子の実現とその電気伝導ダイナミクスの解明を目的として，その
基盤となる間隔 1 ナノメートル程度の極微小電極対の精密作製技術確立を行うものである．本年度の主な成果は，試
料のほぼ全てを極微小電極対に加工する精密作製手法を実現したこと，作製過程の詳細なその場観察に成功したこ
と，その定量的な考察からナノ物性に基づいた一般的な精密作製思想を提唱したこと，の 3 点である．

半導体超格子中の電子波束運動とサブバンド間遷移によるテラヘルツ利得の解明と制御

 日本学術振興会特別研究員 鵜沼 毅也， 教授 平川 一彦 [ 代表者 ]

本研究は，半導体超格子における電子波束のブロッホ振動による利得の物理的理解と制御を目的とし，超格子の設
計・作製とテラヘルツ時間分解分光法による放射波形の計測を行うものである．本年度の主な成果は，GaAs/AlAs 超
格子におけるブロッホ振動電子の位相緩和時間の強い井戸幅依存性を観測し，主要な散乱機構を界面ラフネス散乱と
特定したことである．これは，超格子構造の工夫により，利得に重要な位相緩和時間を幅広く制御できる可能性を示
している．

ナノスケール MOSFET 中の量子効果と高性能デバイスへの応用に関する研究

 大学院学生 筒井 元， 教授 平本 俊郎 [ 代表者 ]

本研究は，MOSFET の電気特性に現れる量子効果の影響を実験により実証し，これらの効果により MOSFET の性
能向上を目指すことを目的とする．本年度は，（110）基板上に極めて薄い SOI pMOSFET を試作し，室温における正
孔移動度が SOI 膜厚 3．5nm 程度で大幅に上昇することを世界で初めて見いだした．これは量子効果によりフォノン
散乱が抑制されたためである．一方，同じく（110）面基板上に極めて薄い SOI nMOSFET を試作し，ダブルゲート動
作においては電子移動度も膜厚が極めて薄い領域で上昇することを見いだした．また，これらを組み合わせて CMOS
回路を構成するには，（100）面基板上に <110> 方向に FinFET 型の MOSFET を形成することが望ましいことを示した．
これらの成果は 2005 年 6 月の VLSI Technology Symposium と 2005 年 12 月の International Electron Devices Meeting で
発表を行った．

磁気力顕微鏡を利用した局所電流計測

 大学院学生 才田 大輔， 助教授 高橋 琢二 [ 代表者 ]

空間知能化による移動ロボットの知的制御に関する研究

 助教授 橋本 秀紀 [代表者 ]， 外国人特別研究員 PODRZAJ Primoz

当研究室が有する視覚および超音波センサが多数配置され知能化された空間（インテリジェント・スペース）内を
移動するロボットの制御に関して研究を行う．本研究では，対象となる移動ロボットに三自由度の動きを有する視覚
センサを搭載し，そのセンサを介して移動ロボット周囲の状況を把握し，かつ，移動対象物（人など）を認識する
ローカルセンシングを行う．また，空間全体の状況を把握する（グローバルセンシング）インテリジェント・スペー
スと協調し，目的地へ到達するための経路計画を行う．このローカルセンシングとグローバルセンシングを融合させ
て，人間などの移動対象物に衝突することなく，又障害物を回避しながら追尾する移動ロボットの制御系を実現する．

PLD 法による高品質 InGaN 及び InAIN の低温エピタキシャル成長

 日本学術振興会外国人特別研究員 LI， G．， 教授 藤岡 洋 [ 代表者 ]

これまで反応性が高すぎて利用できなかった酸化物基板上に低温で高品質族窒化物薄膜を実現する．

族窒化物半導体及び酸化亜鉛単結晶を接合した高輝度発行素子の開発

 大学院学生 小林 篤， 教授 藤岡 洋 [代表者 ]

酸化亜鉛単結晶上に低温で族窒化物を成長し急峻なヘテロ界面を実現することによって高輝度発行素子の開発する．

一般応力経路における未固結地盤材料の粘性の実験的研究とモデル化

 日本学術振興会外国人特別研究員 DUTTINE， A． G．， 教授 古関 潤一 [ 代表者 ]

未固結地盤材料として粒度分布のそろった自然砂と人工粒状体（酸化アルミニウム）の定圧直接せん断試験を行い，
せん断速度をステップ状に急速に変化させた場合の粘性挙動を測定した．その結果，地盤材料の粒子形状に応じて粘
性特性が異なり，さらにその特性がピーク強度の発揮前後で変化することを明らかにした．
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20 世紀モンゴル・ウランバートルの都市形成史

 日本学術振興会外国人特別研究員 BAO， M．， 教授 藤森 照信 [ 代表者 ]

潜在的な経年劣化リスクを反映した鉄筋コンクリート構造の竣工後早期品質同定システム

 日本学術振興会外国人特別研究員 PHAN， Q． H．， 助教授 岸 利治 [ 代表者 ]

コンクリート構造物の施工において，打設時に取得したコンクリートサンプルを用いて圧縮強度の確認は行われる
が，テストピースは施工の影響を反映しておらず，また，強度は長期性能を保証するものではない．そこで，施工後
に構造物表面のコンクリートの品質を確認する技術と，コンクリート表面の品質を踏まえて構造物の耐久性能を検証
するシステムの調査・研究・整備を行う．

高速多重極境界要素法に基づく波動的大規模音響数値予測手法の開発

 日本学術振興会特別研究員 安田 洋介， 助教授 坂本 慎一 [ 代表者 ]

酵素反応を用いた多重情報取得バイオシステムの開発

 日本学術振興会特別研究員 野津 英男， 助教授 立間 徹 [ 代表者 ]

複数の酵素を組み合わせたり，複数のトランスデューサを組み合わせることにより，多重情報（化学種の種類とそ
の濃度，あるいは複数の化学種の濃度）が得られるバイオセンシングシステムを開発する．

光触媒の非接触酸化反応における機構解明の検討

 大学院学生 久保 若奈， 助教授 立間 徹 [ 代表者 ]

光触媒から離れた有機・無機基質を酸化する，非接触酸化反応の機構について解明する．

酸化チタン－金属ナノ粒子系材料が示す多色フォトクロミック現象の解明及びその応用

 大学院学生 松原 一喜， 助教授 立間 徹 [ 代表者 ]

酸化チタン - 銀ナノ粒子系などで見られる多色フォトクロミック現象の機構について，とくに金属ナノ粒子の形態
変化を中心に解明し，応用を図る．

大規模 IP ストレージエリアネットワークの解析と性能向上に関する研究

 日本学術振興会特別研究員 山口 実靖， 教授 喜連川 優 [ 代表者 ]

大規模 IP ストレージエリアネットワークの解析システムの構築とそれによる性能向上を目標に研究を行っている．
提案システムを実際に IP ストレージエリアネットワークに適用したところ 60 倍の性能向上が実現されその有効性が
確認された．

自律的負荷分散機能を有するデペンダブルな GRID・P2P 構築の為の基盤技術

 日本学術振興会外国人特別研究員 MONDAL， A．， 教授 喜連川 優 [ 代表者 ]

GRID や P2P といった地理的に情報が分散しているシステムにおいて，頻度の高いクエリに対するレスポンス性能
を向上させるため，スケーラブルな負荷分散手法および・検索アルゴリズムを研究する．

パンチルト型プロジェクタに関する理論的解析と応用

 日本学術振興会外国人特別研究員 ASHDOWN， M． S．， 助教授 佐藤 洋一 [ 代表者 ]

プロジェクタによる映像投影の高画質化を目的とした光学的補正手法を開発する．人間の視覚特性にもとづいて設
計された補正アルゴリズムを新たに開発することにより，強い環境光の下，不均一な反射特性を持つ被投影へ投影す
るといった困難な条件下においても，高いコントラストを保った高品質な画像投影を可能とする．
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先端的細胞・組織構築のための 3 次元マイクロ構造の製作に関する研究

 日本学術振興会外国人特別研究員 PROVIN， C．， 助教授 藤井 輝夫 [ 代表者 ]， 助教授 酒井 康行，
助教授 白樫 了， 助手 高野 清

マイクロ流体デバイスを用いて細胞培養を行えば，従来のディッシュやボトルを用いる方法と異なって，細胞接着
面積を大きくとることができるだけでなく，能動的に培養液を潅流することによって，生体内の環境に近い条件で培
養を行うことが可能である．このような利点を活かし，本研究では，主としてステレオリソグラフィ法を用いた 3 次
元マイクロ構造の製作について重点的な検討を行った．

バイオ細胞からの電気・光学的信号を検出するためのマイクロデバイス

 日本学術振興会外国人特別研究員 LENNON， E．， 助教授 藤井 輝夫 [ 代表者 ]， 助手 山本 貴富喜，
助教授 酒井 康行， 研究員（CNRS） Vincent Senez

本研究では，微小流路の近傍に同様のサイズの電極構造を集積化し，交流電界を加えることによって，細胞一つ一
つについて，その電気的な特性（主としてインピーダンス）を計測することを可能とするようなマイクロ流体デバイ
スの開発を行った．

バイオ観測用ナノ・マイクロデバイスの製作と評価

 日本学術振興会外国人特別研究員 MORIN， F．O．， 教授 藤田 博之 [ 代表者 ]

励振とトンネル検出用のナノ位置決めアクチュエータを組み込んだ RF ナノ電気機械システム

 日本学術振興会外国人特別研究員 AGACHE， V．， 教授 藤田 博之 [ 代表者 ]

AFM による単原子質量計測と原子同定

 日本学術振興会外国人特別研究員 ROSE， F．， 教授 川勝 英樹 [ 代表者 ]

ボトムアップ方式とトップダウン方式の両アプローチによるマイクロ・ナノ表面局部成形の研究

 日本学術振興会外国人特別研究員 BLECH， V．， 助教授 金 範埈 [ 代表者 ]

MEMS 技術を用いた一分子・生体単一細胞の評価デバイスの製作と医用応用

 日本学術振興会外国人特別研究員 趙 永学， 助教授 金 範埈 [ 代表者 ]

マイクロ流体構造の上に製作した機能的マイクロ構成要素を用いて複雑な化学と生物学上の分析を行なうことが
できる総合システムの開発を行う．

1 分子操作による F1 － ATPase の回転メカニズムの解明

 日本学術振興会特別研究員 原 陽子， 助教授 竹内 昌治 [ 代表者 ]

マイクロ・ナノメカニカルシステムの高周波デバイス応用

 日本学術振興会外国人特別研究員 SUN， W， 助教授 年吉 洋 [ 代表者 ]

ミクロンサイズの微小な機械振動子をシリコンマイクロマシニングによって製作し，その機械的共振特性を高周波
用のバンドパスフィルタに応用することを検討している．特に，微小振動子の振動検出方法として，真空への電子の
電界放出現象を利用していることが特色である．
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都市化地域の地下施設の経常的安全性確保のための総合評価プログラムの開発

 日本学術振興会外国人特別研究員 BOBYLEV， N． G．， 教授 目黒 公郎 [ 代表者 ]

本研究は，いくつかの都市化地域の地下のインフラの調査と検証によって，将来の都市開発に有益な方向性を見出
すことにある．具体的には SEA〔戦略的環境アセスメント〕を用いて，地下施設のパフォーマンス，開発傾向，多重
性危機に対する脆弱性，安全性の問題点を探ることにより，既存施設の問題を過是正し，持続可能で安全な都市計画
の立案に貢献する．研究結果は，都市化地域の地下施設改善のための戦略的マネジメント，再開発に利用でき，さら
に都市開発政策に携わる研究者，政府，非政府機関などに有益な情報を与えると考えられる．

イランの既存不適格建物の耐震補強法を推進するための技術的・制度的システムの開発

 日本学術振興会外国人特別研究員 NASROLLAHZADEH NESHELI， K．， 教授 目黒 公郎 [ 代表者 ]

本研究は，地震のたびに多数の死傷者を出し続けているイランの耐震性の低い既存の組積造建物を，現地で対応可
能な技術と入手可能な材料を用いて，しかも安く耐震補強できる手法を開発するとともに，そのような技術を用いた
耐震補強を広く普及させる制度的システムを提案するものである．

森林管理計画策定のための年間蒸発散量推定モデルの構築

 日本学術振興会特別研究員 小松 光， 助教授 沖 大幹 [ 代表者 ]

気象条件と森林の特性（広葉樹／針葉樹，葉面積指数，樹高など）を入力して，森林からの年間蒸発散量を推定す
るモデルを作成する．

他の交通機関との相互干渉を考慮した動的な歩行者交通流モデルの作成

 大学院学生 浅野 美帆 [ 代表者 ]， 教授 桑原 雅夫

歩行者へのアクセシビリティ促進への関心が近年高まっているものの，そのための施策の評価は施設設置の有無，
移動距離の改善などの静的な分析にとどまっており，混雑を考慮した動的な交通流評価が必要である．既存の歩行者
流動モデルでは，経路選択行動を内生しないためモデルの使用者によって結果が大きく異なりうる，歩行者単独で完
結したモデルのためトリップ全体との整合性がとれない等の問題がある．本研究では，交通弱者を含む歩行者属性に
応じた歩行者の目的地・経路選択行動と歩行挙動を測定・モデル化し，交通結節点における流動評価と，乗換時にお
ける歩行者の移動コスト評価ツールとしてのシミュレーションモデルを作成する．

量子多体系におけるエネルギー準位交差現象の解析的・数値的研究

 日本学術振興会特別研究員 西野 晃徳 [ 代表者 ]， 助教授 羽田野 直道

超可積分カイラルポッツ（SCP）模型に見られるイジング的なスペクトルと，それと可換な XXZ 型スピン鎖のエネ
ルギー縮退の対応について研究しました．この XXZ 型スピン鎖がある部分空間でループ代数 L（sl_2）の対称性を持
つことを見出し，Drinfeld 多項式の計算から，この L（sl_2）対称性による縮退空間が SCP のイジング的スペクトルを
与える部分空間と同じ次元を持つことを示しました．

三次元形状データを用いた文化財の復元

 大学院学生 増田 智仁， 教授 池内 克史 [ 代表者 ]

本研究では，無数のセグメントとして存在する文化財の復元のシミュレーションを，コンピュータグラフィックス
上でジグソーパズルのように行う手法を開発したいと考えている．このようなジグソーパズルを行う足掛かりとし
て，三次元データの位置合わせに関する先行研究を調査し，目的に最適な位置合わせアルゴリズムの設計を行う．次
に，セグメント間の類似度を定量的に評価し，対応関係をとる手法を考える．これらのアルゴリズムを統合して，復
元シミュレーションのためのシステムを構築する．実験にあたって文化財の三次元計測を行い，データを準備し，こ
れらを用いてシステムの有効性を示す．

車載センサによる広域三次元空間モデルの構築と文化遺産空間のディジタル化

 大学院学生 小野 晋太郎， 教授 池内 克史 [ 代表者 ]

コンピュータビジョンの分野では，実空間のオブジェクトを現実感高くモデル化する研究が盛んに行われている．
本研究では都市空間のように広域にわたる実空間を対象とした現実感の高い三次元インタラクティブモデルを効率
的に生成する手法を提案し，ITS や文化遺産の保護に役立てることを目指す．これまでに提案してきた車両に積載し
た水平ラインレンジセンサを用いて外部の装置を利用せずに車両の挙動を推定する手法を利用して，どの精度まで対
象空間を正確に復元できるかを評価するとともに，その手法から得られる時空間距離画像の幾何的特性を解析する．
映像情報の統合を行い，テクスチャモデルの作成を試みる．文化遺産空間のデジタル保存や ITS アプリケーションの
開発を行うことで対外的にわかりやすく，インパクトの高い成果を創出する．
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偏光解析に基づく透明物体の 3 次元形状・屈折率・吸収係数の計測技術の開発

日本学術振興会特別研究員 宮崎 大輔， 教授 池内 克史 [ 代表者 ]

本研究では，透明物体の 3 次元形状と屈折率，吸収係数（色を表すパラメータ）をリアルタイムで計測する手法を
開発する．物体を観測したとき，手前に見える面を表面，奥を向いている面を裏面と呼ぶ．本研究では，まず，透明
物体の表面形状と裏面形状を同時に算出する手法を開発する．これは，計測した偏光データと計算した偏光データと
の差を減らすように形状を修正していくような反復計算により実現できる．このとき，偏光データの計算には，偏光
を扱えるように改良したレイトレーシング法を用いる．光が半透明物体内部を通過するとき，進んだ光路長にした
がって光は吸収されるが，光が吸収される度合いを吸収係数と呼ぶ．R と G と B それぞれの吸収係数で半透明物体の
色を表現できる．対象物体を複数の方向から観測するための回転装置を開発し，それによって得られた複数の偏光
データから，半透明物体の 3 次元形状と屈折率，吸収係数を同時に推定する手法を開発する．

3 次動画像列からの 3 次元幾何情報と光学情報の取得と物体認識への応用

 大学院学生 阪野 貴彦， 教授 池内 克史 [ 代表者 ]

巨大文化遺産のデジタル保存に関する研究をおこなっている．巨大文化遺産の計測では安全面から重機などの使用
ができないことが多いため，形状計測機器をバルーンに搭載したセンサが必要となる．このような浮遊型のセンサで
は形状計測に要する僅かな時間内でもバルーンが回転，移動するために，結果として歪んだ形状データが得られてし
まう．この問題に対処するため，バルーンにビデオカメラを一緒に搭載し，動画像からの見えを利用して現在位置を
計算することにより，歪んだ形状データに補正を加える．さらにこのとき，画像フレーム間での対応点関係を抽出す
るのに，「見え」を利用した認識アルゴリズムを組み込むことで，他研究は一部手動入力をおこなっているのに対し，
本研究では計測から形状復元までを全て自動化する．

ロボットによる物体操作のための視触覚処理に関する研究

日本学術振興会特別研究員 Boukraa， M．，教授 池内 克史 [ 代表者 ]

1 枚の 2 次元画像から 3 次元物体を認識する手法の開発を行った．本手法の特徴は，物体の 3 次元モデルを視点や
照明条件に依存しない不偏量によって記述し，またこれを用いて物体認識を行う点である．不偏量には幾何不偏量で
ある射影不偏量と光学不偏量であるアフィンパッチを組み合わせて使用し，頑健な物体認識を可能にした．本手法の
課題は，データベースが膨大になってしまうことに起因する計算効率が悪い点の改善と，画像ノイズや射影幾何に起
因する誤差の影響の低減である．

4. 若手研究（A）

細胞とリポソームの電場制御融合による耐凍結・乾燥性糖類の細胞膜輸送促進     

 助教授 白樫 了

細胞の凍結あるいは凍結乾燥保存に必要な耐凍結・乾燥性糖類を大量に細胞内に輸送する手法の開発に関する研
究．細胞・リポソームの電気特性の測定に基づき，同糖類を内包した巨大リポソームを高効率で作製し，電気融合な
どの方法を用いて対象細胞内に糖類を送り込むプロセスの設計法を開発する．

ひび割れ進展の能動的制御による RC 部材の新しいせん断抵抗機構の実用化に関する研究

 助教授 岸 利治

鉄筋コンクリート部材内に形状加工を施した板状装置（面材）を埋め込むことにより，貫通斜めせん断ひび割れの
発生を制御する．このせん断耐荷機構の解明を目指すと共に，最適諸元や適用性について検討する．また，設計に用
いるせん断耐力評価式および数値解析評価方法の確立を目指す．

チタンの新しい製造プロセスの開発

 助教授 岡部 徹

本研究は，金属熱還元反応における電気化学的な反応を利用してチタンを還元する新しい製錬法の開発を目的とす
る．具体的には，原料と還元剤を直接接触させず，還元剤が放出する電子を利用して溶融塩中でチタンを還元し，高
純度のチタンを製造する新しい還元プロセスの開発を目指す．

流体・伝熱・構造連成解析による都市建物火災拡大・有害物質輸送メカニズムの解明

 助手 黄 弘 [代表者 ]， 教授 加藤 信介， 助教授 大岡 龍三， 技術専門職員 高橋 岳生

流体・伝熱・構造連成解析を用いて，燃焼反応，熱放射，熱対流，火の粉，接炎，風の変化，建物崩壊を融合し，
室内外連成させた都市火災拡大と有害物質輸送予測手法を開発し，その物理的メカニズムを解明することを目的とす
る．風洞実験により，都市街区での火災プルームの影響範囲等について詳細に検討した．
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5. 若手研究（B）

火山砕屑物の推積する斜面の地震時高速土砂流動への合理的防災対策法の提案

 助手 Jorgen Johansson[ 代表者 ]

斜面崩壊はその移動速度や到達距離の推定が防災対策上きわめて重要である．一方で自然斜面は降雨や植生の影響
を受けているため，サンプル採取とそれらの試験だけで全体の崩壊の状況を推定することはきわめて困難である．研
究代表者および分担者は自然斜面の崩壊そのものを大きな地盤実験と見て，現場で得られる地形変状に隠された工学
的指標を読み解く方法を提案する．

流体粒子ダイナミクス法を用いた荷電コロイド分散系の研究

 助手 荒木 武昭 [ 代表者 ]

我々は，これまで固体であるコロイド粒子を周りの液体よりも高い粘性率を持つ変形しない液体粒子として記述
し，粒子間の流体相互作用を効率よく取り入れることができる新しい計算手法（流体粒子ダイナミクス法）を開発し，
コロイド分散系の凝集過程などに関する研究を行ってきた．本研究の目的は，この手法の特徴の一つである拡張性を
利用し，電解質コロイド多粒子系の挙動を調べることにある．荷電コロイド分散系に電場を印加すると粒子はその方
向に移動することはよく知られている．しかしながら，多くの粒子を含む系では，粒子間の流体力学的相互作用が重
要になり巨視的に流れが生じるため，その振る舞いを正確に予測することは難しい．さらに，荷電コロイド系は，単
に粒子間に斥力相互作用が働くだけでなく，分散媒中のイオン分布も粒子間相互作用に影響を及ぼす．こうした現象
に対して数値シミュレーションを用い，より定量的レベルでの物理的振る舞いの解明および非平衡熱力学的観点から
系のダイナミクスを支配するモデルの構築に努めたい．また，単に 2 つの粒子間に働く相互作用に関しても，イオン
分布の揺らぎや流体相互作用によって，Poisson-Boltzmann 方程式などの平均場理論では記述することができないよう
な挙動を示すことが報告されている．この問題についても，イオン分布や流体の熱的揺らぎを取り入れた数値シミュ
レーションを行い，その物理的起源を明らかにしたい．

細胞が混在したマイクロ流れを模擬したリポゾーム固液混相流の可視化計測

 技術職員 大石 正道 [ 代表者 ]

リポゾームがマイクロ流体デバイス内を流れる「固液混相流」を，マイクロ PIV・共焦点マイクロ PIV （PIV: Particle
Image Velocimetry）の二つの手法を用いて，可視化し計測することで，生体細胞を含むバイオ混相流の流動解析への
足掛かりとすることを目的とする．具体的には，固相（リポゾーム）の挙動を PTV（Particle Tracking Velocimetry）で
追跡し，そのときの液相の流動も PIV で「同時計測」する．とくに，固相同士，固相と液相，固相と壁面の相互作用
をこれらの手法で明らかにする．これらの相互作用は，生体細胞を含む固液混相流での，細胞の変形（例えば赤血球
の変形能），細胞同士の凝集，壁面への付着（例えば細胞培養では非常に重要な現象である），といった特異なふるま
いを解明するカギとなるはずである．

物理的再構成可能な SiP を実現する電源と信号のミクロン距離無線伝送

 助手 川口 博 [ 代表者 ]

表面に微小なパッドを配置した 2 枚のチップを対向させ，パッド間の容量結合を用いて低電力高速チップ間イン
ターフェイスを実現した．このインターフェイスは入出力を高密度に配置可能なため，高速のデータ転送への応用が
期待される．信号の伝送に加え，誘導結合方式を用いたチップ間無線電源伝送にも挑戦している．

量子ナノ構造中のサブバンド間遷移を利用したテラヘルツ領域光デバイスに関する研究

 助手 關根 徳彦 [ 代表者 ]

半導体量子ナノ構造中のサブバンド間遷移は，周波数としてみるとテラヘルツ領域に あたり，発振器・増幅器応用
が期待される．そこで，サブバンド間遷移の物理の解明 とデバイス応用を本研究の目的とし，超格子構造中ブロッホ
振動の超高速キャリアダ イナミクス解明とテラヘルツ帯量子カスケードレーザの開発を行っている．本年度 は，（1）
半導体超格子中ミニバンド間ジナートンネル効果のブロッホ振動とテラヘ ルツゲインへの影響を考察し，ジナートン
ネル効果を用いると高電界ドメインを回避 しつつ利得を実現できる可能性を示した．また，（2）phonon-depopulation
型量子カ スケード構造を用いることにより，国内初のテラヘルツ帯レーザ発振（ピーク周波数 ~3．4 THz）を得るこ
とができた．

部分放電モデルの数理的解析

 助教授 鈴木 秀幸

本研究は，部分放電モデルの性質を数理的に解析することによって，これまで部分放電研究で手薄となっていた部
分放電モデルの数理的研究の基礎を確立しようとするものである．
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SiC 基板上への高品質 InGaN 混晶の低温エピタキシャル成長

 助手 太田 実雄， 教授 藤岡 洋 [ 代表者 ]

単結晶炭化珪素基板上に高品質 InGaN 混晶を低温でエピタキシャル成長させる．

限定空間において超高選択的な触媒反応を実現するナノスペースマテリアルの創製

 助教授 小倉 賢

貴金属の溶解速度の電気化学測定

 助手 三宅 正男 [ 代表者 ]

生体モータ分子構造変化の可視化を目指すシリコンナノ構造と分子の特異的結合技術

 助手 Tixier Agnes[ 代表者 ]

地表面過程を組み込んだ水の安定同位体輸送循環モデルの開発

 助手 芳村 圭 [ 代表者 ]

全球大気同位体輸送循環モデルに地表面と海面からの蒸発時の同位体物理過程を組み込み，地球上での水循環・輸
送過程の詳細をより定量的に解明する．

ライスリファイナリーの構築を目指した籾殻の高温高圧水反応分離プロセス

 客員助教授 望月 和博

ハイパー・フレキシブルメカニズムによる安全・安心化技術の実現

 助教授 鈴木 高宏

本研究では，ひも等のような非常に柔らかい要素から構成される，実用的なロボットシステムを考え，その制御法
について研究を行い，実験装置の開発によりその有効性を検証する．具体的には，上述のような，ロープやワイヤー，
またはファイバーのような超柔軟要素によるマニピュレータアームを持つシステムを考え，特に災害救助での作業
や，医療分野における低侵襲手術への適用において必要とされるタスクを実現する制御法の開発を行う．同時に，超
柔軟要素を持つ系に一般に適用できる制御手法についての研究を行い，上記以外にも考えられる応用システムの提案
を行っていく．

路上駐車の適切な管理方策に関する研究

 助手 田中 伸治 [ 代表者 ]

本研究では路上駐車の役割を認めた上で，路上駐車を取り締まるべき場合と許容できる場合を明らかにした，メリ
ハリのある駐車管理方策を提示することを目的とする．

水熱炭化処理によるメタン発酵残渣の高度利用技術の開発

 寄付講座教員 佐藤 伸明 [ 代表者 ]

マイクロメカトロニクス技術を利用した機能性フォトニック結晶素子の研究（継続）

 講師 岩本 敏

MEMS・NEMS を利用してフォトニック結晶素子の機能制御を実現することを目的とする．
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6. 学術創成研究費

ソフトマター：多自由度・階層系の協同的機能発現の新しい基本原理

 教授 田中 肇

高分子・液晶・コロイドに代表されるソフトマターの最大の特徴は，その幾重にもわたる階層的な構造にある．ま
た，一見単純に見える水などの液体もある種の階層構造を内包することが最近の研究から明らかになりつつある．こ
のような階層間の複雑な関わりが，生体物質に代表されるソフトマターの示す機能の協同的な発現の仕方と深く関
わっていることが予想される．しかし残念ながら，液体成分を介した階層間の動的結合，例えば，液体成分の流れが
階層間にどのような結合をもたらすか，液体自身の階層性がソフトマターの性質にどのように関わっているかといっ
た問題は，これまで殆ど研究されてこなかった．本研究ではこれらの問題に注目し，ソフトマター，ひいては生物の
多様な機能の発現の基本的な原理に迫ることを目指す．

深海知能ロボットの開発研究

 教授 浦 環 [代表者 ]， 教授 浅田 昭， 教授（東大） 蒲生 俊敬， 教授（東北大） 藤本 博巳，
助教授 藤井 輝夫，主任研究官（産業技術総合研究所） 中村 光一， 助手（京大） 岡村 慶，

助手 能勢 義昭，学術研究支援員 杉松 治美

2001 年度から 5 年計画で，大型母船を必要とせず，特定の技術者ではなく観測する科学者自身が展開でき，4，000m
級大深度を航行可能な，高度に知能化された信頼性の高い自律型海中ロボットを開発し，これをマリアナ海域などの
熱帯地帯に展開し観測するプロジェクトを開始した．開発した深海知能ロボット r2D4 をプラットフォームとして用
いて熱水地帯を連続潜航し，諸現象を観測する新たな観測システムを構築，その成果を工学にフィードバックするこ
とが目的である．最終年度となる 2005 年 8 月には，熱水鉱床発見のために伊豆小笠原海域の明神礁カルデラに潜航．
r2D4 はカルデラ底の水深 1，100m からカルデラ縁水深 500m の間を測線に沿って往復し，搭載するマンガンイオン分
析装置の計測データによりカルデラ内に熱水活動がある確証を得，中央火口丘の北西斜面の形をインターフェロメト
リソナーにより詳細に観測した．今回の明神礁潜航は，先行する R-One Robot により 1999 年と 2000 年に潜航を試み
たが，海況が悪く，虚しく帰ってきた事へのリターンマッチでもあり，r2D4 のような無人機が多様で複雑な海域の観
測に有効なことを示したもので，今後の海洋観測における無人機の活躍の可能性の拡大を示唆している．本学術創成
研究による研究期間は今年度で終了するが，持続的海洋観測システムとしての AUV の本格的活動はこれからであり，
r2D4 は来年度以降もマリアナ海域やインド洋での観測潜航を予定しており，深海ロボットの一層の活躍と研究の展開
が期待される．

7. 特定領域研究

超高真空対応超音波モータの高度化に関する研究                  

 助教授 新野 俊樹

高機能で微細な表面構造の観察・加工へのニーズが高まるとともに，10-8Pa オーダの超高真空環境の重要性が高
まっている．本研究では，このような環境下で大気中と同等の高機能なメカトロニクスを実現するために，超高真空
環境下でも利用可能な放出ガスの少ない超音波モータの研究開発を行っている．これまでに，5．5x10-8Pa の超高真空
を維持したまま利用できることが確認できているが，寿命が 130 時間と短いことに問題があった．本研究では寿命の
延長や使い勝手の向上を目指しており，寿命を従来の 2 倍以上に延ばすことに成功している．

異種情報の時空間コーディングと統合的処理に関する非線形システム論的研究

 教授 合原 一幸 [ 代表者 ]， 助教授 鈴木 秀幸

本研究は，機能的脳研究と生理学的脳研究の間の橋渡しとなる情報コーディング理論を提供することで，「脳の高
次機能システム」研究の理論的基盤の構築を目指すものである．「脳の高次機能学」の研究対象である脳内の様々な
情報統合プロセスを，非線形ダイナミクスの観点から数理モデルの形で一般化することで，脳の情報統合処理のシス
テム的理解を可能にすることを目的とする．本研究の特色は，多様な異種情報の統合のメカニズムに関する非線形シ
ステム論的理解という研究アプローチである．デュアルコーディング仮説をベースとして，様々な異種情報コーディ
ングと統合に関する理論的解明を試みる．本年度は特に，脱分極性 GABAA 入力，STDP 特性，発火率のエルゴード
理論などに注目して研究している．

情報セキュリティ基盤に起因するリスクを管理するための情報経済工学的研究

 助教授 松浦 幹太

証券取引所で発生した情報システムの問題では，損失分担が焦点となった．キャッシュカードに関わる犯罪対策で
は，補償額などが争点となった．情報セキュリティ問題に関して，経済学的アプローチなくして安心感は得られない．
本研究では，本特定領域の公募概要に掲げられている「安心して生活できる情報環境」に貢献すべく，情報セキュリ
ティと経済学の融合分野を研究した．とくに，情報セキュリティ基盤を 3 つの局面に分けて考え，理論やデータで検
証可能な研究課題に取り組んだ．具体的には，研究開発基盤の文献計量分析，情報セキュリティ投資の最適性分析の
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それぞれにおいて，世界初の実証研究に成功した．また，鍵基盤の信用リスクを管理するポータルサイトの可用性を
高める要素技術を開発した．

カルコゲニド架橋遷移金属クラスター錯体の構築

 教授 溝部 裕司

硫黄により架橋された同種または異種の遷移金属を含むクラスター構造は，生体内の金属タンパク・金属酵素の，
そして工業的には水素化脱硫触媒の活性部位に存在し，各種反応を効率的に促進するための鍵となる役割を果たして
いる．本研究では，様々な遷移金属を使いながら，目的とする組成と構造を有する，硫黄または同族のセレン，テル
ルにより架橋された遷移金属多核骨格を自在に構築する，高収率反応経路を開発することを目的とする．

国家的大規模プロジェクトにおけるける技術融合メカニズム

 教授 野城 智也 [代表者 ]， 教授 藤森 照信， 助手 西本 賢二

日本の戦後の技術の相当多数はプロジェクトのなかから生まれてきた．プロジェクトという有期の臨時組織のなか
で，異なる企業・組織に属する，異なる技能・技術を持った技術者たちが協調的に働き，複雑かつ変動する要求条件
に対する技術的解答を生み出してきた．その生み出された技術的解答は，その後，類似のプロジェクトでも応用され
て展開し，やがて，我が国の技術水準を高めていった．本研究は，このような経緯を踏まえ，国家的な大規模プロ
ジェクトに着目して，プロジェクトにおいて技術融合が生起していくメカニズムについて以下の点を明らかにするこ
とを目的にする．1 大規模プロジェクトにおける技術融合プロセス 2 技術融合を促進及び阻害する構造的要因 3 大規
模プロジェクトで創造された技術の水平展開・移転プロセス 4 水平展開を促進及び阻害する構造的要因

気相中における光触媒反応の機構解明と新規応用法の開発

 助教授 立間 徹 [ 代表者 ]， 助手 高田 主岳

気相中における光触媒反応プロセスの未解明な部分を明らかにし，より新しい光エネルギー変換プロセスへの応
用・展開をめざす．光触媒の非接触酸化反応の機構解明，光触媒と固体酸化還元物質との電子およびイオン授受の機
構解明など．

情報爆発時代に向けた新しい IT 基盤技術の研究

 教授 喜連川 優

本研究では，情報源の中でも最も増加率の高いウェブ情報源に対して定量的評価基盤を構築することを目的とす
る．即ち，情報獲得に関して種々の研究が過去なされてきたものの，ウェブでは刻々とコンテンツが変化することか
ら，例えば，現行のサーチエンジンと比べより良い結果が得られていることを再現性のある形で定量的に示すことは
不可能であった．学問としての進歩を劇的に改善すべく本特定研究では，各種手法の有効性を定量的かつ再現性を持
たせた形で評価するプラットフォームを構築する．

ウェブマイニングの為のウェブウェアハウス構築に関する研究

 教授 喜連川 優

本研究では更なる新しいサービスを模索すべく，その第一歩として WEB コンテンツを柔軟に操作可能とする強力
なプラットフォームを構築することを目的とする．サーチエンジン企業はクロールしたページ群をインデクスを抽出
した後に棄却しているが，本研究では，新たなアプリケーションを実証すべくコンテンツマイニング，リンクマイニ
ングを行えるように，ページ，リンク構造，並びに アンカーテキスト等をウェアハウス化することを試みる．

人間の意図・行動理解に基づく柔軟なヒューマン・マシン・インタラクションの実現

 助教授 佐藤 洋一

本研究では， 人間の意図・行動の理解に基づく柔軟なヒューマン・マシン・インタラクションの実現を目指し， 1．
マルチメディア情報に基づく人間の発話・行動・しぐさの実時間認識， 2．人間の意図理解のためのヒューマン・マシ
ン・インタラクションの設計， について研究を進めている．

光合成の高効率光エネルギー変換を支えるレドックス電位相関の解明         

 教授 渡辺 正

光合成の初期過程は，十数段階の分子間エネルギー・電子移動を経ながら量子収率がほぼ 1 と，光エネルギー変換
効率が極めて高い．高効率光エネルギー変換は光化学系（photosystem）を構成する電子伝達鎖のレドックス電位の絶
妙な調節により支えられているものと推測されるが，詳細は明らかにされていない．本研究では，電位を精密に制御
できる分光電気化学計測を用いて電子伝達鎖のレドックス電位相関の解明を目指す．また，人工色素による光変換の
増感を図ることで，光変換機能メカニズムの分子レベル理解を深め，新たな人工光エネルギー変換システム構築への
指針を提案することを目的とする．
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形態変化する分子を用いた並行計算と分散計算

 助教授 藤井 輝夫， 助手 山本 貴富喜， 大学院学生 金田 祥平，
教授（東大） 萩谷 昌己 [代表者 ]， 助教授（東大） 陶山 明， 特任講師（東大） John Rose，

助教授（東大） 浅沼 浩之， 教授（東大） 横山 茂之

本研究では分子コンピューティング技術をナノテクノロジーとバイオテクノロジー（特に遺伝子解析）へ応用する
ことを念頭において，分子と分子反応の設計論を確立することを目指している．そのうちの特に分子反応の制御に関
わる反応の多重化の一形態として，マイクロ生化学システムを用いた分子コンピューティングの実装技術について研
究を進めている．

人間行動の観察とロボットのタスク・スキル獲得に基づく作業熟練過程の解明

 教授 池内 克史 [ 代表者 ]， 教授（電気通信大） 木村 浩

従来，人の動作観察からロボットの動作・行動を生成する研究として「まねによる学習（Learning from Observation）」
などがあるが，そこでは踊り・ジェスチャ・歩行のように実行時に関節情報と簡単な接触情報以外のセンサ情報を必
要としない動作のみが扱われてきた．本研究では，実行時に視覚・力覚・触覚などのマルチモーダルな知覚が必須で
ある腕・手・指を用いた組み立てなどの作業動作を対象とし，運動・行動のダイナミックな結合を通しての作業熟練
過程の実現と解明を目指す．

8. 基盤研究（A）

地盤との相互作用を考慮した社会基盤施設の断層対策の合理的なガイドラインの提案

 教授 小長井 一男

通常の構造物が地震断層変位に抗し得ないことを考えれば，アメリカ・カリフォルニアやニュージーランドで施行
されている断層周辺の危険域ゾーニング法は，被害を軽減するための有効な手段である．しかし，断層を避けての建
設が不可避なライフライン施設では " ゾーニング法 " の適用はそぐわない．したがって大変形を受ける地盤内の構造
物の " 安全な壊し方 " を研究し，これに備えておくことは重要であり，過去の被害事例をディジタルデーターアーカ
イブスとして多くの研究者に公開し議論を深める必要がある．本年度は 1999 年の台湾集集地震で断層によって破壊
された高速道路 3 号線数箇所の基礎杭の状態を，比抵抗，ボーリング，PS 検層，地中レーダーなどを用いて調査した．

材料破壊と構造崩壊の連成を考慮した有限要素解析法に関する研究

 教授 都井 裕 [ 代表者 ]， 助手 高垣 昌和

連続体損傷力学に基づく構成方程式を導入した有限要素解析法，いわゆる局所的破壊解析法に関するこれまでの研
究成果に基づき，解のメッシュ依存性，計算効率，構成式の理論的・実験的根拠，材料定数の決定などに関わる基本
的問題点を解消し，材料損傷・破壊統合解析プログラムのプロトタイプを構築することを研究目的とする．本年度は，
はりの衝撃問題に対する要素サイズ依存性を除去した弾塑性損傷解析アルゴリズムの構築，炭素繊維シートで補強し
た RC 構造要素，特に界面近傍の損傷寿命解析，横衝撃を受けるセラミック円盤の動的損傷解析を実施した．

現実的な装置を用いた場合の量子暗号プロトコルの安全性評価と量子情報理論の定式化

 教授 今井 秀樹 [代表者 ]， 助教授 松浦 幹太， 助手 古原 和邦

現在利用されている暗号技術は，計算量的安全性に頼っており，例えば量子計算機が実用化されるとそれらの暗号
技術に頼った電子社会は崩壊する．その対策として，量子論に安全性を置くプリミティブが研究されてきたが，現実
的な装置を用いた場合のシステム化は研究困難であった．本研究では，そのようなシステムで用いるプロトコルの安
全性評価を，評価に必要となる理論研究と並行させて実施した．とくにプロトコル実装に係る問題解決で大きな進展
をみた．

半導体量子リングと関連ナノ構造による電子と正孔の新制御法の開発と素子応用の探索

 教授 榊 裕之 [代表者 ]， 教授 平川 一彦， 助教授（東大）秋山 英文， 技術職員 川津 琢也，
産学官連携研究員 近藤 直樹， 産学官連携研究員 鳥井 康介， 大学院学生 大森 雅登

GaAs 基板上に GaSb を堆積すると，通常は 20 － 30nm 級の量子ドットが自己形成される．この時の成長条件に工
夫を加えるとリング状の構造が形成されることを見出した．この系では，正孔のみが GaSb リング中に閉じ込められ，
電子はリングの外に押し出されて，ユニークな量子状態が形成される．本研究では，この構造の電子物性や光物性を
明らかにするとともに，新素子応用を探索している．さらに電子をリング状に閉じ込める構造の実現も目指す．
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量子ナノ構造中の電子波束のデコヒーレンスと伝導・損失・利得スペクトルに関する研究

 教授 平川 一彦

サブピコ秒の時間スケールで高速に運動する電子は，その速度の微分に比例する電磁波を放出・吸収し，その周波
数はテラヘルツ（THz）領域にある．従って，電子が放出・吸収する THz 電磁波を検出・解析することにより，ナノ
構造中の電子のダイナミクスを明らかにすることができる．本研究においては，THz 電磁波の放射・吸収をプローブ
として，（1）量子効果デバイス中の電子波束のダイナミクスと伝導・損失・利得の解明，（2）極短チャネルトランジ
スタ中の非定常伝導と超高電界伝導，（3）分子伝導における電子・分子・機械変形相互作用など分子伝導特有の新し
い物性を明らかにする．

完全室温動作シリコン単電子・量子・CMOS 融合集積回路ナノデバイスの関する研究

 教授 平本 俊郎 [ 代表者 ]， 教授 桜井 貴康

本研究の目的は，ナノ構造中で新たに発現する単電子効果および量子効果を積極的に利用し室温で動作するシリコ
ン新機能デバイスと，既存の CMOS デバイスを融合させた新しい概念の集積回路を実現することである．本研究の主
な特徴は，ナノ構造中の物理やデバイス物理だけでなく回路技術まで考慮して集積化を目指す点，室温動作を目指す
点，および実際に回路を試作して新概念の優位性を実証しようとする点である．これまでに， 3 個の室温動作単正孔
トランジスタを集積化し，その振動特性を利用した回路によりアナログパターンマッチングを室温で行うことに成功
している．本年度は，さらに単体の単正孔トランジスタの特性を高めるとともに，クーロンブロッケード振動と共鳴
トンネル現象の電流 - 電圧特性のモデリングを行い，回路設計シミュレータに組み入れることに成功した．

放射光と浮遊熔解法による過冷却液体およびその凝固現象の研究

 教授 七尾 進 [ 代表者 ]， 助手 渡辺 康裕

過冷状態の融体からの凝固過程は，非平衡相や準安定相生成に有効である．この応用は，金属ガラス相の生成（Zr-
Al- 遷移金属系）や包晶相の直接晶出（Ne-Fe-B 系）等が注目を集めており，材料の磁気的，力学的性質の改善の方法
として用いられるともにその機構の解明に大きな関心が寄せられている．本研究は，静電浮遊熔解炉を高輝度放射光
施設（ SPring-8 ）のビームラインに設置し，過冷却液体の静的，動的な原子構造を解明することを目的としている．
本年度は，放射光 X 線回折測定用の静電浮遊炉設計製作し，Zr 試料の浮遊融解に成功した．

電磁鋼板上の単結晶シリコン電子デバイスの開発

 教授 藤岡 洋

本件急では金属基板上に単結晶シリコンデバイスを実現する．この手法を利用すれば従来のバルク単結晶シリコン
の大きさに制約されない新機能素子が実現される．また，素子の価格も大幅に低減できる． 

人間活動の地球地図「人間地球地図」の構築と居住・生存環境評価への応用

 教授 柴崎 亮介 [代表者 ]， 助教授（東大） 小口 高， 助教授（東大） 丸山 祐造，
助手（東大） 生駒 栄司， 講師（東京理科大） 伊藤 香織， 助教授（関西学院大） 松村 貫一郎，

教授（北海道大） 池田 元美， 助教授（東海大） 立花 義裕， 助教授（立命館大） 中谷 友樹

地方自治体における社会資本マネジメントシステムモデルの構築

 教授（東大） 小澤一雅 [代表者 ]， 助教授 岸 利治， 助教授（東大） 堀田昌英，
助教授（東大） 松本高志， 助教授（高知工大） 渡邊法美

これまでの社会資本の整備システムを見直し，更新時代に相応しい新たな社会資本マネジメントシステムの構築を
目的とする．ストックとしての社会資本を効率的に運営管理し，最大限のサービスを提供するためのシステムの再構
築を目指す．

海中微生物探査のためのマイクロ現場分析システムの開発

 助手 山本 貴富喜 [代表者 ]， 助教授 藤井 輝夫， 特任助手 福場 辰洋

ゲノム解析等を含む生化学分析の新技術であるマイクロチップ技術を用いると，従来の方法に比べて，サンプル量
や試薬量が低減でき，高速かつ高精度の分析が可能となる．また，マイクロ化に伴って，分析システム全体を小型化，
自動化できるため，屋外環境に直接持ち出して，現場で分析を行うシステムも構築可能である．しかしながら，これ
までの研究では，実験室などの整備された環境下において，チップの性能が評価されているにすぎず，具体的な分析
ターゲットを想定して，実環境の悪条件下で使用可能なシステムは実現されていないのが現状である．本研究では，
研究代表者らのグループにおいて，これまで開発を進めてきたマイクロチップによる反応分析技術をコアにして，海
中において使用可能な小型の現場遺伝子分析システムを開発することを目的とし，チップのみならずトータルなシス
テムを実現するための技術開発を行った．
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マイクロ・ナノマシン技術を用いた分子モータの新しい単分子計測

 助教授 金 範埈

マルチハザードマップを活用した巨大都市の防災都市空間の最適化設計方法の開発

 教授 魚本 健人 [ 代表者 ]， 教授 安岡 善文， 教授 目黒 公郎， 助教授 沖 大幹， 助教授 大岡 龍三，
講師 加藤 佳孝

本研究では，様々なハザード（マルチハザード）への適切な対応策を提示することを最終目標とし，特に，都市を
対象としたケーススタディを通して提案する手法の妥当性を検証する．具体的には，① 様々な災害（地震，洪水，火
災，環境負荷，施設劣化）の物理・化学現象を適切に捉えたシミュレーションモデルの開発と被害結果が社会に及ぼ
す影響の大きさの評価（災害シミュレーション），② 過去の大規模災害の事例およびシミュレーション結果のデータ
ベース化（災害アーカイブス），③ ①，②の結果を 3 次元 GIS 上に統合することにより，任意の時空間上での災害の
状況をバーチャル体験できるシステムの開発（3 次元 GIS），④ マルチハザードを考慮した場合の，適切な都市空間の
創造方法の提案，から構成される（都市空間の最適設計）

海洋における突発的巨大波浪の発生機構の解明

 教授 木下 健， 助教授 林 昌奎， 海上技術安全研究所 冨田 宏 [ 代表者 ]， 教授（東大） 山口 一，
助教授（東大） 早稲田卓爾， 助教授（東大） 川村 隆文

船舶・海洋構造物の海難事故の原因になっている突発的巨大波浪の発生機構を解明し，危険海域の予測と回避，さ
らにこれに遭遇する場合を想定した設計基準の策定に資する．

生体細胞の凍結過程におけるミクロ熱・物質移動の能動的促進と活性評価法の確立

 助教授 白樫 了， 教授（日大） 棚澤 一郎 [ 代表者 ]， 教授（日大） 尾股 定夫

生体組織の凍結保存を成功させる最良の方法は，組織細胞の急速凍結によって細胞内液をガラス化することであ
る，大寸法の組織では全体の急速冷却はふつう困難であるが，凍結に先だって十分な濃度の凍害防御剤を細胞内に導
入することで，ガラス化が実現できることが分かってきた．本研究では，電場を用いた能動的手法による凍害防御剤
の導入方法の効果を実験的に検証する

高精度 3 次元生体内部構造・成分情報に基づく最適凍結プロセス予測モデルの開発

 教授（東大） 相良 泰行 [代表者 ]，助手（日大） 都 甲洙， 教授（東大） 樋口 俊郎， 助教授 白樫 了，
（独）食品総合研究所 食品工学部室長 杉山 純一

凍結操作に伴う食品内部の氷結晶の大まかな構造（結晶サイズや数密度）を誘電スペクトル測定により非破壊的に
簡便に調べる方法の開発．また，これらの情報に基づく最適凍結プロセス設計モデルの構築．

環境音響数値解析技術の開発と活用のための標準性能評価基盤構築に関する研究

 助教授 坂本 慎一， 教授（大分大） 大鶴 徹 [ 代表者 ]， 助教授（東大） 佐久間 哲哉，
教授（関西大） 河井 康人， 助教授（九州大） 鮫島 俊哉， 助手（京都大） 堀之内 吉成

環境音響数値解析技術の迅速な開発と有効な利用促進を目的として，環境音響数値解析法の性能評価プラット
フォームを構築するための共同研究を行っている．プラットフォームに 1．音源，2．騒音伝搬，3．室内音響，4．遮
音，5．その他の部門を設け，それぞれに標準ベンチマーク問題およびそれに対応する解析結果を置いてデータベー
ス化を図るものである．今年は昨年度からの継続として各標準問題の整備を行うとともに解析結果の収集を行った．

光結合性 DNA とマイクロ・リアクタによる大規模・高速アクエアス・コンピューティング

 助教授 藤井 輝夫， 大学院学生 金田 祥平， 教授（東工大） 山村 雅幸 [ 代表者 ]，
助教授（東工大） 清尾 康志， 助教授（北陸先端大） 藤本 健造

光結合性 DNA 等の新しい書込み技術とマイクロ・リアクタを利用して，数十ビット程度の大容量と数分／ビット
程度の高速なアクエアス・コンピューティングを実現する．

複合現実感交通実験スペースの構築によるサステイナブル ITS の研究

 教授 桑原 雅夫 [代表者 ]， 教授 池内 克史， 教授 須田 義大

本研究は，現実の交通空間とバーチャル空間を複合した「複合現実感実験スペース」を構築し，そこで観測・解析
されるヒューマンファクター特性（利用者の交通選択行動，運転挙動，情報レスポンスなど）に基づいて，サステイ
ナブルな ITS の設計・評価を行うものである．
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鶏の形態嗜好に関する日本とタイの多面的比較感性モデル

 教授 池内 克史

本研究では， レーザスキャナと様々なコンピュータビジョンの技術を組み合わせた精密な 3 次元形状取得技術を頼
りに， 大量の鶏形状データに対しコンピュータを用いて形態的特徴・差異等の数値化を行い，感性モデルへの入力を
可能にすることを目標とする．また，同様の手法を用いて従来の形態学的解析よりも精緻な解析を可能にすることも
目標とする．そのため，1． 現在まで行われてきた鶏頭骨の 3 次元形状計測を今後も継続的に行い大量のデータを収集
する，2． 数値化された形態指標を用いて形態学的解析を行い本手法の有効性を検証する，3． 鶏頭骨のみでなく体全
体の形状を生きたまま計測を可能にする手法を開発する，ことを行っていく．

9. 基盤研究（B）

核共鳴 X 線散乱の時間スペクトル解析による表面拡散の原子ダイナミクス計測法の開発

 教授 岡野 達雄 [代表者 ]， 助教授 福谷 克之， 教授（山梨大） 川村 隆明， 助手 松本 益明，
助手 ビルデ マーカス， 助手（高エ研） 張 小威

核共鳴 X 線散乱法と内部転換電子放射分光法を併用して，清浄固体表面上を拡散する原子のサイト滞在時間を測定
するための装置開発と試料調整に関する研究を行った．表面拡散過程を測定する対象を選択するための予備実験とし
て単結晶試料表面での拡散異方性を，二次元島構造の非等方的な成長過程から明らかにすることを目的とした研究を
実施した．

青色領域に感度を持つ InGaN 量子井戸フォトリフラクティブ素子の研究

 教授 黒田 和男

光情報技術において，近年の GaN 半導体レーザーの成功により，波長 400nm 前後の青色領域の重要性が増してい
る．本研究は，この青色領域において動作する InGaN 量子井戸構造を基盤とする光デバイス，特に，フォトリフラク
ティブ素子を開発することを目的とする．本年度は，GaN 層の上に InGaN 量子井戸を成長し，紫外レーザー光の照射
により量子井戸層をリフトオフし，これを透明電極で挟み，外部電界駆動型の素子を作成した．この素子を用い，電
界吸収効果，キャリアの寿命と拡散の外部電界依存性を測定し，外部電界がある時のキャリアのダイナミクスを明ら
かにした．

リラクサー系強誘電体のドメイン制御による非線形光学素子の研究

 教授 志村 努 [代表者 ]， 教授 黒田 和男， 助手 芦原 聡， 助手 藤村 隆史

リラクサー系強誘電体をフォトリフラクティブ材料あるいは 2 次非線形光学材料として使用する場合には，単一ド
メイン化することが必須であるが，技術的に困難が伴う．本研究では安定した単一ドメイン化を目指したドメイン制
御の技術に加えて，周期的ドメインの形成とそれを用いた新しいデバイスの開発を目指して研究を進めている．

偏心を有する不整形建築物のねじれ地震応答性状の評価と予測に関する研究

 教授 中埜 良昭 [ 代表者 ]， 助手 高橋 典之

本研究の主目的は，平面上の構造非整形性を有する RC 造構造物を対象に，応答スペクトル法の枠組みに整合しう
る地震応答評価手法を提案し，その有効性と適用範囲を実験的・解析的に検証すること，およびねじれ応答を制御す
るための設計クライテリアを提案すること，にある． 本研究で検討する評価手法は，有偏心架構の非線形応答時にお
ける等価剛性に立脚した振動モードの変動を考慮した等価 1 自由度系解析に基づくものである．したがって，従来の
弾性時における剛性偏心のみを指標とした場合には顕在化しない問題，例えば耐震改修時における耐震要素として鉄
骨枠付きブレースを用いた場合，その弾性剛性が RC 造壁に比較して低いがゆえに軽視されがちな耐力偏心の問題も，
非線形応答時の等価剛性を考慮することにより架構のねじれ応答性状を統一的に評価・推定できる手法を検討する．

固体表面での水素のオルトーパラ転換における磁気効果の解明

 助教授 福谷 克之 [代表者 ]， 教授 岡野 達雄， 助手 ビルデ マーカス， 助手 松本 益明，
教授（阪大工） 笠井 秀明

本研究では，酸化物表面での水素分子のオルトーパラ転換における磁場効果と磁気相転移効果の機構解明を目的と
している．また広く磁気反応促進効果の理解と液化触媒の高効率化も目指している．本年度は，共鳴イオン化法を用
いて磁性体表面でのオルトーパラ転換時間の測定を行った．さらに磁場効果を調べるために，レーザー誘起蛍光法と
超伝導マグネット，超高真空槽を組み合わせた実験装置の設計・製作を進めた．
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超高感度・分解能水素検出法の開発と半導体中不純物への応用 

 助手 Wilde Markus， 助教授 福谷 克之 [ 代表者 ]

本研究では，共鳴核反応法を用いて高感度・高分解能の水素検出法の開発を目的としている．昨年までに，第 2 共
鳴を利用した高感度化，シールドによる背景信号の低減に成功した．本年度は，第 2 共鳴近傍の非共鳴バックグラン
ドの精密測定を行った．さらにこの手法をシリコン半導体検出器の分析に応用した．

微小液滴の光マニピュレーションによる複雑流体のミクロ物性研究

 助教授 酒井 啓司 [ 代表者 ]， 助手 美谷 周二朗

数 10μm 程度の微小液滴を作製する技術は，印刷・パターニングなどすでに産業界の様々な分野で活用されてい
る．この大きさはまた細胞の典型的なサイズであり，また液晶などの層構造長の程度であるなど，複雑流体において
コヒーレントな状態を実現しうる大きさでもある．この微小流体粒子を安定して作製し，かつこれを保持して観察す
ることができれば，たんぱく質の単分子分光などその応用範囲も大きい．本年度は圧電素子を用いて様々な種類の液
滴を任意の粒径で吐出するデバイスを作製し，その運動状態を 0.1μs の分解能で観察するシステムを構築した．この
観察により，ずり変形速度 106s-1 という高速変形下におけるマイクロレオロジーの計測を実現した．

メゾスコピック系の伝導における相互作用と導線の効果

 助教授 羽田野 直道 [代表者 ]， 技術職員 町田 学， 教授 榊 裕之

本研究の目的は，メゾスコピック系の電気伝導における相互作用の効果を数値的厳密な方法で明らかにすることで
す．特に，これら相互作用によって引き起こされる量子共鳴現象（ファノ共鳴・近藤共鳴など）を解析します．具体
的には磁性不純物による近藤効果や 2 重交換模型などの重い電子系に導線が接続された系を対象にします．また，そ
のための方法論として，多体問題の場合のコンダクタンスの数値計算法を確立するのも目的の一つです．

血流と血管壁の連成を考慮した脳動脈瘤動態シミュレータの開発とモデル実験による評価

 教授 大島 まり

クモ膜下出血は世界的に日本人に多く，致死率の高い疾患である．また，患部が脳であるため手術の危険性が高い．
このことから，クモ膜下出血の主要因である脳動脈瘤の発生，成長そして破裂の要因を解明し，より安全な治療法・
予防法の確立をしていくことは重要である．本研究では特に脳動脈瘤の発生および成長のメカニズムの解明に主眼を
おき，血流の血行力学的刺激によって変形する血管壁の力学応答メカニズムを考慮したコンピュータシミュレータを
開発するとともに，得られた結果に対して in vitro モデル実験により評価することを目的としている．脳動脈瘤などの
血管病変は血流による流体力，すなわち血行力学的な力が寄与していることは近年の病理学研究から明らかになって
きている．動脈壁はせん断応力，血圧刺激や伸展刺激の血行力学的な刺激を受けることにより血管壁の変形・変性を
引き起こし，さらには血流の動態変化を導く．したがって，脳動脈瘤動態シミュレータを開発する際には，これらの
力学的刺激により生じる血管壁と血流との相互作用を考慮する必要がある．

Flamelet アプローチに基づく乱流燃焼場の LES モデリング

 教授（北海道大） 大島 伸行， 教授 大島 まり [ 代表者 ]， 助手 佐賀 徹雄

本研究では，特にエネルギー環境問題において重要な位置を占める燃焼流れを対象に数値解析モデリングを確立し
て合理的な設計法としての導入を図る．そこで，乱流変動が支配的と考えられる乱流燃焼場に対してスケール分離の
概念を導入し，流れマクロスケールをラージ・エディ・シミュレーション（LES）により，化学反応との干渉スケー
ルを Flamelet アプローチに基づく火炎モデルにより解析する方法を確立する． 

非線形波力の摂動解に表れるセキュラー項の除去と模型試験による検証

 教授 木下 健

非線形波力のうち 2 次波力（長周期変動漂流力，2 次高周波波力）や波漂流減衰力については，従来の方法で得ら
れるが，より高次の波力，たとえば 3 次波力や波漂流付加質量の計算では，セキュラー項が表れ求解できない．本研
究ではこの問題の新しい求解法を見出す．

1 パス超強加工によるスーパーファイン機能素材の一発創成

 教授 柳本 潤
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集積冷却チャネルを有する積層インテグレーションチップの設計・実装

 助教授 土屋 健介

本研究は，積層形のマイクロチップに共通する抜熱とシールの問題に注目して，冷却配管の集積化技術と層間接合
技術を開発し，冷却チャネルやセンサをインテグレーションした積層チップを設計・実装することを目的とする． 具
体的には，まず金属製の積層チップにターゲットを絞って，化学反応用の流路の他に温度や圧力等のセンサを集積化
したプロトタイプを試作する．実装ために不可欠な層間のシール技術として入熱範囲が100μm以下のマイクロスポッ
ト溶接と，層内の抜熱技術として，10W/cm2 の熱をとる媒体を用いた冷却技術を開発する．

位置情報を利用したアドホックネットワーク高性能化の研究

 助教授 瀬崎 薫

アドホックネットワーク上で展開されるサービスは，位置を利用するものが大多数であるので，位置情報が GPS や
RFID 等の位置同定デバイスによって既知であると考えて差し支えない．本研究では，位置依存サービスのために用
いられる位置情報を逆にネットワーク制御に用いることによりその高性能化を試みる．本年度はモビリティモデルの
構築と共に，これを予測に用いたルーチング性能の向上方法の研究を行った．

吸着オゾンを用いた新規高度浄排水処理プロセスの実用化に向けた研究

 教授 迫田 章義 [代表者 ]， 助手 下ケ橋 雅樹， 技術専門職員 藤井 隆夫

本研究は，新規に開発されたシリカ系吸着剤に溶存オゾンを吸着させることによって高濃度の反応場を創生し，こ
の反応場で有機汚染物質を分解する新しい水処理プロセスを実用化しようとするものである．これまでにその有効性
を示す基礎データの蓄積と物質移動・反応の解析を完了し，今まさに実用化に向け，「実原水」を用いた研究に取り
組む段階にある．本研究では特に実際の水道原水の長期的連続浄水処理を通じた同プロセスの能力劣化因子の解明を
行っている．

細粒分の多い自然砂質土の液状化特性に及ぼす諸要因の影響とその評価法に関する研究

 教授 古関 潤一

細粒分の多い自然砂質土の液状化特性に及ぼす諸要因の影響を明らかにし，その定量的な評価法を提案することを目
的として，各種の室内土質試験を実施している．本年度は初年度であり，現有の中型中空ねじり試験装置を一部改造し，
50％程度の大きなせん断ひずみレベルまで液状化試験を実施できるようにした．また，凍結サンプリング試料とその再
構成試料の繰返し三軸試験を行い，液状化強度の違いと弾性的変形特性の違いの相関性などについて検討した．

水域都市ネットワークの史的研究－華南及びインドシナ半島を事例として－

 助手 大田 省一， 教授 藤森 照信 [ 代表者 ]

着脱型インフィルシステムによる簡易用途転換実験

 助手 西本 賢二， 教授 野城 智也 [ 代表者 ]

本研究では，都市・建物を社会やユーザーのニーズに対応させるにあたり，スクラップ＆ビルドではなく，変更を
必要とする箇所毎にそのパッケージを入れ替えることで対応する手法の開発を進めている．特に，建物の躯体部分
（スケルトン）と内装部分（インフィル）の着脱性を高め，簡易に用途転換を可能にするインフィルシステムの開発
及び簡易用途転換設計を行うにあたっての，建築・設備計画上の留意事項のとりまとめを行っている．

超高解像度 " 温暖化 " 実験とマルチスケール水文モデルによる世界の洪水渇水変動の評価

 助教授 鼎 信次郎 [ 代表者 ]， 助手（山梨大） 平林 由希子

日本，世界の各地で数多くの洪水・渇水がそれぞれの社会を苦しめており，誰もが「これは " 地球温暖化 " の顕れ
であろうか」と口にするが，残念ながらはっきりしたことは分かっていない．そこで，最近毎年のように生じ，異常
とも感じられる洪水・渇水の増加や，その地域分布が，21 世紀の " 温暖化 " 下での洪水・渇水の変化の予測とすでに
軌を一にしているかどうかを全球規模・大陸規模で判定する．さらに，全球規模での 21 世紀の洪水・渇水変動の見
通しを示す．

膨張コンクリートと繊維補強材による複合構造の高機能化

 教授（群大） 辻 幸和 [代表者 ]， 教授（埼大） 睦好 宏史， 助教授（群大） 杉山 隆文，
助教授 岸 利治， （電気化学工業） 保利 彰宏

非発錆で耐久性があり補強効果の大きい短繊維や連続繊維補強材を膨張コンクリートと組み合わせることにより，
高強度膨張コンクリートを用いた鋼合成構造の高機能化を図る．
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金属ナノ粒子のプラズモン光電気化学過程の解明とデバイスへの応用

 助教授 立間 徹 [ 代表者 ]， 助手 高田 主岳

金や銀などの金属ナノ粒子と酸化チタンなどの半導体との組み合わせによる，プラズモン共鳴に基づく電荷分離お
よび光電気化学過程の解明を行う．また，光エネルギーの電気エネルギーへの変換や，光エネルギーによる化学反応
の駆動について研究し，機能材料やデバイスへの応用を図る．

異種センサー群を統合したユビキタス情報融合による大域的交通事象認識技術の研究

 助教授 上條 俊介

本研究は，画像・超音波といった異種センサーからのデータを融合させたユビキタス情報融合技術により，大域的
な交通事象認識を行う技術を開発することを目的としている．この目的のため，意味階層構造に基づく画像認識手法
や大域的事象伝播を多次元位相空間における状態遷移モデルとして記述するための技術を開発する．モデルを構築す
る際には，ビジュアルデータマイニング技術を補助的に適用し，より人間の認識に近いモデルを構築することを目標
とする．当該技術を適用して得られる知見は，交通工学・交通管制の専門家による検証を経て，実効的な事故撲滅対
策のための政策・事業やリアルタイムな事故予測に基づく運転支援等の技術開発へと発展して行くことが期待され，
その基礎検討を行う．

Al-Si 系溶媒を用いた太陽電池用シリコン精製の物理化学

 教授 森田 一樹

固体シリコン中での不純物の固溶度が低温で減少する性質を利用して，Si-Al 溶媒を用いた太陽電池用シリコンの精
製プロセスについて研究を進めている．その精製能力を固体シリコンと Si-Al 融液間の種々の不純物の平衡分配から
熱力学的に明らかにし，現在は Si-Al 系の固液界面物性を測定することにより，同凝固精製法の最適条件の検討を行っ
ている．

生物から発生する音を利用した自律的水中観測システムの研究開発および揚子江調査

 助手 能勢 義昭， 教授 浦 環 [代表者 ]， 教授 浅田 昭， 教授（早稲田大） 柳澤 政生，
教授（インド工科大学） Bahl Rajendar， 助教授（九州工業大） 石井 和男，

プロジェクトリーダー（KDDI 研究所） 小島 淳一

本研究では，水中生物が発する音を利用して生物を同定し，それを自動的に観測できる音響装置を用いたシステム
を開発し，実際の調査観測により検証していく．具体的なターゲットは，80 ～ 160kHz の高周波数の鳴音を持つ小型
歯鯨類，特に近年の環境汚染により絶滅が危惧されている揚子江カワイルカ，ガンジスカワイルカなどのカワイルカ
類である．研究 2 年目となる本年度は，昨年度製作した音響測位装置を用いてカワイルカ同様の高周波鳴音を有する
スナメリの音源位置を求める試験を銚子沖でおこない，データを収集し，解析を進めている．また，ガンジスカワイ
ルカの探索活動に先がけ，インド工科大学や WWF インディアと合同で，10kHz ～ 120 kHz 程度の周波数域を有する
小型歯鯨類であるカワゴンドウの観測をその主要な棲息域であるインドチリカ湖でおこない，音響データを取得，こ
れまでの解析により数頭のカワゴンドウの方位と距離を得ている．またインド実験に際しては，スナメリ用に開発し
た装置を浅水域用に改良するとともにソフトウェアを改良した．今後は，さらなる解析を進めるとともに来年度に予
定しているガンジスカワイルカの音響データ取得および音響測位実験に向けて装置の改造および新たなソフトウェ
ア構築をおこなう．

単一直径リポソームによるタンパク質機能解析のためのマイクロ流体デバイス

 助教授 竹内 昌治

マイクロ・ナノ加工技術による膜タンパク質アレイチップ

鈴木 宏明， 助教授 竹内 昌治 [ 代表者 ]

MEMS とバイオ分子モータを融合したナノ搬送デバイス

 特任教授 コラール ドミニク

多目的遺伝的アルゴリズムによる総合的屋外環境最適設計手法の開発

 助教授 大岡 龍三 [ 代表者 ]， 教授 加藤 信介， 教授 野城 智也， 助教授 曲渕 英邦， 助手 黄 弘

屋外温熱環境，景観，経済性，及び安全性等に関する各種要因や設計目標を考慮した快適な屋外環境を設計するた
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めの多目的最適化による屋外環境最適設計手法の開発を行う．このシステムは環境工学分野に限らず，建築設計，構
造，経済等の分野に関連する様々な要因や設計目標を統合的に取り扱う最適設計システムとして利用可能となる．

十年にわたる全球陸面エネルギー水収支データセットの構築とその検証解析

 助教授 沖 大幹

地球大気環境の変動に大きく影響を与える陸面過程についてより深く知るために，全球かつ 10 年間の水とエネル
ギーの収支を複数の陸面植生水文数値モデル（LSM）と大気外力を用いて推定する．

10. 基盤研究（C）

生体軟組織の in vivo ひずみ計測法の開発

 教授 吉川 暢宏

X 線 CT 等の医療画像機器を用いて得られたデータから，生体内部で発生しているひずみ場を非侵襲で測定する方
法を開発する．B スプライン基底による変位場近似と，非圧縮性の制約条件，さらには準ニュートン法の活用により，
同定時間の大幅な削減を行う．

高レイノルズ数壁面乱流の実用計算のための DES の基礎的研究

 助教授 半場 藤弘 [ 代表者 ]， 助手 横井 喜充

高レイノルズ数の壁面乱流の LES を可能にするため，DES（detached eddy simulation）という方法が近年提案され
た．しかしチャネル乱流の検証計算では，壁近くの RANS 領域と壁から離れた LES 領域をつなぐ界面で，速度分布に
不整合（段差）が生じるという欠点が指摘された．そこで本研究ではまず，DES の速度の不整合の原因を解明し改善
方法を提案する．不整合を単なる数値的な誤差としてではなく，RANS と LES という異種の乱流モデルを融合する際
に生じる根本的な問題ととらえ，欠点の改良のための基礎的研究を行なう．さらに DES を一般化し任意の面で RANS
と LES を切替えられるハイブリッド乱流モデルの開発を試みる．

至近距離での雷放電の電磁界観測にもとづく帰還雷撃のモデリング

 教授 石井 勝

耐雷設計の主な対象となる負極性第 1 雷撃の電流値を，遠方での電磁界観測から推定するためのモデルがまだ確立
されていない．本研究では後続雷撃のモデルとは異なる第 1 雷撃のモデルを構築し，夏季の高構造物への雷撃電流と，
至近距離の電磁界の同時観測による実証を待つばかりとなっている．

TEM ナノプローブマニピュレーション法による炭素ナノ材料の特性評価分類

技術専門職員 葛巻 徹

本研究は，カーボンナノチューブ（CNT）をはじめとする炭素ナノ材料単体をナノプローブマニピュレーションに
より直接操作し，構造とその材料が持つ基礎物性を系統的に評価・分類してデータベース化することで使用目的に応
じた材料の最適化を図ることを目的とする．具体的には，透過電子顕微鏡（TEM）内でのナノプローブマニピュレー
ション技術を適用し，構造を観察しながら個々の炭素ナノ材料単体の引張試験，曲げ試験及び電気的特性の評価を行
う．TEM 内で CNT やダイヤモンドナノ粒子の力学物性値や，電界電子放出特性等の電気的特性を評価することによ
り，それぞれの特性に影響を与える構造的要因を原子レベルで明らかにする．本年度は，市販の AFM カンチレバー
を装備したマニピュレーションユニットの開発により，電気的特性に加えて微小変形応力の計測を実現した．CNT の
座屈，曲げ変形時の力の計測から求めた CNT のヤング率は構造によって大きくばらつき，数十 GPa から数 TPa の値
を示すことが明らかとなった．現在は，多種類の CNT について計測を行うと共に，CNT の力学的・電気的特性に影
響を及ぼす構造因子や欠陥構造の定量的評価を目指し，多目的材料試験を可能にする TEM 試料ホルダーの開発に取
り組んでいる．

両親媒性交互共重合ポリイミドベシクルの生成機構解明と利用

 助教授 工藤 一秋

最近，我々は先例のない両親媒性交互共重合ポリイミドを初めて合成し，このポリマーが緩衝液中で濃度依存的に
ミセルならびにベシクルを形成すること，ならびに，わずかな濃度変化でミセルからベシクルへの相転移が劇的に起
こることを見出している．本研究では，1）この両親媒性ポリマーの分子集合体の構造を確定し，2）系統的合成に
よってポリイミドの 1 次構造と分子集合体の構造の相関を明らかにし，3）特異な濃度依存性の発現するメカニズム
を解明し，そして 4）この分子集合体を " ナノ容器 " として用いて，物質の輸送系ないしは新規な水系触媒を構築す
ることを目的とする．
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多機能大型三主応力試験装置の開発および各種土質試験装置設計図面データベースの構築

 助手 佐藤 剛司 [ 代表者 ]， 教授 古関 潤一

大型三主応力試験装置の多機能化と各種土質試験装置設計図面データベースの構築を目的として検討を行ってい
る．本年度は，締固めた千葉礫の大型平面ひずみ圧縮試験結果を対象とした画像解析を実施し，大振幅の繰返し載荷
履歴の影響について検討した．また，長期クリープ載荷装置を製作するとともに，これまでに設計・製作した各種の
土質試験装置を対象に設計図面のデータベースを作成した．

超耐久性コンクリート構造物の構築手法の開発

 教授（群大） 辻 幸和 [代表者 ]， 教授（八戸工大） 庄谷 征美， 助教授（東工大） 坂井 悦郎，
助教授（愛媛大） 氏家 勲， 助教授 岸 利治， 助教授（群大） 杉山 隆文

各種の超耐久性を保持する社会基盤施設について，コンクリート構造物の劣化の誘因となる溶脱，塩害，凍害につ
いて，これまでの研究成果をとりまとめ，500 年程度の長期間と数万年という極超期にわたるこれらの劣化現象の程
度を評価する手法を調査するとともに，今後解決すべき課題を抽出する．

栄養塩を考慮した分布型流出モデルと東京湾統合モデルへの結合モデルの開発と適用

 助教授 デュシュマンタ ダッタ

Ｂ．厚生労働科学研究費補助金

建築物衛生における健康危機管理のあり方に関する研究

 教授 加藤 信介， 国立保険医療科学院 池田 耕一 [代表者 ]， 国立保険医療科学院 柳 宇，
国立保険医療科学院 鍵 直樹， （金沢大） 並木 則和， 国立保険医療科学院 伊藤 雅喜

多数の人が集まる建築物において予測せぬハザードのような緊急事態が発生した場合の対策をまとめることを目的
とする．建築環境，取り分け空調設備・給排水設備・室内に病原性微生物や有害化学物質が発生した場合を想定し，そ
の汚染物質の建築物全体への拡散特性や居住者の被爆などの予測に関する実験的研究および数値流体解析を行い，既
存の技術を活用した対策手法を検討する．成果をまとめ，健康危機が発生した際に活用できるマニュアルを作成する．

Ｃ．産業技術研究助成事業

風況時系列データの非線形予測とその風力発電制御への応用

 助教授 鈴木 秀幸 [代表者 ]， 教授 合原 一幸， 講師（東大） 大石 泰章， 助手（東大） 大西 立顕

本研究は，複雑な風況のもとでの風力発電の効率を上げるため，風況変化を非線形科学の観点から積極的に短期予
測し，風車などを制御するための基礎技術を開発することを目的とする．

能動的なひび割れ自己治癒機能を有するコンクリートの開発

 助教授 岸 利治 [ 代表者 ]， 助教授（横国大） 細田 暁

コンクリートにひび割れが発生したとしても，セメント化学的な作用を能動的に利用して，ひび割れをコンクリー
ト自身が自己治癒する機能の開発を行う．

高精度画像認識技術に基づく交通事象検出システムの実用化研究

 助教授 上條 俊介

時空間 MRF（第一階層）から出力される車両軌跡情報を認識分類することにより，停止・低速・車線変更・避走等
の車両挙動を抽出（第二階層），さらにこれら複数の車両挙動を組み合わせて事故・渋滞・異常停止といった事象を
検出する（第三階層）というように，意味階層構造によるアルゴリズムの構築を目指す．第二階層および第三階層に
ついては reasoning による構築をはじめとして，統計処理を組み合わせて高度化することをも考える．当該年度は高速
道路直線部における事象検出を研究対象とする．
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Ｄ．受託研究

重水素を固溶させたパラジウムでの元素変換の可能性に関する研究

 教授 岡野 達雄 [代表者 ]， 助教授 福谷 克之， 理化学研究所・主任研究員 山崎 泰規，
理化学研究所・研究員 木寺 正憲， 理化学研究所・主任研究員 石川 哲也，

高輝度光科学研究センター・研究員 寺田 靖子， 助教授（東大） 松崎 裕之， 教授（東大） 小牧 研一郎，
助教授（東大） 常行 真司

パラジウム・酸化カルシウム積層膜に重水素を透過させることにより，表面近傍のアルカリ金属原子が，元素変換
を生じたように見える実験結果が近年，報告されている．本研究は，独自に作成した積層膜による追試実験を実施する．

地下鉄トンネルの地震時挙動に関する研究

 教授 小長井 一男

沖積地盤および洪積地盤中のトンネルについて，周辺地盤の地震応答およびトンネル覆工に生じるひずみを計測し
ている．今年度は土丹層である広尾と，新木場の東京礫層での地震記録を比較し表層地盤の影響による基盤波形の変
化を確認した．

水素のナノスケール顕微鏡の開発と応用

 助教授 福谷 克之 [代表者 ]， 教授 岡野 達雄， 助手 ビルデ マーカス， 助手 松本 益明，
技術職員 小倉 正平， 産学連携研究員 関場 大一郎

本研究では，固体中の水素の挙動を明らかにするために，水素の 3 次元分布測定と波動関数観測が可能なマイクロ
ビーム共鳴核反応法の開発を行っている．本年度は，タンデム加速器研究施設に，新たにマイクロビーム用ビームラ
インの設計と開発を行った．ビームラインの軸調整を行い，ビームプロファイルモニター，差動排気真空槽，ファラ
デーカップ，キャピラリー駆動機構，試料ステージの設計と組み立てを行った．

近畿経済産業局 平成 17 年度地域新生コンソーシアム研究開発事業「水素燃料電池自動車用 70MPa
級プラスチック高圧容器の開発」

 教授 吉川 暢宏

超高圧水素容器の最適設計を行う．プラスチックライナーに炭素繊維束をワインディングの VH4 タイプ容器を主と
して扱う．ライナー形状，ワインディングアングル，積層構成を設計変数として，最適解の探索方法を検討する．

量子ホール系における核磁気共鳴を利用した固体量子ビット素子の開発

 助教授 町田 友樹

半導体素子中の原子核スピンは量子状態の位相緩和時間が極めて長く，量子ビットを始めとしたスピントロニクス
素子の実現に対して大きな可能性を秘めている．本研究では，量子ホール端状態を利用して核スピンをコヒーレント
に制御することにより，量子ホール系のスピン物性を探求するとともに，固体中核スピン量子ビット素子の開発を
行っている．

バイオ・マイクロ流体分野に関する学術動向の調査・研究

 教授 大島 まり

生体系の多様なスケールのなかで，マイクロスケールにおいて重要な役割を果たしているのは細胞といえる．細胞
は流体を介して物質の輸送や交換をおこなっていることから，細胞を取り巻くマイクロな流動現象を把握することは
重要な課題である．マイクロ流体に関する研究は，特にナノスケールでは必ずしも連続体として取り扱えない領域に
なることから，連続体を中心としている機械工学分野だけでなく，他の分野の知識も必要となる．このようにマイク
ロ流体分野はまだ新しい分野であり，確立したアプローチが存在しない．したがって，本研究ではバイオに関連した
マイクロ流体の国内外の動向調査，そしてその結果を踏まえて研究にどのようにフィードバックをかけるべきかを検
討していく．

マイクロ生化学の計測実験

 教授 大島 まり [代表者 ]， 助教授 藤井 輝夫， 助手 山本 貴富喜， 博士研究員 岡本 拓士，
技術専門職員 瀬川 茂樹， 大学院学生 金田 祥平， 大学院学生 木下 晴之， 助教授（早稲田大） 高松 敦子

本研究では，科学技術振興事業団の戦略的基礎研究推進事業（シミュレーション技術の革新と実用化基盤の構築）
のプロジェクト「粒子法によるマルチフィジクスシミュレータ」（代表：東京大学大学院工学系研究科教授 越塚誠一）
の一環として，マイクロ流体デバイス内の流れに関する計測実験を実施する．人工細胞付着流れの実験や，マイクロ
PIV による流れ場の可視化計測を行うことにより，シミュレータの検証に有効となる定量的データを収集し，粒子法
による多相流解析手法に対して検証例題を提供する．
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科学技術インタープリターを利用した授業モデルの開発

 教授 大島 まり [ 代表者 ]， 教授 渡辺 正， 教授 光田 好孝， 助教授 藤井 輝夫， 助教授 川口 健一，
産学官連携研究員 平松 絢子

科学技術に関する情報の発信者と受信者双方のコミュニケーションを円滑にするために，研究者，教育委員会，科
学技術インタープリターの三者が連携し，効果的な出張授業のモデルおよび教材の開発を行う．授業に使用するワー
クシートやアンケートを作成し，出張授業を実施するだけではなく，授業内容をホームページ上で発信し，一連の取
り組みに対するモニタリング・フィードバックの系統的なシステムを構築することにより，研究者が情報発信する際
の新たなモデルを提案する．

軸流ファンの乱流騒音予測評価技術の開発

 教授 加藤 千幸

非定常乱流解析を用いた軸流ファン乱流騒音予測ツールの開発と，モデル試験結果との比較検討

非係留外洋大型浮体の帆翼利用による位置制御システムについての検討調査

 教授 木下 健

大型浮体であるメガフ ロートは，現在のところ，比較的静謐な海域に係留設置することをベースに開発されている
が，波浪や風の影響下で非係留で自律的位置決め機能が不可欠と考えられる系については，まだ未検討である．自動
位置決めの方式，それに適した浮体形式の初期的検討と，その有力候補である帆による自動航行の概念設計を行う．

琵琶湖流動場－生態系結合数値モデル開発

 助教授 北澤 大輔 [ 代表者 ]， 講師（工学院大） 金野 祥久

本研究では，琵琶湖の流動場を予測するための物理モデルと，水質や生態系の変化を予測するための生態系モデル
を結合した 3 次元数値モデルを開発する．まず，湖内の水質分布に大きな影響を及ぼす流動場モデルの精度向上を目
指し，乱流モデルや粒子法による懸濁物質輸送モデルを導入する．次に，この流動場モデルに，低次生態系を中心と
した簡易生態系モデルを結合し，湖内水質の季節変動を定量的に再現する．さらに，開発された流動場－生態系結合
数値モデルを用い，近年，主に北湖で進行しつつある富栄養化現象や，湖底近傍における溶存酸素濃度の低下などの
汚染問題の原因を調査するとともに，汚濁物質負荷の低減や水質浄化装置の効果を予測し，琵琶湖の水質や生態系の
改善も含めた水域管理のための提言を行うことを本研究の主目的とする．

油絵描画ロボットに関する研究

 教授 池内 克史

油絵描画プロセスから絵を描く手順，手法の基礎的データの抽出を行い，技法を言語化しインプリメントすること
により，一連の文書によって描画を行うロボットに関する研究を行う．

低消費電力回路の研究

 教授 桜井 貴康

完全空乏型 SOI の論理回路を目的とした FD-SOI を用いた低電圧回路設計技術の基礎研究である．

中赤外検出器の開発と GaAs 系結晶成長

 教授 平川 一彦

単一電子トランジスタとサブバンド間遷移を用いて中赤外単一光子検出器の実現を目指すとともに，それに必要な
高純度 GaAs 系ヘテロ構造の結晶成長を行う．

SOI デバイスの基礎研究

 教授 平本 俊郎

本研究では，Silicon-on-Insulator （SOI）基板上に形成される MOS トランジスタを用いて極低消費電力かつ高性能
なデバイスを実現することを目的としている．本年度は，基板バイアス係数可変 MOSFET という全く新しいデバイス
概念を提案し，そのデバイスを実際に試作することで，提案デバイスの超低消費電力性および高速性を実証すること
ができた．本デバイスは，基板電位により基板直下の空乏層が伸縮することを利用して，基板バイアス係数を変調す
るものである．動作時には基板バイアス係数が小さくなり高速化が実現される．一方，待機時には基板バイアス係数
がおおきくなり負の基板電位によりオフ電流を抑制することができる．
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低消費電力，高信頼 MOS デバイス設計手法の研究（3）

 教授 平本 俊郎

本研究の目的は，大規模集積回路（VLSI）用の低消費電力・高信頼 MOS トランジスタの設計手法を開発すること
である．特に，年々増大する VLSI の消費電力を抑制するため，MOS トランジスタのしきい値電圧を変化させる回路
形式に最適で信頼性の高いデバイスの設計について研究している．しきい値電圧の制御には基板バイアス効果を用い
ることを想定している．基板バイアス効果を有効に機能させるためには，従来の MOS トランジスタとは構造あるい
は物理パラメータが異なるデバイス設計する必要があることが明らかとなっており，本研究の意義は大きい．

英国 IT セキュリティ分野での産官学連携調査

 助教授 松浦 幹太

我が国の暗号技術研究の優位性は，国際的認知を得ている．しかし，ごく一部の例外を除き，我が国を起源とする
情報セキュリティ製品の開発・普及は活発であるとはいえない．その原因の一つとして，産学の交流が不十分である
ことが挙げられる．本研究では，情報セキュリティ分野における産学連携が進んでいると言われている英国の実態を
調査した．その結果，学側からの提供メニューや産業界側の対応策が具体的に整理され，社会人教育制度などに関し
て特徴的な事実が明らかとなった．

セキュリティ脅威分析手法の基礎検討

 助教授 松浦 幹太

ネットワークを介した情報搾取や乗っ取りなどの端末への攻撃という脅威が増している．それらの脅威 1 つ 1 つに
対する対策技術の研究は進んでいるものの，新たな脅威出現に対応していくためには不十分である．そこで，本研究
では，それらの攻撃手法の情報収集そのものに関する方法論や，脅威のプロファイリングなどの分析手法を開発する
ための，基礎検討を行った．具体的には，攻撃者のアクションではなくユーザのアクションが引き金になるという意
味でパッシブな攻撃に着目し，前記開発の設計段階で必要な基礎データを取得する実験環境を構築した．

知的基盤創成・利用促進研究開発事業／ガラス構造データベース構築のための研究開発／組成・物
性・構造間相関性の理論的研究

 教授 井上 博之

プロセスシミュレーションモデル作成

 教授 迫田 章義 [代表者 ]， 助手 下ケ橋 雅樹， 技術専門職員 藤井 隆夫， 産学官連携研究員 蔡 宗岳

本研究開発テーマでは，排水中に溶存する有害化学物質とオゾンをハイシリカゼオライトの細孔へ選択的に吸着さ
せ高度に濃縮された反応場を創製することにより，小型，高性能で維持管理が容易であり，経済性に優れた PRTR 対
象有害化学物質分解処理装置を開発する．特に，任意の条件下での処理性能を予測できる反応モデルを作成する．ま
た，小型カラム試験の長期運転を行い，計算結果と比較することで本作成反応モデルの妥当性について検討する．

バイオマス多段階利用プラント群のシステム基本設計及びインパクト解析

 教授 迫田 章義 [代表者 ]， 客員助教授 望月 和博， 助手 下ケ橋 雅樹， 寄附講座教員（助手） 佐藤 伸明

バイオマスの多段階利用システムについて，構想の作成，運営組織の立ち上げ，規制・諸手続のクリア，実証プラ
ントの設計・建設・運転，性能の確認，物質・エネルギー収支の解析，採算性の検討，環境への影響評価などを行い，
その有効性と課題を明らかにする．

ASEAN バイオマス研究開発総合戦略

 教授 迫田 章義 [ 代表者 ]， 客員助教授 望月 和博

アジア地域では米作の伝統があり，米の工業用バイオマスとしての潜在価値は高い．ここでは，糠，もみ殻，わら
を含めたイネの総合利用に基づくバイオマスリファイナリー（＝ライスリファイナリー）を提案し，小規模分散型で
地域ごとの特色を考慮して設計される「バイオマスタウン」における主要プロセスとしての運用のフィジビリティー
を明示する．
128



VI．研究および発表論文

TokyoNenji . book  Page 129  Monday , January 18 , 2010  7:26 PM
N15 濃縮プロセスの開発

 教授 迫田 章義 [代表者 ]， 助手 下ケ橋 雅樹， 技術専門職員 藤井 隆夫

窒化物燃料の燃焼に伴う放射性炭素の生成を防ぐには，燃料中の窒素として N15 を用いる必要があることから，低
コストの窒素同位体濃縮技術の開発が窒化物燃料サイクル成立の課題とされている．本研究では，分離効率が高く設
備が簡素で廃棄物が殆ど発生しないと期待できるアンモニアガスを用いた気相吸着法，特に圧力スイング吸着法によ
る窒素同位体濃縮技術を開発する．

ナノクラスター錯体の合成と新規触媒反応の開発

 教授 溝部 裕司

各種有機および無機反応において触媒として，またそれ自身機能材料としても有用である遷移金属クラスターにつ
いて，様々な金属の組成・構造を有する遷移金属多核骨格の合理的な構築法の探索を広汎に行い，一般性の高い種々
の反応経路を確立する．そして得られた多核錯体を特異な 1 次元から 3 次元構造をもつ集積体へと誘導し，その反応
性や機能の飛躍的向上をめざす．

化学物質有害性総合評価手法の歴史と最新動向に関する情報収集と整理

 助教授 酒井 康行

有害性試験方法に関する国内技術の強みと弱みを明確化することを目的として，有害性評価手法の歴史を整理した
上で，動物実験の「代替法」として利用可能な技術について，近年の国内外の開発動向を把握する．

ユニット住宅の LCA 評価研究（継続）

 教授 野城 智也

ユニット式プレファブ住宅の生産に伴い使用されるエネルギー量の評価枠組みを開発するとともに，使用エネル
ギー量を試算する

「なんとかせい」リスク回避のための技術倫理ケーススタディ（平成 17 年度産業技術競争力強化人
材育成事業委託費（経済産業省技術経営人材育成プログラム導入促進事業））

 教授 野城 智也

技術システムの高度化・複雑化，技術的基盤の変化に伴って技術的分業やシステムの運用のあり方を見直さなけれ
ばならないにもかかわらず放置されている．結果的に，特定の組織構成員や特定部門をジレンマ・トリレンマに追い
込んでいることによる倫理的リスクが増大し，種々の技術的事故・不祥事をひきおこしている．しかしながら，この
リスクに対して，短絡的にマニュアル・チェックリストの整備も含めたコンプラインス型の施策がとられても，実効
性に乏しいだけでなく，組織のイノベーション能力を著しく損ねてしまうおそれも高い．本事業は，このような問題
意識を踏まえ，技術的分業のあり方に着目し，日本的風土のなかで，「なんとかせいリスク」を組織的にマネジメン
トする手法を確立するとともに，そのマネジメント能力を涵養するための教育のあり方を明らかにすることを目標に
調査を実施することを目的とする

衛星観測・モデル統合によるアジア環境，災害評価システムの構築

 教授 安岡 善文

生産技術研究所が東京とタイ・バンコクで受信している人工衛星データ（NOAA/AVHRR と TERRA&AQUA/MODIS）
を高速で転送・処理し，陸域生態系モデルと結合することによりアジア地域の災害（森林火災，水害）および環境変
動を準実時間（一日以内）で予測，評価するための観測・モデル結合ネットワークシステムを構築する．

平成 17 年度 鉄道システムを対象とした災害・事故の早期警報／危機管理システムの研究（施設系
のハイブリッド安全性評価法の確立）

 助教授 岸 利治 [代表者 ]， 教授 古関 潤一， 助教授（東大） 石田 哲也， 講師（東大） 内村 太郎

鉄道施設を主な対象として，鉄筋コンクリート構造の高精度寿命予測シミュレーション技術の開発や，降雨時の盛
土法面の崩壊リスク評価とその低減手法の開発，剛な一体型壁面を有する補強土擁壁の地震時被災メカニズムの解明
と地震時変位量の簡易予測手法の構築などを行う．
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人工バリア材としてのセメント材料に関する基礎研究（不飽和領域バリア機能の検証と水和生成物
の安定化に向けた研究）

 助教授 岸 利治

セメント系材料に対する透水試験結果を基に，透水現象の支配メカニズムを解明し，不飽和領域における気相の存
在を考慮した物質移行解析の枠組み（モデル，手法）を構築する．またモデル化と解析を通じて，セメント系材料の
長期安定化技術（ポルトランダイト等水和生成物の安定化技術）に関する概念検討を行う．

錦帯橋経年変化

 助教授 腰原 幹雄

錦帯橋の形状測量，温湿度環境測定を行い，木橋である錦帯橋の経年変化を把握する．

木橋の構造安全性の検討

 助教授 腰原 幹雄

製材を用いた伝統的木橋の構造安全性について，実験的・解析的検証を実施する

千年持続学の確立（都市の持続性に関する学融合的研究）

 助教授 村松 伸

都市とは何か，都市はどのようになぜ持続（もしくは消滅）するのかを，（1）異分野の専門家を招聘してフォーラ
ムを開催する，（2）定点的，移動的都市のフィールドワークを実施することによって今後の都市のあり方に対して社
会的提言を行う．

自然換気併用オフィスにおける可搬型パーソナル空調機の研究開発（エネルギー使用合理化技術戦
略的開発エネルギー有効利用基盤技術先導研究開発）

 教授 加藤 信介 [ 代表者 ]， 研究機関研究員 梁 禎訓

省エネと快適性を両立させたオフィス環境を創造することを目的とし，省エネかつ机上設置可能な形態の可搬型
パーソナル空調機の開発を目指す．アダプティブ制御・フィジオロジカル制御を組み込み，人の生理現象に適合する
快適感を生み出すタスク制御システムの開発のために，熱的適応性の研究，熱・空気環境因子と人体生理の要因分析・
定量化の初期検討を行う．

家電製品などから放散される準揮発性有機化合物(Semi-Volatile Organic Compounds)の放散量測定
法及び測定装置開発に関する研究

 教授 加藤 信介 [代表者 ]， 大学院学生 徐 長厚， 山口 一，三浦 靖弘

チャンバー内加熱や洗浄が不要で，被測定物を非破壊で正確・高精度に測定できる準揮発性有機化合物（SVOC）の
放散量測定法及び測定装置を提案開発することを目的とする．従来の測定方法を改良する CFD 解析併行の測定方法を
開発し，SVOC 放散量の低い製品を開発・普及させる手助けになることを目的とする．

室内空気中の化学物資を吸着・分解し低減化する建材の評価法の検討（その 3）

 教授 加藤 信介

室内空気中のホルムアルデヒドや VOC を吸着・分解し，空気質を改善する建材の評価方法（低減効果，効果の持
続性など）や試験方法を開発し，その理論的な解析ならびに製品試験により有効性を検証する．

国内の住宅の暖房エネルギーゼロ化による効果予測

 教授 加藤 信介

住宅暖房エネルギーゼロシステムによって得られる効果を求めることを目的とし，国内のすべての住宅を暖房エネ
ルギーゼロ化したと仮定した場合の社会的効果を予測する．予測は，戸建住宅と集合住宅を区別して行う．可能であ
れば，住宅以外の建物も加えて予測を行う．

密集市街地を想定した風環境解析業務

 教授 加藤 信介 [代表者 ]， 助手 黄 弘， 産学官連携研究員 石田 義洋

都市型社会に対応した良好な市街地環境の確保のための調査研究の一環として，密集市街地における建物の形状・
配置に起因する風の発生がもたらす環境障害ならびに自然風が阻害されることによる通風・換気性能の低下現象を，
風洞実験により解析する．
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次世代大規模高度情報蓄積融合技術に関する研究

 教授 喜連川 優

本受託研究は，次世代大規模高度情報蓄積融合システム基盤技術に関する研究を行うものである．すなわち，WEB，
映像情報，BLOG，センサー，電子メイル，デジカメ，デスクトップ情報，計算出力など，サイバー世界，実世界共
に，多様な情報が氾濫する今日，ユーザが規定する視点での各種情報の融合は，情報工学上，今後極めて重要なグラ
ンドチャレンジと考えられる．本業務では，次世代を見通した大規模な永続情報蓄積環境の姿と，多様な情報を柔軟
に融合する基礎技術の開発を目的としている．

循環型社会における問題物質群の環境対応処理技術の調査と社会的解決法の探索

 教授 前田 正史

環境調和型アクティブメタルプロセスの開発

 助教授 岡部 徹

アクティブメタルの 1 つであるチタンの生産量の世界シェアは，日本が 30％，米国が 20％であり，この 2 国だけ
で世界の 5 割強を占めており，日本は世界をリードする技術大国・生産大国である．当該研究分野についても申請者
らの研究グループやマサチューセッツ工科大学（MIT）の研究グループが世界をリードしており，すでに国際連携の
拠点として活動準備を進めている．世界の科学技術情報のコアとして機能している MIT と連携することは実効性が高
く，最も効果的であることは自明であるが，長期的には，カナダのトロント大学，英国のケンブリッジ大学の材料学
科，中国の北京科学技術大学・中南大学の材料学科などとも連携も行い，国際的学術情報網の整備を推進する．

管内調査ロボットの開発に関する研究

 教授 浦 環 [代表者 ]， 助教授（東大） 川村 隆文， 助手（東大） 前田 正二， 技術職員（東大） 宮永 大，
研究員（東大） 石田 和也，東京都水道局 青木 秀幸，東京都水道局 山田 真一郎，東京都水道局 川崎 進，

東京都水道局 竹石 努，東京都水道局 古屋 泰徳

多くの人々の飲料水を運ぶための水道管は，常時メンテナンスをおこない，その品質を維持していく必要がある．
管内ロボットにより，水道管内部を微細に内部観察することができれば，メンテナンス効率は格段に向上する．本研
究においては，水道管内を観察することを目的として，超小型管内ロボットの開発研究をおこなっている．管内ロ
ボットは超小型ではあるが，多機能である事が要求される．その基本機能は，細い入り口からの挿入，流れのある中
で管内を観察，テレビカメラによる管内を撮影そして必要に応じて管内の断面中を横断できることである．現在，そ
れぞれの機能毎に単機能化したロボットのテストベッドを開発中であり，最終的には総合化したプロトタイプロボッ
トを製作する予定である．

マイクロ加工によるナノバイオデバイスの作成

 助教授 藤井 輝夫 [代表者 ]， 助教授 竹内 昌治， 助手 山本 貴富喜，鈴木 宏明，
大学院学生 Sang Wook Lee， 教授（大阪大） 野地 博行

1 分子レベルでの計測を行うことによってタンパク質が機能を発揮するしくみを解明するため，ナノバイオロジー
とマイクロ流体・マイクロ / ナノマシンニング技術を融合させた新しい研究手法を確立する．中でも膜タンパク質を
対象としたナノバイオデバイスの開発を中心に行う．

MEMSプロジェクト ネ EMSデバイスの研究開発 スマートスキンの実現を目指す MEMSアレイとその信
号接続方法の研究

 教授 藤田 博之

ナノ物体計測のための操作観測技術の開発

 教授 藤田 博之 [ 代表者 ]， 教授（香川大） 橋口 原

高度マイクロ化学プロセスプラットフォームの材料加工技術研究に基づくマイクロ材料加工論の体
系化研究

 教授 藤田 博之
131



VI．研究および発表論文

TokyoNenji . book  Page 132  Monday , January 18 , 2010  7:26 PM
マイクロ細胞ハンドリング技術の開発

 教授 藤田 博之

超高速・超並列ナノメカニクス

 教授 川勝 英樹

高精度高品位マイクロ放電加工技術の開発

 教授 増沢 隆久

シャドウマスクを用いた多機能マイクロパターニング装置の開発

 助教授 金 範埈

多重スケールが混在するパターンマスターの製作

 助教授 金 範埈

ナノセンシングのための化学物質輸送ナノチャンネルの開発

 助教授 竹内 昌治

MEMS 用設計・解析支援システム開発プロジェクト データベースの開発「ドライエッチングデータ
ベースのための知識データベースの構築」（平成 16 ～ 18 年度）

 助教授 年吉 洋

財団法人マイクロマシンセンターは，経済産業省／ NEDO 技術開発機構の「MEMS 用設計・解析支援システム開発
プロジェクト」の代表契約者として，平成 16 年～ 18 年の年間，産学連携研究コンソーシアム体制（企業 9，大学 13，
研究機関 1，団体 1）の研究を主催している．本研究室ではこのプロジェクトに参加し，半導体シリコンマイクロマ
シニング・プロセスの知識データベースの構築を行っている．

マルチスペクトル法によるコンクリート劣化センシング技術開発に係る基礎データの分析・評価

 教授 魚本 健人 [ 代表者 ]， 講師 加藤 佳孝

コンクリート構造物の劣化調査は一般に，外観調査等の目視点検，コア等を採取し，コンクリート中の成分を測定
する方法，コンクリートのかぶりをはつり，内部の鋼材の腐食状況の確認，自然電位法による腐食の推定等が行われ
ている．また，一部破壊型調査ではなく，各手法による非破壊検査も行われている．本研究では，ハイパースペクト
ルリモートセンシングの技術を用い，非接触でコンクリート表面の劣化因子物質の検出を試みる．本手法の適用によ
り，短時間，大断面の診断が可能になり，調査費用の低減が期待できると考えられる．

劣化したコンクリート構造物の補修工法に関する研究

 教授 魚本 健人

劣化したコンクリート構造物をどのような方法でどのように補修すれば良いかは今まで経験的に行なわれてきた．
しかし，ライフサイクル，コストを考慮すると，異なる環境条件下では異なる原因で劣化が進行しているので最適な
補修工法を選定する必要がある．本研究では代表的な断面修復工の組合せ工法を取り上げ，各種組合せでの海洋及び
内陸環境下での鉄筋コンクリートの補修効果の確認と再劣化に関する開発研究を行うものであり，当研究室が 1990 年
以降おこなってきた結果を有効に活用できるものである．

セメント硬化体の収縮挙動におよぼす混和剤の影響

 教授 魚本 健人 [ 代表者 ]， 受託研究員 松本 利美

コンクリートの耐久性向上を目的として，単位水量の低減や W/C の低減等，様々な要求性能を実現するために化学
混和剤の使用が不可欠となっている．化学混和剤についての粒子分散効果やそのメカニズムに関する研究は数多く報
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告されているものの，化学混和剤とコンクリートの耐久性との関係については明らかになっていない．当研究室では
セメント硬化体の空隙構造形成に与える化学混和剤の影響に関する基礎的な研究を行っている．本研究では化学混和
剤の種類あるいは化学構造の違いがコンクリートの耐久性にどのような影響を与えるか，セメント系反応性鉱物の水
和反応や，その空隙構造形成の面から解明することを目的としている．

平成 17 年度「大都市における基礎抗を利用した地中熱空調システムの普及・実用化に関する研究」

 助教授 大岡 龍三

地中熱空調システムの更なる普及のため，都市部で主として採用されている場所打ち杭を地中熱交換器として利用
した地中熱空調システムを提案する．場所打ち杭を用いた地中熱交換器や高効率水冷ヒートポンプの開発，最適運転
手法・設計手法・施工方法の検討，コストスタディなどを含めた開発を行い，現在一般的に普及している空冷ヒート
ポンプを用いたセントラル方式に比べて，省エネルギー率（電力量削減率）30%，単純投資回収年数 10 年以内を目標
としたシステムとして確立することを目的とする．

人間活動を考慮した世界水循環水資源モデル

 助教授 沖 大幹

アジアの視点を踏まえた日本独自の世界水資源モデルを開発し，アセスメントを行う．大規模データベースと統合
された水資源モデルの開発，水田分布の推定等稲作への配慮，環境用水需要の導入などによって，世界の水危機の現
状とその軽減・回避策，将来展望に対するアジアからの情報発信を可能にする．

平成 17 年度 極値現象を含む気候変化シナリオを用いた温暖化影響評価に関する研究委託業務

 助教授 沖 大幹

地球シミュレータを用いた空間・時間高解像な気候モデル出力を利用し，極値現象（台風，干ばつ，熱波，エルニー
ニョ等の異常気象）を勘案した温暖化影響の予測を高精度に行うとともに，影響被害軽減のための方策を検討する．

科学技術振興調整費 「我が国の国際的リーダーシップの確保 水問題解決に資する水循環科学の先導」

 助教授 沖 大幹 [代表者 ]， 助教授 鼎 信次郎，教授（山梨大） 竹内 邦良，
独立行政法人土木研究所 深見 和彦，助教授（京大） 立川 康人

ヴァーチャルウォーター貿易を考慮した水資源アセスメントや，物理過程を詳細に組み込んだ水循環モデル開発，合
理的な灌漑農業・貯水池操作モデル開発などといった，先端的な水循環の科学を推進すると共に，それらがいかにし
て現実の水問題解決に資することができるのか，といった科学技術的分野自体のビジョン作成に取り組み，従来の様
に欧米からのみではなく日本が主導してその成果を国際社会へ発信，社会提言する．

科学技術振興調整費 「先導的研究の推進 地球水循環インフォマティクスの確立 データマイニング
システムによる地球水循環変動メカニズムの解明」

 助教授 沖 大幹

地球水環境統合化データセット及び最新の可視化技術を利用したデータマイニングの発展を目指し，各種基本的な
データマイニング手法を地球水循環インフォマティクスにあてはめるに適切な前処理技術（長期トレンドや地形標高
など物理本質的に含まれている相関情報を除去する手法：年々変動やコネクションパタンとして取り出したい情報を
より正確に取り出す技術）を開発する．

文部科学省海洋開発及び地球科学技術調査研究促進費 「地球観測システム構築プラン 地球観測に
よる効果的な水管理の先導的実現」

 助教授 沖 大幹 [代表者 ]， 河川情報センター 理事 中尾 忠彦， 助教授（京大） 里村 雄彦，
助手（京大） 田中 賢治， 東京農工大学 白木 克繁

全球地球観測システム（GEOSS）10 年実施計画の理念を反映した研究プロジェクトによる実際の成果を早期に上
げ，途上国をはじめとする各国にその有効性を示すため，既往の研究蓄積，準備状況が万全であり，かつ水資源管理
や水災害管理への社会的期待が大きい東南アジア・タイ国において水文気象観測のスーパーサイトデータ等を利用し
つつ，GEOSS のモデルケースとなる統合観測システムのプロトタイプを構築する．
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温暖化各レベルに対応する洪水リスクの増減評価

 助教授 沖 大幹

環境省では，従来から，地球環境研究総合推進費（以下，「推進費」）などを通じ，地球環境研究の推進に早くから
取り組んできたところである．特に推進費では，地球環境問題が人類の生存基盤に深刻かつ重大な影響を及ぼすこと
に鑑み，様々な分野における研究者の総力を結集して，学際的，国際的な観点から総合的に調査研究を推進し，もっ
と地球環境の保全に資することを目的としている．本業務では，推進費による研究のうち，「温暖化の危険な水準及
び温室効果ガス安定化レベル検討のための温暖化影響の総合的評価に関する研究」の一部を実施するものである．

Application of Fly Ash as Concrete Ingredient in Thailand - the Current State

 講師 加藤 佳孝

Fly ash （FA） has been well known for a long time as a good additive to concrete． It has been proved by many researches that
FA can improve the workability， control thermal crack， improve long-term strength， and enhance some durability matters of
concrete． Because FA is a by-product of the coal power plant， the usage of FA in concrete industry is thus extremely favorable
from the environmental point of view．  Many countries around the world including Japan have been trying to promote the usage of
Fly Ash in their concrete industries． The fact that the chemical composition and physical properties are different among FA
produced from different location is a major obstacle to promote the usage of FA in concrete industry． As the results， the amount
of FA used in concrete industry is still much less than that produced from power plant in many countries． On the other hand， in
Thailand， almost all Fly Ash have been consumed in concrete production． Investigation on the usage of Fly Ash in Thailand should
therefore be meaningful as an example of successful promotion． This report is an attempt to study the promotion method of Fly
Ash application in Thailand in order to determine the most efficient promotion method for Fly Ash application in Japan．

保護膜プロセス技術の基礎検討

 客員助教授 梶山 博司

プラズマディスプレイ（PDP）の次世代保護膜プロセスのフィージビリティ調査

東南アジアにおける降雨観測システムの構築

 助教授（東大） 松本 淳 [代表者 ]， 助教授 鼎 信次郎， 講師（東大） 蔵治 光一郎， 助手（東大） 安形 康，
情報通信研究機構 佐藤 晋介， 助教授（京都大） 林 泰一

文部科学省「地球観測システム構築推進プラン」の一課題として，インドシナ半島を中心とする熱帯東南アジアモ
ンスーン地域を対象として，モンスーンに伴う水循環および気候変動の実態を正確に把握するための降雨観測システ
ムを構築することを目的とする．そのために地上自記雨量計観測網を展開し，衛星およびレーダー観測の併用によっ
て準リアルタイムで 1 時間単位での広域的雨量分布の把握を可能にするシステム「東南アジア・レーダーアメダス
（仮称）」を現地気象機関と共同で構築する．また，その延長として，広域雨量の予測にも取り組む．さらに，その成
果物を洪水予測と水資源マネジメントへと適用する．主たる対象狭領域をベトナム・ダナン周辺と，バングラデシュ・
メグナ川とし，当該の三年間でプロトタイプの開発を成し遂げる．

海洋ライザーに働く非定常流体力推定手法の開発

 助教授 林 昌奎， 教授（東大） 鈴木 英之 [ 代表者 ]

大水深化及び多様化する海洋ライザーの様々な海洋環境における VIV（渦励振挙動）起振力に代表される非定常流
体力を数値解析により推定する実用手法の開発を行う．

低電力を実現する回路技術に関する研究開発

 教授 桜井 貴康

将来のスーパーコンピュータの LSI に適した性能を実現しながら，製造後のしきい電圧制御が可能なトランジスタ
の基本構造を確立する．更に，単体トランジスタレベルを試作し，動作を確認するとともに特性を評価する．

高濃度の砂糖を用いた新しいガン治療法の開発

 教授 畑中 研一

独立行政法人農畜産業振興機構が行っている「砂糖に関する学術調査プロジェクト」についての受託研究を行って
いる．高濃度の砂糖に抗菌活性があることに注目して，ガン細胞に高濃度の砂糖を投与することによってガン細胞が
どのように変化するのかを観察している．
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道路環境予測のための都市内交通流予測手法に関する研究

 教授 桑原 雅夫

騒音，排ガスなどの沿線環境の予測に適用できる交通流予測手法を検討する事を目的とし，交通工学分野で提案さ
れている幾つかの都市内交通流予測手法の中から，沿線環境の予測に適用できるモデルを選定し，実用的なモデルに
改良する研究を行う．

ITS に関する基礎的先端的研究

 教授 桑原 雅夫

ITS 施策の効果・評価にあたって重要となる人間（ドライバ）の挙動・反応・選択行動に着目し，ITS の共通的な
技術である交通計画技術，画像認識技術，車両制御技術を融合した基礎的先端的な研究を実施する． 

Ｅ．革新的原子力システム技術開発公募事業

Type-IV 損傷数値シミュレーション技術の開発

 教授 都井 裕

マルチスケール解析に関する先行基礎研究成果を拡張発展させることにより，Type- 損傷の進行過程のシミュレー
ションに不可欠な，メソスケール（結晶粒スケール）における元素拡散挙動と高温下力学的挙動の連成場計算手法を
開発するとともに，これらをベースにした寿命予測・強度評価のためのマクロスケールモデルを構築することを目的
とした研究を進めている．本年度は，Type クリープ損傷挙動において重要な析出物粗大化のメソ力学モデルについて
検討し，有限要素解析結果と実験結果の比較により，その有用性を検証した．また，縦あるいは周方向溶接部を含む
円筒試験体の Type クリープ損傷挙動に対する試計算を実施した．

酸化物燃料の電解還元処理に関する技術開発－供給原料／還元手法の最適化－

 助教授 岡部 徹

電解還元プロセスにおいて，高い処理速度と還元率を達成するためには，原料酸化物の粒径や原料装荷方法などの
原料仕様を最適化することが重要である．また，電解の後半に酸化物表面が金属膜に覆われるような状況においても
還元速度をなるべく低下させないためには，プロセス上の工夫も必要となる．そこで，コールド工学プロセス試験装
置を製作し，原料仕様がプロセスに与える影響を明らかにすると同時に，還元生成物と塩の分離性能，得られる金属
の純度について評価を行っている．具体的には，雰囲気制御装置付き電気炉および反応容器を作製し，アルゴンガス
雰囲気下約 600 ～ 1000 ℃の範囲の一定温度で，導電体を介した反応（EMR）制御により金属還元剤が放出する電子
を利用して酸化物を還元する実験を行っている．

Ｆ．民間等との共同研究

超音波計測の実用化研究

 教授 高木 堅志郎

トンネル膜向け酸窒化膜中水素の挙動及び不揮発メモリ信頼性との関係

 助教授 福谷 克之 [代表者 ]， 助手 ビルデ マーカス， 研究員 劉 紫園

本研究では，核反応法と振動分光法を利用して表面・界面水素量を定量しデバイス特性との関連を明らかにするこ
とで，デバイス特性の向上を目指している．本年度は，界面および酸化膜中の水素に起因する振動モードの計測が可
能な全反射赤外吸収分光法装置の開発を行った．

高圧水素容器の最適設計に関する研究

 教授 吉川 暢宏

超高圧水素容器の信頼性解析方法を検討し，最適設計のプラットフォームを構築する．金属ライナーに炭素繊維束
をワインディングする VH3 容器を対象とする．ライナー形状，ワインディングアングル，積層構成，オートフレッ
テージ圧を設計変数として，疲労強度と破裂強度を両立する最適解を探索する．
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溶接部強度評価方法に関する研究

 教授 吉川 暢宏

ガスパイプライン溶接部信頼性の評価手法を開発する．最重要外荷重である地震動について，設計照査の方法論を
検討する．想定されるパワースペクトルから，最悪荷重を定める方法の適用可能性を検証する．

マイクロチップ設計のための MicroPIV システムの開発

 教授 大島 まり [代表者 ]， 安木 政史， 大学院学生 木下 晴之

高速共焦点顕微鏡法を利用したマイクロ PIV 技術を新たに開発し，さらにその改良を行った．従来のマイクロ PIV
システムに高速共焦点スキャナと高輝度レーザを組み込むことで，微小流路内の任意の深さ位置において鮮明な断面
粒子画像を取得することができるシステムを実現した．これにより，従来の手法では困難であった，マイクロスケー
ル流れの 3 次元空間的速度分布を計測することが可能となり，マイクロ環境下での流動現象をより詳細に把握するこ
とができるようになった．また，高速共焦点撮影に適したトレーサ粒子の粒径や蛍光特性，照明用レーザの波長や出
力，粒子画像を撮影するための高速度カメラ等のハードウェアに関して調査・検討を行い，共焦点マイクロ PIV シス
テムの最適な仕様を決定した．ブラウン運動の影響や被写界深度についても詳細に，かつ定量的に評価している．さ
らに，構築した共焦点マイクロ PIV システムを用いて，実際に微小円管内ポアズイユ流れやマイクロチャネル内流れ
の速度分布を計測することにより，その性能を評価するとともに，マイクロ流れ計測ツールとしての有効性を示した．

エンジン内の強い乱れを考慮した噴霧メカニズムの実験的検証

 教授 大島 まり [代表者 ]， 教授（北海道大） 大島 伸行，山田 敏生

エンジン流動設計などで重要となる強い乱れの中の噴霧拡散メカニズムの解析とその有効な数値予測モデルを開
発する．今年度は，一様格子乱流中での噴霧挙動を高速ビデオ画像による可視化およびラージ・エディ・シミュレー
ションに基づく数値計算によって解析検討した．

工学シミュレーションにおけるハイパフォーマンス・コンピューティング技術の開発と応用

 教授（北海道大） 大島 伸行， 教授 大島 まり [ 代表者 ]，宮地 英生

流体解析など工学における大規模数値シミュレーションとそれに伴う大容量データのための高速，汎用的なコン
ピュータ環境として，並列計算，可視化インターフェース，ネットワークなど要素技術の開発と総合的なシステム構
築について検討する．今年度は，並列計算機における大規模ソフトウェア開発環境と可視化システムの評価などを
行った．

流れの制御による空力音低減法に関する研究（その 2）

 教授 加藤 千幸

新幹線の車両連結部間隙からの空力音発生メカニズムを明らかにするとともに，車体周りの流れを制御することに
より空力音を低減する方法について研究を行う．

ポンプの変動流体力発生メカニズムの解明

 教授 加藤 千幸

LES 解析により軸斜流ポンプの圧力脈動発生メカニズムを解明し，それを原因とする変動流体力を予測する．

LES を用いた流体騒音予測技術

 教授 加藤 千幸

換気・空調事業における低騒音化技術による差別化の研究開発

多段ディフューザポンプの性能評価法の研究

 教授 加藤 千幸

高精度非定常流れ解析によるポンプ性能評価

人間行動生態心理学に基づく自動車車内の快適性評価に関する研究

 教授 須田 義大 [ 代表者 ]， 教授 加藤 信介， 教授 合原 一幸， 助教授 曲渕 英邦， 助手 上野 佳奈子，
研究員 田淵 義彦

従来主観的な評価を主体としてきた自動車車内の快適性について，人間行動モデルの構築と生態心理学の手法を適
用した新たな評価手法を検討している．快適性を与える因子の分析，評価実験を通じた検討を行った．
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模型車両による一軸台車の走行性能に関する研究

 教授 須田 義大 [ 代表者 ]， 民間等共同研究員 宮本 岳史

走行性能を改良した一軸台車の模型車両による検討

連続体損傷力学に基づく構成方程式モデリングと材料損傷・破壊問題の統合的有限要素解析への適
用に関する研究

 教授 都井 裕 [ 代表者 ]， 助手 高垣 昌和

連続体損傷力学に基づく構成方程式を導入した有限要素解析法，いわゆる局所的破壊解析法の基本的問題点を解消
し，材料損傷・破壊統合解析プログラムの三次元プロトタイプを構築するとともに，高速増殖炉用高温構造物に対す
る設計裕度の最適化のための損傷評価手法を構築することを研究目的とする．本年度は，高温および低温の液体ナト
リウムによる熱サイクルを受ける原子炉容器モデルを対象として，熱伝導と弾粘塑性損傷を考慮した熱疲労損傷およ
び亀裂進展解析を行うとともに，過去 3 年間の研究成果を総括した．

転がり型免震装置に関する研究

 教授 藤田 隆史

本研究では，円弧と傾斜した直線からなる形状のレール上を転がる車輪によって鉛直荷重を支持する直線運動機構
を，直交するように上下に重ねた機構を基本構造とする免震装置を対象として，その美術品展示ケースや戸建住宅へ
の応用について研究している．

スマート・タイヤ・システムの基礎的研究

 教授 藤田 隆史

本研究では，自動車用タイヤのタイヤ発生力を計測し，計測データを無線通信によってリアルタイムに車体側へ伝
送するシステムを開発している．タイヤ発生力の計測には，タイヤ・路面間に作用する 6 分力をホイールのひずみを
通して計測する方法を採用しており，ハードウエアーの主要構成要素は検出ユニットモジュール，計測アンプモ
ジュール，角度検出エンコーダである．

超微細粒内部組織形成過程のミクロスケールモデルの研究

 教授 柳本 潤

材質予測モデルと制御の研究

 教授 柳本 潤

高精度ミクロマクロ連成モデルの高機能化

 教授 柳本 潤

ナイロン粉末造形物の透明化手法の確立

 助教授 新野 俊樹

様々な自由形状造形法の中で，Selective Laser Sintering 法（以降 SLS 法）は材料選択の自由度の広さと，その結果
として得られる造形物の高い物理的強度によって，近年その利用が急速に拡大している手法のひとつである．しかし
ながら本手法では，造形物が多孔質となり，結果として不透明になることが避けられないという問題点があった．新
野研究室ではこれまでに，透明樹脂の屈折率を調整した上で造形物に含浸することで，不透明な造形物を透明にする
方法を開発したが，材料に制限があり，SLS 法の利点を最大限に生かせるものではなかった．本研究では，高耐熱高
強度が得られる樹脂を SLS 造形し透明化する手法を，関係企業と共同で開発する．

粉末焼結積層造形の要素技術に関する研究

 助教授 新野 俊樹

 様々な自由形状造形法の中で，Selective Laser Sintering 法（以降 SLS 法）は材料選択の自由度の広さと，その結果
として得られる造形物の高い物理的強度によって，近年その利用が急速に拡大している手法のひとつである．本手法
は，積層造形法の宿命的な欠点として，薄物造形時に生じる造形物のそりを最小化するため，造形粉末および造形容
器内雰囲気温度の精密な制御が必要になり，また，造形物が多孔性になることも避けられない．本研究では，このよ
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うな状況を改善するため，焼結前の粉末の密度を向上させることを目的に，リコーティング機構の開発および現象の
解明を関連企業と共同で行っている．

MID 技術の高度化

 助教授 新野 俊樹

射出成形された樹脂表面に電気回路などの新たな構造を付与することにより，射出成形品を高度化する MID 技術
は，自動車部品の組立の簡素化，携帯電話などの部品の微細化などに広く応用されているが，現在のところ立体回路
基板としての機能にとどまっている．本研究では，本技術をメカトロ部品の新しい製造方法の行きに高めるため，関
連企業から構成されるコンソーシアムと共同で，加工法と応用方法の研究を行っている．

複雑生命情報システムのモデル理論研究

 教授 合原 一幸 [ 代表者 ]， 助教授 鈴木 秀幸

生命情報システムを始めとした複雑システムのモデル理論およびハードウエアニューラルネットワークモデルに
関する研究を行なうことを目的とし，複雑数理モデルプロジェクトの重要な応用分野である複雑生命情報システムを
始めとした複雑システムのモデル理論およびハードウエアニューラルネットワークモデルに関する研究を行なって
いる．特に，ニューラルネットワークモデルや遺伝子・タンパク質ネットワークモデルなどの生命情報システムの数
理モデル構築のための基礎研究および人工ニューラルネットワークのハードウエア実装に関する実験研究を行なっ
ている．

落雷位置標定技術の高精度化研究

 教授 石井 勝

現在実用化されている長波帯の電磁波を用いた落雷位置標定システムの位置標定精度は 0．4km ほどが限界である．
それを上回る標定精度をもつ，MF 帯電磁波を利用したシステムの実現を目指して研究を進めている．

量子構造を応用した光電変換機構の研究

 教授 榊 裕之 [ 代表者 ]，土屋 泰弘

10 ナノメートル（nm）級の半導体超薄膜（量子井戸）構造は，膜厚や組成によって電子や正孔の量子状態が制御
できるため，可視光から近赤外域の光によるバンド間の光吸収課程や中赤外域に対応するサブバンド間光学遷移過程
を制御できる．さらに 10nm 級の量子細線構造や量子ドット構造を用いると，それぞれの領域で光吸収スペクトルを
制御できる．本研究では，これらの構造における光吸収特性や光励起キャリアの収集過程の制御性を活用して，光電
変換デバイスの性能や機能を高めるための一連の研究を推進している．

マイクロマシニング技術とナノテクノロジーの融合技術の研究

 教授 榊 裕之 [ 代表者 ]，藤川 東馬

本研究では，半導体のナノ構造の持つ特異な光学特性や電気的特性を活かして各種のセンサー機能を実現させ，デ
バイスとして活用する研究を進めている．特に，これらのナノ構造をマイクロマシン構造やナノマシン構造に埋め込
むことにより，半導体の機械的な変形や移動を可能とし，これに伴って物性を顕著に変化させることにより，ユニー
クなセンサー素子の実現可能性を探っている．特に，単一の量子ドットの急峻な蛍光特性や単電子伝導特性を活用す
ることで，センサー感度を高める試みを進めている．

ナノ構造を有する光デバイスの作製・評価法およびシステム応用に関する研究（民間との共同研究
（相互分担型））

 教授 榊 裕之 [ 代表者 ]，川西 悟基

ナノ構造半導体の特性評価のためのフォトニック結晶ファイバの構造などの設計を行い，本ファイバと量子ドット
光半導体を結合させた構造の試作を行うと同時に特性評価を行う．得られた結果をファイバの設計ならびに光半導体
の構造設計にフィードバックしてさらなる特性向上をはかる．

電動車両の制駆動力制御に関する研究

 教授 堀 洋一

電気モータの高速で正確なトルク発生特性を生かせば，雪道などすべりやすい路面においても，タイヤから路面に
確実に駆動力を伝達したり，所望の制動力を発生したりできるようになる．その理論開発を行うと同時に，小型の電
気自動車を用いてその実証を行うものである．
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テレマニュファクチャリングに関する制御技術の研究開発

 助教授 橋本 秀紀

遠隔地からネットワークを用いて，画像や力覚を伝達することによって操作者のインテリジェンスを最大限に引き
出し，微細作業を実現する．

リソースの限られたデバイスによる遠隔認証技術および運用方法の研究動向調査

 助教授 松浦 幹太

情報家電や無線 IC タグなど，ユビキタス情報社会に関する概念が世間で普及している．その結果，計算能力やメ
モリなどのリソースの異なるデバイスが混在した環境における遠隔認証機能の提供，そしてその安全性評価が，喫緊
の課題となっている．本研究では，これらの課題に関する最新研究動向調査を行った．その結果，個別要素技術開発
は充実しているものの，管理運用方法やポリシーなど，システム的側面と統合したアプローチは不十分であることが
明らかになった．また，それに伴って，今後取り組むべき具体的研究課題をいくつか抽出できた．

日本における情報セキュリティ投資評価手法に関する研究

 助教授 松浦 幹太

我が国の実態に即した情報セキュリティ投資評価手法が必要とされているが，その前段階の分析で必要なリスク評
価手法すら確立されていないのが現状である．そこで，本研究では，情報セキュリティインシデントに関わる被害額
算出モデルを開発してリスク評価の基礎を整え，投資評価手法に関する理論研究のサーベイを行った．また，国内企
業を対象として，理論をサポートするための実証研究で用いるデータ取得を実施した．

電子証拠物技術に関する研究

 助教授 松浦 幹太

電子商取引が個人レベルで普及すると，事後紛争に備えて電子的記録に関する証拠性を保証する技術の重要性が増す．
本研究では，まず，そのような電子証拠物技術に関する研究動向を調査した．その結果，電子的な操作が行われた状況
や文脈まで配慮した証拠性担保の重要性が明らかとなり，そのための基礎技術を開発した．具体的には，いくつかの異
なる証拠の鎖を巧みに結びつけて証拠性を高めるクロス・ピア・リンキングという手法の基本設計に成功した．

情報システムにおけるリスクアセスメントに関する研究

 助教授 松浦 幹太

情報システムの設計において，もっとも効率的かつ効果的にセキュリティ対策を選択することが重要だが，そのた
めの体系的な手法は確立されていない．そこで，本研究では，まず，情報資産・脅威・対策・保険の定式化や定量化
に関する研究動向調査を行った．その結果を受けて，前記着眼点にトラストの概念を導入して新たな数学的モデルを
構築した．さらに，そのモデルの有効性を示す適用例のプロトタイプを作成し，基礎的な評価を行った．

1． 超微粒子分散等構造制御技術( 2) 超微粒子分散技術，2． 技術の体系化

 教授 井上 博之

非晶質材料の構造解析に関する研究

 教授 井上 博之

無機ガラス材料の新機能開発に関する研究

 教授 井上 博之

ベトナム・メコンデルタにおけるバイオマス利活用に関する研究

 教授 迫田 章義 [ 代表者 ]， 客員助教授 望月 和博

ベトナムでの稲作周辺のマテリアル・エネルギーフローに関するデータ収集および解析を行う．利用可能な技術に
基づいた具体的なモデル・シナリオを設定して，バイオマスタウンの成立要因を検証する．
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PSA シミュレーションに関する研究

 教授 迫田 章義

PSA（Pressure Swing Adsorption）操作のシミュレーションに関しての検討を行う．

PLD 法による ZnO 基板上への発光素子構造作製および HVPE，MOCVD，MBE 法による PLD-GaN/ZnO 構造
上への GaN 成長

 教授 藤岡 洋

GaN に格子整合した ZnO 基板上に極めて品質の高い GaN 薄膜の成長を実現する．

金属含有熱可塑性高分子の開発

 教授 溝部 裕司

金属原子をポリマー中に取り込み，これまでにない物性を有するポリマーの開発を行う．

ダイヤモンド表面に関する研究

 教授 光田 好孝

ダイヤモンド膜を電子放出源のエミッターとして利用する研究が行われている．ダングリングボンドを H 終端した
ダイヤモンド表面が負の電子親和力を持つため電子放出特性に優れていると言われているが，イオン衝撃などにより
表面構造が変化する等，表面構造の安定性には疑問もある．そこで，表面終端元素や表面構造と電子放出特性および
表面安定性について研究を進めている．

新規ポリマー型有機 EL 用電子輸送材料の開発に関する研究

 助教授 工藤 一秋

当研究室ではこれまでに，有機電界発光（有機 EL）素子に用いられる Alq3 の可溶性高分子化についての研究を行
なってきている．その知見をもとに，高分子 EL 材料に Alq3 誘導体を分子レベルで分散させることによる発光効率の
向上を図った．

肝組織の 3 次元再構築における酸素供給法の研究

 助教授 酒井 康行 [代表者 ]， 大学院学生 成戸 宏介，太田 勝次，水野 篤志

大型または高密度の生体組織を in vitro で構築する場合，通常の培養液を用いる灌流培養では，細胞が剥離しない剪
断応力の下では，酸素供給速度が著しく不足する．この問題を抜本的に改善するために，特に肝組織の再構築におい
て，生体と同様なヘモグロビンベースの人工的酸素運搬体の適用可能性を評価する．

礫混じり地盤の変形特性の把握とその FEM 解析への適用に関する研究

 教授 古関 潤一

系統的な大型三軸圧縮試験を実施することにより，2 箇所の低土被り NATM トンネルにおける礫混じり地山の強度
変形特性を高精度に把握した．さらに，得られたデータをもとに FEM 解析のモデル構築へ適用する手法についての
検討を行った．

省エネ型ドレンレス空調システムの開発

 教授 加藤 信介 [代表者 ]， 助教授 大岡 龍三，小金井 真，生田 紀夫，浅野 英世，西田 耕作，川本 光一

ダンプハウス問題の克服に有効な非結露型省エネ空調システムの開発を目的とする．

換気効率評価手法の業務用厨房への適用に関する研究

 教授 加藤 信介 [代表者 ]， 助教授 大岡 龍三，大森 敏明

業務用厨房の快適性・省エネルギー性を向上させるための研究であり，空気系統，換気系統が輻輳する業務用厨房
内の気流と調理・燃焼排気の輸送現象を換気効率評価手法を用いて明らかにするものである．

空調シミュレーション技術の研究

 教授 加藤 信介 [ 代表者 ]， 助教授 大岡 龍三，佐藤昌之，松本隆志

室内温熱空気環境を，対流・放射の連成シミュレーションにより解析する技術手法を開発する．
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温熱環境と疲労の関係に関する実証研究

 教授 加藤 信介 [ 代表者 ]，小畑 光央

温熱環境の違いとそれによる温冷感・快適性の違いと精神作業における疲労度との間に相関関係があることを明ら
かにする．

広域分散ストレージシステムのリポジトリ管理技術の研究

 教授 喜連川 優

本研究では，広く遠隔地に分散する大規模ストレージ相互のデータ管理技術について，データベースシステムの観
点からディザスタリカバリシステムのためのコストの低減方式，自律的ストレージ管理技術の確立を目的としている．

地理的情報を持つ評判情報のインターネットからの抽出技術の研究

 助手 相良 毅， 教授 喜連川 優 [ 代表者 ]

インターネット上の膨大な量の Web ページから，住所や電話番号などの地理的情報を手がかりとして，実世界の店
舗に関する評判情報を高精度・高効率に抽出する技術を研究する．

時空間 MRF モデルの研究

 助教授 上條 俊介

時空間 MRF モデルを応用したアプリケーションの開発

トンネル内異常走行車両の検出精度向上に関する研究

 助教授 上條 俊介

既存の画像認識システムをより精度を高くし，異常事象を検出できるように改良する．

反射モデルに関する研究

 助教授 佐藤 洋一

照明変動下における顔認識性能の向上を目指し，顔の照明および反射モデルを構築し，これを用いた認識方式を開
発する．

「感性リアル」表現の制作支援を目的とした CG 技術の開発

 助教授 佐藤 洋一

日常生活空間における視線情報計測

 助教授 佐藤 洋一

次世代の機器インタフェースにおいてユーザの視線を計測し適切な制御を行うことを目的とし，日常生活空間にお
いて高精度にユーザの視線を計測する．照明環境が変化する日常生活空間で機器を操作する通常動作を行うユーザを
非装着型カメラで撮影し，頭部姿勢推定及び視線を推定することで，高精度に視線を計測する技術を開発し試作して，
有効性を検証する．

P 型半導体シリコンの高速度精製技術開発

 教授 前田 正史

有機物の物性に及ぼす交流高圧電位の影響

 教授 前田 正史

ハイブリッド自動車用廃棄二次電池の負極合金の再資源化技術の開発

 教授 前田 正史
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P 型半導体シリコンの高速度精製技術開発

 教授 前田 正史

高純度シリコン合成に関わる基礎検討

 教授 森田 一樹

スカンジウム（Sc）の製錬に関する研究

 助教授 岡部 徹

スカンジウム（Sc）はアルミニウム（Al）に 0．2mass% 程度添加するだけで飛躍的にアルミニウムの強度が上昇す
るため，アルミニウムの合金強化元素として注目を集めている．しかし，スカンジウムは稼業対象となるような鉱床
は存在せず，ウラン製錬などの副産物としてわずかに回収されるにとどまっているため，値段が高く工業的に利用す
るにはハードルが高い．ところが，近年，ニッケル製錬が変化しつつあり，その残渣から安価でスカンジウムの原料
である酸化スカンジウムを多量に回収できる可能性が高まっている．これらの背景から，今後，Al 合金添加剤として
のスカンジウムの需要の増大が予想され，低コストで効率よくスカンジウムを製造するプロセスの開発が求められて
いる．本研究では金属熱還元法や溶融塩電解法を用いて金属スカンジウムまたは Al-Sc 合金の新たな製造プロセスの
開発を目指す．

大深度熱水鉱床地帯における自律型海中ロボットの行動の研究

 教授 浦 環 [ 代表者 ]， 民間等共同研究員 小原 敬史

自律型海中ロボット（AUV）は 21 世紀の海洋観測プラットフォームとして実用展開が期待されている．ここでは，
大深度熱水地帯あるいは大深度海底火山海域を AUV により観測することを目的として，そのために必要なロボット
展開技術を研究している．

マイクロチップデバイスに関する研究

 助教授 藤井 輝夫 [ 代表者 ]， 助手 山本 貴富喜

マイクロ流体を用いた光学素子，電気化学センサーを盛り込んだマイクロチップデバイスを開発する．

細胞組織の 3 次元培養法に関する研究

 助教授 藤井 輝夫 [代表者 ]， 民間等共同研究員 Serge Ostrovidov

従来の方法では困難であった骨の軟骨組織の 3 次元培養を可能とする新しい培養法を開発する．

マイクロ流体チップにおける液体制御方法に関する研究

 助教授 藤井 輝夫 [ 代表者 ]， 助手 山本 貴富喜

複数のチップ搭載型電気浸透流ポンプを用いた液体制御方式について検討し，PDMS 製マイクロチップ上で定量，
希釈，混合などの液体操作を正確に行う技術を開発する．

「マイクロ流体デバイスの応用の研究」ならびに「集積化分析システムの研究」

 助教授 藤井 輝夫 [ 代表者 ]， 助手 山本 貴富喜

エンドユーザーレベルで簡単に取り扱える小型システムの研究開発を通して，マイクロ流体デバイスの本格的産業
応用への展開をはかる．

微量液体制御のための実用技術の開発とマイクロ流体チップへの応用

 助教授 藤井 輝夫

チップ搭載型電気浸透流ポンプを用いたマイクロ流体チップにおける液体制御方式について研究を行い，高精度の
液送や定量，希釈，混合などの操作を正確に行うことを可能とする新しい技術の研究開発を行う．

集積化マイクロ流体システムに関する研究

 助教授 藤井 輝夫 [ 代表者 ]， 助手 山本 貴富喜

生体関連反応を評価するためのマイクロ流体チップを設計する．
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集積化マイクロ流体システム実用化の研究

 助教授 藤井 輝夫 [ 代表者 ]， 助手 山本 貴富喜

マイクロ流体デバイスの産業応用への検討を行う．

集積化マイクロ流体システム実用化プロジェクト

 助教授 藤井 輝夫 [ 代表者 ]， 助手 山本 貴富喜

微量流量の送液制御が可能なマイクロ流体デバイスの要素技術開発を行う．

集積化マイクロ流体システムに関する研究

 助教授 藤井 輝夫 [ 代表者 ]， 助手 山本 貴富喜

DNA 分析の前処理工程を自動で行えるシステムを構築する．

次世代ユキビタス光 MEMS モジュールとシステムを目指した光波面の動的制御に関する研究と応用

 教授 藤田 博之

光ファイバアレイ超高密度ピッチ変換デバイスに関する研究

 教授 藤田 博之

RF － MEMS の設計・製作に関する研究

 教授 藤田 博之

センサネットワークの鉄道制御への適用に関する基礎研究

 教授 藤田 博之

ユビキタス環境実現へ向けたパワーサプライに関する調査研究

 教授 藤田 博之

RF － MEMS の設計・評価に関する研究

 教授 川勝 英樹

集積化マイクロメカニカルシステムに関する研究

 助教授 年吉 洋

東大生産研とフランス国立科学研究センター（CNRS）の国際共同研究組織 LIMMS （Laboratory for Integrated Micro
Mechatronic Systems）は，生研の MEMS 関連研究室にフランス人研究者（CNRS 職員，ポスドク）を常時 10 名程度受
け入れて，MEMS / NEMS のバイオ応用，ナノテク応用，集積化システム応用に関する研究を行っている．

MEMS 技術の光コンポーネントへの応用に関する研究

 助教授 年吉 洋

マイクロメカトロニクス国際研究センター（第 3 部）年吉研究室では，MEMS 技術を用いた静電ミラー型の光ス
キャナを，光ファイバ通信用の可変光減衰器に応用する技術を行っている．半導体シリコンマイクロマシニングによ
り貼り合わせシリコン基板を加工し，垂直櫛歯型電極と呼ばれる静電駆動構造を用いて，低電圧で安定して駆動でき
るデバイスを開発した．
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MEMS 技術を使ったパッシブ / アクティブ接触子（接触機構）の研究

 助教授 年吉 洋

マイクロメカトロニクス国際研究センター（第 3 部）年吉研究室では，半導体自動評価器（ATE）用のマルチプロー
ブをシリコンマイクロマシニングにより製作する技術の開発を検討した．

MEMS 技術の高周波デバイス応用に関する研究

 助教授 年吉 洋

マイクロメカトロニクス国際研究センター（第 3 部）年吉研究室では，半導体シリコンマイクロマシニング技術を
用いて，シリコン基板上に高周波通信応用のコンタクト型マイクロスイッチの開発を行っている．マイクロ波導波路
をシリコン薄膜（金属被覆）で形成し，そこに金属接点を押し当ててスイッチを開閉する機構を，静電マイクロアク
チュエータにより実現した．

光マイクロマシニングに関する研究

 助教授 年吉 洋

マイクロメカトロニクス国際研究センター（第 3 部）年吉研究室では，半導体シリコンマイクロマシニングによる
静電駆動型のマイクロ光スキャナを，医療用の内視鏡に応用する研究を行っている．

光スキャナーの開発

 助教授 年吉 洋

マイクロメカトロニクス国際研究センター（第 3 部）年吉研究室では，低電圧駆動でありつつも振れ角の大きな静
電駆動型の共振マイクロ光スキャナを開発し，それを用いてレーザー光投影型の画像表示器を構成する研究を行って
いる．

光スキャナの開発

 助教授 年吉 洋

マイクロメカトロニクス国際研究センター（第 3 部）年吉研究室では，PZT 圧電薄膜で駆動するマイクロ光スキャ
ナを小型のレーザー投影型画像表示器に応用する研究を行っている．

コンクリート橋の維持管理の高度化を目指したモニタリングシステムの開発に関する研究

 教授 魚本 健人 [代表者 ]， 講師 加藤 佳孝， 共同研究員 恒國光義

コンクリート道路橋のモニタリングによる維持管理の高度化および効率化をはかるため，各種センサーによる実橋
のモニタリングを実施している．構造物のたわみ，変形，振動等をレーザ，光ファイバー，加速度計等で計測し，使
用性能，安全性能等に関する健全性の評価方法，およびモニタリング・システムの開発を行なっている．

コンクリート劣化診断システムの開発

 教授 魚本 健人 [ 代表者 ]， 講師 加藤 佳孝

当研究室では劣化したコンクリート構造物の診断システムに関する研究を実施している．本研究は既存のコンク
リートトンネルを調査し，その結果に基づき劣化診断を行なうためのシステムを開発することが主目的であり，今ま
で実施してきた研究の延長線上にある．基本的には目視検査による変上調査を現場においてコンピューターを使用し
て記録に残し，その結果を演算することでトンネルの劣化程度を判定しようとするものである．実構造物の劣化を判
定後，劣化の進んでいる箇所に対しては非破壊検査等による詳細調査が必要となる．これらのシステムを構築するこ
とは，都市基盤の安全性確保のために書くことができないものであり，今後ますます重要視される．

劣化したコンクリート構造物の補修工法に関する研究

 教授 魚本 健人 [代表者 ]， 助教授 岸 利治， 助教授 加藤 佳孝，技術専門員 星野 富夫，
民間等共同研究員 勝木 太，伊藤 正憲，斉藤 仁，渡部 正 ，元売 正美，竹田 宣典，宇野 祐一，

里 隆幸，北澤 英宏，榊原 弘幸，戸田 勝哉，平間 昭信，河原 崎広，伊藤 学，深津 章文，
松田 敏，森本 丈太郎，椎名 貴快，弘中 義昭，小川 彰一，槇島 修

劣化したコンクリート構造物の補修は重要な課題であるが，現実には多種多様な工法が採用されている．しかし，
異なった材料および適用を行った場合にどのような効果があるかは明らかにされていない．本研究はそれぞれの方法
で補修した場合にどのようなメカニズムで更なる劣化を防止するかを暴露実験ならびに解析で明らかにし，最適工法
を考案することを目的とする．
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コンクリート構造物の次世代型非接触・非破壊検査手法に関する調査研究

 教授 魚本 健人 [代表者 ]， 講師 加藤 佳孝， 大学院学生 小根澤 淳志， 研究実習生 石川 幸宏

膨大な社会資本ストックを抱えるとともに，少子高齢化社会を迎える我が国においては，今後の社会基盤施設の維
持管理は，できうる限り効果的かつ効率的に実施する必要がある．特に，コンクリート構造物はストック量の大きな
割合を占めており，効果的な維持管理の実施が急務である．コンクリート構造物の維持管理の基本は，現状の構造物
の性能および将来における性能を予測することである．これまでにも，超音波，AE 法，レーダ法など様々な非破壊
検査が，構造物の現状の性能を把握するツールとして用いられてきた．しかし，提案されている手法のほとんどがひ
び割れ，内部空洞などに代表される欠陥検知であり，コンクリート構造物の耐久性能の低下を予測する情報としては
不足しているのが現状である．これまでは，情報の補完のために局部破壊検査を実施している．局部破壊検査は，コ
ンクリートの現状を精度良く評価することはできるが，あくまでも局部的な情報であるため構造物全体の性能を評価
するには多大な労力を必要とする．このような現状に対して，本研究では鉄筋コンクリート構造物の代表的な劣化現
象である鋼材腐食の支配因子である塩害・中性化に着目し，検査の効率性を重要視した非接触かつ非破壊で検査する
新たな手法を確立することを目的としている．本研究の目的が達成されれば，飛躍的に維持管理効率が高まると考え
ている．

コンクリート橋のモニタリングに関する研究

 教授 魚本 健人 [ 代表者 ]， 講師 加藤 佳孝

本共同研究は，供用中の実橋における非破壊検査，車両送行時における連続的な挙動計測データの分析，あるいは
コンクリート試供体の載荷実験などを通して，コンクリート橋の健全度を評価するための指標や，異常値を検知する
ための方法を明らかにするものである．また，それらを反映したモニタリングシステムの開発を行なっている．

線路構造物の大変形動的挙動解析

 教授 目黒 公郎，民間等共同研究員  上半 文昭

鉄道施設などの線路構造物の大変形挙動を最新の大変形破壊解析手法である応用要素法（AEM）を用いた解析する

緊急地震速報を利用したタンクヤードの総合的な地震被害予測・警報システムの構築

 教授 目黒 公郎 [代表者 ]， 客員教授 天野 玲子，大学院学生 南條 孝文

大規模地震発生時に液体燃料タンクヤードでの発生が予想される各種の被害を，緊急地震速報を用いることによっ
て，対象地域に激しい揺れが到達する前にリアルタイム予測・評価し，必要に応じてその被害を最小化する緊急情報
を配信するシステムを開発するもの．「強震動による構造 / 施設被害」「地盤の液状化による構造 / 施設被害」「スロッ
シング被害」「津波被害」と上記 4 つの影響による「複合被害」を対象にしている．地震発生前（平常時）の利用法
として，過去の地震記録や想定されるシナリオ地震に対する各種の被害想定を行うことによって，対象施設（タンク
ヤード）の現状評価，評価結果に基づく防災力向上のための適切な対処法の検討が可能である．

居住域スケールの屋外温熱環境への影響因子に関する基礎的な研究（その 2）

 助教授 大岡 龍三 [代表者 ]， 助手 黄 弘， 黒木 英智，中嶋 まどか

屋外空間の温熱環境の数値予測ツールの開発を行うとともに，その影響因子について考察するものであり，屋外温
熱環境評価を行う．

ヒートアイランドに対する各影響因子の影響に関する研究

 助教授 大岡 龍三 [ 代表者 ]，小島 弘，大森 敏明

ヒートアイランドの原因となる各影響因子の影響とともに種々のヒートアイランド緩和策の効果を定量的に把握
する．ヒートアイランドの原因となる各影響因子の影響とともに種々のヒートアイランド緩和策の効果について，従
来の研究事例，データからの類推，シミュレーション解析により定量評価を行うとともに，ヒートアイランド解析シ
ミュレータの改良を行う．

二周波降水レーダによる地表面計測手法の予備的検討

 助教授 沖 大幹

GPM（全球降水観測計画）の主衛星に搭載予定の二周波降水レーダ測定データを利用して，地表面の水分量を観測
推定するアルゴリズムの開発を行う．

未来型総合水利用システムの開発－流域の観点から－

 助教授 沖 大幹

流域に関する水・物質の全体フローを把握・評価する方法を構築する．
145



VI．研究および発表論文

TokyoNenji . book  Page 146  Monday , January 18 , 2010  7:26 PM
PDP 放電と蛍光体物性の相互作用に関する研究

 客員教授 篠田 傳

プラズマディスプレイ（PDP）用蛍光体発光特性に及ぼす放電の影響の解析

プラズマディスプレイパネル（PDP）誘電体保護膜および PDP 製造装置の開発

 客員教授 篠田 傳

次世代の省エネ対応，高効率 PDP 生産工程と新規保護膜材料に関する基盤研究

超微量水分検出装置の開発

 客員助教授 梶山 博司

樹脂基板を透過する水分の超高感度検出装置の開発

PDP 材料物性に関する研究

 客員助教授 梶山 博司

プラズマディスプレイ（PDP）用保護膜からの二次電子放出機構に関する研究

人の心理状態推定に基きロボットの対話的行動計画を学習し，ロボットの人に対する行動選択を予
測的に決定するシステムについての研究

 教授 合原 一幸， 助教授（東大） 渡辺 正峰 [ 代表者 ]

人とロボットとの自然な相互作用を実現するためには，人の内部状態推定が不可欠である．本研究では，内部状態
として視覚刺激に対する関心を扱っている．具体的には，視線データと皮膚電位レベル（SPL）のデータを元に関心
の有無を推定する．本研究では，視線データに対して機械学習を用いて視線モデルを作り，視線に関する 2 次元空間
にプロットする．本研究の目標は，この空間を二分して関心があるものとないものに分けることであり，SPL のデー
タからこの境界を定めることである．

センサ統合による知動化セキュア空間の創成

 教授（東大） 藤野 陽三 [ 代表者 ]， 助教授 佐藤 洋一

センシング情報を利用した安心・安全な都市空間構築を目的とし，画像や GPS 情報による人物センシング技術の開
発に加え，人物センシング情報を利用したセキュリティ・防災・サービスなどのアプリケーションに関わる技術の開
発および実サイトでの検証を進める．

高速鉄道車両のイノヴェーティブ・デザインに関する研究

 教授 須田 義大 [ 代表者 ]， 民間等共同研究員 佐々木 浩一

次世代の高速鉄道車両に対して，走行安定性，乗り心地向上，エネルギー消費などについて飛躍的な性能向上を図
る手法について検討を行っている．本年度は，省エネルギー性を考慮した新たなアクティブ制御手法について深度化
し，台上走行試験によりその効果を確認した．また，車両の乗り心地評価モデルについての検討を深めた．

鉄道車両用空気ばねによる輪重変動の研究

 教授 須田 義大 [ 代表者 ]， 民間等共同研究員 中居 拓自

鉄道車両の空気ばね系では，緩和曲線を低速で通過すると，輪重変動を助長する問題を抱えている．本研究では，
輪重抜けを抑制するための制御手法を検討し，実験によりその効果を確認した．

1 軸台車の応用による通勤車両のイノベーションに関する研究

 教授 須田 義大 [ 代表者 ]， 民間等共同研究員 平井 正明

通勤車両の性能向上，コストダウン，軽量化などを図るためのイノベーティブな方法について検討している．一軸
台車を適切に採用することにより，曲線通過性能，走行安定性，乗り心地等がどのように改善されるか，模型車両と
マルチボディタイナミクスを用いたシミュレーションにより評価した．
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鉄道における車輪・レール間の摩擦制御に関する研究

 教授 須田 義大 [代表者 ]， 民間等共同研究員 荻野 智久， 民間等共同研究員 栗原 純，
民間等共同研究員 岸本 康史

鉄道車両の急曲線通過性能を向上させるために，車輪・レール間の摩擦力制御の研究開発を行っている．摩擦調整
材の適切な使用方法を確立するために，模型実験，シミュレーション，実車両走行試験を実施した

電磁サスペンションのエネルギ回生に関する研究

 教授 須田 義大

自動車用電磁サスペンションの性能向上について，基礎的応用的研究を行っている．従来からの防振特性およびタ
イヤ接地性向上の検討に加えて，振動エネルギの回生について，理論的および実験的な検討を行った．

鉄道車両内快適性の室内実験に関する研究

 教授 須田 義大 [ 代表者 ]， 民間等共同研究員 林 哲也

鉄道車両の客室内の快適性を向上させることを目標に，シミュレータ実験手法の開発および評価の方法の検討を
行っている．振動・動揺に対する乗り心地評価を主体に検討を進め，被験者の状態，走行条件などが与える影響につ
いて検討した．

大型車両用の電磁ダンパーの減衰力制御に関する研究

 教授 須田 義大

大型車両用の電磁ダンパに関して，基礎的応用的研究を進めている．荷重や走行条件に応じた最適な減衰力特性に
ついて検討を加えており，シミュレーションによる評価，実験による検討により，適切な特性を検討した．

人間と深くインタラクションするパーソナルムーバーの研究

 教授 須田 義大 [ 代表者 ]， 特任助手 竹原 昭一郎

都市における個人の移動を目的とした新たな小型車両，すなわちパーソナルムーバーについて，基礎的かつ実践的
な研究開発を行っている．小型タイヤの特性，人間を含んだ車両の動特性などについて，検討を実施した．

マルチボディダイナミクスを用いた車両運動解析に関する研究

 教授 須田 義大 [ 代表者 ]， 民間等共同研究員 矢延 雪秀

鉄道車両のマルチボディダイナミクス解析に関する検討を行っている．分岐器におけるレール断面変化を考慮した
シミュレーションなど，従来困難であったシミュレーションを実施した．

タイヤの動特性に関する研究

 教授 須田 義大 [代表者 ]， 特任助手 竹原 昭一郎， 民間等共同研究員 三宅 隆文，
民間等共同研究員 川合 真弓， 民間等共同研究員 榊原 文彦

自動車の走行性向上のためのスリップ角，キャンバー角及び微小スリップ制御に関するタイヤの動特性を明らかに
して走行性向上に対する有効性を検証する

走行車両による道路路面情報収集技術に関する研究

 教授 須田 義大 [ 代表者 ]， 研究機関研究員 杉山 博之

実路の走行下において路面の状態（主にЦ）を精度良く同定し駆動制御に反映するための研究を行った

大型車両用の電磁サスペンションの制御に関する研究

 教授 須田 義大

大型車両用の電磁サスペンションにおいて，電磁力を用いた制御技術を研究した

鉄道車両の分岐器通過時の乗り心地に関する研究

 教授 須田 義大 [代表者 ]， 民間等共同研究員 林 哲也， 民間等共同研究員 河野 浩幸，
民間等共同研究員 矢延 雪秀

鉄道車両の分岐器通過時の乗り心地を解明し鉄道の快適性と利便性の向上を図る
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“超”を極める射出成形

 教授 横井 秀俊 [代表者 ]， 助手 金藤 芳典， 技術専門職員 増田 範通， 協力研究員 阿部 聡
CCR 協力研究員 長谷川 茂，瀬川 憲，遠藤 優，山口 城，阿部 昌博

大学院学生 韓 雪，大森 瑛，和知 忠道，市東 徹也

本研究では，超高速射出成形現象について多面的に実験解析を行い，不確定因子の多い成形技術，金型技術の確立
と新規の高機能化・高付加価値成形品の実現に資することを目的としている．本年度は，（1）超高速充填におけるフ
ローフロント挙動とスクリュ動作の相関解析，（2）超高速射出圧縮成形の基礎的検討および微細矩形溝，円柱パター
ン転写への適用，（3）微細矩形溝パターンへの樹脂充填過程の直接可視化解析，（4）異なった面において同時に高転
写を実現させる二方向同時転写成形技術の開発，についてそれぞれ重点的な検討を行った．

水バインダーパルプ射出成形における成形技術の高機能化

 教授 横井 秀俊 [代表者 ]， 民間等共同研究員 丸野 満義，松坂 圭祐，宮下 治樹

パルプ射出成形は，環境負荷低減の新しい加工技術として期待されている．本研究は，技術的な課題が多いパルプ
射出成形について，その現象解明および成形技術の高機能化を目的としている．本年度は，新たに試験型を製作して，
流動特性の評価を行うとともに，得られた成形品の内部構造について検討した．さらに，課題とされていたハイサイ
クル化について検討し，最適な成形条件にすることで大幅な時間短縮が可能であることを実証的に明らかにした．

樹脂可塑化機構の改良

 教授 横井 秀俊 [ 代表者 ]， 民間等共同研究員 徐 世中

射出成形におけるスクリュ可塑化過程の研究を通して，当研究室ではこれまでに可視化観察や熱流束パターン，ス
クリュトルク分布，ノズル部樹脂温度分布等の各種計測・解析手法を開発してきた．本研究では，これらの実験装置
を統合した同時計測システムを開発するとともに，実用化を主眼として解析することを目的としている．本年度は，
加熱シリンダ内壁面への作用力および熱流束の計測により，計量可塑化における樹脂種類や背圧の影響について検討
した．

熱硬化性高分子材料の二色射出成形技術の開発

 教授 横井 秀俊 [ 代表者 ]， 民間等共同研究員 太田 隆

磁性粉の磁気異方性を利用した非接触充填材配向状態，流動状態の基礎計測技術の応用展開および高機能熱硬化性
高分子材料複合体の成形が可能な射出成形技術の開発を目的としている．本年度は，繊維系充填剤の配向制御をゴム
製品に応用展開し，製品機能との相関について検討した．その結果，製品機能との相関を定量的に評価することが可
能となり，製品開発における適切な設計検討に有効であることが示された．

低粘性樹脂の流動挙動の可視化

 教授 横井 秀俊

低粘性樹脂における射出成形では，キャビティ内の段差部でエアの巻き込みと考えられる不良現象が発生する．本
研究では，段差部でのエア巻き込み現象の発生メカニズムの解明を中心に検討を行った．具体的には，肉厚方向から
観察可能な可視化金型を新たに設計・製作し，それにより型内充填過程を観察することでエア巻き込み現象と形状因
子との相関について具体的に明らかにした．

LSI の動的 IR-Drop 評価・抑制技術開発

 教授 桜井 貴康

半導体プロセスの微細化に伴って，信号の正当性（シンナルインテグリティ）や電源品質の確保（パワーインテグ
リティ）を考慮した設計が必要となっている．従来の EDA（コンピュータによる設計支援ソフト）を用いて予測され
る結果の正当性が疑問視されている現状では，実シリコンを用いた検証が必要不可欠である．特に LSI 動作時におけ
る動的な電源変動（IR-Drop）は大きな問題である．そこで，その評価のための要素技術の開発，新たな LSI 設計のフ
ローの構築および将来の課題の発掘・解決策の提示を行うべく研究を推進している．

ダイナミックリークを低減するナノサーキットの研究

 教授 桜井 貴康

トランジスタがオフの時に流れる電流を漏れ電流と呼ぶ．トランジスタの寸法がナノメートル領域に入るにした
がって，漏れ電流が動作時でさえも支配的になってくることがわかった．この漏れ電力を減らすために，統括的設計
手法などの設計指針を確立するとともに漏れ電力をカットオフ制御する zigzag 方式を提案し，有効性を実証した．
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次世代 SoC 低電力技術の研究

 教授 桜井 貴康

近年，低消費電力化は LSI およびそれを使用したシステムの最重要研究課題の一つとなっている．本研究では，SIP
など Si テクノロジ以外の技術も活用した従来の SiLSI 研究ドメインの枠を超えた発想の低電力化技術を，大学との共
同研究を中心にして推進する．

ディープサブミクロン世代の設計法の研究

 教授 桜井 貴康

ディープサブミクロン世代のLSIで問題となる消費電力増大や高速データ転送技術に対応するための技術を考案する．

イヌリンの化学修飾による新しい合成物質の開発

 教授 畑中 研一

スクロースを原料として得られる多糖イヌリンの化学修飾と工業材料化の研究を行っている．

パーソナルムーバーの普及に向けた調査研究

 教授 桑原 雅夫

都市型スペースにおける個人の移動を目的とした新たな小型パーソナルムーバーの環境，移動効率を分析する．

VICS 情報提供の効果と分析・評価

 教授 桑原 雅夫

VICS 情報提供による渋滞円滑化効果を推進する動的交通評価シミュレーションを開発活用し，車載機やインフラ
整備に関する様々なシナリオでの投資効果を評価する．

円滑化走行支援システムの実用可能性に関する研究

 教授 桑原 雅夫

高速道路サグ・合流部における円滑化走行支援システムの安全性・効果の事前検証

広域交通シミュレーションの利用技術に関する研究

 教授 桑原 雅夫

これまで研究レベルでは使われている都市圏規模のネットワークに適用される動的交通シミュレーションを，実用
レベルで利用可能にするための技術を研究する．

渋滞予測情報

 教授 桑原 雅夫

突発事象発生時におけるリンク旅行時間の変化を予測する．

道路交通データを用いた応用システムの研究

 教授 桑原 雅夫

車両感知器から得られる情報や，道路交通システムから得られる道路交通データを用いた応用システムに関する研
究を行う．

サスティナブル ITS に関する研究

 教授 桑原 雅夫 [代表者 ]， 教授 須田 義大， 教授 池内 克史

複合現実感実験スペースを構築し，それを活用したヒューマンファクターに関する基礎研究およびそれに立脚した
各種 ITS 応用研究を実施する．

文化財デジタル化の為の 3 次元計測技術および高精度 CG 再現技術の研究

 教授 池内 克史

対象物に適した高精度 3 次元計測技術の研究行う．対象物の光学特性や形状などから対象物を正確に再現する為の
手法，技術を確立する．
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作業者支援システム( PhaseX) の動作指令生成技術に関する研究

 教授 池内 克史 [代表者 ]， 助手（東大） 影澤 政隆，山田 治義

実験用カメラシステムを構築し，姿勢認識精度，認識速度，屋外環境への適用性に関する性能検証を実施し，実用
可能なシステムの構築を目指した．まず，3 次元モデルを作成するアルゴリズムに関する検討を行い，3 次元モデル
作成における「カメラ配置」と「3 次元モデルの目の粗さ」の最適条件を検討した．つぎに，人物輪郭抽出アルゴリ
ズムに関する検討を行い，「背景差分法」と「ステレオ法」の 2 つについて，認識時間と環境への適用性について性
能を比較した．カメラシステムでは，人物輪郭抽出精度が認識精度に大きな影響を与える．人物輪郭抽出アルゴリズ
ムには現場使用において重要な課題があること，また，カメラ自体に直射日光による画像不良が発生することを実証
試験で確認した．

Ｇ．選定研究

温暖化の湖沼への影響と水質浄化装置の効果に関する水理模型実験

 助教授 北澤 大輔 [ 代表者 ]， 講師（工学院大） 金野 祥久

琵琶湖では，温暖化に伴う鉛直混合の低下とそれによる湖底近傍の溶存酸素濃度の低下が懸念されている．本研究
室では，溶存酸素濃度の変化を予測するための生態系モデルを構築してきたが，琵琶湖の水質は物理現象の影響を強
く受けるため，物理モデルの構築も併せて行っている．本研究では，物理モデルによる数値シミュレーション結果の
検証データを取得するために，温暖化が琵琶湖の物理環境に及ぼす影響と水質浄化装置の効果に関する水理模型実験
を行う．

超小型キャパシタ電気自動車コムス CV の製作と実験

 教授 堀 洋一

 本研究の目的は 2 つある．ひとつは，電気自動車ならではの運動制御の可能性を，超小型電気自動車を用いて，よ
り原理原則的な側面を掘り下げることである． もうひとつは，キャパシタを搭載した電気自動車そのものの将来性に
対する，知見を得ることである．

室温結晶成長技術を用いたグレイン銅板上の単結晶半導体デバイス開発

 教授 藤岡 洋

巨大なグレインを持つ銅板上に単結晶の半導体を成長し，銅の高い導電性を生かした素子を実現する．

ナノ多孔質結晶の分子パーツ組立式レゴ合成法の開発

 助教授 小倉 賢

木造住宅の耐震補強効果の検証法の開発

 助教授 腰原 幹雄

シリコンナノワイヤーの製作と局部温度センサーとしての応用－生体分子との熱とのメカニズムを
単分子レベルにて観察するナノデバイスの製作

 助教授 金 範埈

反力デバイスを用いたタンパク質モデリング VR システムの開発

 助教授 佐藤 文俊
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Ｈ．展開研究

マイクロフルイディクスを用いたナノ領域におけるバイオ関連物質のテラヘルツ分光技術の開拓

 教授 平川 一彦 [代表者 ]， 教授 藤田 博之， 助教授 藤井 輝夫， 教授 荒木 孝二

テラヘルツ（THz）電磁波の吸収が極めて大きい水溶液や，THz 電磁波の波長との整合性により信号を得ることが
極めて困難なナノ物質の物性を調べるための新しい分光法として，マイクロフルイディクス技術とテラヘルツ電磁波
を分子レベルまで集光するアンテナ技術を組み合わせた新規分光技術を確立することを目的としている．

有機固体発光のヒートモード制御と記録／表示デバイスへの展開

 教授 荒木 孝二 [代表者 ]， 教授 黒田 和夫，教授 志村 努，助手 務台 俊樹

含窒素複素環化合物であるテルピリジン（tpy）は，針状結晶および板状結晶という 2 つの異なる結晶形をとり，溶
液中やアモルファス状態でも蛍光を示さない tpy が，板状結晶となったときのみ強い青色発光を示すこと，および 2
つの結晶系を再結晶で相互変換すると，それに伴い青色発光が on/off スイッチングされることを見いだし，固相での
分子集積構造変化に基づく発光制御が可能であることを初めて示した．さらに，加熱温度を制御することで結晶系変
換が容易に実現でき，ヒートモードという簡便な方法で高感度，繰り返し再現性に優れた発光の on/off スイッチング
が実現できることを実証し，記録，表示，メモリーへの応用が可能な新しい光機能性材料となることを示した．

多チャンネル膜タンパク質機能計測システム

 助教授 竹内 昌治

本研究では，マイクロ・ナノ加工技術を利用して，膜タンパク質を組み込んだ脂質平面膜アレイを実現し，膜の内
外の電位を計測することで，各種の膜タンパク質の機能を効率よく解析するデバイスの実現を目指している．これま
で実現の難しかった多チャンネルの生体イオンセンサーや，創薬のスクリーニング等への展開が期待できる．

Ｉ．グループ研究

TSFD（乱流シミュレーションと流れの設計）研究グループ

 助教授 半場 藤弘 [ 代表者 ]， 教授 加藤 千幸， 教授 大島 まり， 教授 加藤 信介， 助教授 大岡 龍三

TSFD 研究グループは，さまざまな理工学分野で必要とされている乱流の数値シミュレーションを実用的解析手法
として確立することを目指している．そのために，流体物理学，機械工学，生体工学，建築・都市環境工学などの観
点から，乱流の統計理論によるモデリング，数値シミュレーション解析法の開発，数値シミュレーションの実証と応
用などの多方面にわたる研究を進めている．その最新研究成果を生産研究 TSFD 特集号や IIS Annual Report に公表す
るとともに，乱流の数値シミュレーションに関する定期的な研究集会や国際シンポジウムの企画開催，数値解析ソフ
トウェアの公開提供などを行っている．

器官・組織・細胞マルチスケール・マルチフィジックス・シミュレーション

 教授 大島 まり [代表者 ]， 教授（東北大） 山口 隆美， 教授（慶応義塾大） 谷下 一夫，
小池 秀耀， 産学官連携研究員 福成 洋，畝村 毅

重要循環器である血管の病変に着目し，器官から組織・細胞の力学的や生理的な応答を組み入れたマルチスケール・
マルチフィジックス・シミュレーションシステムを開発する．これにより血管障害の発症・進行のメカニズムを解明
し，さらにこれらの情報に基づいて予知と予防法の確立を目指す．

快適性の工学的応用に関する研究グループ

 教授 須田 義大 [代表者 ]， 教授 加藤 信介， 助教授 曲渕 英邦， 助手 上野 佳奈子

室内，車両内の物理的環境（温熱環境，視的快適につながる照明，騒音など音環境，振動，空間の開放感，公共の
場におけるテリトリの確保による利用されない無駄なスペースの発生など）の調整・制御をより合理的に行うために，
人間の環境に対する認知，行動要因を解明し，室内や車両内などの環境の快適性と人間行動の関係を説明するモデル
構築を目標に活動を行っている．定例の会合による討論，実地調査，関連する研究者との会合，自動車車内の快適性
研究プロジェクトを実施した．
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Ｊ．個人研究推進事業

1. 個人研究推進事業（さきがけ研究 21）

量子ホール系における核磁気共鳴を利用した固体量子ビット素子の開発

 助教授 町田 友樹

量子ホール系端状態における電子スピン－核スピン相互作用を利用して半導体核スピンを制御して量子ビット素
子を開発する．

リポソームアレイによる膜タンパク質の機能解析法

 助教授 竹内 昌治

本研究では，次世代の治療，創薬法，あるいは超高感度生体イオンセンサーの実現に重要な役割を持つ膜タンパク
質を含んだ，直径の等しいリポソームをアレイ状に基板に固定する技術を確立します．マイクロエレクトロフォー
メーション法と脂質膜のパターニング法をマイクロ流体デバイス中で行うことで，単一径リポソームを作成し，所望
の位置に固定します．これにより各種の膜タンパク質の機能を，一つ一つ効率的に解析することができるようになり
ます．

2. プロジェクト申請

持続再生型都市継承の推進力創出に向けた台湾都市継承の歴史的考察

 教授 藤森 照信 [ 代表者 ]， 大学院学生 林 憲吾

JBIC 提案型調査・発掘型案件形成調査「PP バンドメッシュを用いた既存組積造構造の耐震補強へ向
けた検討及び提案」

 教授 目黒 公郎

イラン ケルマン州において，泥やアドベの家屋に対する耐震補強技術の普及を推進し，もって地震に弱い不適格構
造に居住する貧困層をも含めた地震弱者の震災による被害の軽減に資するもの．

Ｋ．科学技術振興費

1. 科学技術振興費・主要 5 分野の研究開発委託事業（RR2002）

戦略的基盤ソフトウェアの開発

 教授 加藤 千幸 [代表者 ]， 教授（東大） 加藤 千幸， 教授（東大） 大島 まり，
助教授（東大） 佐藤 文俊， 主任研究官（国立医薬品食品衛生研究所） 中野 達也，

センター長，教授 [（独）物質・材料研究機構 ] 大野 隆央， 顧問研究員 小池 秀耀，
特任教授 寺坂 晴夫，（財）高度情報科学技術研究機構 ] 中村 壽， 教授（北海道大学） 大島 伸行

「戦略的基盤ソフトウェアの開発」プロジェクトは，文部科学省 IT プログラムの一環として 2002 年度からスタート
したものであり，わが国の科学技術重点分野である，バイオ・ナノ分野やエネルギー・環境分野における，世界水準
の実用ソフトウェアの開発を目的としている．タンパク質の構造や化学物質との相互作用などを分子軌道法により計
算したり，空気の流れや流れから発生する騒音や構造物の振動などを基礎方程式から直接予測したりする，計算科学
シミュレーションは次世代の産業基盤技術としてその実用化に大きな期待が集まっている．本プロジェクトは，生産
技術研究所 計算科学技術連携研究センターが開発拠点となり，東京大学大学院工学系研究科，国立医薬品食品衛生研
究所，独立行政法人物質・材料研究機構，財団法人高度情報科学技術研究機構，アドバンスソフト株式会社などとの
産学官連携により，（1）次世代量子化学計算，（2）タンパク質ー化学物質相互作用解析，（3）ナノシミュレーション，
（4）次世代流体解析，（5）次世代構造解析の 5 つの物理化学シュミレーションソフトウェアと，それらの大規模計算
を将来のコンピュータ・ネットワーク環境で効率的に実行するための基盤情報技術として，（6）統合プラットホーム，
（7）HPC（High Performance Computing）ミドルウェアの実証開発を進めている．これまで 40 本のソフトウェアを公
開し，ダウンロード件数は 10，000 件をこえ，ユーザーからきわめて高い関心を集めている．また，開発したソフト
ウェアを産業界に普及させるため，「産業応用推進協議会」が設立され，実証計算や普及活動を行っている．
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脳の動的情報表現のモデル化とその情報処理への応用

 教授 合原 一幸 [代表者 ]， 助教授（東大） 渡辺 正峰， 特任助手 牧野 貴樹

本研究は，脳の時空間情報表現のコーディング機構およびそれに基づく時空間動的情報処理機構に関して，ニュー
ラルネットワークモデルを用いて理論的に解明することを目指したものである．脳の神経回路の時空間ダイナミクス
は単一ニューロンやニューラルネットワークのさまざまな特性量に依存しており，それらが複雑に絡みあって脳特有
の柔軟な情報処理が実現されている．そこで脳の時空間動的表現の中からその情報処理の本質にかかわるものを抽出
し，脳の高次機能における文脈に応じた感覚情報入力から行動運動出力決定への文脈依存的変換過程および外界との
動的インタラクションの認知過程に関するニューラルメカニズムを，選択的注意課題における前頭前野のニューロン
活動解析を含めて研究した．

光・電子デバイス技術の開発

 教授 荒川 泰彦 [代表者 ]， 教授 榊 裕之， 教授（スタンフォード大） 山本 喜久， 教授 藤田 博之，
教授（東大） 樽茶 清悟， 教授 平川 一彦， 教授（京大） 野田 進， 教授 平本 俊郎，

教授（横浜国大） 馬場 俊彦， 助教授 高橋 琢二， 助教授（東大） 染谷 隆夫， 助教授 年吉 洋， 講師 岩本 敏，
特任教授 石田 寛人， 特任教授 勝山 俊夫， 特任教授 臼杵 達哉， 特任助教授 塚本 史郎，

助教授（電気通信大） 山口 浩一，横山 直樹，大橋 啓之，辻 伸二， 石川 正行

2002 年度より文部科学省世界最先端 IT 国家実現重点研究開発プロジェクトの一つとして「光・電子デバイス技術
の開発」プロジェクトを推進している．本プロジェクトにおいては，半導体ナノテクノロジーを中心とした基盤技術
開発により，次世代高性能光源および関連光・電子デバイスを実現し，将来の情報ネットワークに向けた素子技術の
革新化をはかる．幸いこれまで高性能量子ドットレーザや超高 Q 値フォトニック結晶ナノ共振器を実現し，通信波長
帯単一光子発生素子など量子情報技術の基盤固めに成功するなど，世界の注目を集める重要な成果を達成することが
できた．本プロジェクトは，経済産業省高度情報基盤プログラム・フォトニックネットワークデバイス技術開発プロ
ジェクトと緊密に連携をはかっている．主要研究分野は， （1）量子ドットやフォトニック結晶を中心とした半導体ナ
ノテクノロジーの開発 （2）ナノ光・電子デバイス技術の開発（3）量子情報通信素子技術基盤の開発（4）有機・分
子・バイオエレクトロニクス技術の探索研究である．

陸域生態系モデル作成のためのパラメタリゼーションに関する研究

 教授 安岡 善文

陸域生態系モデルを高度化するために，モデルと衛星観測データを結合することによりモデル予測，評価の精度を
上げるための手法を開発する．特に，地上観測と衛星観測を結合して広域での生態系パラメータ空間分布を計測する
スケールアップ手法，ならびにモデルパラメータを観測データに合うように調整する同化手法の開発を行う．

津波災害時の避難行動シミュレーションモデルの開発

 教授 目黒 公郎，大学院学生 岡本 睦

海南・南海地震などの，南海トラフで発生する巨大地震津波災害を想定し，津波災害発生時の避難行動シミュレー
タを開発する．具体的には，津波シミュレーション結果と避難行動を統合したシミュレーションを開発し，情報の遅
れ，避難ビルの数や配置，道路閉塞などが避難安全性に与える影響を評価できるシステムを構築する．そして津波災
害による人的被害を最小化する対策について検討する．

大都市大震災軽減化特別プロジェクト -1．「地震防災統合化研究 - 事前対策」

 教授 目黒 公郎 [ 代表者 ]，助教授（山口大） 村上 ひとみ，助教授（日大） 根上 彰生

わが国の地震防災対策上の最重要課題は既存の耐震性の不十分な建物（これを既存不適格建物と言う）の耐震改修
である．しかしこれがうまく進展していない状況を踏まえ，改善策の研究として，a）「簡便・高精度な耐震補強 / 耐
震診断技術」，b）「室内の安全性」，c）「耐震補強推進制度 / システム」の 3 つの研究課題を実施している．a）は耐震
診断や耐震改修を身近なものと感じ実施してもらえるように，簡便で高精度な手法を提案するものである．b）は地
震時の家具の挙動をはじめとして，室内空間の安全性を評価し対処してもらえる環境整備を図る研究である．c）は耐
震改修を促進するための制度やシステムの研究である．技術以上に制度的な不備が問題となっている現状を踏まえ，
耐震改修に強いインセンティブを与える制度を検討している．
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一般・産業廃棄物・バイオマスの複合処理・再資源化プロジェクト，固体・ガス状試料の安全性評
価システムの開発

 助教授 酒井 康行， 教授（岡山大） 小野 芳朗 [代表者 ]， 教授（岡山大） 白石 友紀， 室長（理研） 榊原 均，
室長（産総研） 川幡 穂高， 助教授（岡山大） 綾野 克紀， 助教授（岡山大） 比江島 慎二，
助教授（岡山大） 毛利 紫乃， 助教授（神戸大） 岡村 秀雄， 助教授（東京高専） 庄司 良，

研究員（産総研） 竹内 美緒

都市や地域から排出される一般・産業廃棄物・バイオマスについて無害化処理と再資源化を図る技術開発において，
その安全性を評価することは必須である．そこで，化学分析や各種バイオアッセイの総合的な利用が考えられ，その
中で酒井はヒト肺細胞を用いたガスまたは灰・浮遊粒子状物質の安全性評価を担当する．

2. 科学技術振興費・リーディングプロジェクト

地球水循環インフォマティクスの確立

 教授 柴崎 亮介

2002 年 12 月 14 日，宇宙開発事業団（NASDA）種子島宇宙センターより H2a ロケットで打ち上げられた『みどり 2 号』
を含め現在 5 機の大型衛星が稼動中で，これらの衛星データを統合的に用いることによって，大気－陸域間や大気－海洋間
の全水循環過程をほぼカバーできる．地球観測衛星委員会の協力を得て衛星観測データを収集し，それを統合的に利用する
ために，データカタログ機能の高度化，ネットワークによるデータ転送，フォーマット変換，幾何補正，多種データの重ね
合わせ，複合アルゴリズムの適用，データベース化など，膨大なデータに対する高度なデータ処理システムを開発する．

地球観測データ統合・情報融合基盤技術の開発

 教授 柴崎 亮介

 農業，災害，生態系，生物多様性など多くの分野では，用語や分類体系の共通化，標準化などが十分進んでおら
ず，これらに基づいて作成されたデータを付き合わせたり，統合したりすることが困難になっている．まして，他の
分野の研究者や実務家がその分野のデータを利用する場合にはデータの定義などを発見したり，理解・解釈すること
にも大きな困難がある．相互利用や分散的利用の障害となっている． そこで本研究では，データ辞書，分類体系，シ
ソーラスなど，データの定義や作成の基礎概念となる情報（オントロジー関連情報）を収録し，互いに比較・対照で
きるオントロジーレジストリを開発する．これを使うことで，他の機関などが作成したデータの意味や内容・品質な
どを評価することが容易になり，データの解説データであるメタデータをより適切に作成できる．また，テキストマ
イニング支援などの各種情報共有・利用支援サービスを構築できるようになる．特に，本課題では農業，水管理分野
を中心として，実際のオントロジー関連情報を収集・蓄積し，オントロジー関連情報の収集や編集，品質管理方法，
視覚化方法，共同利用方法などを実証的に開発する．

廃棄物・バイオマスシステムの物流システムの開発(文部科学省リーディングプロジェクト ) 

 教授 野城 智也

現実の経済社会のなかで，廃棄物・バイオマス資源と，それらの再資源化施設との間を高効率で結合する静脈物流
システムを構築することをめざし，現実の経済社会のなかで廃棄物・バイオマス資源にかかわるサプライチェーン・
デマンドチェーンのネットワーク構築に資する物流システム及びビジネスモデルを開発する．具体的には，地域にお
ける廃棄物・バイオマス資源の発生・需要特性や産業基盤など地域の条件によって静脈物流のあり方は異なってくる
という認識にたって，（1）地域における物流計画策定支援ツール，（2）地域における物流モニタリングツール，（3）
地域のサプライチェーン・デマンドチェーンの構築に資する装置・ツールのプロトタイプを開発する

先進的なストレージ技術および Web 解析技術

 教授 喜連川 優

本プロジェクトは，大きく先進的なストレージ技術の研究開発と WEB 解析技術に分けられる．まず，先進的なス
トレージ技術研究開発においては，人類が取り扱うデータは，2000 年で 3 エクサバイトと推計され，2003 年には 40
エクサバイトに達すると見込まれる．このようなデータの洪水に対し，本プロジェクトでは従来にはない戦略的ソ
リューションを見出すことを研究目的とする．具体的には，1）高度ディザスタリカバリ機構，2）ストレージ超高速
アクセス機構，3）ストレージ管理コスト低減機構に関する研究開発を行う．続いて，Web 解析技術においては，従
来，社会の出来事はテレビニュースや新聞などのメディアを通して国民に報道されて来たが，最近では，社会現象自
体の多くがサイバー空間（ウェブ空間）でなされつつある．現時点では，ウェブ上の貴重な社会情勢に関する知識は
殆ど活用されておらず，本プロジェクトでは効率良くサイバー空間の活動を抽出するツールを開発する．一方，現在
のサーチエンジンは現時点の状態のみのサーチに終始している．データベースがデータウエアハウス技術を生み出し
てきたのと同様，「歴史を紐解くサーチエンジン」は大きな潜在的需要が見込める．即ち，本プロジェクトは，定期
的に日本全国のウェブページを収集および蓄積することで大規模なウェブアーカイブを構築し，コンテンツ，リンク，
および時系列解析を用いた多様な分析に基づくサイバー空間調査事業を立ち上げることを目的とする． 
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アジア水圏観測ロボットシステムの開発戦略

 教授 浦 環 [代表者 ]， 教授（東大） 宮崎 信之， 助教授（東京海洋大） 近藤 逸人，
上席総括研究員（滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター） 熊谷 道夫，
主任研究員（（独）水産総合研究センター水産工学研究所） 赤松 友成，

主任研究員（小笠原ホエールウォッチング協会） 森 恭一，
グループリーダー（（独）海洋研究開発機構） 浅川 賢一

2005 年度からの 3 年計画で，自律型水中ロボットを水中プラットフォームに用いるアジア水圏観測ロボットシステムを構築し
アジア域で展開するために，東京大学生産技術研究所を中心として戦略的国際ネットワークを形成し人的交流を図り，システム
の実現を目指すプロジェクトを開始した．システムは，水圏に関する諸現象の理解や環境保全に益する海洋や湖沼・河川域の科
学的観測と環境指標となる水棲哺乳類の生態観測から成る．このため，1）自律型水中ロボット研究開発，2）海底ケーブルを利
用した観測システム構築，3）水中ロボットや音響装置による水棲生物観測システム開発，4）湖沼環境の広域観測システム構築
に関する研究を推進し，各国の事情に応じたロボット開発を加速して国際的リーダーシップを発揮することを目指す．

水中セキュリティソーナーシステムの開発

 教授 浅田 昭 [ 代表者 ]，大八木 敏夫，川島 祥信，教授（海保大） 倉本 和興

日本の沿岸に多数存在する港湾施設や船舶および発電所等の重要施設に対するテロ行為および地上から可視困難
な海中空間で発生する各種犯罪を防止するため，隠密潜入する小型潜水艇，ダイバー等の危険な目標を音響レーダに
より遠距離から監視追尾し，近距離では高分解能な音響ビデオカメラにより目標を識別することにより統合的な監視
を実現する水中セキュリティソーナーシステムを開発する．

「日本社会に適した危機管理システム基礎構築」の中のサブテーマ「情報処理面から見た危機管理シ
ステムの構築」

 教授 目黒 公郎

災害対策基本法にもとづいて主として自然災害を対象として整備されている防災体制はわが国ではもっとも一元
的な危機管理体制に近いものである．本研究ではこれを下敷きにして，どのような危機に対しても一元的に対応でき
るわが国の社会風土に適した危機管理体制の構築を目的とする．

大型有形・無形文化財の高精度デジタル化ソフトウェアの開発

 教授（京都大） 松山 隆司， 教授 池内 克史 [ 代表者 ]

東京大学が中心となって開発する大型有形文化財のデジタル化ソフトウェアでは，100m を超える大型有形文化財
を全ての点で cm 以下の精度でモデル化できることを目標に，500 枚を超える距離画像を全ての点で cm 以下の精度で
位置あわせできる高精度同時位置合わせアルゴリズム 500 枚を超える距離画像を現状のものに比して 100 倍程度高速
に位置あわせできる高速位置合わせアルゴリズムテラバイトに達する大規模距離データを処理できる統合アルゴリ
ズムを開発する．また，屋外の大型文化財のシームレスな色彩表現を得るため色彩画像・距離画像間高精度位置合わ
せアルゴリズム太陽などの照明環境推定による画像間色彩調整アルゴリズム処理を開発する．さらに，テラバイトに
達する大規模データを高速に転送・表示するための，高効率化表示・転送アルゴリズムを開発する．

危機管理対応情報共有技術による減災対策災害情報の共有化に関する研究

 教授 目黒 公郎

総合的な観点から効果的な災害対応を展開する上で行政組織間において共有が必要とされる災害情報を分析し，そ
の内容，項目，用語の整理と情報共有基盤の運営の規範について調査する．また，国の機関により収集される災害情
報の共有化と利活用に関する規範について調査する．

Ｌ．その他

活褶曲地帯のトンネルシステムの防災性向上

 教授 小長井 一男 [ 代表者 ]， 講師 ヨハンソン ヨルゲン

平成 17 年度から土木学会が中核機関になり開始した振興調整費重点課題研究「活褶曲地帯における地震被害デー
タアーカイブスの構築と社会基盤施設の防災対策への活用法の提案」（代表者小長井一男）の中の 1 課題である．2004
年の中越地震で特筆すべき点は地盤災害である．活褶曲地帯で地震が起こると地盤の変形がその後も緩慢に進む可能
性があり，社会基盤施設の防災上，地盤の動きの特徴を調査することは重要である．トンネルなどの地下構造物は地
盤に追随して変形することから，地盤の動きを確認する歪ゲージとみなすことができる．被災地のトンネルの変形を
精密に，かつ異なる時期に計測し社会基盤施設保全の方策を探る．
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量子ホール伝導度の時間振動の予測理論と検証実験

 助教授 町田 友樹 [ 代表者 ]， 助教授 羽田野 直道

量子ホール効果は，低温強磁場の半導体中 2 次元電子系でホール伝導度が階段状に量子化される現象です．物理定
数の精密測定に利用されるだけでなく，最近では量子コンピューターの素子としても有望視されています．数ヶ月ほ
ど前に我々のグループが，量子化されているはずのホール伝導度が時間とともに振動するのではないかと理論的に予
測しました．これは理論的な常識を覆す衝撃的な予測であり，検証実験が待たれます．そこで我々のグループで実験
家と理論家が連携しつつ検証する計画です．将来的には工学的な応用も含めた考察を進めます．

医療工学技術者創生のための再教育システム

 教授（東北大） 山口 隆美， 教授 大島 まり [代表者 ]， 教授（東北大） 大内 憲明， 教授（東北大） 大隈 典子，
教授（東北大） 佐藤 正明， 教授（東北大） 和田 仁

科学技術振興調整費・新興分野人材養成として採択された．医工連携を視野に入れ新しい人材教育を行うため，医
学分野および工学分野の双方を取り入れたカリキュラムの開発を行い，授業を行っていく．

サイエンスとアートの融合による新しい出張授業形態の開発 - 風と立体造形で学ぶ流体力学 -

 教授 大島 まり

一般に理工系へ進学する女子生徒の数は大変少ない．そこで，出張授業を通して，女子学生の理科や数学に対する
意識を調査する．また男子学生と比較して理科に対してどのようなアプローチをするのかを物理の実験を通して調査
する．

革新的シミュレーションソフトウェアの研究開発プロジェクト

 教授 加藤 千幸 [代表者 ]， 教授 大島 まり， 助教授 佐藤 文俊， 教授 加藤 信介，
主任研究官（国立医薬品食品衛生研究所）  中野 達也，

センター長，教授 [（独）物質・材料研究機構 ]  大野 隆央， 教授（東大）吉村 忍,
 教授（東大）奥田 洋司, 教授（北海道大学）大島 伸行, 教授（東北大学）山口 隆美,

 教授（慶応義塾大学）谷下 一夫, 顧問研究員 小池 秀耀，中村 壽

地球シミュレーター等の超高速コンピュータで稼働する，世界最高水準の以下の分野のマルチスケール，マルチ
フィジックス・シミュレーションソフトウェアを研究開発し，産学官連携体制により，開発したソフトウェアの普及・
事業化を推進する．生命現象シミュレーション，マルチスケール連星シミュレーション，都市の安全・環境シミュ
レーション，共通基盤ソフトウェア（超高速ライブラリ及び最適化プラットフォーム）

長期間使用製品の仕様・保守情報の表示及び利用方法に関する研究 （環境省 廃棄物処理等科学研
究費補助金）

 教授 野城 智也

長期間使用する製品については，技術的仕様及び保守方法に関する情報が散逸してしまうことが，長寿化のための
維持保全や，製品使用終了時のリユース，リサイクル及び最適処理を妨げている．本研究は，このような現状を踏ま
えて，技術的仕様及び保守方法に関する情報の保存・表示・利用方法を開発するとともに，表示内容及び方法に係わ
る標準規格原案を作成するものである．本研究の構想自体は，IC タグなど個体自動認識技術が近年めざましい発展を
遂げているなかで，提案者のほかにも多くの識者が提唱している．しかしながら，（1）個体認識媒体の耐用性への不
安（2）長期にわたって情報を保持するための関与主体間のコスト負担の不明確さ（3）情報表示方法に関する標準規
格の欠如などで実現が阻まれてきた．本研究は，社会技術的手法も併せて適用することにより，これらの隘路を突破
することを目指すものである．

住宅及び構成材に係わる品質・履歴情報の自主管理支援システムの開発（国土交通省先導技術開発
助成事業）

 教授 野城 智也

「住宅及び構成材に係わる品質・履歴情報は，本来そこに居住する住まい手や，その所有者のものである」という
理解のもとに，住まい手・所有者自身が，各所のデータ源に散在するこれらの情報を収集・集約して閲覧し管理する
ための支援システムを開発することを目的とする．本技術が開発されることによって，住宅及び構成材に係わる品質・
履歴情報の散逸を防ぎ，これらを利活用していくための社会基盤が形成されることが期待される．このことは，住宅
のライフサイクル価値を高めていくための動機付けを生み，住宅の長寿化・資源利用効率の向上に貢献すると考えら
れる．
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膨張コンクリートのひび割れ抵抗機構の解明とひび割れ幅定量評価手法の構築

 助教授 岸 利治

膨張コンクリートのひび割れ抵抗性に関する微視的機構の解明と，機構に基づいたひび割れ幅算定式の構築に取り
組む．極めて複雑なケミカルプレストレスト部材の挙動に対し詳細な検討を加えるところに本研究の特徴がある．

都市の環境安全シミュレータ EVE SAYFA の研究開発

 教授 加藤 信介 [代表者 ]， 助手 黄 弘， 産学官連携研究員 朱 晟偉， 大学院学生 寺畑 享子

文部科学省は，わが国の知的基盤整備の一環として平成 17 － 19 年度実施の「戦略的革新的シミュレーションソフ
トウェアの研究開発」プロジェクトを実施している．本研究はその一環として，都市の環境安全シミュレータ EVE
SAYFA（Enhaced Virtual Environment Simulator for Aimed and Yielded Fatal Accident）の研究開発である．大規模な地下
街，超高層ビルなどは，その非線形な複雑性故に防災設備の作動条件のわずかな違いが拡大し，大規模な災害に発展
する危険性を秘めている．「都市の環境安全シミュレータ」は，地下街，建物内を対象とし，この非線形な現象を相
応の精度で詳細に解析し，災害を防止あるいは低減するための環境，安全性を正確に予知し，評価するものを目指し
ている．

光電気化学技術の基礎と応用に関する研究

 助教授 立間 徹

エネルギー貯蔵型光触媒コーティングによる防錆技術を開発する．

科学技術振興調整費 先導的研究等の推進「地球水循環インフォマティクスの確立」

 教授 喜連川 優

世界 35 箇所のリファレンスサイトにおいて観測された水循環に関する観測データならびに関連する水循環関連
データのアーカイブシステムのプロトタイプを構築する．また，リファレンスサイトにいる観測者自身がインター
ネットを通じてシステムにアクセスし，容易にデータ品質チェックを行うことができるトランザクショナルな WEB
インタフェースを作成する．

科学技術振興調整費 重要課題解決型研究等の推進「地球観測データ統合・情報融合基盤技術の開発」

 教授 喜連川 優

観測データ，シミュレーションデータを統合管理する最新技術を駆使した超大容量アーカイブストレージシステム
を構築する．ストレージ空間の効率的な管理手法を開発すると同時に，多様なデータへの柔軟なアクセスを可能とす
る問合わせインタフェースを有し，ストレージシステムと有機的に連動した地球環境データベース管理システムを開
発する．

文部科学省「ナノテクノロジー・材料を中心とした融合新興分野研究開発」ナノバイオ・インテグ
レーション研究拠点（セルエンジニアリングデバイスの研究開発）

 助教授 藤井 輝夫

本研究では，マイクロスケールの流路構造とナノリットルスケールの流体制御技術を組み合わせたシステムを製作
し，組織の生育条件に対応するデバイス内部の環境条件を精密に計測制御できる機能を実現することによって，先端
的な組織構築を可能とするセルエンジニアリングデバイスを開発する．

東大病院と東大生研 ICUS による「防災対策マニュアル及び地震時の東大病院の防災拠点としてのあ
り方」

 教授 魚本 健人 [ 代表者 ]， 教授 目黒 公郎， 客員教授 天野 玲子， 助手 吉村 美保，特任助手 金田 尚志

東京大学生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究センター（ICUS）が行ってきた災害対応計画・次世代型防災マ
ニュアル開発に関する研究成果を東大病院に活用する．

部局長裁量経費による研究教育活動支援費「世界で最も地震に弱い建物（組積造）を経済的に耐震
補強する簡便な工法の開発」

 教授 目黒 公郎
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（独）科学技術振興機構 REST 「水の循環系モデリングと利用システム 人間活動を考慮した世界水
循環水資源モデル」 

 助教授 沖 大幹 [ 代表者 ]， 教授 安岡 善文， 教授 柴崎 亮介， 教授 喜連川 優， 助教授 鼎 信次郎，
助教授（東大） 川島 博之， 助教授（お茶の水大学） 大瀧 雅寛， 講師（東大） 荒巻 俊哉，

助教授（関西学院大学） 松村 寛一朗， 講師（筑波大学） 白川 直樹

本研究では，気候モデルと親和性の良い陸面水文植生モデルの水循環過程の高度化によるグローバル水循環モデル
の構築，水需要・水利用と土地利用とのカップリング，気候変化や適地選択と直結した農業生産モデルの開発，水田
分布の推定等稲作への配慮，生態系や環境用の水需要の導入，最先端の IT 技術を利用した大規模データベースとモデ
ルシミュレーションとの結合等を行う． その結果として，農耕地の不用意な拡大や過剰灌漑に伴う塩類集積，砂漠化
の拡大，あるいは，大河川における流量の長期減少傾向や断流等がアジア，グローバルにおいてどのように推移する
のか，それらが環境生態系にどのような影響を及ぼすか，などを明らかにする． 逆にそうした事態を招かないように
するために，統合的国際水資源管理を行うための支援ツールを構築する必要がある．本研究の成果である世界水資源
アセスメントは，WCRP（世界気候研究計画），IGBP（地球圏－生物圏国際共同研究計画），IHDP（地球環境変化の人
間社会的側面国際研究計画），IHP（UNESCO 国際水文学計画）などの国際プロジェクトを通じて，技術的にはイン
ターネット等 IT 技術を最大限に利用して，世界に発信される．

情報セキュリティ投資の経済的動機付けに関する企業レベルの実証研究

 助教授（東大） 田中 秀幸 [ 代表者 ]， 助教授 松浦 幹太

情報セキュリティに関する技術進歩にもかかわらず，多くの企業において，リスクに対する明確な指標がないため
に，情報セキュリティ投資が進まないという問題が生じている．こうした問題に対して，近年，情報セキュリティ投
資の経済的動機付けの研究が理論的側面から進められ，いくつかの枠組みが提示されるようになってきている．しか
しながら，具体的なデータに基づく実証的な研究は数少なく，世界的に見てもその充実が求められているところであ
る．本研究調査では，日本企業の情報セキュリティ投資に関するデータの定量的分析に基づき，同投資に関する経済
学的な理論枠組みを実証的に検証した．その結果，検証に成功しただけでなく，合理的な情報セキュリティ対策のあ
り方を定量的に提示するためには，複数の対策に関する相関関係を分析することが必要であることなど，いくつかの
新しい知見も獲得できた．

科学技術インタープリター養成プログラム

 教授（東大） 松井 孝典 [代表者 ]， 教授（東大） 黒田 玲子， 教授（東大） 石浦 章一， 教授（東大） 小宮山 進，
助教授（東大） 藤垣 裕子， 助教授（東大） 廣野 喜幸， 教授（東大） 中須賀 真一， 助教授（東大） 佐倉 統，

助教授（東大） 水越 伸， 助教授（東大） 山内 祐平， 教授 大島 まり， 教授（東大） 佐藤 勝彦，
教授（東大） 鈴木 洋一郎，客員助教授（東大） 洪 恒夫， 特任教授（東大） 立花 隆

近年，研究は細目に専門化しているため，その分野の研究に従事している者以外，理解をするのが困難になってき
てる．このような背景から，科学技術分野に携わっていない一般の人々が科学技術に対する興味および関心を持つこ
とが難しくなっている．そこで，本プログラムでは東京大学に在籍している大学院生を中心に科学技術リテラシーの
向上を目指して，研究者と非専門家を結ぶことのできるインタープリターの養成を行なう．

「車両挙動の微視的・時空間連続観測による隘路・錯綜現象の分析」

 千葉工業大学 教授 赤羽 弘和 [代表者 ]， 東京都立大学 助教授 大口 敬， 助教授 上條 俊介

都市間高速道路のサグ部および都市内高速道路のジャンクション合流部等の，交通容量上および交通安全上の隘路
地点・区間における車両挙動を，時・空間的に連続して微視的に観測する．観測データの分析に基づき，サグ部およ
び合流部等における隘路現象および錯綜事象の特性を明らかにし，情報提供や走行制御等による交通容量，安全性，
サービス水準の向上ための基礎的知見の獲得を目指すとともに，その効果を評価する．

量子多体協力現象の解明と制御

 教授（東大） 宮下 精二 [代表者 ]， 教授（東大） 和達 三樹， 教授（東工大） 西森 秀稔， 助教授 羽田野 直道

少数多体系におけるコヒーレントな量子現象の特徴を具体的に研究し，（1）どのように複数の自由度による量子効
果の本質を取り出すか，（2）またその量子効果をどのように外界から制御していくか，などについて新しい切口を模
索します．具体的には，希ガス原子のボーズ凝縮体やフェルミ縮退気体，ヘリウム物性，磁性などにおける，多体協
力現象における具体的な量子ダイナミックスの特徴を明らかにし，量子ダイナミックスの外部からの制御機構や実際
的な方法について研究します．
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M．研究部・センターの各研究室における研究

基礎系部門

1 .超伝導体からの電界電子放射に関する研究

 教授 岡野 達雄 [代表者 ]，大学院学生 吉野 学， 助手 松本 益明，技術職員 河内 泰三

超伝導電界放射陰極からの電子放射に関する研究を継続している．放射電子の時間相関分析を目標にして，超高真
空装置内で使用しうるヘリウム冷却システムやコインシデンス検出システムの開発を進めた．Nb 電界放射陰極を作
成し，電界放射像を確認した．

2 .マイクロ空間の真空計測に関する研究

 教授 岡野 達雄 [代表者 ]， 助教授 福谷 克之， 助手 松本 益明

ナノテクノロジーに付随する微小空間の気体分子密度と速度分布の計測に関する研究を開始した．本年度は，数百
ミクロンの間隙内の圧力測定をレーザー分光法によって行うための準備として，共鳴スペクトルのドップラー幅と壁
面の温度分布の関係を明らかにした．

3 .メスバウアー内部転換電子分光法による鉄－シリコン二元系薄膜の研究

 技術職員 河内 泰三 [代表者 ]， 助手 松本 益明， 大学院学生 杉江 薫， 助教授 小田 克郎，
助教授 福谷 克之， 教授 岡野 達雄

鉄－シリコン二元系は半導体，セミメタル，強磁性体など多彩な相を有することが知られている．鉄シリサイド薄
膜について，鉄原子を選択的に核共鳴励起させるメスバウアー内部転換電子分光法を用いることにより，磁性，酸化
状態や結晶状態を調べている．これまでの研究で，Si 基板上にβ-FeSi2 半導体成膜前段階の成長初期常磁性相におい
て，鉄原子に異なる 2 サイトが存在していることを確認した．また，半導体 β-FeSi2 薄膜及び強磁性体 Fe3Si 薄膜測
定の準備を開始した．

4 .内部転換電子検出用アバランシェフォトダイオードの劣化機構に関する研究

 技術職員（岡野研） 河内 泰三 [代表者 ]， 教授 岡野 達雄， 助教授 福谷 克之， 助手 松本 益明，
高輝度光科学研究センター 依田 芳卓， 高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 岸本 俊二，

高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 張 小威

パルス放射光により励起される内部転換電子の検出器として広く利用されているシリコンアバランシェフォトダ
イオードは，積算電子入射により劣化することが知られている．本研究では，空乏層界面の水素不純物濃度を共鳴核
反応法によって測定し，増幅率劣化との対応を調べた．

5 . 2 次元擬似位相整合素子を用いたフェムト秒第 2・第 3 高調波発生

 教授 黒田 和男 [ 代表者 ]， 教授 志村 努， 助手 芦原 聡， 技術専門職員 小野 英信， 大学院学生 藤岡 伸秀，
大学院学生 林 賢吾

高速分光をはじめとする様々なフェムト秒レーザー応用には，波長変換技術のさらなる進化が不可欠である．我々
は，擬似位相整合を用いた新しいフェムト秒第 2 高調波発生法を提案し，非線形光学結晶内における群速度不整合の
問題を解決した．この手法を 2 次元擬似位相整合に組み込むことにより，単一素子で 2 つの波長変換を同時に行うこ
とができ，コンパクトな波長変換システムの構築の実現を目的としている．我々はこれまで，第 3 高調波発生効率を
最大にする素子を設計し，波長変換の数値シミュレーションを用いて性能を見積もった．

6 .中赤外超短パルスの発生と波形制御

 教授 黒田 和男 [ 代表者 ]， 教授 志村 努， 助手 芦原 聡， 大学院学生 藤岡 伸秀， 大学院学生 加久 大地，
大学院学生 望月 崇宏

分子の振動伸縮モードの高速分光への応用へ向け，中赤外フェムト秒パルスの発生を行っている．Ti:sapphire 再生
増幅パルスをMgO添加LiNbO3周期分極反転素子を用いた擬似位相整合光パラメトリック増幅により中赤外に波長変
換する．MgO 添加 LiNbO3 では 3．5μm 付近で 広帯域な擬似位相整合条件が成り立つのでショートパルスの波長変
換が可能である．MgO を添加することによりフォトリフラクティブ効果による光損傷を抑えている．シード光や発生
した中赤外光に対してチャープ補償を行うことで，800 nm， 120 fs の光源から 3．5μm， 57 fs の中赤外パルスを得た．
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7 .強誘電体分極反転素子の開発（継続）

 教授 黒田 和男 [ 代表者 ]， 教授 志村 努， 助手 芦原 聡， 技術専門職員 小野 英信， 大学院学生 藤岡 伸秀

高調波発生やパラメトリック増幅など波長変換とパルス圧縮を組み合わせた新しい超短パルス波長変換法を研究
している．そのために，大きな非線形定数と広い設計自由度を併せ持つ強誘電体分極反転素子の作成技術の開発を
行っている．特に，2 次元構造を持つ素子の分極反転は，1 次元構造素子に比べ，電極反転が格段に難しくなる．わ
れわれは，電界印加法による 2 次元構造素子の分極反転の最適条件を確立すべく，実験を進めている．

8 .半絶縁性窒化物半導体のフォトリフラクティブ効果（継続）

 教授 黒田 和男 [代表者 ]， 教授 志村 努， 助手 藤村 隆史， 大学院学生 北崎 総一郎

化合物半導体は最も高速なフォトリフラクティブ材料である．特に窒化ガリウムはバンドギャップが紫外域にあ
り，可視域全域で利用可能なフォトリフラクティブ材料として注目されている．これまで，ヘリウムイオンを注入し
半絶縁化した薄膜結晶でフォトリフラクティブ 2 光波混合をはじめて観測した．本年は，鉄イオンの添加により半絶
縁化したバルク結晶を用い，バンド端波長から離れた波長域において，ポッケルス効果によるフォトリフラクティブ
効果を観測し，2 光波混合ゲインを測定に成功した．

9 .非周期擬似位相整合素子を用いたフェムト秒レーザ光の断熱的パルス圧縮

 教授 黒田 和男 [代表者 ]， 教授 志村 努， 助手 芦原 聡， 日本学術振興会博士研究員 曾 祥龍，
技術専門職員 小野 英信， 大学院学生 藤岡 伸秀

カスケード非線形光学効果を用い，フェムト秒レーザー光のパルス圧縮を行う研究を進めている．これまでソリト
ン圧縮法で高い圧縮率を得たが，圧縮されたパルスの前後にペデスタルが残り波形が乱れるという欠点があった．こ
れを克服するため，位相不整合量を連続的に変化させた擬似位相整合素子を用い，断熱的に圧縮する方法を試みてい
る．本年度はシミュレーションにより，素子の最適化設計を行い，素子を試作した．

10 .社会基盤施設の地震断層に対する防災性向上の研究（継続）

 教授 小長井 一男 [代表者 ]， 教授 古関 潤一， 教授 目黒 公郎，教授 （東大） 堀 宗朗，
講師 ヨハンソン ヨルゲン

1999 年トルココジャエリ地震や台湾集集地震は地震断層の変位が社会基盤施設に甚大な被害を与えたものとして
特筆すべき地震であった．一方わが国は，大幅な都市域が断層に対する明確な規制を伴わないまま発展している．地
震断層に対処するための工学的，行政的な対応について，土木学会，地盤工学会に関連委員会を組織し研究を進めて
いる．

11 .フィルダムの耐震性に関する研究（継続）

 教授 小長井 一男 [ 代表者 ]， 研究員（筑波大学助教授） 松島 亘志

粒径の大きな岩石を積み上げたフィルダム斜面の動的安定性を LAT による可視化模型実験や DEM による数値シ
ミュレーションで検討している． 斜面がその安定の限界に達するまでに必要とされるエネルギーについての研究を中
心に進めている． 

12 .軟弱地盤中のトンネルの地震時挙動に関する研究（継続）

 教授 小長井 一男 [代表者 ]， 技術職員 片桐 俊彦， 大学院学生 福永 勇介

軟弱地盤中に建設されているトンネルについて， 地震観測によって地震時の加速度応答， トンネル覆工のひずみを
調べている． 本年度も引き続き土丹層（広尾）と東京礫層（新木場）の記録を比較し，表層地盤の影響を除去した場
合，両者がほぼ同じ基盤面とみなせることなどを確認した． 

13 .アースダムの地震時における動的性状に関する研究（継続）

 教授 小長井 一男 [代表者 ]， 技術職員 片桐 俊彦， 大学院学生 福永 勇介

実在のアースダム（山王海ダム）で地震観測を継続している． これまでにこのダムで様々な記録が得られたが， 現
在このダムの上にさらに積み上げる形で新しいロックフィルダムが建設されたため， 上流側斜面の旧堤体と新堤体の
境界部に新たに埋設型の地震計を設置し，ISDN による遠隔管理システムで観測を継続している．

14 .地震地すべりの調査と地盤大変形の解析（継続） 

 教授 小長井 一男 [代表者 ]， 講師 ヨハンソン ヨルゲン， 大学院学生 沼田 宗純

中越地震では航空写真判読だけで 3700 を超える斜面崩壊が発生した．これらの斜面崩壊の地形的特徴からこれら
を自然の圧縮試験とみなし，崩壊土砂の移動距離や変形に関するパラメータ抽出を行う新たな手法を提案している．
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15 .歴史地震痕跡の工学的評価手法の開発（継続）

 教授 小長井 一男

遺跡で発見される地震の痕跡を用いて，地震の発生時期（時には時刻）や当時の人々への影響などを考えるという
寒川によって始められた研究手法は「地震考古学」と呼ばれている．地震痕跡として頻繁に見つかるものには（a）液
状化痕跡，（b）地すべり痕跡，（c）地震断層痕跡がある．これらの工学的パラメータの計測，解析手法を開発し，年
間数千ヶ所に及ぶ遺跡の発掘が行われているわが国で，（1）地震の発生時期，に加えて （2）地震動の強さの広域分
布を客観的な指標を持って示すこと，を目的に調査・研究を進めている．今年度は今城塚古墳やカズマヤマ古墳の地
すべりや地中の比抵抗分布を調査し，これらを引き起こした地震の規模を工学的手法で推定した．

16 . 2004 年 10 月 23 日中越地震被害のデータアーカイブス構築

 教授 小長井 一男 [代表者 ]， 研究員 池田 隆明， 協力研究員 高津 茂樹

中越地震は （1） 相次ぐ強い余震があったこと，（2） 地震前に複数の台風の襲来があったこと，（3） 地震後の長雨，積
雪，融雪期にわたり，伏在する損傷や課題が顕在化し，その影響が長期にわたること，というこれまで顧みられるこ
とのなかった活褶曲地域の地震の課題をつきつけている．これらの地震被害の精密なデータアーカイブスを横断的に
整備し，同じような活褶曲地帯での防災対策への活用を図り，併せて可能な対策についての提案を行う．今年度は 4 つ
の異なる時期の詳細地形情報を集約しそれらの差分図を作成，地形変動の進んでいる箇所の抽出と解析を実施した．

17 .活褶曲地帯の山岳トンネルの地震被害

 教授 小長井 一男 [代表者 ]， 研究員 池田 隆明， 協力研究員 高津 茂樹，
講師 ヨハンソン ヨルゲン

2004 年 10 月 23 日の中越地震では活褶曲地帯の斜面崩壊地を縫うように建設されていた道路トンネルに亀裂が生じ
た．これらのトンネルは地盤とともに変形するため，見方を変えればこれらは地盤の動きを記録する歪ゲージと見る
ことができる．今年度は木沢トンネル，十二平トンネルなどの変形をディジタルデータとして作成し，振興調整費重
点課題研究「「活褶曲地帯における地震被害データアーカイブスの構築と社会基盤施設の防災対策への活用法の提案」
（代表者 土木学会 小長井一男）で実施しているボーリング調査も併せて，このような施設の防災性向上策について検
討を進めた．

18 .ホログラフィックメモリにおける像の記録・再生過程の解明

 教授 志村 努 [ 代表者 ]， 教授 黒田 和男， 助手 藤村 隆史， 大学院学生 市村 正太郎， 大学院学生 芦塚 泰

コリニアホログラフィックメモリは，Blu-ray あるいは HD-DVD の次世代の光メモリの方式の候補の一つとして注
目を集めており，実験的にその優れた特性が実証されている．しかしながら，記録・再生のメカニズムに関して，理
論面は未だ不十分であり，その特性は明らかになっていない．われわれは物理的考察により，単純化した数値モデル
を考案することにより，非常に小さい計算コストによる数値シミュレーションを行い，その物理的記録再生過程を明
らかにしつつある．簡略化された計算法にもかかわらず，実験結果を物理的によく説明できることが明らかになった．

19 .リラクサー系強誘電結晶のフォトリフラクティブ効果

 教授 志村 努 [代表者 ]， 教授 黒田 和男， 助手 藤村 隆史， 技術専門員 千原 正男，
技術専門職員 小野 英信， 技術専門職員 片倉 智， 大学院学生 藤田 勇人

リラクサー系強誘電結晶 Pb（Zn1/3Nb2/3）O3-PbTiO3 の持つ巨大な圧電性を利用することにより，これまでに無い大
きな屈折率変化を示すフォトリフラクティブ（PR）材料を実現すべく研究を行っている．これまでの結果では，測定
された電気光学効果から期待されるほどは，大きなフォトリフラクティブ効果が得られていなかった．この原因に関
して実験的に考察し，圧電効果による結晶の歪の効果が電気光学効果の係数に含まれていたことと，結晶中で電子と
正孔の両者がキャリアとして働き，互いに競合しているためであることが明らかになった．

20 .材料設計によるフォトリフラクティブポリマーの高機能化

 教授 志村 努 [ 代表者 ]， 教授 黒田 和男， 教授 荒木 孝二， 助手 務台 俊樹， 助手 芦原 聡，
助手 藤村 隆史， 技術専門員 千原 正男， 技術専門職員 小野 英信， 大学院学生 山崎 円与，

大学院学生 赤澤 高之

我々は，大きな屈折率変化，速い応答速度，材料の安定性（寿命）のすべてを同時に満足することを目標に高性能
フォトリフラクティブポリマーの開発を行っている．フォトリフラクティブ応答速度は，キャリア移動による空間電
場の形成速度と，非線形分子の配向速度の二つの速度に依存する．そこで後者の速度に着目し，非線形分子 DMNPAA
にアルキル基を導入することで応答速度と安定性の向上を図った．改良した非線形分子を含むフォトリフラクティブ
ポリマーでフォトリフラクティブ特性および材料の安定性を評価したところ，フォトリフラクティブ応答速度 33ms，
回折効率 49%（@E=100V/μm，I=942mW/cm2）という非常に高い性能を示し，また室温において半年以上の寿命を
持つというデータを得た．次の段階として空間電場の形成速度に着目した高速化を検討中である．
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21 .フォトリフラクティブ効果を用いた不揮発性ホログラフィックメモリーの研究（継続）

 教授 志村 努 [ 代表者 ]， 教授 黒田 和男， 助手 藤村 隆史， 技術専門員 千原 正男， 技術専門職員 小野 英信

フォトリフラクティブ効果を用いたホログラフィックメモリーには読み出し時に記録した情報が消えていく「記録
情報の揮発性」という問題がある．この問題に対し，本研究では，ダブルドープ 2 波長記録方法を用いた不揮発記録
材料の開発を行っている．これまでに我々は，Ru，Fe:LiNbO3 結晶において定着時の消去率が小さい不揮発記録が可
能であることを見出し，今年度，この材料の不純物添加量を変えることで，低い消去率と高い回折効率の両立に成功
した．また記録感度も大幅に改善し，記録波長 633nm で最も高い記録感度を得ることができた．

22 .二重井戸型光トラップによる微粒子のソーティング

 教授 志村 努 [ 代表者 ]， 教授 黒田 和男， 助手 芦原 聡， 助手 藤村 隆史， 大学院学生 林 靖之

光を用いて光学特性の異なる微粒子を選択的に抽出するソーティング技術の開発を行っている．本手法は光トラッ
プ技術を利用しており，非破壊・非接触に微粒子を操作することが可能である．トラップ光パターンは非対称な二重
井戸型であり，空間光変調器として液晶パネルをもちいて形成した．これまでに，微粒子を複数個トラップした状態
下において，サイズによるソーティングに成功している．今後，光パターンの時間的な変調を加えてソーティングの
高効率化を目指していく．

23 .フォノンスペクトロスコピーと物性研究

 教授 高木 堅志郎 [代表者 ]， 助教授 酒井 啓司， 大学院学生 與儀 剛史，大学院学生 南 康夫

光散乱手法を用いて物質中のフォノンの位相速度と減衰を測定し，液晶・溶液・ゲル・生体系など複雑流体のダイ
ナミックな物性の研究を行っている．今年度は特に，我々が開発した光ビート分光ブリュアン散乱法の高感度化なら
びに高精度化を図った．高感度化に際しては高出力レーザーの導入，検出光学系の改良などによりこれまで測定が不
可能であった固体材料あるいは気体中の熱フォノン検出を世界ではじめて可能にした．これにより結晶相転移やプラ
ズマ中の音響モード振動の観察が期待できる．またフォノン共鳴観察により，超音波測定に匹敵する音速・吸収測定
精度を熱フォノン測定において実現した．さらに，外場に非常に敏感な気体 — 液体相転移近傍における揺らぎ測定に
も成功した．

24 .リプロンスペクトロスコピーと液体表界面の物性研究

 教授 高木 堅志郎 [代表者 ]， 助教授 酒井 啓司， 助手 美谷 周二朗， 大学院学生 清原 拓郎

液体表面を伝搬する高周波表面波の挙動を広い周波数帯域にわたって測定することにより，表・界面の動的な物性
を調べることができる．この技術をリプロンスペクトロスコピーと呼んでいる．光ヘテロダイン信号の処理に大容量
メモリと相関計算を導入することにより，高い時間分解能でのリプロンスペクトルを得ることができる．本年度は，
界面活性剤分子の表面拡散や 2 次元フラクタル構造の成長などといった ms のオーダーで刻々変化する液体表面分子
の状態を非接触かつ実時間で観察した．また，光吸収性液体のレーザー光照射による温度上昇を本方法で測定し，理
論計算と一致することを示した．

25 .超音波精密計測に関する研究

 教授 高木 堅志郎 [代表者 ]， 助教授 酒井 啓司， 協力研究員 細田 真妃子

液体および固体中の超音波に関する新しい計測法と映像法の研究を行っている．物質中を往復伝搬する超音波パル
ス列の計測において，それぞれのパルス波形間の相関を計算することにより極めて高い精度で超音波音速を決定する
「相関パルス法計測システム」を開発した．この手法により 1．000．000 分の 1 という精度で，かつ 1 秒毎の音速変
化を測定することができる．本年度はこのシステムにより，生体組織・臓器中の精密音速測定を行った．

26 .音響位相共役波の研究

 教授 高木 堅志郎 [代表者 ]， 助教授 酒井 啓司， 技術補佐員 小久保 旭

弾性波と電場の非線形相互作用を利用した音響位相共役波の発生，およびそのデバイスへの応用の研究を行ってい
る．位相共役波とは，任意の入射波に対して周波数と位相を保存し，伝搬方向を逆転させた波である．光学における
位相共役波の研究は非常に盛んであるが，超音波の位相共役波についての研究はまだ例が限られている．我々はセラ
ミック圧電材料を用いることにより音響位相共役波を高効率で発生させることに成功している．本年度は，新しい位
相共役鏡の材料としてレラクサー強誘電体結晶に着目し，音響位相共役波への変換効率の評価を行った．これにより
従来のセラミクス素子より 1 桁高い効率が期待できる．

27 .液体のガラス転移現象と水の熱力学異常の理論的研究 

 教授 田中 肇

液体はこれまで密度という秩序変数のみにより記述されると信じられてきたが，我々は，液体が局所的にエネル
ギーの低い構造（局所安定構造）を形成することを記述するために，新しい秩序変数（ボンド秩序変数）の導入が必
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要であることを主張している．この液体の 2 秩序変数モデルは，水の様々な熱力学異常を説明できるばかりでなく，
液体のガラス化とランダム磁性体のスピン・グラス化の間にアナロジーが成り立つことを示唆しており，現在， 理論・
数値シミュレーションの各面から研究を行っている．

28 .ネマティック液晶中のコロイド粒子の運動に関する研究

 教授 田中 肇 [ 代表者 ]， 助手 荒木 武昭

近年，ネマティック液晶中にコロイド粒子が分散した系において，粒子が数珠状に配列するなど興味深い現象が発
見され，多くの研究者達によって活発な研究がなされてきた．しかしながら，粒子に働く力は，粒子表面のアンカリ
ング効果によって変形を受けた液晶弾性場に起因するものであるため，本質的に多体効果であり，多粒子系において
正しく求めることは難しい．我々は，コロイド分散系を扱うべく開発した流体粒子ダイナミクス法の分散媒に液晶配
向場に関する秩序変数を与えたモデルを考案し，数値シミュレーションを行っている．その結果，粒子の運動が周囲
の液晶場の向きや粒子界面とのアンカリング効果に大きく影響することを示した．さらに，この現象に基づき粒子界
面の物性を反映した粒子分別の新しいメカニズムを考案した．

29 .流体力学的相互作用を考慮した高分子鎖のダイナミクスの研究

 教授 田中 肇 [代表者 ]， 助手 荒木 武昭， 技術職員 鎌田 久美子

高分子溶液などのソフトマターは，内部に流体を含んでいるため，流体を介した長距離の相互作用がそのダイナミ
クスに大きく影響していると考えられている．我々は流体効果を取り入れた FPD 法というシミュレーション手法を用
いて，流体効果がダイナミクスにどのように影響するのかについて研究している．特に高分子鎖の凝縮ダイナミクス
に注目しているが，タンパク質の折りたたみを理解するための基礎研究でありたいへん重要な研究課題である．我々
は，流体効果が凝縮を加速するという先行研究の結果に加え，凝縮後期には流体の吐き出しによる実効的な斥力が働
くと考えている．その斥力のためにダイナミクスが遅くなることが，タンパク質が正しい立体構造を見つけるために
必要であると推測している．

30 .高分子溶液系における粘弾性相分離現象の研究

 教授 田中 肇 [ 代表者 ]， 学術研究支援員 小山 岳人

高分子溶液系では粘弾性相分離現象という，これまで知られてきた相分離現象の界面張力の支配による構造の空間
的特徴とその時間的発展とはまったく異なる様式を発現する相分離現象が発生する．特にその構造的特異性は，高分
子が非常に希薄な場合であっても，高分子濃厚相が細く連結しネットワーク状の構造を形成するという，界面張力で
は説明できない特徴である．この構造の特異性は，拡散による相分離構造の発展に高分子が追随できず，高分子に対
し分子の形態変化を誘起する力学的応力が自発的に加わるために，高分子の粘弾性的性質が引き出されるために発現
すると，理論的に予想されている．この相分離過程における高分子への力学的応力の発現を直接的に観測するために，
時分割偏光解消光散乱の手法による研究を行い，粘弾性相分離現象の本質的現象の実験的検証を行っている．

31 .ガラス形成物質における長距離密度揺らぎの起源

 教授 田中 肇 [ 代表者 ]， 日本学術振興会特別研究員 小林 美加

ガラス形成物質では，構造緩和と呼ばれる緩和現象が最も遅い時間スケールをもつと一般的には考えられており，
その特徴的長さはナノメーター程度であるとされている．ところが一方で，理論的予測よりもはるかに大きいレイ
リー散乱の散乱強度が観測されることが知られており，この波数依存性から数百ナノメーター程度の極めて長い相関
長の存在が示唆されている．こうした長距離の空間相関の存在は，純物質中に密度以外の揺らぎが存在することを意
味するものであるが，このような揺らぎの正体はもとより，その存在可否についても未解決のままである．我々は，
こうした揺らぎの起源と液体 - 液体相転移との関係に着目して，静的・動的光散乱実験による研究を行っている．

32 .高速レーザ走査型共焦点顕微鏡を用いたコロイド系相分離の三次元実空間解析

 教授 田中 肇 [代表者 ]， 日本学術振興会特別研究員 Christopher Patrick Royall

大きなコロイドと小さなコロイドの混合系における枯渇相互作用は，純粋にエントロピー起源の相互作用であり，
その生体系での重要性も指摘されている．これらの系のダイナミクスを議論する際には，「小さなコロイドの局所秩
序化」，「液体の流れという自由度」などの因子を考慮することが不可欠であるが，この問題は，系を構成する複数の
要素と流体の運動との複雑な動的結合のため，相互作用そのものが流れにより変調を受けるという極めて困難な動的
多体問題と言える．本研究では可視化用コロイド粒子の合成技術，粒子の 3 次元可視化と実時間粒子運動捕捉技術，
超高速 3 次元観察技術を融合することで，これまで不可能であった，「コロイド混合系の臨界ダイナミクス・相分離
ダイナミクスの個々の粒子の運動レベルの情報に基づく解明」を目指し，研究を行っている．
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33 .相分離における自己組織化パターン形成機構の解明

 教授 田中 肇 [代表者 ]， 研究機関研究員 岩下 靖孝

フォームやネットワークに代表される連結構造は，軽量高強度，大きな表面積，輸送特性など優れた特長を持ち，軟
骨のネットワーク構造，発泡スチロールのフォーム構造，触媒の担体，フィルターなど様々な機能材料に現れる．相
分離は，このような構造を自己組織的に形成し得るものとして最も有用な物理現象の一つである．そこでソフトマター
の内部秩序を利用し，新規相分離パターンの実現およびその制御を目指し研究を行っている．これまでに膜系液晶の
等方 - スメクチック相分離パターンに関して，スメクチック秩序により安定化されたフォーム構造の形成，フォームサ
イズの 1 桁以上の連続制御，液滴，ネットワーク，フォーム構造の選択的形成と形成機構の解明，などに成功している．

34 .分子性液体における液体・液体相転移

 教授 田中 肇 [ 代表者 ]， 大学院学生 栗田 玲

単一原子または分子種からなる物質に 2 つの液体状態が存在し，その間で一次相転移が起きるという液体・液体相
転移は，「液体＝乱雑かつ一様な状態」という直感に反するため，注目を集めていた．近年，我々は Triphenyl Phosphite
という有機液体において，初めて常温・常圧下で液体・液体相転移を発見した．このことにより，多種多様な実験が
可能となり，その性質や起源を調べてきた．その結果，密度以外の秩序変数があり，それは液体中に存在する局所安
定構造の数密度であることが示唆された．さらには，液体・液体相転移を用いた新しい実験手法により，その秩序変
数が屈折率や粘性といった液体の基本的な物性に大きく影響を与えているという実験結果を得ることができた．

35 .過冷却液体中に存在する結晶的中距離秩序に関する研究

 教授 田中 肇 [ 代表者 ]， 大学院学生 新谷 寛

液体中には，結晶構造とは異なる対称性を持つがエネルギー的に安定な局所安定構造が存在する．この局所安定構
造による結晶化に対するフラストレーションがガラス転移において重要であると我々は考え，フラストレーションを
自由に制御できる分子動力学法を開発して，過冷却液体のダイナミクスを調査した．その結果過冷却液体中には，フ
ラストレーションのために臨界核のサイズまでは成長できない，過渡的な結晶的中距離秩序が存在することを確認し
た．更に，結晶的中距離秩序は過冷却液体のスローダイナミクスと強い相関を持ち，そのサイズが低温になるにつれ
増大することが明らかになった．このことは，結晶的中距離秩序が動的不均一性の起源の一つであることを示してお
り，ガラス転移現象と結晶化は不可分の関係にあるという，我々の主張を支持するものである．

36 .リゾチーム溶液における粘弾性相分離

 教授 田中 肇 [ 代表者 ]， 大学院学生 吉澤 亮平

我々の研究室では，大きな分子と小さな分子を混ぜた動的に非対称な混合系において，新しいタイプの相分離現象
（粘弾性相分離）を見出した．粘弾性相分離の本質的な起源が成分間の動的な非対称性にあるという我々の主張が正
しければ，高分子特有の粘弾性を持たないコロイド分散系やタンパク質溶液においても，同様に粘弾性相分離が観察
されるはずであると考え，このような系における相分離について研究を行っている．タンパク質が溶媒に対して少数
相となる領域で，これらの相が系全体に連結したネットワーク構造を形成し，その後ネットワークが切れることによ
り粗大化が起こることが観察された．このように少数相により過渡的ゲルが形成されることは粘弾性相分離特有の特
徴であり，タンパク質溶液においても粘弾性相分離が起こることを強く示唆する結果となっている．  

37 .荷電コロイド分散系の凝集過程

 教授 田中 肇 [代表者 ]， 助手 荒木 武昭， 大学院学生 菅沼 卓也

これまでの荷電コロイド凝集構造のシミュレーションにおいて，流体力学的な相互作用と静電的な相互作用を取り
入れた例はあまりない．特にコロイド粒子の静電相互作用については DLVO 理論を用いて記述される場合が多いが，
この理論が適用できる範囲は限られている．そこで我々は，これまでに開発してきた粒子間の流体相互作用を取り入
れた数値シミュレーション手法（流体粒子ダイナミクス法）に，イオン濃度の自由度を導入することにより多粒子系
に適用できる荷電コロイド分散系の数値シミュレーション法を開発した．これを用いて凝集構造の塩濃度依存性，正
負二種類の荷電コロイドの凝集過程，電場下における電気泳動の安定性などについて研究を行っている．

38 .位相コヒーレント光散乱法による複雑流体の測定

 教授 田中 肇 [代表者 ]， 武蔵工業大学 高木 晋作， 大学院学生 大塚 武裕

位相コヒーレント光散乱法を用いて，熱拡散現象と，表面張力波の散乱実験を行った．熱拡散については，コロイ
ド分散系に色素を加えることで，温度勾配によるコロイドの移動の測定を試みたが，系の複雑さに起因すると思われ
る別のスペクトルのために，測定には失敗した．測定可能な系の探索と，測定したスペクトルの起源について，今後
検討していく予定である．表面張力波については，過去の論文にあるように，スペクトルアナライザーを用いて熱揺
らぎによる表面張力波を確認し，その後，位相コヒーレント光散乱法を用いて測定を行った．サンプルは主にアセト
ンを用いて，分散関係の測定を行った．現状では得られるスペクトルが弱く，散乱角 2 度以下でしか測定できていな
い．今後はより広い散乱角での測定や，表面張力の大きい水での測定を目指していく予定である．
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39 .コロイド分散系のガラス転移現象に関する数値シミュレーション

 教授 田中 肇 [代表者 ]， 助手 荒木 武昭， 大学院学生 川崎 猛史

分散状態にあるコロイド粒子の体積分率を上げていくと，次第にブラウン運動が抑制され，最終的にランダムな分
散状態を保ったまま運動が凍結されることが知られている．これは，分子性液体とのアナロジーからガラス転移現象
と呼ばれている．一方，コロイド分散系において，流体力学的な相互作用の重要性が広く認識されている．我々は，
この流体効果が，ガラス転移現象においても重要であると考えている．本研究では流体の効果を考慮したコロイド分
散系における数値計算（FPD 法）を行った．この結果，流体効果により，粒子間に共同拡散が生じ，流体を考慮しな
い系に比べ緩和時間が遅くなることを見出した．

40 .津波を経験した建物の耐力に基づく設計用津波荷重に関する研究（新規）

 教授 中埜 良昭 [ 代表者 ]， 大学院学生 朴 珍和

2004 年 12 月 26 日に発生したスマトラ島沖地震津波の被害調査から，津波危険地域が今後とるべき対策の検討や構
造物に作用した波圧算定のためのデータを収集することにより，被災地のみならず，東海地震や東南海・南海地震に
おいて津波被害が懸念されている我が国においても防災対策に役立つ基礎データの収集を行った．また，建築物の構
造耐力と津波による実被害程度の定量的評価に主眼をおいて，建築構造物の設計用津波荷重レベルを検討する際の有
効な基礎資料の提供および実被害情報の分析を公開する作業に取り組んでいる．

41 .コンクリート系壁式集合住宅の耐震性能評価に関する研究（継続）

 教授 中埜 良昭 [代表者 ]， 助手 高橋 典之， 技術職員 山内 成人， 大学院学生 太田 行孝

一般に RC 造壁式構造あるいはプレキャスト構造による中低層集合住宅はこれまで大きな地震被害を受けなかった
が，東海地震や東南海・南海地震など，巨大地震が予想されている地域においては従来よりもより大きな地震動が予
想されることから，これらの構造物の安全性を耐震診断のみならず，震源距離や地盤条件を考慮したより詳細な検討
により評価することが求められている．本研究では，東海地震が予想されている地域に建つ実在建物群を対象に，そ
の耐震性能を把握することを目的としたもので，本年度は常時微動による基本的な振動性状の把握，耐震診断および
S-R モデルによる地震応答解析により，その地震応答性状の検討を行った．

42 .韓国の鉄筋コンクリート造建物の耐震性能に関する研究（継続）

 教授 中埜 良昭 [代表者 ]， 助手 高橋 典之， 技術職員 山内 成人， 大学院学生 崔 琥

韓国における地震活動は日本と比べてさほど活発ではないため，これまで地震防災に対する意識はあまり高くはな
かったが，近年韓国においても中・小規模の地震が発生していること，また隣国の日本では 1995 年阪神・淡路大震
災を，台湾では 1999 年台湾集集地震を経験したことなどから，同国における既存建築物の耐震改修の重要性が強く
認識されてきている． 韓国では無補強ブロック造壁を有する鉄筋コンクリート造架構が多く用いられているが，その
基本的な耐震性能や，本架構が地震により被災した際の残存耐震性能の評価に関する基礎的なデータはほとんど無い
のが実情である．そこで本研究では，これらのデータを実験的に得るために，ブロック造壁を有する鉄筋コンクリー
ト造骨組の実大載荷実験結果を 2003 年に実施した．本年度はその実験結果を分析し，架構に生じたひび割れ幅と架
構の応答との関係を用いて，残存耐震性能の評価手法開発に向けての基礎データの蓄積を行った．

43 .組積造建築物の耐震性能向上に関する研究（継続）

 教授 中埜 良昭 [代表者 ]， 助手（東大） 真田 靖士， 講師（新潟大） 中村 友紀子， 技術職員 山内 成人，
大学院学生（新潟大 中村研） 浦山 悟， 大学院学生 崔 琥

過去の地震災害を見ると，地震力に対し脆弱な無補強組積造建物の被害が建築物の被害の主原因となる事例が数多
く見られる．本研究は無補強組積造建物の耐震性能を適切に評価するとともに，その耐震化を合理的に進めるための
基礎的研究として，本構造の水平抵抗機構を実験的に解明し，その耐震性向上を実現するための基礎データを蓄積し
ようとするものである．本年度は，インターロッキング機構を利用した無補強組積造壁の静的破壊実験および要素実
験を行い，面内せん断力の上昇を確認した．

44 .サブストラクチャ・オンライン地震応答実験の精度向上に関する研究（継続）

 教授 中埜 良昭 [代表者 ]， 助手 高橋 典之， 技術職員 山内 成人， 大学院学生 朴 珍和

サブストラクチャ・オンライン地震応答実験（SOT）法は構造物全体の応答性状を直接実験的に評価することが困
難な構造物に対して極めて有効な実験手法の一つである． 本手法では解析部分の部材に対し既存の数式モデルを設定
するのが通例であるが，この場合 SOT 法の最大のメリット，即ち履歴特性をモデル化することなく，動的挙動を直接
的にシミュレートできるという利点を最大限には生かせない． しかしながら，もし解析部分で用いる履歴特性を実験
から得られる特性に基づき推定することが可能となれば，SOT 法のメリットを最大限に生かすことができる． 本年度
は実際にニューラルネットワークを応用した SOT 法による構造実験を行い，本手法の妥当性を検証した．現在，本手
法を鉄筋コンクリート造構造物へ適用すべく，非対称履歴特性を含む強い非線形性を有する履歴特性の推定手法の開
発に関する検討を行っている．
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45 .高靭性繊維補強セメント系複合材料を用いた簡易震動実験手法の開発研究（継続）

 教授 中埜 良昭 [代表者 ]， 助手 高橋 典之， 技術職員 山内 成人， 大学院学生 徳井 紀子

本研究は，鉄筋コンクリート造建築構造物の模型震動実験に伴う試験体製作の労力と経費を大幅に節減できる簡易
震動実験手法の開発を目的とする実験研究である． 本年度は，2003 年に実施した高靭性繊維補強セメント系複合材料
と主筋のみで模擬した超小型試験体（30×30×180）を用いた振動実験結果を分析し，破壊メカニズムを考慮した解析
手法による応答推定の妥当性について検討した．

46 .鉄骨系架構により補強された鉄筋コンクリート造骨組のねじれ応答性状に関する研究（継続）

 教授 中埜 良昭 [代表者 ]， 助手 高橋 典之， 技術職員 山内 成人， 大学院学生 上田 芳郎

本研究では，昨年度に引き続き RC 造壁および鉄骨系架構により耐震補強された鉄筋コンクリート造骨組を対象に，
その捩れ応答性状の把握に着目して実施した振動実験結果を分析し，破壊形式の違いにより加振途中に振動モードが
変動することを確認し，これを解析的に追跡するためのツールの開発，およびねじれが生じる建物の応答推定手法に
関する検討を行っている．

47 .外装材取付け装置の変形追従性能に関する研究（新規）

 教授 中埜 良昭 [代表者 ]， 助手 高橋 典之， 技術職員 山内 成人

新しく開発された建物外装材取り付け金具の変形追従性能の検証に際して，地震で建物に生じる変形により建物外
装材が受ける損傷を実験的に確認し，取付金具が変形追従性能を発揮するために必要な条件を精査することで，施工
に際して実効的な地震防災対策をとるための研究を進めている．

48 .鉄筋コンクリート建物の長期的耐震修復性能評価手法に関する研究

 助手 高橋 典之， 教授 中埜 良昭 [ 代表者 ]

本研究は，供用期間中に発生が予想される中小地震のレベルと頻度を考慮した複数回の地震動を統合的に対象とす
ることによって鉄筋コンクリート建物の長期的耐震修復性能を評価するにあたり，供用期間を通じた損傷の累積や
ユーザーの意思による補修の要否判断を評価できるようにし，また，これを非構造部材に対しても適用できるように
拡張し，最終的な評価結果を性能設計に活用できるように表示する一連の方法について検討を行うことを目的とした
研究である．

49 .弱小モデルによる地震応答解析（継続）

 教授 中埜 良昭 [代表者 ]， 助手 高橋 典之， 技術職員 山内 成人

小さな地震でも損傷が生じるように，通常の建物より意図的に弱く設計された縮尺率 1/4 程度の鉄筋コンクリート
造 5 階建て建物 2 体（柱崩壊型モデル，梁崩壊型モデル）を千葉実験所に設置し，地震応答観測を行っている． 1983
年 8 月の観測開始以来，千葉県東方沖地震をはじめ，200 以上の地震動に対する建物の応答を観測することができた．
本年度は観測システムの内，計測装置の更新を行った． また，これらの蓄積された観測結果の分析・解析を行うとと
もに，ニューラルネットワークを利用した履歴推定手法の教師データとしてこれを利用している．

50 .福岡県西方沖地震により被災した建築物の被害調査

 教授 中埜 良昭

2005 年 3 月 20 日に発生した福岡県西方沖地震で被災した建築物のうち，主として学校建築物の被害調査を，福岡
市内と玄界島を中心に行い，その被害原因と復旧方法に関する検討を行った．

51 .宮城県沖の地震により被災した建築物の被害調査

 教授 中埜 良昭

2005 年 8 月 16 日に発生した宮城県沖の地震で被災した建築物のうち，主として文教施設の天井材にまつわる非構
造部材の被害調査を行い，その被害原因と復旧方法に関する検討を行った．

52 .パキスタン北部地震により被災した建築物の被害調査および復旧支援方法の検討

 教授 中埜 良昭

2005 年 10 月 8 日に発生したパキスタン北部地震では，インドおよびパキスタンで 8 万人を超す死者が発生した．
震源から 95km 離れたパキスタンの首都イスラマバードにおいてもビルが倒壊し多くの死傷者が出た．倒壊したビル
の周囲には，倒壊を免れつつも損傷を受けた同様のビルが残っており，これらを含む被災建築物の被害調査と復旧支
援方法に関する検討を行った．
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53 .表面吸着水素の拡散と非局在化に関する研究

 助教授 福谷 克之 [代表者 ]， 教授 岡野 達雄， 助手 ビルデ マーカス， 助手 松本 益明，
技術職員 小倉 正平， 大学院学生 岩田 晋弥， 教授（阪大工） 笠井 秀明， 助手（阪大工） 中西 寛，

助手（阪大理） 岡田 美智雄

表面に吸着した水素の拡散と非局在性について，窒素イオンと水素との共鳴核反応を利用した研究を進めている．
Ir（111）-H の系について，これまでの研究では理論計算と実験との不一致が見られた．本年度はその要因を探り，水
素の非局在性に関する理解を深めるために，極低温での実験が可能な試料ホルダーの準備を行い，吸着量 1 原子層で
の共鳴核反応実験を行った．詳細については解析中である．また同様の試料ホルダーを利用して，物理吸着水素の回
転運動に起因する波動関数観測に関する準備を開始した．

54 .共鳴イオン化法による水素のオルソ・パラ転換過程の研究

 助教授 福谷 克之 [代表者 ]， 教授 岡野 達雄， 助手 松本 益明， 助手 ビルデ マーカス，
大学院学生 二木 かおり， 大学院学生 藤原 理悟

固体の表面では水素分子の核スピン状態が転換することが知られており，本研究ではその微視的な機構解明と新た
なスピン計測法の開発，さらに量子コンピュータ応用を目指して研究を進めている．今年度は，磁性体表面及び磁性
不純物を含む金属表面でのオルソ－パラ転換の研究を行った．磁性体として反強磁性体である Cr2O3 表面，磁性不純
物として Fe を吸着させた Ag 表面におけるオルトーパラ転換速度の測定に成功した．また，オルソ－パラ転換への磁
場効果研究のための装置開発を開始した．

55 .金属酸化超薄膜の形成過程と物性

 助教授 福谷 克之 [代表者 ]， 教授 岡野 達雄， 助手 ビルデ マーカス

本研究では，触媒やトンネルデバイスの絶縁膜として利用される，酸化物薄膜の形成過程とその性質を調べている．
昨年までに得られた知見をもとに，本年度は，水素雰囲気および水雰囲気において赤外吸収スペクトルの測定が可能
な実験装置の開発を行った．またアルミ単結晶酸化膜形成過程について，水素添加効果を X 線光電子分光を用いて調
べた．

56 .金属超薄膜の電子状態と反応性

 助教授 福谷 克之 [代表者 ]， 技術職員 小倉 正平， 助手（阪大理） 岡田 美智雄， 教授（山梨大） 川村 隆明

金属超薄膜の電子状態は，膜垂直方向への量子化と配位数減少に伴う局在化という特徴を持つことが期待される．
これまでの研究で，Pt および Ir 上で Au 薄膜が樹枝状成長し，フラクタル構造を呈することを明らかにした．本年度
は，成長時の核形成密度について，モンテカルロ法を用いたシミュレーションと走査トンネル顕微鏡による観察結果
を用いて検討を行い，吸着原子のテラス拡散頻度を見積もった．また核形成密度とテラス拡散頻度との関係が，平均
場理論による理論式とよく一致することを見いだした．さらに樹枝状成長の温度依存性を調べるための実験装置の準
備を開始した．

57 .金属薄膜の水素化と物性変化に関する研究

 助教授 福谷 克之 [代表者 ]， 助手 ビルデ マーカス， 助手 松本 益明， 技術職員 小倉 正平，
大学院学生 鈴木 涼， 大学院学生 田中 誠二， 大学院学生 田口 祥

希土類金属は水素化によりその物性が金属から絶縁体に変化し，同時に光学的性質も変化し金属ミラーから透明な
ガラスへ変化する場合がある．本研究では希土類薄膜の水素化と物性変化に関する研究を進めている．本年度は，昨
年に引き続き Y の β 相成長キネティクスに関する実験を進め，成長速度が膜の成長温度に依存することを見いだし
た．また超高真空で薄膜を形成した後，1 気圧まで水素曝露が可能で，かつその場で赤外吸収分光と抵抗測定が可能
な実験装置の設計と開発を行った．この装置を用いて CaF2 上の Y 超薄膜の成長機構と金属絶縁体転移に関する研究
を開始した．

58 .繊維強化複合材料の信頼性評価モデル構築

 教授 吉川 暢宏 [代表者 ]， 助手 桑水流 理， 特任教授 ドミトリエフ セルゲイ

高機能繊維束により成形されたテキスタイル材料や，繊維束をワインディングした高圧水素容器の強度評価方法を
検討している．連続体有限要素法の枠組みで解析を実行できるように，繊維の不均一性とミクロ構造を材料構成則に
反映するモデルの開発と，有限要素定式化を行った．また材料パラメータを精度よく同定するための，コンピュータ
シミュレーションと実験を融合した Simulation Integrated Experiment の方法論を検討した．

59 .生体軟組織材料の力学モデル構築

 教授 吉川 暢宏 [代表者 ]， 助手 桑水流 理， 大学院学生 サウトン ジャリヤポーン， 大学院学生 葛上 昌司

生体軟組織の材料モデルを構築するため，生体内力学場を非侵襲で測定する方法を開発した．X 線 CT 画像等によ
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り変形前後の三次元形状データを取得し，変位場を B スプライン基底で展開し，未定定数を誤差最小化問題により同
定する．非圧縮性の制約条件および準ニュートン法の活用により，同定に要する計算時間の大幅な削減が可能となっ
た．また，シワの発生機構を座屈モデルにより説明できることを示した．

60 .有限要素離散化による実空間第一原理計算

 教授 吉川 暢宏 [代表者 ]， 助手 桑水流 理， 大学院学生 椎原 良典

1000 原子以上の大規模系に関する量子力学計算を高速化し，コモディティの高い計算機資源と，現実的な計算時間
で実行するため，有限要素離散化による実空間法の適用可能性を検討した．高速量子力学計算に必須であるノルム保
存型擬ポテンシャル法および非線形問題における前処理法を実空間上において実現した．構築したアルゴリズムによ
りシリコン 2 量体およびアルミニウム fcc 結晶の全エネルギー計算を行い meV/atom オーダーの精度を達成した．

61 .界面のマルチスケール原子モデル構築

 教授 吉川 暢宏 [ 代表者 ]， 助手（群馬大） 半谷 禎彦

耐熱セラミクスコーティングの信頼性解析を実行するため，原子モデルを機軸として，ナノスケールを扱う第一原
理計算と，ミクロスケールを扱う分子動力学法，およびマクロスケールを扱う準連続体有限要素法を連携させるマル
チスケール解析方法を提示した．銅／セラミクスのモデル界面について，実験により観測されたマクロスケール破壊
挙動を理論的に補強し，界面の破壊靭性を評価するための，マルチスケール破壊シミュレーションを行った．

62 . CED（き裂エネルギ密度）概念による破壊力学の構築（継続） 

 教授 渡邊 勝彦

現実のき裂端近傍における現象はほぼ例外なく非弾性現象である． 現在広く行われている破壊力学はこの非弾性現
象を弾性き裂の力学により評価しようとして来たものであるといえ， そのため種々の限界， 矛盾が生じている． 本研
究においては， CED 概念を中心とした非弾性き裂の力学とも呼ぶべきものを構成し， その各種破壊問題への適用を通
じて従来の破壊力学における限界， 矛盾を克服し， あらゆるき裂問題に適用可能な破壊力学体系の構築を目指して研
究を進めている． 

63 .圧電材料の破壊力学に関する研究（継続）

 教授 渡邊 勝彦 [代表者 ]， 助手 南 秉群， 技術専門職員 土田 茂宏， 大学院学生 Liu Ronfeng，
大学院学生 Kim Sang-won， 大学院学生 Na Hgoung-su， 大学院学生 鈴村 彰秀

圧電材料はセンサーやアクチュエーターとして用いられ， 将来の知的材料の構成要素として期待されているが， そ
の破壊力学的強度評価法は未だ確立されるに至っていない． 本研究はその確立を目指すものであり，切欠き・き裂に
おける特異性， 力学的効果， 電気的効果のカプリングの現れ方等， 基本的性質の把握から始め，圧電材料への CED 概
念の導入，それによる破壊クライテリオンの提案，破壊実験法の開発と実験実施による提案クライテリオンの有効性
の実証等を進めている．

64 .圧電材料の非線形挙動シミュレーション手法に関する研究

 教授 渡邊 勝彦 [ 代表者 ]， 大学院学生 浦本 大明

圧電材料においては力学的負荷や電気的負荷を受けると分極方向が変化するいわゆるドメインスイッチングと呼
ばれる現象があり，これが材料の力学的－電気的非線形挙動を引き起こし，電気的－力学的特性や強度特性の評価を
困難なものにしている．本研究ではドメインスイッチングが起こるクライテリオンを新たに提案し，それを適用して
圧電材料のミクロ挙動からのマクロ挙動シミュレーションを行う手法についての研究を進めている．

65 .圧電材料中の疲労き裂の挙動評価法に関する研究

 教授 渡邊 勝彦 [代表者 ]， 助手 南 秉群， 技術専門職員 土田 茂宏， 大学院学生 本田 雅完

圧電材料には，通常，力学的負荷と電気的負荷が重畳して加わり，疲労き裂についてもそのような下での挙動が問
題となるが，実験の困難さもあって，データは非常に少なく，多くは今後の課題である．本研究においては，定量的
解析に不可欠な破壊力学試験片の作成法に関する研究から始め，電気的繰返し負荷によるだけでき裂が進展するか
等，圧電材料疲労き裂に関する基本的データの蓄積を進めている．
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66 .熱応力下応力拡大係数の特性とその構造物健全性評価への応用（継続） 

 教授 渡邊 勝彦 [ 代表者 ]， 研究員 飯井 俊行

熱サイクルを受ける構造物においては， 熱応力によりいったんき裂が発生， 進展を開始しても， その後停留してし
まう場合も多い． これにつき従来， 熱応力下においてはき裂の進展に伴い始め応力拡大係数は増加するがその後減少
していくためであろうと概念的に考えられているが， 定量的には殆ど議論されていない． 本研究においては， 各種の
熱応力下応力拡大係数を系統的にかつ簡便に評価する手法の開発を行ってき裂停留の本質を明らかにすると共に， 停
留現象を構造物のより合理的な， 健全性評価・設計に活かす方法について研究している． 

67 .異材界面の破壊と強度評価法に関する研究（継続）

 教授 渡邊 勝彦 [代表者 ]， 大学院学生 Kim Sang-won

異材界面においては， 弾性解における界面き裂端での応力の振動特異性， 界面端部での応力特異性を見ても分かる
ように， 均質材では見られない特殊な挙動を示し， その強度評価法の確立に向けて解決さるべき問題が多い． 本研究
では上の界面き裂と界面端部の強度評価法の開発・確立に向けての理論的， 実験的研究を進めており， 前者において
は， 脆性破壊を対象にした応力拡大係数をパラメータとしての研究， また一般にはき裂端近傍での非弾性挙動を考慮
に入れる必要があることから， 弾性から非弾性まで統一的に扱うことを可能にする CED を中心とした界面き裂パラ
メータに関する検討を行っている． 後者については軸対称問題， 三次元問題における界面端部，界面コーナー点の特
異性について研究している．

68 . Multiscale analyses of Cu/sapphire interface

 客員教授 セルゲイ ドミトリエフ [ 代表者 ]， 教授 吉川 暢宏

In this collaborative research we propose a multiscale approach to the analyses of a metal/ceramic interface． The approach
includes （i） ab initio simulations with the aim to understand physical nature of atomic bonding across the interface， adhesion
energy， and the atomic structure of the interface; （ii） fitting the interatomic potentials to the ab initio data; （iii） molecular dynamics
（MD） simulations to study the details of the misfit dislocation pattern at the interface and to compare the results with the existing
high-resolution electron-microscopy images; （iv） MD simulations of the plasticity and debonding at the interface with nanovoids;

（v） crystallographic analysis of the interface coherency． When solving the later problem， we offer a new method called the
strained lattice （SL） method for the coherency analyses of the interface between dissimilar crystals． 

69 . Discrete systems free of the Peierls-Nabarro potential

 客員教授 セルゲイ ドミトリエフ [ 代表者 ]， 教授 吉川 暢宏

We offer a systematic approach for constructing discrete nonlinear equations free of the Peierls-Nabarro potential and apply it to
the Klein-Gordon and Nonlinear Schrodinger equations． Solitons in the constructed discrete models are not trapped by the lattice，
they can move with any small velocity and can be accelerated by even weak external fields; static solitons can be placed anywhere
with respect to the lattice． Our method uses the discretized first integral of corresponding static equation． The three-point static
problem is reduced to a two-point one， which gives the possibility to obtain the exact soliton solutions iteratively from simple
algebraic equations．

70 . Theoretical strength and lattice instability

 客員教授 セルゲイ ドミトリエフ [ 代表者 ]， 教授 吉川 暢宏

Traditional studies of theoretical strength of crystals deal with a periodic cell of infinite crystal under homogeneous strain
condition． Our study involves the surface into consideration． For a two-dimensional crystal， with atoms interacting via pair
potentials， we formulate and solve the stability problem for atoms in the vicinity of perfect interface having different
crystallographic orientations． Crystal is either under tension or under compression along the surface． 

71 . Auxetic materials

 客員教授 セルゲイ ドミトリエフ [代表者 ]， 教授 吉川 暢宏

Auxetic materials， i．e．， materials having negative Poisson's ratio， have recently become a hot topic in material science． An
auxetic elastic body， being stretched in certain direction， not contracts but expands in a perpendicular direction． This counterintuitive
behavior is interesting both intellectually and from the point of view of potential applications．We discuss the microscopic model
proposed by Ishibashi and Iwata to explain negative Poisson's ratio exhibited by some crystals， e．g．， KDP， quartz， cristobalite，
among others． The model takes into account rotational degrees of freedom of relatively rigid atomic clusters． Later， the original
model was generalized to take into account the deformability of clusters that enabled us to rigorously derive the two-dimensional
elasticity theory involving microscopic rotational degrees of freedom． Relation of this theory with the classical elasticity theory is
discussed and， particularly， we demonstrate that the auxetic behavior disappears if the microscopic rotations are suppressed．
Analyzing stress distribution in a long orthotropic tube in generalized plane stain condition under internal pressure and axial load， we
found that auxeticity of the material can lead to extremely dangerous situation when stresses very rapidly in thickness direction．
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72 .多自由度が競合する複雑流体における分子緩和現象の研究

 助教授 酒井 啓司 [代表者 ]， 技術職員 平野 太一， 大学院学生 堀井 和由， 協力研究員 細田 真妃子

流れ場に加えて濃度場や分子配向，温度勾配などの自由度が相互にカップルする複雑流体においては，各自由度の
緩和過程が他の自由度からの影響を受けて特異なスペクトルを示す．この緩和スペクトルを精密に測定することによ
り，各自由度間の結合の起源を分子レベルで明らかにする試みを行っている．本年度は，ピエゾ素子を用いて純ずり
歪みを励起する四重極流動複屈折測定法を開発した．これにより，液体中のずり流動場と結合した分子回転などの局
所的な配向自由度の緩和ダイナミクスを 1Hz ～ 100kHz の広い周波数域で観察することが可能となった．現在，液晶・
ミセル・高分子など幅広い複雑流体系での自由度競合緩和現象の測定を行っている．

73 .複雑流体表面の超高分解能マイクロスコピー

 助教授 酒井 啓司 [代表者 ]， 助手 美谷 周二朗， 大学院学生（高木研） 山本 裕也，
大学院学生 飯田 汗人

液体表面の力学的物性，特に分子吸着に伴う表面エネルギーと表面粘弾性の動的変化を調べる新しい手法の開発を
行っている．本年度は局所的な電場印加によって液体表面の変形を励起し，その応答から表面の力学物性を調べる手
法を開発した．この技術により液体表面の表面エネルギーや粘弾性のみならず樹脂材料の硬化やゲル化などの動的プ
ロセスを，非接触かつ迅速に追跡することができる．本年度はプローブの形状を微細化することにより，光学顕微鏡
に匹敵する空間分解能での測定を可能にした．さらにレーザー照射によるスペックル解析により，2 次元的な粘弾性
のマッピングを試みている．

74 .フォトン・フォノンによる分子操作と分子配向素過程の研究

 助教授 酒井 啓司 [代表者 ]， 助手 美谷 周二朗， 技術職員 平野 太一， 大学院学生 堀井 和由

異方形状分子からなる液体について，レーザー光を用いた分子配向制御を試みている．熱平衡状態ではランダムに
配向する分子の集団に偏光制御されたレーザーを導入して分子配向秩序をもたらし，その秩序の程度を複屈折計測に
より定量評価する．本年度は，フォノンビームの照射により媒質中に誘起される高周波のずり変形振動により分子配
向を誘起する新しいシステムを開発した．その結果，液晶性分子等方相において並進－回転結合係数の臨界異常性が
普遍性を持つこと，またその輸送係数が形状異方性に大きく依存することを見出した．これはこれまでの光散乱によ
る観測結果を強く支持するものである．

75 .ナノ・マイクロ流体ダイナミクスの研究

 助教授 酒井 啓司 [代表者 ]， 大学院学生 笹川 直人， 大学院学生 朽名 英明

近年，直径数μm 程度の微小流体粒を用いた新たなデバイス作製技術の研究が盛んに行われている．この程度の粒
径では，マクロスケールに比べて無視できなくなる表面エネルギーや表面粘弾性，あるいは流体内イオンによる静電
相互作用により，そのダイナミクスはマクロな液滴とは極めて異なったものとなることが予想される．本研究では，
これまで精密な測定が困難であった微小複雑流体粒の静的構造や粒子運動を観測する新たな手法の開発を行ってい
る．本年度は微小流体粒子を空気中にトラップし，画像処理によってその粒径変化を迅速に測定するシステムを構築
し，微小界面からの液体蒸発現象の高精度測定を行った．また液滴の吐出・衝突に伴う変形や回転を解析することに
より，微小流体の力学物性を高い時間分解能で評価する技術を開発した．

76 . 2 次元凝集体の相転移と臨界現象の研究

 助教授 酒井 啓司 [代表者 ]， 助手 美谷 周二朗， 大学院学生（高木研） 清原 拓郎

界面活性剤分子や液晶性分子が液体表面に形成する薄膜は，環境に応じて相転移を起す．この相転移について，レー
ザー光による非接触・非破壊観察を行うとともに，薄膜を 2 次元流体とみなすモデルによる説明を試みている．本年
度は液体表面に形成される可溶性単分子膜において，吸着分子の粗密波が伝搬する様子をリアルタイムリプロンスペ
クトロスコピー法により観察した．その伝搬係数から分子の表面拡散や表面近傍におけるエネルギー状態を知ること
ができる．

77 .液体表・界面構造と動的分子物性

 助教授 酒井 啓司 [代表者 ]， 助手 美谷 周二朗， 大学院学生（高木研） 平野 裕美子

液体表面や液液界面など異なる相が接する境界領域での，特異的な分子集合体の構造や現象に関する研究を行って
いる．本年度は液面光マニピュレーション法を用いて様々な複雑流体表面の分子ダイナミクスの研究を行った．粘弾
性流体表面の物性測定手法を開発した．屈折率の異なる媒質間にレーザーを伝搬させると屈折率の小さいほうに向
かって放射圧が働き界面が局所的な変形を受ける．このとき液面の変形量が表面張力や粘弾性と相関を持つために非
接触かつ高精度で界面の物性と構造を測定することができる．この手法を用いてゾル - ゲル転移に伴う表面物性の変
化を高速で解析することにより，ゲルの表面エネルギーと弾性を決定した．この技術は，安定な LB 膜作成のデバイ
スとして有効なゲル上吸着分子膜の凝集状態モニター手法として有効である．
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78 .共鳴状態の数学的性質

 助教授 羽田野 直道

共鳴状態が定常的なシュレーディンガー方程式の固有状態として定義されることはあまり知られていません．その
複素固有値の物理的意味を改めて明らかにしました．特に，粒子数が問題なく保存されていることを示しました．ま
た，共鳴状態の発散する固有関数を数学的に定義する手法についても研究しました．

79 .非エルミート行列の固有値分布の数値計算アルゴリズム

 助教授 羽田野 直道

非エルミート行列は非平衡物理学において重要なだけでなく，最近は量子力学においてもその重要性が明らかにな
りつつあります．しかし，非エルミート行列を数値的に扱うアルゴリズムは未開発の点が多く残っています．我々は，
巨大非エルミート行列の固有値分布を効率的に求めるアルゴリズムを開発し，ライブラリ化しました．

80 .強相関系の非エルミート解析

 大学院学生 中村 祐一 [ 代表者 ]， 助教授 羽田野 直道

量子力学では通常，ハミルトニアンはエルミート演算子とされます．それを，ある特殊な形（虚数ベクトルポテン
シャルを導入する形）で非エルミート演算子に拡張したモデルを研究しています．この手法が強相関系において相関
長を求めるのに有用であることを明らかにしました．

81 .メゾスコピック系の電気伝導と共鳴状態

 大学院学生 笹田 啓太 [ 代表者 ]， 助教授 羽田野 直道

導線に接続されたメゾスコピック系は「開いた量子系」であるため，共鳴状態が存在します．この共鳴状態は，メ
ゾスコピック系の電気伝導に大きな影響を及ぼします．メゾスコピック系のコンダクタンスのピークが，共鳴状態の
位置から理解できることを示しました．ナノデバイスの動作特性を物理的に理解するのに役立ちます．

82 .経済現象の物理的モデリング

 大学院学生 饗場 行洋 [ 代表者 ]， 助教授 羽田野 直道

外国為替相場の揺らぎは，相転移点直上の揺らぎと共通しているという点から，物理的興味を持たれています．我々
は，その揺らぎの特徴を捉えるため，複数の為替相場の相互作用を考慮した新しいモデルを提唱しました．そのモデ
ルによるシミュレーション結果は実データをよく再現します．

83 .複雑な運動をする小さな量子系のダイナミクス

 技術職員 町田 学 [ 代表者 ]， 助教授 羽田野 直道

複雑に運動をする量子系を考えます．単純な量子系ならば Schroedinger 方程式を直接解くことができるでしょう．
また，粒子数が無限とみなせるほど大きな場合には自由度の多さを逆手にとって熱力学による記述ができます．我々
は中途半端な自由度の量子系の外場に対する応答に興味を持っています．このような量子系は，量子ドットやナノ磁
石として近年実験的にも作成されるようになりました．例えばナノスケールの小さな領域に電子をいくつか閉じ込め
てその境界を外から振動させてみましょう．内部の電子のエネルギーは古典的にはどんどん上昇しますが，今の場合
はエネルギーはある値まで上昇すると飽和してしまうことがわかります．我々はランダム行列を用いてこのような系
のダイナミクスを調べ，飽和エネルギーと境界の振動数の関係を求めました．つまり，境界の振動のさせ方によって
電子が吸収できるエネルギーが変化するのです．

84 .非線形シュレーディンガー方程式の固有状態

 研究機関研究員 土屋 俊二 [代表者 ]， 技術職員 町田 学， 助教授 羽田野 直道

非線形シュレーディンガー方程式は，パラメータによって本来の次元数以上の固有状態を持ちます．余分な固有状
態がパラメータと共にどのように出現するのかを解析しました．また，その固有状態へ非断熱遷移によって到達する
方法を研究しました．

85 .エネルギーの「偶然縮退」における隠れた対称性

 博士研究員 西野 晃徳 [ 代表者 ]， 助教授 羽田野 直道

超可積分カイラルポッツ（SCP）模型に見られるイジング的なスペクトルと，それと可換な XXZ 型スピン鎖のエネ
ルギー縮退の対応について研究しました．この XXZ 型スピン鎖がある部分空間でループ代数 L（sl2）の対称性を持
つことを見出し，Drinfeld 多項式の計算から，この L（sl2）対称性による縮退空間が SCP のイジング的スペクトルを
与える部分空間と同じ次元を持つことを示しました．
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86 .ハイブリッド乱流モデルの研究

 助教授 半場 藤弘

高レイノルズ数の壁乱流のラージ・エディー・シミュレーション（LES）を行うには，格子点数の制約から滑りな
し条件が困難なため壁面モデルが必要となる．レイノルズ平均モデルと組み合わせるハイブリッド型の計算が精度の
よい壁面モデルとして期待される．しかし単純に二つのモデルを組み合わせてチャネル流の計算を行うと平均速度分
布に人工的な段差が生じることがわかった．そこで本研究では，段差の原因を調べそれを取り除く数値計算法を提案
し，チャネル流に適用して検証した．その計算法をハイブリッドフィルターの差分近似として定式化し一般化を試み
た．さらに乱流モデル方程式の融合法に着目し改良を進めている．

87 .乱流の非局所的非等方的な渦粘性

 助教授 半場 藤弘

乱流モデルで良く用いられる渦粘性モデルでは局所近似を仮定している．本研究では乱流の非局所性の観点からモ
デルを検証し改良を試みた．グリーン関数を用いて厳密な非局所的渦粘性表現を導出し，チャネル乱流の直接数値計
算で検証した．さらに回転チャネル乱流に適用し，渦粘性の空間的な非局所性だけでなく時間的な非局所性や非等方
性について解析を行った．

88 .電磁流体乱流のダイナモ機構

 助教授 半場 藤弘 [代表者 ]， 助手 横井 喜充， 大学院学生 佐藤 久則

地球や太陽などの磁場は天体内部の電導性流体の運動によって駆動され維持されていると期待される．本研究では
2 スケール統計理論を用いてクロスヘリシティーと残留エネルギーの解析を行い太陽風乱流について考察した．また
より正確なグリーン関数を用いて理論解析を進め，乱流起電力のモデルの改良を試みた．

89 .回転・旋回乱流の解析とモデリング

 助教授 半場 藤弘 [代表者 ]， 助手 横井 喜充， 技術職員 小山 省司

円管内の流れに旋回を加えると中心軸付近で主流分布が凹んだり逆流が生じる，また回転チャネル乱流では絶対渦
度がゼロとなる平均速度分布が見られるなど，回転・旋回乱流は興味深い性質を示すがそれらの機構は十分に解明さ
れていない．本研究では回転チャネル乱流の直接数値計算を行い，非線形渦粘性モデルの観点から平均速度分布の性
質を考察した．また円管内乱流の LES を行い，乱流エネルギーに対する回転効果について解析した．

90 .量子ホール系を利用した半導体核スピンのコヒーレント制御

 助教授 町田 友樹 [代表者 ]， 特任助手 浜屋 宏平， 大学院学生 増渕 覚

量子状態のコヒーレント制御は，量子ビットを始めとした将来の量子情報技術を開拓する上で急速にその重要性が
高まっている．我々は量子ホール端状態における電子スピン－核スピン相互作用を利用することにより，半導体素子
中核スピンの局所的かつコヒーレントな制御を実現した．核スピンは位相緩和時間が極めて長いため応用上理想的な
系であると同時に，拡張性のある半導体素子を使用して量子状態を制御しているため素子設計の自由度が高く，今後
の幅広い応用可能性を拓く．
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機械・生体系部門

1 .血流 - 血管壁の相互作用を考慮した数値解析

 教授 大島 まり [ 代表者 ]， 産学官連携研究員 福成 洋

心疾患あるいは脳血管障害などの循環器系疾患においては，血流が血管壁に与える機械的なストレスが重要な要因
と言われている．本研究においては血流が血管壁に与える機械的なストレスに対して血管壁の変形が与える影響を解
析するため，血流 - 血管壁の連成問題に対する数値解析手法の開発を行ってきた．開発した数値解析手法を用いて実
形状の脳動脈瘤をはじめ，幾通りかの血管形状について数値解析を行い，血管壁の変形が血管内の血流および血管壁
面上のストレスの分布に影響を与えるメカニズムを解析している．

2 . Image-Based Simulation における脳血管形状の血行力学に与える影響の考察

 教授 大島 まり [代表者 ]，畝村 毅， 助手（自治医大） 庄島 正明，高木 清

重大な脳疾患であるくも膜下出血に対して，その主要因の脳動脈瘤の破裂に関連する手術ガイドライン作成が求め
られている．そこで，本研究では脳血管の血流を数値シミュレーションし，動脈瘤の発生，破裂のメカニズムの解明
を目指している．シミュレーションに用いる 3 次元血管モデルについて，医用画像から血管抽出および，3 次元構築
の手法の問題点と解決法を述べる．さらに，モデルの中心線を抽出することにより形状をパラメータ化し，モデルを
パラメトリックに変形して血管形状の血行力学に与える影響を考察する．

3 .医用画像に基づく Willis 動脈輪の 3 次元モデリングと大規模シミュレーション

 教授 大島 まり [代表者 ]，畝村 毅， 大学院学生 杉山 聡

脳動脈の発症について起きやすい家系があり，また，発症部位も同じところにできる傾向があることが報告されて
いる．そこで，同じ家系から幾つかの症例を取り出し，好発部位を含む Willis 動脈輪を MRA から抽出し，3 次元モデ
リングする手法の開発を行った．この際に，血管の形状を表すパラメータを自動抽出するような導出方法を開発した．
さらに，大規模シミュレーションを行うことより，血管形状が血行力学に与える影響を検証した．

4 .ダイナミック PIV を用いた血管モデル内の可視化計測

 教授 大島 まり [ 代表者 ]， 技術職員 大石 正道

脳動脈瘤が比較的できやすいと言われる内頚動脈の湾曲部においては，強い二次流れと非定常性により，局所的な
壁面せん断応力が加わる．その湾曲を模した血管モデル内の流れを可視化計測することにより，曲がりと流速の影響
を考察することを目的としている．非侵襲計測法である PIV（Particle Image Velocimetry：粒子画像流速測定法）は瞬
時流れ場の速度分布を調べる方法として最も進化したレーザ計測法ではあるが，振動や脈動等の非定常現象を対象と
するには時間分解能が不足していた．そこで近年開発された高速度カメラ及び高繰り返しレーザを用いて，時間分解
能を改善したダイナミック PIV システムを構築し，時系列速度分布の取得を行っている．

5 . Micro PIV によるマイクロチップ内流れの可視化計測

 教授 大島 まり [代表者 ]， 助教授 藤井 輝夫， 大学院学生 木下 晴之， 大学院学生 金田 祥平，
技術専門職員 瀬川 茂樹， 助手 山本 貴富喜

微小液滴内部流動を可視化計測することのできる計測ツールとして，共焦点マイクロ PIV システムを新たに開発・
構築した．このシステムを用いることで，液滴の任意の深さ位置における鮮明な断面粒子画像を取得し，速度解析す
ることが可能である．このシステムでは，従来のマイクロ PIV システムに比べて，およそ半分の大きさの被写界深度
を実現しているため，液滴内部の流動など，3 次元的で複雑な流れ場を詳細に調べるツールとして非常に有効である
ことが確認されている．さらに実際にこのシステムを用いて，矩形のマイクロチャネル内を移動する微小液滴の内部
流動の計測を行った．T 字型のマイクロチャネルを利用して，シリコーンオイルの連続相中にグリセリン水溶液の液
滴を連続的に生成し，その内部流れを計測した．共焦点マイクロ PIV システムの焦点位置を順に変えながら計測を繰
り返すことで，液滴内部の 3 次元空間的な流速情報を取得することができた．その結果から液滴内部の相対速度分布
を算出し，可視化することで，液滴内部の流動構造を明らかにすることに成功した．その結果，液滴内部には，チャ
ネル壁面の影響や周囲の連続相の流れによって複雑な循環流が発生していることが新たに分かった．また将来的に
は，この液滴内部の流れを積極的に活用することで，液滴の混合や化学反応といった流体操作をより効率的に行うこ
とのできる液滴デバイスを設計することができると期待される． 

6 . in vitro 脳動脈瘤モデル内のステレオ PIV 計測

 教授 大島 まり [代表者 ]， 大学院学生 坂東 佳憲， 技術職員 大石 正道

脳動脈内の流れは 3 次元の複雑な流れを示しており，in vitro における速度 3 成分を求める計測手法は流動現象を把
握するうえで重要である．そこで，本研究では CT 画像を元に構築した脳動脈瘤の 3 次元モデルを光造形により作成
し，瘤内の流れのステレオ PIV 計測を行った．その際に必要となるキャリブレーション手法として，キャリブレー
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ションプレートを用いずに行うことのできる新しい手法の開発を行った．さらに，シリコンで作成した脳動脈瘤モデ
ル内の流れ場をステレオ PIV により可視化計測している．

7 .格子ボルツマン法による細動脈内の血流解析

 教授 大島 まり [ 代表者 ]， 大学院学生 張 東植

細動脈では流れのせん断の大きさにより赤血球が変形あるいは凝集して非ニュートン的な挙動を示す．そこで，こ
のようなマイクロ混相流となっている細動脈内の血液の流れを格子ボルツマン法を用いて解析を行う．また，このよ
うな手法で血球と血漿成分の相互作用を把握することにより，血液の分析チップの設計にフィードバックしていく．

8 . in vitro 血管壁損傷評価システムの開発と動脈瘤発症メカニズムの生体力学的検討

 教授 大島 まり [代表者 ]， 助手（名古屋大） 山本 創太， 大学院学生 飯田 隆一

本研究は，血流に因る機械的刺激が血管壁に与える損傷を定量的に評価するシステムを開発し，血流による壁面剪
断応力と動脈瘤発症との因果関係を実験的に解明することを目的とする．血管損傷評価システムは，生体内を模擬し
た培養環境下で，動物から摘出した血管組織を実験対象として扱えるものとする．加えて，生体内よりも流れ場を精
度良く制御することができ，且つ検討の対象としない生理学的要因の影響を排除し，力学的要因が動脈瘤発症に及ぼ
す影響を詳細に検討可能であることを目指す．開発されたシステムにより，培養環境下の血管組織について壁面剪断
応力と内皮細胞の剥離などの血管壁変性との相関を定量的に明らかにする．さらに，高壁面剪断応力が平滑筋組織の
変性に及ぼす影響を解明する．

9 .細胞が混在したマイクロ流れを模擬したリポゾーム固液混相流の可視化計測

 教授 大島 まり [ 代表者 ]， 技術職員 大石 正道

リポゾームがマイクロ流体デバイス内を流れる「固液混相流」を，マイクロ PIV・共焦点マイクロ PIV （PIV: Particle
Image Velocimetry）の二つの手法を用いて，可視化し計測することで，生体細胞を含むバイオ混相流の流動解析への
足掛かりとすることを目的とする．具体的には，固相（リポゾーム）の挙動を PTV（Particle Tracking Velocimetry）で
追跡し，そのときの液相の流動も PIV で「同時計測」する．とくに，固相同士，固相と液相，固相と壁面の相互作用
をこれらの手法で明らかにする．これらの相互作用は，生体細胞を含む固液混相流での，細胞の変形（例えば赤血球
の変形能），細胞同士の凝集，壁面への付着（例えば細胞培養では非常に重要な現象である），といった特異なふるま
いを解明するカギとなるはずである．

10 .医学的応用を目指した PIV 画像処理の高速化

 教授 大島 まり [ 代表者 ]， 技術職員 大石 正道

様々な流動現象を詳細に計測する手法として，粒子を混ぜた流れを撮影し，画像相関を用いて速度情報を抽出する
PIV（Particle Image Velocimetry：粒子画像流速測定法）と呼ばれる手法がある．近年，PIV 機器および解析アルゴリ
ズムの革新により，時間および空間解像度が飛躍的に高まり，その重要性はさらに増してきている．一方，高精度化
に伴い画像容量は大きくなり，かつ画像処理の計算負荷も高くなるという，新たな課題に直面している．本テーマで
は医学的応用を念頭に置き，PIV による血流モデル計測について取り上げる．膨大な画像処理を効率化し，医学的に
必要な情報を得るための高度な解析アルゴリズムを最適に制御するためにPC-Gridシステムの導入を検討する． PIV処
理の Grid 化は新規性，革新性および市場価値が高く，今後必要不可欠な技術と考えられる．

11 .脳動脈瘤におけるマルチスケール・マルチフィジックスを考慮した三次元詳細解析

 教授 大島 まり [ 代表者 ]， 大学院学生 徳田 茂史

医用画像を用いた in silico シミュレーションにおいて，境界条件，特に流出境界条件を実際の現象を模擬するよう
にモデル化することは重要な課題である．本研究では，医用画像では解像することのできない末梢の血管の影響を，
一次元とゼロ次元モデルと組み合わせるマルチ・スケールモデルとして開発し，医用画像より抽出した三次元形状の
詳細解析に圧力の境界条件としてフィードバックする手法を開発する．そして，本手法の境界条件のモデルを実際の
患者の例に適用し，本手法を検証する．

12 .血管内膜における物質透過性を考慮した動脈硬化メカニズムの解明

 教授 大島 まり [ 代表者 ]， 大学院学生 関井 雄一朗

脳動脈瘤あるいは動脈硬化症などの血管病変は，血流より運ばれた，例えば LDL（Low Density Lipoprotein）やアル
ブミンなどが血管壁を透過して蓄積し，血管が変性することにより，引き起こされる．そこで，本研究は，大規模解
析により全体の濃度分布を把握し，次にその状態を境界条件として，さらに壁面透過のマイクロなスケールな計算を
行なって行く．その際に，血管壁面の透過についてモデル化する必要があるため，モデルの構築・検証を行なう．
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13 .エンジン内の強い乱れを考慮した噴霧メカニズムの実験的検証

 教授 大島 まり [ 代表者 ]， 教授（北海道大） 大島 伸行，山田 敏生，
大学院学生 武藤 昌也， 大学院学生 新井 淳

エンジン流動設計などで重要となる強い乱れの中の噴霧拡散メカニズムの解析とその有効な数値予測モデルを開
発する．今年度は，一様格子乱流中での噴霧挙動を高速ビデオ画像による可視化およびラージ・エディ・シミュレー
ションに基づく数値計算によって解析検討した．

14 .ネットワークを介した流体情報の可視化システムに関する研究

 教授 大島 まり [代表者 ]， 教授（北海道大） 大島 伸行， 大学院学生 宮地 英生

大規模な数値シミュレーションや高解像なデジタル画像センシングが研究のみならず設計開発の場にも普及しつ
つあり，流れ現象の多次元，非定常な解析データを取得することが比較的容易となった．本研究では，それらの流体
情報の可視化解析のためのネットワークを介した遠隔協調システムの開発，評価を行っている．

15 .複断面粒子画像流速計を用いた界面活性剤の抵抗低減メカニズムの研究

 教授 大島 まり， 日本学術振興会外国人特別研究員 李 鳳臣 [ 代表者 ]

高分子あるいは界面活性剤を付加することによって乱流の抵抗が軽減する現象は，かなり以前より知られていた．
この現象に関する研究は，実験的，理論的あるいは解析的に行われてきた．その結果，高分子や界面活性剤を加える
ことにより，流体が粘弾性の性質を持ち，乱流と相互作用することにより，乱流抵抗を軽減することが知られている．
しかし，まだ未知な部分が多く，例えば，付加したものによって抵抗軽減が起こるメカニズム，ニュートン流体の基
本的な現象に粘弾性が及ぼす影響や粘弾性流体の構成方程式，あるいはレオロジーの特性を計測する手法やマイクロ
スケールでの粘弾性流体の流れ等，わからない部分が多い．このような背景より，以下に示す項目について粒子画像
流速法（Particle Image Velocimetry: PIV）による界面活性剤を含む粘弾性流れの可視化計測の実験を行った．

16 .流体騒音の発生機構の解明とその制御に関する研究（継続）

 教授 加藤 千幸 [代表者 ]， 協力研究員 鈴木 康方， 技術専門職員 鈴木 常夫， 研究実習生 塚本 裕一

流体機械の小型高速化や鉄道車両の高速化に伴い，流れから発生する騒音，即ち，流体騒音の問題が顕在化しつつ
あり，その予測や低減が大きな課題となりつつある．本研究では，翼周りの流れを対象として，流れと騒音の同時詳
細計測により，流体騒音の発生機構を解明し，得られた知見に基づいて，騒音制御・低減方法を開発することを最終
的な目標として進めている．本年度は，流体騒音の発生機構を明らかにし，その騒音低減方法を提案・実証した．

17 .単独翼周りの乱流境界層と発生する空力騒音の LES 解析（継続）

 教授 加藤 千幸 [ 代表者 ]， 大学院学生 宮澤 真史

LES（Large Eddy Simulation）は，乱流の非定常な変動を計算可能な次世代の乱流解析手法としてその実用化が期待
されているものであり，比較的レイノルズ数が低い，大規模にはく離する流れに対しては，既に実用計算に使用され
つつあるが，翼周りの流れへの適用に関しては未解決の問題が多く，LES 実用化の大きな課題となっている．前記課
題を解決し，LES 解析の新たな展開の可能性を探索すべく，研究を進めている．本年度は，レイノルズ数が 10 の 5 乗
のオーダーの流れにおいて，空力騒音の定量的な予測が可能であることを検証した．

18 .圧縮性遷移翼列流れの LES 解析（継続）

 教授 加藤 千幸 [ 代表者 ]， 大学院学生 松浦 一雄

低圧タービンや小型タービンにおいては流れのレイノルズ数が 10 の 3 乗から 5 乗のオーダーとなり，翼周りの境
界層は遷移領域となる．このような翼列流れに対しては予測・設計手法が確立されておらず，これらの機械の性能向
上を図る上で大きな課題となっている．そこで，本研究では，圧縮性遷移翼列流れの高精度な予測を目指して，LES
（Large Eddy Simulation）による解析を行っている．本年度は，翼車外径 46mm のラジアルタービンと 8mm のラジアル
タービンを対象に LES 解析を行い，損失発生要因や低レイノルズ数効果などを明らかにした．

19 .小型ラジアルガスタービンに関する研究（継続）

 教授 加藤 千幸 [代表者 ]， 助手 西村 勝彦， 技術専門職員 鈴木 常夫， 大学院学生 松浦 一雄，
大学院学生 大黒 顕佑， 研究実習生 田村 理， 研究実習生 毛利 英司

マイクロガスタービンや自動車用エンジンとして小型ラジアルガスタービンの利用が活性化してきた．このラジア
ルガスタービンの高性能化のため，ラジアルタービン動翼内の 3 次元流体解析法の開発を行っている．また，モバイ
ル型電源等として期待されている超小型ガスタービンを開発するための基礎研究を行っている．本年度は，翼車外径
40mm の 2 次元形状ラジアルタービンを新たに設計・試作し，断熱効率 76% を達成した．さらに，2 軸 2 段のストレー
ト・コンパウンド型ガスタービンを採用し，超小型ガスタービンの実用化に向けて，その有効性を実証した．
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20 .プロペラファンから発生する空力騒音の数値シミュレーション（継続）

 教授 加藤 千幸 [ 代表者 ]， 大学院学生 高山 糧

本研究は，プロペラファンから発生する空力騒音の数値的予測手法を開発し，さらに，低騒音ファンの設計指針を
確立することを最終的な目標として，民間企業と共同で行っているものである．本年度は，ファンの仕切り板の位置
や形状の変化が空力特性や騒音特性に与える影響を，流れの渦構造の変化と関連付けて検討した．

21 .流れの制御による空力騒音低減法に関する研究（継続）

 教授 加藤 千幸 [代表者 ]，水島 文夫， 研究実習生 福山 恵理

新幹線の車両連結部間隙からの空力騒音発生メカニズムを明らかにするとともに，車両周りの流れを制御すること
により空力騒音を低減する方法について，実験計測と LES 解析を用いて研究を進めている．本年度は，車両の 5 分の
1 モデルを用いて車両連結部の流れと騒音の同時計測を行い，空力騒音の発生メカニズムを検討した．また，基礎研
究として 2 次元キャビティー流れを対象に，空力騒音の低減手法について検討した．

22 .段差部から発生する空力騒音に関する研究（新規）

 教授 加藤 千幸 [代表者 ]， 技術専門職員 鈴木 常夫， 大学院学生 長島 広樹，
大学院学生 横山 博史， 研究実習生 本田 拓

高速移動する車両において，小さな段差部から発生する空力騒音の低減が益々重要となっている．本研究は，段差
部から発生する空力騒音の発生機構を解明し，低減方法を開発することを目標としている．本年度は，単純な段差部
を有する流れを対象に，実験計測と LES 解析から，境界層の状態や段差部の形状などが空力騒音に与える影響を明ら
かにした．

23 .熱音響現象のエネルギー変換に関する研究（継続）

 教授 加藤 千幸 [代表者 ]， 博士研究員 上田 祐樹， 技術専門職員 鈴木 常夫， 大学院学生 加藤 敏仁，
研究実習生 村松 雄太

スターリングエンジンのピストンを音波に置き換えた可動部のまったくない熱音響機関の開発を行っている．－ 30
～ 10 ℃程度の温度域で稼動する高効率熱音響冷凍機を開発することと，比較的低温（100 ～ 500 ℃）で効率よく稼動
する熱音響機関を開発し，それを用いた発電システムを開発することを最終的な目標としている．本年度は，熱音響
機関の主要変数である音波の角振動数ω と熱緩和時間τ と比カルノー効率の関係を明らかにした．

24 .次世代流体解析システムの開発

 計算科学技術連携センター，教授（北大） 大島伸行 [ 代表者 ]， 教授 加藤 千幸，
教授 大島 まり，特任教授 寺坂 晴夫，小林 敏雄，張 会来， 山出 吉伸，

産学官連携研究員 山田 英助， 産学官連携研究員 王 宏， 産学官連携研究員 郭 陽，
産学官連携研究員 姜 玉雁， 産学官連携研究員 横井 研介

実用的な流れ数値解析のためには，流れ場の複雑さに応じて数理モデルや解析手法を合理的に選択あるいは併用す
ることが必要である．本研究では，複雑形状の非圧縮性流れ場の解析を主な対象として，異なる数理モデルや解析手
法に基づく複数の計算コードを開発し，それらの相互比較による相互検証，および，それらの高度な解析法の開発を
行う．平成 14 年度からは，文部科学省 IT プログラム「戦略的基盤ソフトウェアの開発」と連携して，汎用乱流解析
プログラム開発における計算法，解析モデルの改良，検証を行う．今年度は，特に，工学応用における実用化を目指
し，LES に基づく実証計算を進めるとともに，次世代流体解析ソフトウェア FrontFlow を開発，公開した．

25 .競漕用シェル艇の性能向上（継続）

 教授 木下 健 [代表者 ]， 海上技術安全研究所 小林 寛， 大学院学生 宮下 雅樹，
技術専門職員 板倉 博

ボート競技に用いられる用具の改良，開発と，漕法の研究を行っている．ブレードに働く流体力の非定常性を考慮
した推定法と，実際の模範的な漕手の体重移動をモデル化した艇速予測プログラムを利用し，ブレード形状の最適化
を回流水槽を用いるとともに，CFD による最適化法を試みている．

26 .係留浮体の長周期運動に関する研究（継続）

 教授 木下 健 [代表者 ]， 助手・特別研究員 佐野 偉光， 教授（九大） 吉田 基樹，
大学院学生 二瓶 泰範， 助教授（東海大） 砂原 俊之

波浪中の長周期運動は係留浮体の設計上で， 最も基本的かつ重大な課題の一つであるが， 非線形性が強く重要な研
究課題が数多く残されている． その中で波漂流力と波漂流減衰力の推定はこれまでの当研究室の研究でほぼ可能と
なった．波漂流減衰力と位相が異なる波漂流付加質量について，任意形状に適用可能な解析法の開発を開始している．
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27 .帆による非係留型メガフロート(巨大海洋構造物 ) の位置保持に関する研究

 教授 木下 健 [代表者 ]， 助教授（阪大） 高木 健， 教授（東海大） 寺尾 豊

大型浮体であるメガフ ロートは，現在のところ，比較的静謐な海域に係留設置することをベースに開発されている
が，波浪や風の影響下で非係留で自律的位置決め機能が不可欠と考えられる系については，まだ未検討である．自動
位置決めの方式，それに適した浮体形式の初期的検討と，その有力候補である帆による自動航行の概念設計を行って
いる．

28 .北太平洋における FREAK WAVE の解明と克服のための研究

 教授 木下 健 [代表者 ]， 助教授 林 昌奎， 助教授（東大） 早稲田 卓爾， 大学院学生 亀岡 福太郎，
技術専門職員 板倉 博， 学術研究支援員（東大） 中住 昭吾

船舶や海洋構造物を破壊する異常波の発生機構の解明と，予測，遭遇回避システムの構築を目指している．新しい
リモセンのアルゴリズム開発の基礎実験を水槽で行うとともに，異常波の水槽内発生法として分散線形波集中法とと
もに不安定非線形波法を開発し，船体に働く加重の非線形特性を調べている．

29 .複合粒子研磨法の開発（継続）

 教授 谷 泰弘 [代表者 ]， 協力研究員 河田研治， 準博士研究員 盧 毅申， 博士研究員 周 文軍

鏡面研磨においては研磨布が一般に利用されている． しかし，研磨布は目づまりや切れ味の劣化を起こしやすく，
研磨加工を安定させる際の足枷となっている． そこで，研磨布の代わりにポリマー微粒子を添加することで研磨布を
利用しない研磨加工複合粒子研磨法の実現を試みている． 本年度はペースト，キャリア粒子の最適化，実用を考慮し
たスラリーのリサイクル等について検討している．

30 .紫外線硬化樹脂を利用した精密切断ブレードの開発（継続）

 教授 谷 泰弘 [代表者 ]， 助教授（大阪大） 榎本俊之， 助手 柳原 聖， 研究生 李 承福

半導体ウェーハの精密切断には厚さ数十μm の薄刃の砥石が利用されているが． 熱硬化性樹脂を利用しているため
に焼成工程に時間がかかってしまう． そこで． 紫外線硬化樹脂を利用して精密切断ブレードを大量に短時間に製造す
る技術を開発した． 本年度は構造型ダイシングブレードの開発を行った．

31 .極薄研磨保持具の高速製造法に関する研究（継続）

 教授 谷 泰弘 [ 代表者 ]， 助手 柳原 聖

水晶振動子の高周波数化においてはウェーハを薄肉化する必要がある．したがって，水晶を研磨する研磨加工用保
持具も薄肉化する必要がある．本研究では電鋳技術やスピンコーティング技術を利用しながら，従来製法では不可能
であった超薄型の保持具の製造法を検討した．

32 .機械加工工具の機上再生技術に関する研究 （継続）

 教授 谷 泰弘 [ 代表者 ]， 助手 柳原 聖

機械加工工具資源の有効活用と工具交換に伴うアライメントエラー回避を目的に，工作機械上で工具を様々な仕様
に形成・再生する技術を検討している．具体的には機上で速やかに工具表層部を形成・交換できる種々のコーティン
グ技術の開発を行っている．この技術を利用して，摩耗した切削工具・研削工具・研磨工具を再生し加工を継続でき
るようにしたり，異なる種類の工具へと転換させられるようにして nm オーダの高精度機械加工技術の実現を目指し
ている．

33 .空間骨組構造の順応型有限要素解析手法に関する研究（継続）

 教授 都井 裕 [ 代表者 ]， 大学院学生 朴 哉炯

 海洋構造物，機械構造物，土木・建築構造物などに見られる大規模・空間骨組構造の様々な崩壊問題に対し，順応
型 Shifted Integration 法（ASI 法と略称）に基づく合理的かつ効率的な有限要素解析手法を開発し，静的・動的崩壊を
含む各種の非線形問題に応用している．本年度は， はりの衝撃問題を対象として，要素サイズ依存性を除去した弾塑
性損傷解析アルゴリズムを構築し，数値計算により有用性を実証した．

34 .機械・構造物の連成力学挙動の有限要素解析に関する研究（継続）

 教授 都井 裕 [ 代表者 ]， 助手 高垣 昌和

 機械部品，構造物のマルチフィールド下における連成力学挙動の有限要素解析アルゴリズムの構成と応用に関する
研究を進めている．本年度は，高温および低温の液体ナトリウムによる熱サイクルを受ける原子炉容器モデルを対象
として，熱伝導と弾粘塑性損傷を考慮した熱疲労損傷および亀裂進展解析を行い，実験結果を良好に再現した．
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35 .イオン導電性高分子材料によるアクチュエータ素子の有限要素解析に関する研究（継続）

 教授 都井 裕 [代表者 ]， 研究機関研究員 姜 成洙， 大学院学生 鄭 祐尚

 イオン導電性高分子材料（Nafion，Flemion など）および導電性高分子材料（Polypyrrol など）によるアクチュエー
タ素子の電気化学・力学連成挙動の有限要素解析に関する研究を進めている．本年度は，Nafion に対する逐次および
統合モデリングについて検討するとともに，Polypyrrol の電気化学・多孔質弾性挙動に対するパイロットプログラム
を開発した．

36 .形状記憶合金アクチュエータ素子の有限要素解析に関する研究（継続）

 教授 都井 裕 [代表者 ]，大学院学生 李 宗賓， 大学院学生 崔 大坤

 形状記憶合金（SMA）アクチュエータ素子の超弾性変形挙動，形状記憶挙動に対する解析ソフトの開発を進めてい
る．本年度は，SMA と Fe を組み合わせた SMA コンポジットコイルばねおよびダイアフラムアクチュエータの磁場・
超弾性変形連成解析を進めるとともに，多孔質形状記憶合金の構成式モデリングに関する研究を開始した．

37 .材料破壊の計算メソ力学に関する研究（継続）

 教授 都井 裕 [ 代表者 ]， 大学院学生 広瀬 智史

 計算メソ力学モデルによる材料破壊のメソスケール・シミュレーション手法の開発と各種固体材料の構成式挙動お
よび損傷・破壊現象への応用に関する研究を進めている．本年度は，高温構造物溶接部の Type クリープ損傷挙動に
おいて重要な析出物粗大化のメソ力学モデルについて検討し，有限要素解析結果と実験結果の比較により，その有用
性を検証した．

38 .数値材料試験と構造物の疲労寿命評価への応用に関する研究（継続）

 教授 都井 裕 [代表者 ]， 研究員 岩渕 研吾， 技術専門職員 岡田 和三

 材料の損傷・破断を含む構成式挙動をシミュレートするための連続体損傷力学モデルによる数値材料試験，および
有限要素法を併用した部分連成解析法の構造要素・疲労寿命評価への応用に関する研究を行っている．本年度は，既
存プログラムによる変動応力下の疲労寿命評価結果と対応する実験結果を比較検討した．

39 .工学構造体の計算損傷力学に関する研究（継続）

 教授 都井 裕 [代表者 ]， 大学院学生 田中 英紀， 大学院学生 朴 哉炯

 連続体損傷力学に基づく構成式モデルと有限要素法による局所的破壊解析法を各種の工学構造体の損傷破壊挙動
に応用するための基礎研究を行っている．本年度は， 炭素繊維シートで補強した RC 構造要素，特に界面近傍の損傷
寿命解析，横衝撃を受けるセラミック円盤の動的損傷解析を行い，それぞれ対応する実験結果と比較検討した．

40 .自己修復材料のモデリングと有限要素シミュレーションに関する研究

 教授 都井 裕 [ 代表者 ]， 大学院学生 広瀬 智史

 材料あるいは構造の安全性，信頼性，経済性を一層向上させることを目的として，生物と同様の自己修復機能を付
与した自己修復材料の開発が活発化している．本研究は，自己修復材料のモデリングおよび構造挙動の有限要素解析
法の確立を目的としており，本年度は，鋼材のクリープ損傷過程および自己修復過程の統合化モデリング解析を実施
した．

41 .題目 液相の相変化現象における素過程と熱伝達（継続）  

 教授 西尾 茂文

 蒸発・沸騰や凝固・凍結などの液相の相変化現象は， 相変化分子運動論・界線動力学・界面安定性を媒介として異
相核生成・異相成長・界面形態形成により異相構造が形成されるため， 物理的に興味深く， またエネルギー・熱制御・
素材製造・食品保存などの工学事象とも関連が深いため熱伝達の解明・制御の観点からも重要である． 本研究では， こ
うした素過程および熱伝達に関する研究を現象の物理的理解を深め，その知見から技術展開を図る研究を継続的に
行っている． 

42 .電子機器の統合冷却システム（継続）

 教授 西尾 茂文

 高集積化・高密度実装により発熱密度が急増している LSI チップについては， notebook PC に代表されるように空冷
が基本となるが， 発熱密度は在来の空冷技術で処理できる範囲を超えつつある． そこで， 本研究では， （a）チップから
の発熱を再電力化し放熱負荷を低減する要素， （b）放熱面積の拡大要素， （c）高性能なヒートシンク要素， （d）導
入空気の低温化要素を総合・統合した冷却技術， すなわち統合熱制御システムを提案し， 要素開発を開始している．
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43 .題目 低温排熱の動力化に関する研究（継続） 

 教授 西尾 茂文 [ 代表者 ]， 大学院学生 萩谷 功

 エネルギー問題は， 石油資源の枯渇を中心とした資源制約と， 地球温暖化を中心とした環境制約との両面を有す
る． 近未来においていずれが主たる制約となるかについては様々な見解があるが， いずれにしても同一の生産過程な
どにおけるエネルギー消費を押さえる省エネルギー技術と， 未利用のエネルギーを利用する未利用エネルギー利用技
術とは， エネルギー有効利用技術の核である． 本研究では， 後者の中で動力化が難しく熱利用として注目されている
低温排熱を再動力化するソフトエンジンシステムの開発を目指している． 本年度は， 熱電素子に注目し，その温度差
利用率を飛躍的に高めるための高効率フィン構造を細径ヒートパイプにより構築する研究を行った．

44 .免震された精密生産施設のためのピエゾアクチュエータを用いた総合的アクティブ微振動制御
システム

 教授 藤田 隆史 [ 代表者 ]， 技術専門職員 嶋崎 守

半導体工場などの精密生産施設には，建物内部の設備機器をも効果的に地震から守るために，免震構造の採用が望
ましい．本研究では，4 基の多段積層ゴムで支持された 2 層建物モデル（3m×5m×4mH，総質量 6t，免震層と上部構造
物の柱と梁にピエゾアクチュエータを装着）を用いて，免震された精密生産施設の，設備機器や人間の歩行によって
発生する内生微振動と，地盤振動や風による外来微振動を総合的にアクティブ制御するシステムを研究し，せん断型
粘性ダンパを用いたパッシブ免震と柱・梁にピエゾアクチュエータを装着したスマート構造との組合わせが最適シス
テムであるとの結果を得ている．

45 .超磁歪アクチュエータ駆動の油圧システムを用いた可変摩擦ダンパによる建築構造物のセミア
クティブ免震

 教授 藤田 隆史 [ 代表者 ]， 協力研究員 佐藤 英児

超磁歪アクチュエータ駆動の油圧システムを用いた可変摩擦ダンパによって，免震効果を損なうことなく免震構造
特有の大きな相対変位を出来るだけ小さくし得るセミアクティブ免震システムの研究を行った．まず，可変摩擦ダン
パ（最大減衰力約 3kN）の基本特性実験を行い，その解析モデルを構築した．さらに，縮尺免震建物モデル（2 層鉄
骨フレーム構造の上部構造物（総質量 6450kg）を 4 台の転がり支承で支持し，コイルばねで復元力を与える方式の免
震構造）に上記の可変摩擦体ダンパを取り付けた実験モデルによって振動制御実験を行い，ほぼ満足し得るセミアク
ティブ免震性能を確認した．

46 .単結晶引上げ装置用アクティブ・パッシブ切換え型免震装置に関する研究

 教授 藤田 隆史 [代表者 ]， 研究員 鎌田 崇義， 民間等共同研究員 古川 裕紀， 研究実習生 前田 晃博

単結晶引上げ装置は，弱地震動によって，機器自体ではなく製造中の単結晶が破損する．本研究は，このような単
結晶引上げ装置の地震対策のために，弱地震動に対しては良好なアクティブ免震性能を発揮して単結晶の破損を防止
し，強地震動に対してはパッシブ免震によって引上げ装置自体の破損を防止することが可能なアクティブ・パッシブ
切換え型免震装置を開発している．アクチュエータにはリニアモータと ＡＣ サーボモータを，また，制御則にはモ
デルマッチング法をはじめ種々の手法を，実験モデルを用いた振動制御実験を通して，比較検討している．

47 .美術品用転がり型免震装置の研究

 教授 藤田 隆史 [ 代表者 ]， 民間等共同研究員 上田 智士

本研究では，円弧と傾斜した直線からなる形状のレール上を転がる車輪によって鉛直荷重を支持する直線運動機構
を，直交するように上下に重ねた機構を基本構造とする免震装置について，美術品展示ケースへの適用に関する研究
を行っている．実大の美術品展示ケースを用いた振動実験を実施し，良好な免震性能を確認するとともに，作成した
解析モデルの妥当性を検証した．

48 .スマート・タイヤ・システムを用いた自動車の運動制御に関する基礎的研究

 教授 藤田 隆史 [ 代表者 ]， 研究員 鎌田 崇義， 助手 大堀 真敬， 大学院学生 浅田 千織， 研究実習生 増田 洋司

本研究では，スマート・タイヤ・システムを用いてタイヤ・路面間の力をリアルタイムで直接測定することを前提
に，その計測値を用いた自動車の運動制御について研究している．本年度は，スマート・タイヤ・システムによって
算出が可能となるタイヤ稼働率を制御量とした直接ヨーモーメント制御手法を提案し，シミュレーション解析によっ
て，従来の制御手法よりも良好な制御性能が得られることを示した．

49 .弾性ホイールの動的挙動の解析

 教授 藤田 隆史 [代表者 ]， 技術専門職員 嶋崎 守， 大学院学生 稲垣 守威

最近，自動車の騒音や振動を軽減するために開発された弾性ホイール（リムとディスクの間に特殊なゴム・リング
を取り付けたホイール）が注目を集めている．しかしながら，その走行時の動的挙動には未解明の部分が多く残され
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ている．本研究は，弾性ホイールの動的挙動を解明するための理論解析を目的としており，その第 1 段階として，ユ
ニホーミティ試験における動的挙動を解析対象としている．

50 .スプリングバックフリー成形を実現するための熱間・温間プレス加工

 教授 柳本 潤 [ 代表者 ]， 大学院学生 小山田 圭吾

薄板プレス成形後のスプリングバックは，この技術分野における永遠の課題でありその低減技術の学術的・経済的
効果は非常に大きい．近年，地球環境維持のための車両軽量化のために比強度の高い金属素材の利用が増加している
が，これらの素材のスプリングバックは大きく，製造加工において大きな問題となっている．本研究の過程で，高張
力鋼板でも 500 ℃といった温間温度域でスプリングバックをゼロにできることを，世界で始めて見出した．

51 .高温変形加工時の材料組織変化に関する研究 

 教授 柳本 潤 [ 代表者 ]， 技術職員 柳田 明

熱間加工においては塑性変形により誘起される再結晶を利用した， 結晶構造制御が行われる． この分野は， 加工技
術（機械工学）と材料技術（材料工学）の境界に位置しているため， 重要度は古くから認知されてはいたものの理論
を核とした系統的な研究が極めて少ない状況にあった． 本研究室では， 再結晶過程についての実験的研究と， FEM を
核とした理論の両面からこの問題に取り組んでおり， 既に数多くの成果を得ている． 

52 .超強加工によるスーパーファイン機能素材の一発創成

 教授 柳本 潤 [ 代表者 ]， 大学院学生 長藤 圭介

熱間押出し法による，超微細粒金属素材の一パスでの創成について研究を行い，単純成分系鉄鋼材料でも粒系 2 ミ
クロンを下回るの素材の製造が可能であることを示した．

53 .高機能圧延変形解析に関する研究

 教授 柳本 潤

1990 年より供用が開始された圧延加工汎用 3 次元解析システムは， 多くの事業所・大学に移植され広範囲な圧延加
工の変形・負荷解析に利用されている． 種々の圧延プロセスの解析を精度良く行うための改良は現在も継続して行わ
れているが， 同時に本年度より， 財団法人生産技術研究奨励会に設置された特別研究会「高機能圧延変形解析研究会」
において， 産学共同による利用技術開発を平行して実施している． 

54 .冷間集合組織創成に関する研究

 教授 柳本 潤

冷間プレス加工による成形性を支配する要因は， マクロな視点では金属材料の面内異方性である． 面内異方性はミ
クロな視点では結晶方位分布により支配されるため， 塑性変形・再結晶・変態による結晶方位分布の変化の定量化は
重要な課題である． 本研究では， 冷間集合組織創成メカニズムの検討と， 集合組織創成のための新たな加工機械の開
発を目指している． 

55 .通電加熱の特性と変形加工への応用 

 教授 柳本 潤

通電加熱圧延では均一温度分布を得ることが雰囲気加熱に比べ容易であり， 今後変形加工における温度制御手段と
して有効に機能していくことが予想される． 本年度はステンレス鋼の組織制御のための温度制御手段の確率を目的と
して， 通電加熱の特性を実験的に検討し， 圧延と組み合わせた組織制御を実施した． 

56 .異種材料の常温でのマイクロ固相接合およびこれを利用した 3 次元立体構造の迅速造形

 教授 柳本 潤 [ 代表者 ]， 大学院学生 角田 夏樹

広範囲な異種材料の接合に利用できる，材料分流を利用した接合方法を提案し，マイクロ部材の接合への適用につ
いて基礎研究を行っている．本年度は，サブミリ寸法について検討を行い，健全な接合が可能であることを実験的に
明らかにした．またこの手法を 3 次元構造体の造形に利用し，RP への適用可能性について検討を行った

57 .ムラサキイガイの空間と餌をめぐる競争モデルの開発

 助教授 北澤 大輔 [ 代表者 ]， 大学院学生 藤本 周平

ムラサキイガイは，沿岸に設置された人工構造物に付着する生物のうちで最優占種であり，世界各国では主要な養
殖種でもある．ムラサキイガイは，餌の摂取や酸素の消費などの活動により周辺水質に影響を及ぼすが，その影響を
定量的に予測するための既存のモデルは，群集の餌摂取や酸素消費速度を過剰に評価する傾向にあった．これは，ム
ラサキイガイがお互いに積み重なり，種内で激しく競争する様子をモデルに組み込んでいないためであった．そこで，
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まずムラサキイガイの競争の様子を調査するため，隅田川河口域においてムラサキイガイを人工基盤に付着させ，各
個体の成長速度と群集内の位置との関係についてモニタリングを行った．さらに，ムラサキイガイの空間と餌をめぐ
る競争を考慮に入れ，群集の餌摂取，酸素消費速度をより精度良く予測する競争モデルを開発した．

58 .琵琶湖物理場－生態系結合数値モデルの開発

 助教授 北澤 大輔 [ 代表者 ]， 講師（工学院大学） 金野 祥久，
上席統括研究員（滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター） 熊谷 道夫， 研究実習生 石塚 瞳

近年の地球温暖化や陸域からの汚濁物質の負荷は，琵琶湖の北湖湖底付近において観測されている溶存酸素濃度の
低下に影響を及ぼしていると考えられている．特に，温暖化とそれに伴う河川水温の上昇は，湖内の鉛直混合を弱め，
酸素を多く含んだ沿岸水，河川水の湖底への流入を妨げているとの報告がある．従って，温暖化が北湖湖底付近の溶
存酸素濃度に及ぼす影響を評価するために，湖流や水温を予測する物理モデルと，湾内の低次生態系や栄養塩濃度，
溶存酸素濃度を予測する化学・生物モデルとを結合させた琵琶湖全循環モデルを開発している．特に，循環期におけ
る物理現象の予測精度の向上を目指して，乱流モデルや風成循環の導入を行ったところ，循環期の混合層の深化を再
現するためには風摩擦による対流混合を考慮に入れる必要があることが分かった．

59 .オーガニックエビ養殖法に関する数値モデルの開発

 助教授 北澤 大輔 [代表者 ]， 研究実習生 山吉 信行，大内 一之

世界に流通しているエビの多くは，主に東南アジアを中心として設置されている養殖池で生産されている．多くの
養殖池では，抗生物質を含む大量の餌の投与により高密度養殖が行われているが，養殖を開始してから数年後にはウ
イルスによるエビの大量死や養殖池の水質悪化が起こり，新たな養殖場建設のために水田の改変やマングローブ林の
伐採が行われる．このような問題を解決し，養殖池の持続的利用を可能とするために，密度流拡散装置の活用が有効
であると考えられている．密度流拡散装置は，養殖池底部に発生する貧酸素水塊をなくし，底部にたまったヘドロを
再びエビの餌となるプランクトンの肥料として利用させるものであると期待されている．本研究では，密度流拡散装
置の効果を予測するとともに，より最適な装置の仕様を提案するための物理数値モデルを開発した．

60 .大規模集積流路ネットワークの形態設計・評価に関する研究(継続 )

 助教授 白樫 了 [代表者 ]， 助手 高野 清， 大学院学生 田村 学

本研究では，流路系を熱物質交換という機能の下に組織化されたマルチスケールの大規模集積流路ネットワークと
してとらえることで，流路ネットワークの設計・製造の概念を構築することを目的としている．具体例として，携帯
サイズの燃料電池のリフォーマーや消化器系の人工臓器の流路ネットワーク設計と製作をおこなっている．

61 .メタンハイドレートの誘電損失特性に関する基礎研究（継続）

 助教授 白樫 了 [ 代表者 ]， 大学院学生 笠原 邦彦

高圧・氷点以上の低温環境下で安定なメタンハイドレートの誘電スペクトル特性を明らかにすることで，海中のハ
イドレートの探査，分解促進，メタン充填率の簡易定量計測へ利用の可能性を調べる．

62 .耐凍結・乾燥性糖類（トレハロース）が生体由来物質（タンパク質）の凍結乾燥に及ぼす影響に
関する研究 （継続）

 助教授 白樫 了 [代表者 ]， 助教授 金 範埈， 助教授 竹内 昌治， 助教授 野地 博行

二糖類のトレハロースは，細胞やタンパク質の保護効果があることが知られている．本研究では，トレハロースの
タンパク質に対する活性維持効果を実験的に調べる．また保存中に変化するトレハロースが内包する結合水の状態変
化を種々の方法で測定することで，結合水の状態とタンパク質の活性の関連性を調べる． 

63 .電子顕微鏡下のマイクロアセンブリ

 助教授 土屋 健介

生体を構成する細胞，染色体，DNA などの微細な生体試料に対して，リアルタイムで観察しながら目的とするとこ
ろだけを切り取って抽出したり，解体して構造を調べたりするなどの要求を満たすために，電子顕微鏡で観察しなが
らマニピュレータで操作を加えるシステムを開発する

64 .生体材料の力学特性の局所的計測

 助教授 土屋 健介

冠動脈内や脳血管内の血栓は，心筋梗塞や脳硬塞を引き起こす．血管の断面積や内壁の抗血栓性などの他に，たと
えば血管のコンプライアンスのような力学特性が，血栓の成長に関係すると言われているが，それを評価する指標が
ない．本研究では，特に手術中に in vivo の血管の力学特性を計測するシステムを開発し，力学特性が血流や血栓の成
長に与える影響を調べる．
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65 .肝再生用担体を目指した，生分解性ポリマーからなる多孔体の SLS 造形に関する研究

 助教授 酒井 康行， 助教授 新野 俊樹 [代表者 ]， 大学院学生 黄 紅雲， 大学院学生 成毛 宏道

様々な自由形状造形法の中で，Selective Laser Sintering 法（以降 SLS 法）は材料選択の自由度の広さと，その結果
として得られる造形物の高い物理的強度によって，近年その利用が急速に拡大している手法のひとつである．本手法
は，積層造形法の宿命的な欠点として，薄物造形時に生じる造形物のそりを最小化するため，造形粉末および造形容
器内雰囲気温度の精密な制御が必要になり，また，造形物が多孔性になることも避けられない．一方，肝など大型の
高代謝臓器の再生に関わる再生工学では，培養の際に形状を付与する担体が，生体吸収性の材料から構成され，多孔
質で，かつ培養組織にまんべんなく培養液を供給するための微細流路を有している必要がある．本研究では，SLS 法
の多孔質になるという欠点を，逆に利点として生かし，さらに複雑構造の造形が容易だという利点をのばして，SLS
法によって肝再生用の担体を造形することを目指している．

66 .超柔軟マニピュレータに関する研究

 助教授 鈴木 高宏 [ 代表者 ]， 助手 新谷 賢

弾性の存在を必ずしも前提としない，より柔軟な系の動力学と制御を考え，それにより新たなロボットシステムを
創造することを目的に研究を行っている．2005 年度においては，索状超柔軟アームによるマニピュレーションの一つ
として，投射・巻付きによる物体の捕獲についての研究を行い，前年度における解析により得られた知見を用いて制
御法を構築した．

67 .メカトロニック人工食道の開発

 助教授 鈴木 高宏 [ 代表者 ]， 助手 新谷 賢

柔軟ロボティック・メカトロニックシステムの応用の一つとして，食道の蠕動による咀嚼物搬送機能を機械的機構
に代替する，メカトロニック人工食道の開発を行っている．2005 年度においては，前年度に引き続き粘性対象の搬送
効率に関する実験をさらに行ったほか，それにより得られた知見を用いて第 2 号試作機の設計を検討した．

68 .人間・自動車・交通流系の動的挙動と制御

 助教授 鈴木 高宏 [代表者 ]， 教授 桑原 雅夫， 教授 須田 義大

国際・産学共同研究センター サステナブル ITS プロジェクト（sITS）に参加し，その研究テーマの一つとして開始
した研究である． ITS 環境の普及段階においては，自動運転車と人間の運転する手動運転車との混在が予想されるが，
そのような環境は非常に動的で複雑な挙動を伴い，しばしば安全性や効率を損ね，ITS 技術の本来の価値を発揮でき
ないおそれがある． この動的挙動の解析と制御に関しては，以前にも簡単なシミュレーションによる検討を行ったも
のだが，sITS における DS（運転シミュレータ）および TS（交通シミュレータ）などを統合し，出来うる限り現実に
近い交通環境を模擬可能なシミュレータ環境を用いることで，より現実的な解析や制御の研究が行える． 2005 年度に
おいては，統合シミュレータ環境に不可欠な，人間運転行動モデルの構築のため，DS 被験者実験や交通計測による
運転走行データを用いてモデルのパラメータ同定を行う研究や，戦術的車線変更モデルに関する研究などを行った．
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情報・エレクトロニクス系部門

1 .脳における情報表現および情報処理の数理モデルの研究

 教授 合原 一幸 [ 代表者 ]， 助教授 鈴木 秀幸

神経細胞の発火率による符号化と同期性による符号化を使い分けるデュアルコーディング仮説の提唱や神経細胞
の学習則についての理論研究など，脳における情報表現や情報処理に関する諸問題についての理論的研究を行なって
きている．また，実験研究者との共同研究を通じてより実データに基づいた数理モデルの構築を行い，理論的立場か
ら神経細胞における現象の理解を目指している．さらに，これまでの理論解析をもとに神経モデルの実装によるアナ
ログ計算デバイスの開発にも取り組んでいる．

2 .細胞内反応ネットワークの数理理論

 教授 合原 一幸

近年の急速な分子生物学的知見の蓄積により，細胞内化学反応によって構成されるネットワークの挙動を数理的視
点から統合する重要性が高まっている．特に，高い非線形性を伴う動的現象や細胞内化学反応にともなう大きな確率
的ゆらぎの役割を理解するためには，数理的手法は不可欠である．本研究室では，数理的解析手法の構築とシミュ
レーションを用いた発見的手法を並行して行うことにより，細胞内反応ネットワークの動的現象や細胞内ゆらぎの背
後に存在すると期待される，生命の一般原理を明らかにすることを目指している．

3 .カオス力学系理論とその応用

 教授 合原 一幸 [ 代表者 ]， 助教授 鈴木 秀幸

カオスを典型例とする非線形動力学理論によって，複雑でありながらその背後に規則性を有する現象とそれを記述
する非線形理論によって，様々な複雑システムを理解することにある．この非線形数理モデルを中心に，その解の定
性的振る舞いの変化を解明する分岐解析どの基礎的な研究から，脳の情報処理や風況の時系列解析など，実世界のカ
オスに関する応用研究までを行っている．

4.量子ドット及びフォトニック結晶を有する次世代情報通信素子の研究～文部科学省ITプログラム
「光電子デバイス技術開発」

 教授 荒川 泰彦 [代表者 ]， 教授 榊 裕之， 教授（スタンフォード大） 山本 喜久， 教授 藤田 博之，
教授（東大） 樽茶 清悟， 教授 平川 一彦， 教授（京大） 野田 進， 教授 平本 俊郎，

教授（横浜国大） 馬場 俊彦， 助教授 高橋 琢二， 助教授（東大） 染谷 隆夫， 助教授 年吉 洋， 講師 岩本 敏，
特任教授 石田 寛人， 特任教授 勝山 俊夫， 特任教授 臼杵 達哉， 特任助教授 塚本 史郎，

助教授（電気通信大） 山口 浩一，横山 直樹，大橋 啓之，辻 伸二，石川 正行

2002 年度より文部科学省世界最先端 IT 国家実現重点研究開発プロジェクトの一つとして「光・電子デバイス技術
の開発」プロジェクトを推進している．本プロジェクトにおいては，半導体ナノテクノロジーを中心とした基盤技術
開発により，次世代高性能光源および関連光・電子デバイスを実現し，将来の情報ネットワークに向けた素子技術の
革新化をはかる．幸いこれまで高性能量子ドットレーザや超高 Q 値フォトニック結晶ナノ共振器を実現し，通信波長
帯単一光子発生素子など量子情報技術の基盤固めに成功するなど，世界の注目を集める重要な成果を達成することが
できた．本プロジェクトは，経済産業省高度情報基盤プログラム・フォトニックネットワークデバイス技術開発プロ
ジェクトと緊密に連携をはかっている．主要研究分野は， （1）量子ドットやフォトニック結晶を中心とした半導体ナ
ノテクノロジーの開発 （2）ナノ光・電子デバイス技術の開発（3）量子情報通信素子技術基盤の開発（4）有機・分
子・バイオエレクトロニクス技術の探索研究である．

5 .ナノ構造の形成技術の開拓～光通信波長帯における高均一高密度 InAs 量子ドット形成技術～

 教授 荒川 泰彦 [代表者 ]， 特任助教授 塚本 史郎， 講師 岩本 敏

次世代高機能量子ドット光デバイスの実現に向け，重要な基盤技術である光通信用波長帯における高均一・高密度
量子ドット結晶成長技術の開発を進めている．これまでに，成長パラメータの最適化により，室温で 1．32μm にて
発光する高均一な量子ドット（半値幅 16．5meV）を作製可能にし，InGaAs 歪緩和層で量子ドットを埋め込むことで，
1．52μm 付近においても，15．9meV という極めて狭い半値幅を持つ量子ドットの作製に成功した．また，量子ドッ
トの下地に GaSb を導入することで，～ 2x1011cm-2 の超高密度化や，InAs 量子ドットに対する Sb 照射や InAs/InNAs
近接 2 層積層量子ドット構造による長波長化に取り組み，後者では室温で 1．48μm を達成した．一方，p 型変調ドー
プによる発光強度増加を確認し，発光の高効率化も図っている． （電通大等との共同研究）
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6 .ナノ構造の形成技術の開拓～ GaN 系量子ドットとフォトニック結晶の形成～

 教授 荒川 泰彦 [ 代表者 ]， 講師 岩本 敏

窒化ガリウム（GaN）系半導体は，青紫色や深紫外域レーザ実現に向けて研究が活発に進められている．また，高
温動作が可能な単一光子発生源としても期待されている．本研究では，青紫や紫外域量子ドットレーザや高温動作可
能かつ高効率な単一光子発生器の実現を目指し，MOCVD 法による高品質で密度の制御が可能な GaN 量子ドットの形
成技術を確立した．また，世界で初めて GaN 量子ドットを有する 2 次元フォトニック結晶の作製に成功した．短周期
構造（周期 :150 nm）において非常に高いアスペクト比（3 以上）と優れた垂直性を持つ窒化物フォトニック結晶構造
は世界でも例がない．現在，窒化物系高効率単一光子発生器の実現に向けて，高 Q フォトニック結晶ナノ共振器の作
製などを進めている．

7 .ナノ構造の光電子物性の探究～ InAs 系量子ドットの光物性～

 教授 荒川 泰彦 [ 代表者 ]， 講師 岩本 敏

InAs 系量子ドットの物性研究は光通信帯光デバイス，量子情報素子への応用を図る上で非常に重要である．本研究
では，まず，高速変調，温度無依存性等，量子ドットレーザの高パフォーマンス化へ向け，p 型変調ドープ層を持つ
InAs 量子ドットの発光特性を調べた．アンドープの InAs 量子ドットと比べ，発光強度の増大（7 倍程度），その温度
依存性の減少，発光寿命の減少を観測した．また，単一量子ドット光物性制御技術として，電圧方向について対称な，
面内方向電場特有のシュタルクシフトを観測した．さらに，スピンを用いた量子演算の基盤技術として，熱アニール，
歪緩和層（SRL）導入により InAs 量子ドットの g 因子を変化させ得ること，及びその物理的起源を示した．（樽茶研，
北大等との共同研究）

8 .ナノ構造の光電子物性の探究～フォトニック結晶ナノ共振器中の量子ドットの光物性～

 教授 荒川 泰彦 [ 代表者 ]， 講師 岩本 敏

高 Q フォトニック結晶ナノ共振器に量子ドットを導入することで現れる様々な興味深い物理現象の探索を進め，高
効率単一光子発生素子などの量子情報素子へ応用することを目的としている．波長 1．55μm のフォトニック結晶ナ
ノ共振器モードに結合した InAs 量子ドット発光をはじめて観測し，100 倍程度の発光強度の増強を実現した． Q 値は
約 3000 でこの波長域での量子ドットを有する微小共振器では世界最大である．また 2 次元フォトニック結晶スラブ
型ナノ共振器中の量子ドットについて，単一量子ドット分光を行いパーセル効果に起因する発光強度の明瞭な変化を
確認した．量子ドットを有するフォトニック結晶ナノ共振器において 1 ～ 2 万程度の Q 値も観測されており，今後は
強結合状態の実現とその物性解明を目指す．また，3 次元フォトニック結晶への量子ドットの導入や，単一光子発生
器の高効率化に向けた新しいナノ共振器構造の設計なども進めている．

9 .ナノ構造の光電子物性の探究～窒化物半導体量子ドットの物性とその応用～

 教授 荒川 泰彦 [ 代表者 ]， 講師 岩本 敏

窒化物半導体は，青紫色発光デバイス，又はハイパワー電子デバイスの材料として注目を集めており，既に青色
LED・LD が市販されている．当研究室では，この興味深い材料で構成された量子ドット構造の光物性・光デバイス
応用の研究を行っている．これまで GaN 量子ドットについて，ドットサイズに依存する発光再結合時間や原子状離散
発光スペクトル，負の励起子分子結合エネルギーといったことを明らかにしてきた．また InGaN 量子ドット構造につ
いては，発光起源にはまだ議論すべき課題が残っているものの，少なくとも三次元的に局在した状態からの原子状離
散発光スペクトルを確認している．また近年注目を集めている量子情報において重要と考えられている単一光子発生
器への応用も検討しており，高温動作や電流駆動といった課題に取り組んでいる．（Stanford 大等との共同研究）

10 .ナノ光電子デバイスの実現～高性能光通信用量子ドットレーザ及び量子ドット光増幅器の開発～

 教授 荒川 泰彦 [代表者 ]， 特任教授 臼杵 達哉， 講師 岩本 敏

量子ドットに特有な 3 次元量子閉じ込め構造に起因する高速変調・高温度特性・低チャープ・高飽和出力などの優
れた特徴を生かした，光通信用量子ドットレーザ・光増幅器の研究開発を行っている．これまでに我々は，量産性に
おいて有利である MOCVD 法を用いて試作した量子ドットレーザにおいて，世界最長波長である 1．28μm での室温
連続発振動作を実現している．また，温度特性向上のために p 型ドーピングを量子ドット活性層に施し，20 ℃から 70
℃まで電流を調整することなく 10Gb/s 直接変調動作する温度無依存レーザを実現した．一方，量子ドット光増幅器で
は偏波無依存化の検討を行い，1．6μm までカバーできる長波長帯において，広帯域で偏波無依存の量子ドットから
の発光を確認した． 

11 .ナノ光電子デバイスの実現～青色面発光レーザの基盤技術開発～

 教授 荒川 泰彦 [ 代表者 ]， 講師 岩本 敏

青色面発光レーザなどの GaN 系垂直微小共振器デバイスは，高速高密度光記録用光源，衛星経由量子暗号通信用単
一光子発生器などへの応用が期待される．我々は要となる高品質 GaN 系ミラーの作製技術を確立し，すでに青色面発
光レーザの室温光励起発振に成功している．また，垂直微小共振器型青色 LED を試作し，指向性や単色性の向上を確
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認した．さらに，GaN 系 n 型高反射率ミラー作製技術や GaN 系半導体高密度面発光素子プロセス技術も独自に開発
するなど，電流駆動青色面発光レーザの実現へ向けて着実にノウハウを蓄積してきた．最近では青色単一光子発生デ
バイス実現を図り，GaN 系量子ドット形成技術との統合も推進している．

12 .ナノ光電子デバイスの実現～ MEMS 集積化フォトニック結晶素子の開発～

 教授 荒川 泰彦 [代表者 ]， 特任教授 勝山 俊夫， 講師 岩本 敏

機能性フォトニック結晶素子の実現を目指し，MEMS（微小電気機械システム）によるフォトニック結晶の光学特
性を制御する素子を提案しデバイス開発を進めている．この素子では，フォトニック結晶中の光と外部構造体のエバ
ネッセント相互作用を変化させることにより，素子特性を制御する．ごく最近，MEMS 集積化フォトニック結晶導波
路素子を作製することに成功し，波長 1．55μm 帯において印加電圧 60V で消光比約 10dB のスイッチング動作を観
測した．これは MEMS による 2 次元フォトニック結晶光学特性の制御を初めて実験的に示したものである．今後，一
層の小型化・低電圧および高速化を図ると同時に，フォトニック結晶ナノ共振器を制御する素子の開発に取り組む．
（生研・年吉研との共同研究）

13 .量子情報デバイスの基礎技術研究～量子ドットを用いた通信波長帯単一光子発生器の開発～

 教授 荒川 泰彦 [代表者 ]， 特任教授 臼杵 達哉， 講師 岩本 敏

量子ドットは単一光子源の有力な候補として盛んに研究されている．特に光ファイバーの伝送損失が少ない通信波
長帯では，光ファイバーに効率よく光を取り入れる発生器の光学構造設計が量子ドットの作製とともに重要な開発項
目である．我々はシミュレーションにより構造を最適化し，InAs/InP 量子ドットが埋め込まれた発生器で世界初の単
一光子実証に成功した．また単一光子パルスの光ファイバー伝送実験を実施し，損失が最も少ない 1．55μm では
30km の伝送にも成功した．一方，将来的な電流駆動型単一光子デバイスに向けた研究開発も実施している．電流注
入を局所化することにより電流電圧特性を改善し，1320nm を超える波長での単一量子ドット EL 発光を観測してい
る．（NIMS，Stanford 大等との共同研究） 

14 .量子情報デバイスの基礎技術研究～半導体ナノ構造のスピン物性制御～

 教授 荒川 泰彦 [ 代表者 ]， 講師 岩本 敏

電子スピンを自在に制御することは，従来にない新しい機能を有するデバイス応用につながる．特に，量子ドット
中のスピンは量子コンピューティング実現の候補の 1 つであり，光による制御が容易であることから，量子情報通信
との整合性が良いと考えられている．一方，窒化物半導体は小さなスピン軌道相互作用とワイドギャップを有するこ
とから，スピンの長寿命が期待されている．本研究では，InGaN 量子井戸におけるスピン緩和を室温で初めて観測し
た． In 組成の増加と共に InGaN 量子井戸内に In-rich 量子ドットが形成し，スピン寿命が顕著に長くなることを見出し
た．さらに，GaN 量子ドットのスピン物性評価も進めており，スピン偏極度の温度存性が小さいことを確認した．

15 .次世代有機半導体デバイスの研究開発～有機フォトニック素子の開発～

 教授 荒川 泰彦 [ 代表者 ]， 講師 岩本 敏

発光を示す有機材料は色素レーザをはじめ，最近では次世代のフラットパネルディスプレイ用光源として期待され
る有機 EL 素子やバイオセンサー等に用いられている．我々は，フォトニック結晶を利用した高効率有機 EL 素子やナ
ノスケールセンサー，また，大面積発光素子に向けた高分子 EL 素子等に関する研究に取り組んできた．これまでに，
フォトニック結晶による有機 EL 素子からの発光スペクトルの変化とそれに起因する 100% 程度のスペクトル強度の
増大を観測した．また，可溶性の新規高分子材料を開発しその EL 発光にも成功している．最近では，点欠陥有機フォ
トニック結晶の作製に始めて成功し，欠陥モードに起因するスペクトルを観測した．（染谷研，工藤研等との共同研究） 

16 .量子情報デバイスの基礎技術研究～プラスティックエレクトロニクス技術基盤開発

 教授 荒川 泰彦 [代表者 ]， 助教授 工藤 一秋， 助教授（東大） 染谷 隆夫

有機半導体トランジスタは，作製が容易で高温プロセスを必要としないため，プラスチック基板上のフレキシブル
デバイスや大面積デバイスへの応用が可能であり注目を集めている．我々は，高移動度材料として期待されるペンタ
センを中心に研究を進めており，（1）キャリア輸送現象の探求，（2）高移動度化，（3）デバイス応用を研究の目的と
している．最近では，ペンタセン薄膜トランジスタにより 1 cm2/Vs を超える移動度を得ている．デバイス応用として
は，有機 EL ディスプレイの駆動回路として，有機トランジスタの応用を試み，有機 EL 素子の駆動に成功している．
また，新規材料の探求や単分子デバイスへの展開も検討している．

17 .自然雷の研究

 教授 石井 勝 [代表者 ]， 技術職員 齋藤 幹久， 技術職員 藤居 文行， 協力研究員 奥村 博，
協力研究員 Hidayat， Syarif

 自然雷の放電機構， 雷放電のパラメ－タに関する研究を， おもに電磁界による観測を通じて行っている． また， 雷放
電位置標定システムの精度向上， VHF 帯および MF 帯電磁波の多地点での高精度時刻同期観測による雷雲内放電路の
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3 次元位置標定， 静的電界変化の多地点観測による雷雲内電荷分布の研究を行っている．冬季に電力設備に被害をも
たらす落雷の大部分が，地上からの上向きリーダで開始するタイプであることを明らかにし，その放電路モデルを提
案した．

18 .電磁界パルス( EMP) の研究

 教授 石井 勝 [代表者 ]， 大学院学生 宮嵜 悟， 大学院学生 川沼 岳明， 協力研究員 馬場 吉弘

 雷放電や， 高電圧回路のスイッチングに伴って発生する電磁界パルス（EMP）のモデリング， 伝搬に伴う変歪， 導
体系との結合などについて研究を進めている． 電磁界変化波形の多地点測定データにもとづく帰還雷撃放電路のモデ
リング，観測された電磁界波形にもとづく帰還雷撃の雷放電路内電流分布推定，建造物が雷撃を受けたときの室内の
誘導磁界の強さの解析などを試みている．

19 .雷サージに関する研究

 教授 石井 勝 [代表者 ]， 大学院学生 宮嵜 悟， 協力研究員 馬場 吉弘

 3 次元過渡電磁界解析コードと回路解析コードにより， 送配電線や建築物に落雷が生じた時に発生する雷サージを
立体回路で計算し， 電気設備や建築物の幾何学的構造，大地導電率，雷放電路の特性などが雷サージ波形に及ぼす影
響を調べている． また発生する雷サージ波形は波尾の短い非標準波形になるため，数十 cm 級気中ギャップの非標準
波形電圧による絶縁破壊特性を実験的に検討している．

20 .インパルス高電圧計測の精度向上に関する研究

 教授 石井 勝 [ 代表者 ]， 協力研究員 馬場 吉弘

 抵抗分圧器を使用したインパルス高電圧計測を， モーメント法または FDTD 法による 3 次元過渡電磁界解析手法で
数値的に模擬し， 種々のパラメータが測定系の特性に及ぼす影響を調べている． また国家標準級測定系同士の比較試
験を通じて，このクラスの測定系の不確かさのレベルを確認した．

21 .公開鍵暗号方式を用いた放送サービスの拡張

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 共同研究員 小川 一人

放送，インターネットブロードキャストサービスにおいては，契約時に配布される秘密鍵を受信機に保存し，コン
テンツ配信のサービスを享受する形態となっている．この形態では，家庭外でサービスを享受することは困難である．
家庭外でサービスを享受するようなユーザ利便性を高めるために，秘密鍵を持ち歩くサービス形態が考えられるが，
秘密鍵漏洩に対する対策が必要となる．そこで，Token を使用して，秘密鍵を使用する回数を制限する手法を提案し
た．本手法により，鍵漏洩に対する被害を最小限に抑えるとともに，ユーザは家庭外でのサービス享受が可能となる．

22 . BB84 量子鍵配送プロトコルの為の双対符号を含む LDPC 符号構成法

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 大学院学生（松浦研） 大畑 真生

情報理論的安全性に基づく One-Time Pad 暗号は，安全な鍵共有が問題となる．この問題の 1 つの解決策が BB84 量
子鍵配送プロトコルである．このプロトコルは，量子力学のの許す範囲での如何なる攻撃に対しても無条件安全性が
保障されており，雑音のある量子通信路において，2 つの線形符号を用いた誤り訂正が有用である．しかし，実際に
構成するのは困難である．本論文では実際に，双対符号を含む LDPC 符号を用いて構成した．さらに構成した符号に
ついて最小距離や内径を厳密に与え，実際に実験も行った．

23 . BB84 量子鍵配送プロトコルの為の非正則 LDPC 符号と双対符号の符号語解析

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 大学院学生（松浦研） 大畑 真生

BB84 量子鍵配送プロトコルの無条件安全性に有用な CSS 符号構成は困難である．本論文では，良い復号特性を持
つ LDPC 符号を用いて CSS 符号構成を行う状況に対し．CSS 符号構成の困難性の起因となっている，符号の復号性能
評価において，実験により考察を与えた．それにより，重みの小さい符号語が存在する確率が低いことを実験により
示した．

24 .秘密鍵漏洩およびネットワーク変化に対応できる匿名通信路の研究

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 共同研究者 山中 晋爾

従来オニオンルーティングをベースとした匿名通信路に関する研究では，ネットワーク構造の変化を考慮したもの
はなかった．また，そこで用いられる公開鍵暗号に関しても，秘密鍵の漏洩対策は，特に利用者である「人」に依存
したものではなかった．これに対し我々は，ヒューマンクリプトの概念を元に，ネットワーク構造の変化適応可能な
匿名通信路の構成方法を提案し，さらに，バイオメトリクスを利用した暗号文復号用秘密鍵の漏洩対策を行い，人に
安心感を与える技術を構築した．
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25 . Advanced Techniques for Security Evaluation and Design of Cryptographic Primitives

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 外国人客員教授 Miodrag J． Mihaljevic

The following two important classes of cryptographicprimitives have been considered: （i） stream ciphers， and（ii） broadcast
encryption． The both classes have a varietyof applications， and jointly they appear as important componentsregarding the digital
rights management （DRM）．Novel techniques have been developed for security evaluation ofcreation stream ciphers: The
decimated sample based algebraic andfast correlation attacks have been proposed and analyzed as thegeneral techniques for security
evaluation as well as the designguidelines．Dedicated time-data-memory trade-off approaches have been proposedfor security
evaluation of broadcast encryption （BE） schemes anda generic vulnerability of certain BE schemes has been identified．A novel
BE approach based on employment of time-bound cryptographickeys has been proposed and its advantages in comparison with
thetraditional BE paradigm have been pointed out．The achieved results have been published as 6 international journalclass papers
and three international conference papers （during theyear 2005）

26 . A construction of efficient group signature schemes and application of group signature

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 大学院学生 古川 潤

We propose a new group signature scheme which is secure if we assume the Decision Diffie-Hellman assumption， the q-Strong
Diffie-Hellman assumption， and the existence of random oracles．  The proposed scheme is the most efficient among the all
previous group signature schemes insignature length and in computational complexity．We also proposed restrictive partially blind
signature schemes by leveraging a group signature． A restrictive partially blind signature schemes are a variant of restrictive blind
signature schemes， whose model， security requirements， and a specific scheme are introduced by Maitland et al．  However， their
scheme is provably secure only when the number of restrictive partially blind signatures that are issued is logarithmic to its security
parameter． We propose a scheme that isprovably secure even when this number is polynomial of its security parameter．  In addition
to the above result， we found the security requirements introduced by Maitland et al． are not satisfactory and proposed refined
security requirements．

27 . A construction of efficient mix-net schemes

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 大学院学生 古川 潤

We propose a novel scheme to prove the correctness of mix-net that is composed of multiple shufflings， in such a way that the
computational complexity of its verifier does not depend on the number of its composite shufflings． We call this scheme an
aggregate shuffleargument scheme．  Although a similar scheme proposed by Abe exists， our scheme is much more efficient． In
fact， the computational cost required for the verifier in our scheme is less than 1/60 of that in Abe's scheme．

28 . A general technique for enhancing the security of cryptographic protocols

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 大学院学生 古川 潤

Pass showed a 2-move deniable zero-knowledge argument scheme for any NP language in the random oracle model at Crypto
2003．  However， this scheme is very inefficient because it relies on the cut and choose paradigm （via straight-line witness
extractable technique）．  In thispaper， we propose a very efficient compiler that transforms any Sigma-protocol to a 2-move
deniable zero-knowledge argument scheme in the random oracle model，z which is also a resettable zero-knowledge and resettably-
sound argument of knowledge．  Since there is no essential loss of efficiency in our transform， we can obtain a veryefficient
undeniable signature scheme and a very efficient deniable authentication scheme．

29 . On the oblivious transfer capacity of the erasure channel

 教授 今井 秀樹 [代表者 ]， 外国人博士研究員 Kirill Morozov

One of the most important primitives in two-party distrustfulcryptography is oblivious transfer， a complete primitive fortwo-
party computation． The oblivious transfercapacity of a noisy channel measures the efficiency of informationtheoretical reductions
from 1-out-of-k， l-string oblivious transferto noisy channels． It is defined as the maximal achievable ratio l/n，where l is the length
of the strings whichare to be transferred and n is the number of times the noisychannel is invoked． This quantity is unknown in a
general case． Fordiscrete memoryless channels， it is only known to be non-negligible forhonest-but-curious players． We compute
the OTcapacity of the erasure channel for the case of honest-but-curiousplayers and， for the fully malicious players， we give its
lowerbound．

30 . Efficient Protocols Achieving the Commitment Capacity of Noisy Correlations

 教授 今井 秀樹 [代表者 ]， 外国人博士研究員 Kirill Morozov

Bit commitment is an important tool for constructing zero-knowledge proofs and multi-party computation． Unconditionally
secure bit commitment can be based， in particular， on noisy channel or correlation where noise considered a valuable resource．
Recently， Winter， Nascimento and Imai introduced the concept of commitmentcapacity， the maximal ratio between the length of
a string which the sender commits to and the number of times the noisy channel/correlation is used． They also proved that for any
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discrete memoryless channel there exists a secure protocol achieving its commitment capacity however， no particular construction
was given． Solving their openquestion， we provide an efficient protocol for achieving the commitment capacity of discrete
memoryless systems （noisy channels and correlations）．

31 .定点観測システム収集データを利用したインターネット空間補間手法の提案と早期異常検知へ
の適用

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 共同研究員 田村 研輔

昨今，インターネット全体を攻撃対象としたワーム等の活動が活発である．これらの活動の特徴の一つとして，IP
アドレスを順列にスキャンする局所的な IP アドレス選択法を用いる場合が多いことが挙げられる．そこで，本研究で
は，インターネット空間における IP アドレス軸を考え，拠点間の距離を定義した．このような定義により，近距離間
の拠点同士は類似した局所的な攻撃を受けることになるため，これまで困難とされてきた局所的な攻撃の早期検知が
可能となる．本研究では，警察庁で運用する定点観測システムで収集したデータに基づき，インターネット上に被害
を及ぼしたワーム等の攻撃の早期検知に活用した結果を示し，未知の攻撃への活用可能性について議論する．

32 . Various viewpoints analysis of the actual and large-scale data by using the data mining
technique 

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 共同研究員 田村 研輔

インターネット上では，様々な種類の攻撃が行われており，それらの攻撃に対する予測や事前防御を行うことは容
易ではない．しかし，生存ホストや開放ポートの調査を行い，その結果に基づいて侵入を試みる攻撃を行ってくる攻
撃者が多く存在する．そこで，本研究では，警察庁で運用するインターネット定点観測システムにおいて収集した膨
大な量の攻撃データにデータマイニング手法を適用することにより，調査行為と侵入行為との関連性を抽出した．そ
の結果，論理的には把握しづらい攻撃間の関連性を発見することができた．本研究では，そのような攻撃間の関連性
を管理者が認識することにより，調査行為を受けた後に行われる恐れのある侵入行為を予測することができるように
なることを目的としている． 

33 .単一のパケットを大容量記憶装置なしに事後追跡できる IP トレースバック技術

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 技術職員 細井 琢朗

インターネット環境においては，通常，発信元アドレスの真偽に関係なく宛先へパケットが送られる．そのため，
他人への成り済ましが容易にできる．IP トレースバック技術は，パケットの受信先から実際の発信元を特定できる，
逆探知手法である．残念ながら，既存の方法の内で事後追跡が可能な方式では，追跡のために，高速動作する大容量
記憶装置の設置か，多くのパケットの収集が必要となる．我々は，Bloom フィルタとパケットマーキング法を組み合
わせることで，単一のパケットを大容量記憶装置なしに事後追跡できる方式を提案し，その性能を評価した．

34 .プライバシ保護技術の評価フレームワークに関する検討

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 博士研究員 鈴木 雅貴

A lot of privacy enhancing systems have been proposed． However，it is difficult to compare with each other， because of their
varietyof goals and assumptions．Therefore the framework evaluates them is necessary．We assume that the framework
multilaterally evaluatethe systems with the axis of the capability， the cost and the convenience．In capability evaluation of the
framework， we propose that the method consists of three steps;analysis of privacy information to protect，analysis of information
that adversaries can obtain，and analysis of privacy information that derived from information adversaries get．Moreover，we
discuss how to analyze inthe steps．

35.サーバ側におけるID の全数探索を必要とせず同期ずれに強いRFIDシステムの実現に関する一考察

 教授 今井 秀樹 [代表者 ]， 博士研究員 鈴木 雅貴

RFID タグシステムに対する一つの攻撃方法として，攻撃者がタグの発信する情報間のリンクを取り，タグ所有者を
推定したり，その位置を把握したりする方法がある．この攻撃への対策方法として，ハッシュ関数や共通鍵暗号を用い
てタグが発信する ID を毎回変更する方法が提案されている．しかし，これらの方式は，受信したデータから ID を探索
する際に，サーバ側でハッシュ関数や共通鍵暗号をサーバの管理するタグ数に比例した回数実行する必要がある．また，
タグの内部状態を更新する方式では，サーバ側でタグの内部状態を正しく把握する必要がある．これらの問題の解決策
として公開鍵暗号の利用があるが，RSA などの公開鍵暗号はタグにおける計算コストが膨大となり現実的でない．そこ
で，我々は上述の問題点を解決しつつ，タグ側の負担を軽減する方法を考察する．
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36 .現実的な時限付鍵管理方式の考察

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 博士研究員 野島 良

時限付鍵管理方式は，時間制限のないサービスにおいて有用な鍵管理方式である．この方式には，効率に関して二
つの重要なパラメータ（端末における秘密情報のサイズ，時間計算量）がある．本稿では，DAG を使いこの二つのパ
ラメータを同時に小さくすることが不可能であることを示す．また，時限付鍵管理方式に対する安全性要件を若干弱
めると，秘密情報サイズと時間計算量を同時に小さくする方式が存在することも合わせて示す．

37 .チャレンジ・レスポンス型 RFID 認証方式の考察

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 博士研究員 野島 良

本稿では，RFID タグのような計算資源の乏しい計算端末に適した認証方式を考察する．特に，タグとリーダの間
のコミット・チャレンジ・レスポンス（CCR）型の認証方式に注目する．CCR 型の認証方式で利用する関数が持つべ
き性質について議論し，どのような性質を有する関数を使えば能動的攻撃者のなりすまし攻撃に対して安全な認証方
式を構築できるかを明らかにする． また昨今，プライバシへの社会的な関心が急速に高まっているため，認証方式に
おいても匿名性は重要な安全性要件の一つとなっている．そこで本稿では，方式の匿名性に関して検討を行い，匿名
性を維持しつつリーダのタグ探索時間のコストを削減する方式も合わせて議論する．

38 . On the Provable Security of Efficient Public Key Cryptosystem

 教授 今井 秀樹 [代表者 ]， 大学院学生 崔 洋

We study various aspects of the provable security of public key cryptosystem． i）． We build the first generic conversion for common
public key cryptosystem， to obtain the chosen chiphertext attack security without redundancy． ii）． We build the most efficient Tag-
KEM/DEM construction， with the best known provable security reduction cost． iii）． We proves generic solutions to deal with chosen
ciphertext attack， in the presence of the decryption errors． iv）． We investigate the relations between a specific kind of Public Key
Cryptosystems and signature． The research will enhance the performance and contribute to the foundation of Public Key Cryptosystem．

39 .著作権保護のためのブラックボックス不正者追跡方式に関する研究

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 大学院学生 松下 達之

コンテンツ配信者が暗号化したディジタルコンテンツをサービス加入者に同報通信路を利用して配信するシステ
ムにおいて，不正に作成された復号器の入出力を観測することのみにより，その復号器の作成に加担した不正者を特
定することをブラックボックス追跡と呼ぶ．従来方式では，より強力な攻撃者（不正復号器）を想定した場合，ブ
ラックボックス追跡が不可能となる問題，またはブラックボックス追跡の処理ステップ数が莫大とある問題があっ
た．本研究では，これらを解決する，公開鍵方式に基づいたブラックボックス追跡方式を提案する．

40 . Formal Analysis of Password-based Authentication Protocols

 教授 今井 秀樹 [代表者 ]， 大学院学生 Abdelilah Tabet

Formal methods for verification of security protocolshave proved a high talent in finding potential attacks that are detected
automatically． Many formal methods have been proposed in the literature． In our research we investigate the abilities of two well-
known and powerful publicly available automated verification tools: CSP/FDR model checking and AVISPA in finding potential
attacks on Password-based authentication protocols， and propose new inference rules to enable these methods to detected new
algebraic attack called partition attack． 

41 . Privacy Preserving Signature Scheme with Enhanced Security

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 博士研究員 張 鋭

We propose the first universal designated verifier signature （UDVS） scheme whose security can be proven without random
oracles， whereas the security of all previously known UDVS schemes are proven only when random oracles are assumed． To
achieve our goal， we present a new short signature scheme without random oracles， which is a variant of BB04 scheme． We also
give new security definitions to UDVS． We note that our weakest security definitions are even stronger than any of previously
known security definitions: We allow adversaries to behave more adaptively in oracle accessing and we also consider adaptive
chosen public key attacks． The security of our UDVS scheme is then proven according to the new security requirements．

42 . Intrusion detection systems: Architecture， Detection， Privacy

 教授 今井 秀樹 [代表者 ]， 大学院学生 Abdulrahman M． S． Alharby

Intrusion detection systems （IDSs） used  to maintain networks security against any possible attacks． In our research， we work
on detection algorithms to build more efficient detection models， and studying how to protect users privacy against any possible
violations caused by IDSs． Also，  Besides studying alarms reductions techniques， we try to develop more efficient and secure
architecture for distributed IDS． As an application we apply Anomaly IDS to protect the Security Protocols．
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43 .開示条件を制御可能な電子文書墨塗り技術

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 大学院学生 宮崎 邦彦

署名つき電子文書は，必ずしも署名したときのまま利用されるとは限らない．たとえば，行政文書が情報公開制度
に基づき開示されるときには，そこに記述された個人情報や国家安全情報は，通常「墨塗り」された上で開示される．
この一連の手続きを従来の電子署名技術を使って実現しようとした場合，保管時に付与した署名が，文書の一部が墨
塗りされたことにより，検証できなくなる可能性がある．この問題への対策技術として，電子文書墨塗り技術が提案
されている．われわれは，開示部分に対する追加的な墨塗りの可否を制御可能かつ開示箇所の個数を秘匿可能な電子
文書墨塗り技術を提案した．またビット単位で効率的に墨塗り可能な方式を提案した．

44 .動的ネットワークにおける双方向匿名通信路構築手法

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 科学技術振興特任研究員 田村 仁

動的ネットワークにおける双方向通信では，送信時に利用していた経路が返信時には利用できないケースは当然考
慮されるべきである．しかしながらとりわけ，返信先を知ることができない匿名通信のようなケースでは問題はそう
単純ではない．例えば匿名掲示板によるカウンセリング活動など，返信までのタイムラグがあるアプリケーションほ
どその様な問題に陥る可能性は高い．しかしこうした点について従来の匿名通信方式では十分に考慮されているとは
言い難い．そこで本研究では，主な既存方式の特徴や問題点を整理した上で，新たに高いデータ可用性を備えた方式
を提案する．また，我々の提案方式を含め種々の組み合わせについて匿名性，データの可用性，及び操作のコストと
いう観点からの比較検証を行なった．その結果，従来の代表的な双方向匿名通信方式であるオニオンルーティングの
みを用いる場合に比べても総合的に性能の良い組み合わせを示すことに成功した．

45 . Efficient and Leakage-Resilient Authenticated Key Transport Protocol Based on RSA

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 博士研究員 辛 星漢

Let us consider the following situation: （1） a client， who communicates with a variety of servers， remembers only one password
and has insecure devices with very-restricted computing power and built-in memory capacity; （2） the counterpart servers have
enormous computing power， but they are not perfectly secure; （3） neither PKI （Public Key Infrastructures） nor TRM （Tamper-
Resistant Modules） is available． Our main goal of this paper is to provide its security against the leakage of stored secrets as well
as to attain high efficiency on client's side． For those， we propose an efficient and leakage-resilient RSA-based Authenticated Key
Establishment （RSA-AKE） protocol suitable for the above situation whose authenticity is based on password and an additional
stored secret． The RSA-AKE protocol is provably secure in the random oracle model where an adversary is given the stored secret
of client and the RSA private key of server． In terms of computation costs， the client is required to compute only one modular
exponentiation with an exponent e in the protocol execution． We also show that the RSA-AKE protocol has several security
properties and efficiency over the previous ones of their kinds．

46 .プライバシを保護した電子チケットシステム

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 大学院学生（津田塾大） 三神 京子

近年，様々な権利証を電子化した電子チケットサービスが普及してきている．チケットが電子化されたことにより，
チケット発行者は，ユーザの入場・使用記録を得ることができるようになった．それに伴い，新しいサービスも始め
られているが，そのような情報は，ユーザの行動を追跡することができるため，ユーザのプライバシーが脅かされる
可能性がある．そこで，我々は，チケット発行・使用や譲渡の際のユーザの匿名性を保証した電子チケットシステム
を提案する．また，本システムではグループ内譲渡も可能なため，サービスに幅をもたせることができる．

47 . Security and informatics based on physics

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 協力研究員 今福 健太郎

His research is being conducted on hardware andphysical security technology; heis also interestedin to analyze and
experimentally verify the modelbased on physics and quantum information theory．

48 .量子情報セキュリティと不確定性関係

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 協力研究員 宮寺 隆之

量子論を用いた二つのプロトコルについての安全性を，量子論の基本原理である不確定性関係を直接に用いて論じ
た．まず，量子鍵分配プロトコルの安全性証明において重要な役割を果たす Information-Disturbance 定理の改良及び一
般化を，エントロピー型不確定性関係を用いて行った．次に，I．Damgaard， S．Fehr， L．Salvail， C．Schaffner により
Quantum Bounded Storage の仮定の下での Oblivious Transfer の安全性証明において用いられた新しい不確定性関係を，
一般の観測量の組に関するものへと一般化を行い，その一般化された不確定性関係を用いて，プロトコルに用いる基
底が理想的でない場合にも Oblivious Transfer が可能となる量子メモリのサイズを求めた．
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49 . Directed Acyclic Graph Encryption ( DAGE) and Efficient Broadcast Encryption

 教授 今井 秀樹 [代表者 ]， 大学院学生 Nuttapong Attrapadung

DAGE generalizes hierarchical identity-based encryption （HIBE） schemes， which dealt only with tree hierarchies of identities，
to more complex ones namely directed acyclic graph （DAG） hierarchies． We provide a unified security notion for arbitrary DAGs．
It turns out that we can castany key-evolving encryption primitives as DAGE （varied by the underlying DAGs）， thus the security
notion unifies the notions of these primitives． This helps us relating and understanding more about them． A secure
concreteconstruction of DAGE for arbitrary DAG is then realized． （2） A new efficient broadcast encryption scheme is proposed．
It is the first scheme that obtains ciphertext   and key size independent of n while keeping computational cost sub-linear in n．

50 .タイト安全な ID ベース暗号方式の提案

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 大学院学生 五味 剛

ID ベース暗号は公開鍵として ID 情報を利用することが可能な公開鍵暗号方式で，近年の研究により安全性が証明
可能な方式が提案されている．しかし，これらの方式はタイト安全ではないため，十分な安全性を満たすためには巨
大な鍵サイズを必要となる という問題がある．これに対し我々は，署名方式でタイト安全を実現するする Katz-Wang
テクニックを ID ベース暗号へ応用し，さらに平文の暗号化に IND-CCA 安全な共通鍵暗号を用いることで，タイト安
全かつ効率的な暗号文サイズの ID ベース暗号を提案した．

51 .無線 LAN の脆弱性への対策の調査，及びより安全な代替策の提案

 教授 今井 秀樹 [代表者 ]， 大学院学生 吉田 雅徳

無線 LAN の標準規格である IEEE802．11 では，最初に公開された段階から暗号化方式として，WEP（Wired Equivalent Privacy）
を採用している．しかし，この暗号化方式には脆弱性が発見されており，攻撃者はある程度の通信を傍受することで，使用さ
れている秘密鍵を取得することができる．無線 LAN 機器メーカーはこの脆弱性に対して対策を行っているが，攻撃ツールの
発展に比べ，不十分なものである．本研究ではまず，メーカーによる脆弱性に対する対策の現状を調査し，それらが十分であ
ることを明らかにした．また，理論的な研究に基づいて，より安全な代替策を提案し，ソフトウェアで実装を行った．

52 . ID ベース暗号の安全性解析と応用

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 協力研究員 花岡 悟一郎

ID ベース暗号は，その応用範囲の広さから，近年国際的に活発な研究がなされている暗号技術となっている．本研
究においては，ID ベース暗号の安全性について多角的で詳細な解析を行うとともに，より安全な構成方法について提
案を行う．また，ID ベース暗号を用いた応用について議論を行い，特に，鍵漏洩に対して安全な公開鍵暗号の構成方
法を検討している．具体的には，ID ベース暗号に求められる最強の安全性の概念を明らかにし，また，そのような安
全性をもつ方式の具体的な構成方法を提案し，また，鍵漏洩に対しても安全な ID ベース暗号の提案などを行っている．

53 . Relations Among Notions of Security for Identity Based Encryption Schemes

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 大学院学生（松浦研） 楊 鵬

従来の公開鍵暗号の安全性定義の間の関係は，既に 1998 年 BDPR 四人が CRYPTO98 で明確し証明したが，ID ベー
ス暗号（IBE）において独自的攻撃モデルがあるので，IBE の安全性定義の間の関係を不明だった．我々はこれら不明
の関係を明らかにし，厳密的に証明した．その結果，全ての攻撃モデルに対しても IND と SS は等価であり，特に
CCA2 攻撃モデルに対して IBE の場合にも IND と NM は等価である．

54 . Towards security enhancement with efficient reduction for identity based encryption

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 大学院学生（松浦研） 楊 鵬

弱い安全性（OW-CPA）を持った公開鍵暗号方式を強い安全性を持った暗号方式（IND-CCA）に変換する手法とし
て，藤崎・岡本変換（FO99CRYPTO）をよく知られている．しかし，ID ベース暗号（IBE）では公開鍵は任意の文字
列が利用できるため，FO99CRYPTO は IBE においても応用できるかどうかまだ分からなかった．我々は FO の一般性
を確実た．ただし，そのまま IBE に応用したら変換手法は十分よくないと分かった．そこに IBE の環境で FO を少し
改良したところ，より良い変換手法を提案した．

55 . Applying Fujisaki-Okamoto and REACT to ID-Based Encryption

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 大学院学生（松浦研） 楊 鵬

弱い安全性（IND-CPA か OW-PCA）を持った公開鍵暗号方式を強い安全性を持った暗号方式（IND-CCA）に変換
する手法として，藤崎・岡本変換（FO99PKC か REACT）をよく知られている．しかし，ID ベース暗号（IBE）では
公開鍵は任意の文字列が利用できるため，FO99PKC と REACT は IBE においても応用できるかどうかまだ分からな
かった．我々は一般性を確実た．ただし，そのまま IBE に応用したら FO99PKC の変換手法は十分よくないと分かっ
た．そこに IBEの環境でFO99PKCを少し改良したところ，より良い変換手法を提案した．一方REACTの改良は不要だ．
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56 .電子情報化社会におけるプライバシ保護を目的とした匿名プロトコルに関する研究

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 大学院学生 繁富 利恵

電子情報会社会において，プライバシ保護の研究は必要不可欠と言われているが，従来の非電子情報におけるセッ
ティングにおける解決策だけでは十分とはいえない．そこでこの研究では，電子情報化社会における新たな問題とし
てあげられる履歴情報に関するプライバシ保護の研究を行い，その解決策として匿名プロトコルが有用であると考
え，様々な問題設定と解決策をしめす．

57 .可搬媒体を用いたクローン機器発見技術

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 大学院学生 五味 剛

コンテンツの著作権を保護する技術としては，管理団体がライセンスを発行し，ライセンスを持たない不正機器に
よるコンテンツの再生・コピーを防ぐ技術がある．しかしこれらのシステムではライセンスの漏洩や水増し利用に
よって同一のライセンスを持つクローン機器の存在を許してしまう恐れがある．これに対し我々は，可搬媒体の固有
性，あるいは機器の更新履歴を利用してクローン機器を効率的に発見するシステムを提案した．

58 .情報セキュリティ技術を実現する符号化法の研究

 教授 今井 秀樹 [代表者 ]， 協力研究員 萩原 学

暗号は広い意味で符号化技術の一つである．符号化法の主要な研究は幾つかの流れが在るが，その中でも具体的な符号
化法の構築研究は重要なものである．特に，セキュリティ技術の実用の観点からは欠かすことのできない．本研究では量
子暗号の頑健性を増す技術，そして，電子透かし技術の効率性を高める技術を与える符号化法の提案に成功している．

59 .攻撃モデルに基づいた暗号モジュールの評価に関する研究

 教授 今井 秀樹 [ 代表者 ]， 大学院学生 山岸 篤弘

情報セキュリティシステムを構築する上で，暗号アルゴリズムの安全性が重要であることは言を待たないが，現実
の情報セキュリティシステムでは，安全性の確認された暗号アルゴリズムをソフトウェア（ファームウェア）やハー
ドウェアで実現（実装）した暗号モジュールが利用される．そのため情報セキュリティシステムの安全性を確保する
ためには暗号モジュールの安全性を確認することが重要となる．本研究では，暗号モジュールに要求されるセキュリ
ティ要件を，暗号モジュールが曝されるであろう脅威（攻撃）に基づいて構成し，さらにそのセキュリティ要件に基
づいて暗号モジュールの適合性評価を行う仕組みや，情報セキュリティシステムの設計過程で得られる暗号モジュー
ルに対する要件から最適な暗号モジュールを選択する手法を提案している．

60 .半導体ナノ構造の研究( 1) －電子状態の量子的制御と物性・機能の解明－

 教授 榊 裕之 [ 代表者 ]， 教授 荒川 泰彦， 教授 平川 一彦， 助教授 高橋 琢二， 助教授（東大） 秋山 英文，
技術職員 川津 琢也，技術職員 柴田 憲治， 産学官連携研究員 鳥井 康介， C． Jiang，
M． Lachab，， 近藤 直樹， 大学院学生 秋山 芳広， 大森 雅登，大学院学生 小林 茂樹，
大学院学生 奈良田 新一， 山附 太香史，協力研究員 井下 猛， 田中 一郎， 小柴 俊，

教授（カリフォルニア大） S． J． Allen， 主任研究員（CNRS-ENS） G． Bastard

10nm（ナノメートル）級の半導体超薄膜を積層化したヘテロ構造や SiMOS 構造内の極薄チャネルでは， 電子の量
子的波動性が顕在化し， 新しい物性や機能が現われるため， 種々のデバイスの高性能化や高機能化に利用されつつあ
る． 本グループは， これら超薄膜に加え， 量子細線や量子箱（ドット）構造を対象に， 電子状態の量子的な制御法の高
度化と新素子応用の探索の研究を進めている． 特に，結晶の微傾斜面上の原子ステップを活用した多重量子細線や表
面超格子構造に加えて， 自己形成法で得られる InAs 系や GaSb 系の量子箱や量子リング構造を中心に， 電子の量子状
態を理論解析するとともに， CW および時間分解レーザ分光・と磁場中の伝導計測・容量電圧分光やトンネル分光な
どによる解明を進めている．低次元の電子や励起子の量子状態， 電子の散乱・拡散・トンネル透過・緩和などの過程
や， 電子正孔対の束縛・解離・再結合過程の特色や制御法に関し， 新しい知見を得た．特に，正孔のみを束縛する GaSb
系ドットやリング状構造の電子状態の特異性を明らかにした．これらの成果をまとめた総合報告書を作成配布すると
ともに，公開国際シンポジウムを開催し，内外に成果を発信した．

61 .半導体ナノ構造の研究( 2) －高性能・超微細 FET と新電界効果素子－

 教授 榊 裕之 [代表者 ]， 技術職員 川津 琢也， 技術職員 柴田 憲治， 産学官連携研究員 C． Jiang，
大学院学生 秋山 芳広， 協力研究員 野田 武司， 教授（Finland 国立技研 VTT） J． Ahopelto，

大学院学生（Finland ヘルシンキ工科大 VTT） M． Prunilla

AlGaAs/GaAs などのヘテロ構造を用いた超高速 FET と SiO2/Si 構造を用いた MOSFET は， 電子工学の最重要素子の
ひとつである． これらの 10nm（ナノメートル）級の超薄伝導層を用いた FET や量子細線を伝導路（チャネル）とす
る FET素子の高機能化と高性能化の研究を進めている． 特に， ヘテロ系 FETに関しては， チャネル近傍に InAsやGaSb
の量子箱を埋め込んだ素子のメモリー機能と電子散乱の解明， 自己形成によるステップ型量子細線チャネル内の 2 次
元および 1次元電子伝導， さらに InGaAsやGaAs系ヘテロ系 FETの容量・電圧特性や雑音特性に関する研究を進めた． 
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62 .半導体ナノ構造の研究( 3) －トンネル伝導素子および単電子素子－

 教授 榊 裕之 [代表者 ]， 技術職員 川津 琢也， 技術職員 柴田 憲治， 大学院学生 秋山 芳広，
大森 雅登， 大学院学生（平川研） 小林 茂樹， 協力研究員 田中 一郎， 産学官連携研究員 C． Jiang

トンネル障壁を 2 重に設けた素子構造では， （1）特定波長の電子波が共鳴的にトンネル透過したり，（2）2 枚の障
壁間に蓄積される電子の静電的な作用で伝導が抑制される．この現象の素子応用可能性を探っている．特に， 自己形
成 InAs 量子箱を埋め込んだ GaAs/AlGaAs 二重障壁ダイオードを対象として零次元電子の関与した共鳴トンネル効果
を調べるとともに， ヘテロFETのチャネルの近傍に InAsやGaSb系の量子箱や量子リングを埋め込んだ素子において，
単一の電子の捕捉の関与したメモリー現象と光検出器応用の検討を進め，その高性能化の研究を進めている． また， 20
nm 程の周期の界面凹凸を持つヘテロ構造伝導路に量子ポイント接点構造を作り込み，準弾道伝導特性における局在
効果や多体効果を明らかにした． 

63 .半導体ナノ構造の研究( 4) －光学的性質の探求とフォトニクス素子応用－

 教授 榊 裕之 [代表者 ]， 産学官連携研究員 鳥井 康介， M． Lachab， 近藤 直樹，
大学院学生 秋山 芳広， 大森 雅登，大学院学生（平川研） 小林 茂樹，
大学院学生 奈良田 新一， 山附 太香史， 助教授（東大）  秋山 英文，

 協力研究員 井下 猛，小柴 俊， 教授（カリフォルニア大） S． J． Allen，
主任研究員（仏 CNRS-ENS） G． Bastard， 教授（Finland 国立技研 VTT）  J． Ahopelto

先端光エレクトロニクス素子への活用が注目されている量子井戸， 量子細線， 量子箱（ドット）に加え，量子リン
グなどのナノ構造について， その光学特性を調べ， その素子応用を探索している． 10 nm 級の寸法の InAs や GaSb 系の
量子箱（ドット）に赤外光を照射した時の電子の占有状態や分離状態など電子と正孔との制御可能性を調べ， 光書き
込みメモリーや光検出器としての特性を高めるための検討をさらに進め，単一光子検出素子への展開を進めている．
また， 各種の量子箱（ドット）構造について光吸収や蛍光スペクトルとその電界依存性を解析し，シュタルク効果や
準位充満効果を用いた 光変調器の可能性や特色を探っている．さらに，量子箱（ドット）集団の蛍光スペクトルや寿
命の温度依存性から，ドット間のキャリアの往来やドット内の準位間の緩和過程を知見した． さらにステップ型量子
細線の理論計算と光学特性計測により， 一次元励起子の束縛エネルギーや不均一性による局在効果の影響を明らかに
するとともに，量子リングを用いた多極放射の可能性を検討した． 

64 .半導体ナノ構造の研究( 5) －形成技術と構造評価法の開発－

 教授 榊 裕之 [代表者 ]， 助教授 高橋 琢二， 技術職員 川津 琢也， 技術職員 柴田 憲治，
技術専門職員 島田 祐二， 産学官連携研究員 C． Jiang， 近藤 直樹，

大学院学生 秋山 芳広， 大森 雅登， 大学院学生（平川研） 小林 茂樹，
大学院学生 奈良田 新一， 山附 太香史， 協力研究員 野田 武司， 小柴 俊， 田中 一郎

各種の nm 級半導体超薄膜に加えて， 量子細線や量子箱（ドット）や量子リング構造を分子線エピタキシーや先端
リソグラフィ法で形成し， その形状や組成を原子スケールで評価し， 新しい電子材料や光学材料としての可能性を探
索する研究を進めている． 特に， 細線については（111）主軸から傾斜させた GaAs 基板上に多段原子ステップを自己
形成させ，その上に InGaAs/GaAs および GaAs/AlGaAs 系の超薄膜へテロ構造を成長させることにより多重量子細線
構造や量子ドット列などを形成し，その構造評価や電子状態の解明と制御の研究を進めた． また， GaAs/AlGaAs ヘテ
ロ構造内に InAs や InAlAs や GaSb 系の 10 nm 級の量子箱（ドット）やリングを形成し， FET メモリーや光素子への応
用可能性を調べている． これらの構造の評価手段として， 原子間力顕微鏡に加えて， 蛍光線の線幅と異方性などの光
学計測，電子移動度および磁気抵抗振動などの伝導特性計測と解析の有効性も示した． 

65 . LSI の動的 IR-Drop 評価・抑制技術開発

 教授 桜井 貴康

（東京大学国際・産学共同研究センターの項参照）

66 .低電力プロセッサの設計

 教授 桜井 貴康

（東京大学国際・産学共同研究センターの項参照）

67 .アクティブリークを削減するナノサーキットの研究

 教授 桜井 貴康

（東京大学国際・産学共同研究センターの項参照）
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68 .ユビキタスコンピューティングに対応した無線 / アナログチップ技術

 教授 桜井 貴康

（東京大学国際・産学共同研究センターの項参照）

69 .有機トランジスタのシート型点字ディスプレイへの応用

 教授 桜井 貴康

（東京大学国際・産学共同研究センターの項参照）

70 .時間分解テラヘルツ分光法を用いた半導体中のキャリアダイナミクスの解明 

 教授 平川 一彦 [代表者 ]， 助手 關根 徳彦， 助手 大塚 由紀子， 学術研究支援員 近藤 孝志，
博士研究員 鵜沼 毅也， 大学院学生 朱 亦鳴，山下 隼人，永渕 誠之

フェムト秒レーザパルスを用いた時間分解テラヘルツ（THz）分光法を用いて，半導体中のキャリアの超高速運動
が放出する THz 電磁波を実時間領域で検出することにより，キャリアのダイナミックな伝導現象を解明することを目
的に研究を行っている．本年度は，（1）超高速トランジスタのチャネル中の電子が放出する THz 電磁波を検出し，ト
ランジスタの遮断周波数を決定する新しい手法の基礎を確立した．（2）バルクガリウム砒素中の谷間遷移による微分
負性抵抗の周波数限界を明らかにした．（3）広帯域 THz 電磁波発生システムの構築を行い，約 80 THz までの超広帯
域 THz 電磁波の発生に成功した．

71 .半導体超格子中の電子のミニバンド伝導とその応用 

 教授 平川 一彦 [代表者 ]， 助手 關根 徳彦， 博士研究員 鵜沼 毅也， 大学院学生 酒瀬川 洋平

時間分解テラヘルツ（THz）分光法を用いて，半導体超格子中のミニバンドを伝導する電子が放出する THz 電磁波
を実時間領域で検出することにより，超格子中のキャリアダイナミクス，およびブロッホ振動を用いた THz 電磁波の
発生・増幅・検出の可能性について探索を行っている．本年度は，（1）ブロッホ振動の位相緩和が主に界面ラフネス
散乱で支配されていることを明らかにした．（2）ジーナートンネル効果を利用することにより，超格子中の高電界ド
メインを抑制できる可能性があることを明らかにした．（3）量子カスケード構造を作製し，テラヘルツ帯，10 ミクロ
ン帯においてレーザ発振を確認するとともに，高性能化に向けて金属導波路構造の作製プロセスを進めている．

72 .自己組織化量子ドットを用いた超高感度赤外光検出器の開発 

 教授 平川 一彦 [代表者 ]， 教授 榊 裕之， 技術職員 柴田 憲治，
大学院学生 Jung Minkyung，中村 大輔

自己組織化 InAs 量子ドット構造の特異な電子状態を利用して，超高感度の赤外光検出器を実現することを目的とし
て研究を行っている．特に，自己組織化量子ドットと高移動度変調ドープ量子井戸を組み合わせた横方向伝導型量子
ドット赤外光検出器を提案・試作し，その評価を行った．本年度は，（1）量子ドット中への正孔の注入数と活性化エ
ネルギーの関係について検討を行った．（2）量子ドット中の電子，正孔の光イオン化過程に関する考察を行った．

73 .量子ナノ構造の超微細加工プロセス 

 教授 平川 一彦 [代表者 ]， 技術職員 柴田 憲治， 産官学連携研究員 赤坂 哲郎，
大学院学生 Jung Minkyung，梅野 顕憲

量子力学的によく制御された系は，単一量子の発生・検出や，コヒーレンスを用いた計算・通信などの技術分野で，
ますますその重要性を増しつつある．我々は，半導体表面・ヘテロ接合界面におけるミクロな電子構造の解明と制御，
また原子レベルでの超微細加工プロセスの研究を行っている．本年度は，（1）単一自己組織化 InAs 量子ドットに電極
を形成し，単一電子トンネル作製するとともに，そのコンダクタンスに現れる量子ドットの殻構造から，波動関数の
広がりなどについての知見を得た．（2）単一分子エレクトロニクスを視野に入れた超微細電極作製を行い，エレクト
ロマイグレーション効果を用いたブレークジャンクション法により，原子レベルで金属電極間のギャップを制御する
技術を確立した．（3）金属錯体分子と金ナノ微粒子の自己形成ネットワークからなる伝導層の作製に成功した．

74 .先端 MOS トランジスタ中のキャリア伝導に関する研究

 教授 平川 一彦 [代表者 ]， 大学院学生 Park Kyung Hwa， 教授（東大） 高木 信一

近年 Si MOS トランジスタの微細化，高性能化が急速に進められている．特に，極薄酸化膜構造やひずみ Si/SiGe 系
MOSFET においては，新しい物性がその動作に影響を与えることが予想されている．本研究においては，先端 MOSFET
中のキャリア輸送に関する物理を明らかにすることを目指し，本年度は，（1）Si MOS 構造中の 2 次元電子が，イオ
ン化不純物散乱が支配的となる低温領域で，移動度が非常に大きな温度依存性を示すことを見出し，それが Si 中のス
クリーニング効果の強い温度依存性を反映したものであることを明らかにした．（2）Si MOS2 次元電子系のエネル
ギー緩和機構について考察を行っている．
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75 .分子線エピタキシーを用いた高純度半導体へテロ構造の成長

 教授 平川 一彦 [代表者 ]， 助手 關根 徳彦， 技術職員 柴田 憲治，
派遣研究員（科学技術振興機構） 上田 剛慈， 博士研究員 鵜沼 毅也， 大学院学生 Jung Minkyung，

梅野 顕憲，中村 大輔，酒瀬川 洋平

分子線エピタキシーを用いて，原子レベルで精密に制御された半導体へテロ構造の作製を行っている．特に，今年
度は，赤外単一光子検出のための高移動度ヘテロ構造二次元電子系や自己組織化量子ドットの成長，さらに量子カス
ケードレーザを目指した構造の成長を行った．

76 .サブ 10nm 極限 CMOS デバイスに関する研究（継続）

 教授 平本 俊郎 [代表者 ]， 助手 更屋 拓哉， 大学院学生 南雲 俊治

最近の VLSI デバイスの微細化は凄まじく，すでに MOSFET のゲート長は量産レベルで 40nm 程度まで微細化して
いる．本研究では，10nm スケール以下の超低消費電力極限 MOSFET を実現するためのデバイスビジョンを確立する
ことを目的とする．ナノスケール領域で超低消費電力とばらつき抑制を達成するためには，基板バイアス効果の利用
が必須である．そこで有限の基板バイアス効果を有し，しかも短チャネル効果に強いデバイスとして，セミプレー
ナー SOI MOSFET を提案している．例としては，三角形細線 MOSFET やアスペクト比の低い FinFET が挙げられる．
本年度は，基板バイアス効果を有するマルチゲート MOSFET のデバイス設計を系統的に行い，短チャネル効果を抑制
しつつ，十分な基板バイアス係数を有するデバイス設計ウィンドウが存在することを明らかにした．

77 .ナノスケール CMOS デバイスの特性ばらつきに関する研究（継続）

 教授 平本 俊郎 [代表者 ]， 助手 更屋 拓哉， 大学院学生 大藤 徹， 大学院学生 高山 聖宗

MOS トランジスタが微細化されるとともに，ランダムな特性ばらつきの影響が無視できないほど大きくなってきて
いる．その原因は主にチャネル中の不純物数の揺らぎとゲート電極のラインエッジラフネスである．本研究では，ラ
ンダムな特性ばらつきがデバイス・回路特性に与える影響と，その抑制策を検討している．これまでに，ランダムな
特性ばらつきが SRAM の安定性に与える影響についてシミュレーションによる検討し，ITRS のパラメータをそのま
ま用いると 45nm ノードで SRAM の歩留が大幅に低下することが明らかにした．本年度は，不純物のランダムなばら
つきの影響を受けないデバイス構造に関して検討を行った．

78 .完全空乏型 SOI MOSFET の基板バイアス効果を利用した高性能化と低消費電力化（継続）

 教授 平本 俊郎 [代表者 ]， 助手 更屋 拓哉， 大学院学生 大藤 徹， 大学院学生 Arifin Tamsir Putra，
研究実習生 横山 弘毅

完全空乏型 SOI MOSFET は将来の低消費電力デバイスとして有望である．本研究では，本デバイスの特徴を引き出
すため，基板バイアス効果を積極的に利用した高性能化と低消費電力化とについて検討している．昨年度までに，基
板バイアス係数可変 MOSFET という全く新しいデバイス概念を提案している．これは基板直下の空乏層の伸縮を利用
し，基板バイアス係数を変調するもので，超低消費電力化と超高速性を両立できる．本年度は，このデバイス構造の
新しいバイアス印加方法を提案した．また，本デバイスの試作も行い，基板バイアス係数が基板電位により大きく変
化すること，および基板バイアス係数が小さい領域でドレイン電流が大きく向上することを実証した．

79 .極微細シリコン MOSFET における量子力学的効果の研究（継続）

 教授 平本 俊郎 [代表者 ]， 助手 更屋 拓哉， 博士研究員 筒井 元，
大学院学生 Fransiscus Asisi Doni Januar Nowo Nugroho， 大学院学生 清水 健

シリコン MOSFET は性能向上のため微細化が続いているが，そのサイズがナノメートルオーダーになると量子効果
が顕著に特性に影響を及ぼす．本研究では，MOSFET の電気特性に現れる量子効果の影響を実験により実証し，これ
らの効果により MOSFET の性能向上を目指すことを目的とする．本年度は，（110）基板上に極めて薄い SOI pMOSFET
を試作し，室温における正孔移動度が SOI 膜厚 3．5nm 程度で大幅に上昇することを世界で初めて見いだした．これ
は量子効果によりフォノン散乱が抑制されたためである．一方，同じく（110）面基板上に極めて薄い SOI nMOSFET
を試作し，ダブルゲート動作においては電子移動度も膜厚が極めて薄い領域で上昇することを見いだした．また，こ
れらを組み合わせて CMOS 回路を構成するには，（100）面基板上に <110> 方向に FinFET 型の MOSFET を形成する
ことが望ましいことを示した．

80 .シリコン単電子トランジスタにおける物理現象の探究（継続）

 教授 平本 俊郎 [代表者 ]， 大学院学生 宮地 幸祐， 大学院学生 小林 正治

シリコンにおける単電子帯電効果を明らかにすることは，VLSI デバイスの性能限界を決める上で必須であるとと
もに，新しい概念をもつデバイス・回路を提案する上でも極めて重要である．本研究では，Si において極微細構造を
実際に作製し，単一電子現象の物理の探究と回路応用を行っている．これまでに，室温で電流山谷比が約 400 に達す
るクーロンブロッケード振動の観測に成功している．また，3 個の単正孔トランジスタを 1 チップに集積することよ
りアナログパターンマッチング回路を構成し，室温においてその動作を実証することに成功している．本年度は，室
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温で極めて大きなクーロンブロッケード振動を示す単電子トランジスタの電気伝導を詳しく調べるとともに，共鳴ト
ンネル現象によって現れる負性微分抵抗のモデル化を行い，回路シミュレーターに組み込むことに成功した．

81 .電気自動車の制御

 教授 堀 洋一

電気モータの高速トルク発生を生かし，電気自動車で初めて可能になる新しい制御の実現をめざしている．タイヤ
の増粘着制御によって，低抵抗タイヤの使用が可能になる．4 輪独立駆動車は高性能な車体姿勢制御が実現できる．
モータトルクは容易に知れるから路面状態の推定も容易である．インホイルモータ 4 個を用いた高性能車「東大三月
号 -II」および「カドウェル EV」を製作し実験を進めている．車体すべり角 βの推定，DYC と AFS の非干渉制御な
どに力を入れている．最近キャパシタだけで走る「コムス CV」を製作した．

82 .モーション・コントロール

 教授 堀 洋一

電気・機械複合系のモーション・コントロールとして，（1）外乱構造に着目した新しいロバストサーボ制御，（2）多重
サンプリング制御を用いたビジュアルサーボ系，（3）加速度センサを用いた外乱抑圧制御，（4）加速度変化率の微分を考
慮した目標値生成法，（5）GA を用いたパラメータチューニング法，（6）オクトツリーを用いた障害物回避軌道計画，を
行っている．応用としては，多軸ロボット，バックラッシをもつ軸ねじれ系実験装置，ハードディスクドライブ装置である．

83 .福祉制御工学

 教授 堀 洋一

福祉分野を想定した独特の制御手法の開発を目論むもので，人間親和型モーションコントロールにもとづく，福祉
制御工学という学術領域を作りたいと考えている．現在行っている研究は，（1）介護ロボットのためのパワーアシス
ト技術，（2）新しい制御原理にもとづく動力義足の製作，（3）パワーアシスト車椅子の後方転倒防止制御， （4）2 関
節機構を用いたロボットアーム，である．

84 .位置情報の高度利用

 助教授 瀬崎 薫 [代表者 ]， 大学院学生 黄 楽平， 大学院学生 関根 理敏，
大学院学生 魏 新法， 大学院学生 山根 弘， 大学院学生 岡野 諭

地理的な位置情報に基づき，位置依存サービス（LBS）を展開するためのフレームワークの提案を行った．合わせ
て，位置情報そのものをオブジェクト同定のためのアドレスとして用いる手法を創出した．また，逆に位置情報を隠
蔽するための Location Privacy 問題について，GPS のように連続的な位置情報が得られる場合と，RFID 等のように離
散的な位置情報得られる場合の両方について定量的定式化を行った．更にこれを利用して，通信品質を出来るだけ保
ちつつ Location Privacy を確保する手法を開発した．

85 .アドホックネットワーク

 助教授 瀬崎 薫 [代表者 ]， 大学院学生 ベルネル クレイセル， 大学院学生 寺田 真介，
研究実習生（早稲田大学） 竹内 彰次郎

アドホックネットワークに関する諸課題について継続的に研究を行っている．本年度は，効率的なマルチキャスト
手法，省電力 MAC プロトコルの検討を行った．

86 .高能率画像符号化に関する研究

 助教授 瀬崎 薫 [ 代表者 ]， 助手 小松 邦紀

本年度は，ロスレス /ロッシー統一符号化においてロッシー圧縮効率が低くなる問題の解決を目的として研究を行っ
た．ロッシー再生時に逆ロッシー変換を用いることにより，ニアロスレスビットレートを除いたビットレートで圧縮
効率が高くなることを理論的に明らかにし，逆ロッシー変換と逆ロスレス変換を切り替える方式と非分離ロスレス
ウェーブレット変換を組み合わせ，大幅なロッシー圧縮効率の向上に成功した．

87 .触覚メディアの研究

 助教授 瀬崎 薫 [代表者 ]， 大学院学生 有本 勇， 研究実習生（早稲田大学） 引地  謙治，
大学院学生 福田 暁史

覚・力覚を新しいメディア・インタフェースとして捉え，このネットワーク上を伝送を利用するための諸問題を多
様な観点から検討している．具体的には，ネットワーク上での情報量削減とパケットロス対策としての dead reckoning
の手法，メディア同期の枠組み，帯域圧縮，力覚ストリームとオブジェクト情報ストリームの制御，異種インタフェー
ス間の連携等について主観評価実験と理論的考察の両面から検討を行っている．本年度は遠隔地間での習字学習シス
テムを開発し，その有効性を検証した．
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88 .センサネットワーク

 助教授 瀬崎 薫 [ 代表者 ]， 大学院学生  テープウィロージャナポン ニワット，
大学院学生 関根 理敏， 大学院学生 田中 隆浩， 研究生 中村 新治

環境情報，コンテクスト情報を取得する基盤となるセンサネットワークについての研究を行っている．本年度は，
MAC プロトコルの改善，Concast， Anycast に適したルーティング手法，ロボットセンサネットワークにおけるモビリ
ティ制御について検討を行った．

89 .コンテンツ空間分散配置手法

 助教授 瀬崎 薫 [代表者 ]， 大学院学生 角田 忠信， 大学院学生 魏 新法

コンテンツを空間的に分散配置すると共に，効率よく検索保持するためのフレームワークの構築を行っている．

90 .表面近傍量子ナノ構造の走査トンネル分光

 助教授 高橋 琢二 [ 代表者 ]， 技術専門職員 島田 祐二

表面近傍に二重障壁や量子ドット構造などの量子ナノ構造を埋め込んだ半導体試料において，走査トンネル顕微鏡
／分光（STM ／ STS）計測を行い，二重障壁による共鳴電流や埋め込み量子ドットを介して流れる電流などをナノ
メートルスケールの分解能で測定して，それらナノ構造に起因する電子状態変調効果を調べている．さらに，5K 程
度の極低温，10T 程度の強磁場中での STS 計測を通じて，ナノ構造中の電子状態を明らかにすることを目指している．

91 .二重バイアス変調を利用した新しい走査トンネル分光法の開発

 助教授 高橋 琢二 [ 代表者 ]， 技術専門職員 島田 祐二

走査トンネル顕微鏡によるトンネル分光計測において問題となるいくつかの不安定要素を効果的に取り除き，安定
した計測を可能とする手法として，二重バイアス変調を用いた微分コンダクタンス分光法を新しく提案するととも
に，自己形成 InAs 量子ドットに対する分光測定を行って，その有効性を確認している．

92 .原子間力顕微鏡（AFM）におけるサンプリング法を利用した高速画像獲得手法に関する研究

 助教授 高橋 琢二

カンチレバーを周期的に振動させながら画像を獲得する AFM において，レバーの変位量を探針が試料表面に接触
するタイミングと同期してサンプリングした信号から形状像を得る方法を提案するとともに，その動作確認実験を
行った．この手法では，フィードバック制御に依らずに形状像が得られることから，通常モードと比べて 10 倍以上
の高速での画像獲得が可能であることが示された．

93 .ケルビンプローブフォース顕微鏡による InAs 微細構造の表面電位計測

 助教授 高橋 琢二

導電性探針を有する原子間力顕微鏡（AFM）において，探針－試料間に電圧を印加した際に働く静電引力の印加電
圧極性依存性がなくなるように直流バイアスを重畳して試料表面ポテンシャルを計測する，いわゆるケルビンプロー
ブフォース顕微鏡（KFM）モードを利用して，InAs 薄膜・細線の表面ポテンシャルの計測を行った．これまでに，
InAs 薄膜の表面電位（フェルミレベル）が膜厚に依存して変化すること，InAs 微細構造の形状，例えば細線構造に
よって表面電位が変調されること，などを明らかにしている．

94 .ケルビンプローブフォース顕微鏡による表面電位計測の確度に関する検討

 助教授 高橋 琢二

ケルビンプローブフォース顕微鏡（KFM）で計測される表面電位の値が，動作モードや探針形状から受ける影響に
ついて，理論・実験の両面から検討を加えた．また，サンプリング法を利用して静電引力成分を抽出することにより，
より高感度・高空間分解能での電位計測が可能となることを見出した．

95 .ケルビンプローブフォース顕微鏡における新しい表面電位決定手法に関する検討

 助教授 高橋 琢二

ケルビンプローブフォース顕微鏡（KFM）における表面電位決定アルゴリズムとして，従来のフィードバックを用
いたものではなく，静電引力とオフセット電圧の間の線形性を利用して表面電位値を近似推定する新しい手法を提案
し，その実証実験を行った．本手法は電位変化に対する応答性がよいことから，KFM 測定の高速化に繋がる可能性が
あることが示された．
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96 .磁気力顕微鏡（MFM）を用いた非接触・微小電流計測

 助教授 高橋 琢二 [ 代表者 ]， 大学院学生 才田 大輔

ナノ構造中を流れる電流を被測定系への擾乱を避けながら測定するために，電流の作る磁場を検出できる磁気力顕
微鏡（MFM）を用いた非接触電流測定系の構築を目指している．特に磁気力信号の正確な測定のためには静電引力の
影響を排除することが重要であることを指摘した上で，得られる磁気力信号の妥当性，電流に対する線形性，磁気力
像の空間分解能などについて検証し，MFM による電流定量計測の可能性を探っている．

97 .自己変位検知カンチレバー AFM を用いた局所的光吸収計測

 助教授 高橋 琢二

変位検出用レーザが不要である自己変位検出カンチレバー AFM を用いて，単一量子ナノ構造の光吸収特性の評価
を行っている．これまでに，GaAs 微傾斜基板上 InAs 単一量子細線において凹凸像と同時に光応答電流像が得られる
こと，またその光応答電流が照射レーザ光の波長に依存して変化することを見出している．それらの結果から，InAs
中で発生した光キャリアの散逸過程などについても検討を加えている．

98 .自己変位検知カンチレバー AFM による多結晶 Si 太陽電池の局所的特性の評価

 助教授 高橋 琢二 [代表者 ]， 大学院学生 瀧原 昌輝， 助教授（名大） 宇治原 徹

変位検出用レーザが不要である自己変位検出カンチレバーAFM を用いて，多結晶 Si 太陽電池の評価を行っている．
短絡光電流や開放光起電力といった太陽電池の主要な特性を局所的に測定し，多結晶特有の異なる面方位をもった結
晶粒の存在やそれらの粒界が太陽電池特性に与える影響を明らかにすることを目指している．

99 .知的制御システムに関する研究 

 助教授 橋本 秀紀

知的制御システムは「環境を理解し，それに応じた制御構造を自己組織化する能力を有するもの」と考えることが
でき，新しいパラダイムへつながるものである．このパラダイムを確立するために，柔軟な情報処理能力を有する
Artificial Neural Networks，Fuzzy 等の Computational Intelligence の利用および数理的手法に基づいた適応能力の実現に
よる制御系のインテリジェント化を進めている．

100 .空間知能化に関する研究

 助教授 橋本 秀紀

空間（環境）側にセンサーを配置し空間内の事象を観測し，適切なサービスや支援を人間に対して生成する空間に
関する研究である．ネットワークセンシング，状況の理解，人工物の制御，などシステムインテグレーションに関す
る新しい研究を進めている．

101 . Networked Robotics に関する研究

 助教授 橋本 秀紀

人間中心の機械システム実現のため，「人間自身の理解」と「人間と機械の双方が理解する，共通概念の構築」を
目指し，高速広域ネットワークを利用した人間機械協調系：Networked Robotics の構築を目標に研究を行っている．
ネットワークを介して分散しているロボットが，システムとして高度な機能を実現するには，ロボット間の知的ネッ
トワーク通信が必須の条件であり，そのためのネットワークプロトコルの開発が重要となる．本研究では，ロボット
のためのプロトコルの研究を通して，Networked Robotics の問題へアプローチする．

102 .分散されたデバイスと相互作用し賢くなる知的空間

 助教授 橋本 秀紀 [代表者 ]， 大学院学生 新妻 実保子， 大学院学生 ブルシュチッチ ドラジェン，
大学院学生 佐々木 毅， 大学院学生 都島 良久， 研究生 ペトレシュ ゾルタン

人間を観測し，その意図を把握して適切な支援を提供する人工的な空間の創造を目指す．空間内に多数の知的デバ
イスを分散配置し，ネットワーク化することで知能化空間を構築し，空間内の人間から得られる多様なデータの取得
や，空間の情報化および知能化手法を検討し，データの持つ意味から人間やロボットに対して適切な支援を発現する
仕組みを提案する．

103 .分散配置された知的センサによる空間認識に関する研究

 助教授 橋本 秀紀 [代表者 ]， 大学院学生 佐々木 毅， 研究生 ペトレシュ ゾルタン， 大学院学生 新妻 実保子，
大学院学生 ブルシュチッチ ドラジェン

多数のネットワーク化された知的センサを環境に分散配置し空間を知能化するには，空間認識のためのセンシング
技術が必要である．現在，知的センサとして CCD カメラに空間認識のためのアルゴリズムを埋め込んだ分散間隔知
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能デバイスのプロトタイプを構築し，空間知能化の基礎研究を行なっている．本研究では，各デバイスが獲得した画
像情報から，人間やロボットなどの位置情報，動作情報などを知るための画像情報処理方法を検討する．主に，空間
内オブジェクトの追跡方法，知的デバイスの協調手法などについて検討している．

104 .知能化空間における人間観察に基づく移動ロボットの行動計画に関する研究

 助教授 橋本 秀紀 [代表者 ]， 大学院学生 佐々木 毅， 大学院学生 ブルシュチッチ ドラジェン

知能化空間における人間共存型ロボットには，人間の歩行動作など通常の行動を妨げることなく行動可能な制御方
法が求められている．本研究では，知能化空間における知的デバイス群により人間の歩行行動を観察し処理すること
により，移動ロボットの行動マップを生成することで，移動ロボットを制御する手法を提案している．空間の知的デ
バイスが画像情報から人間の歩行特性を取得し，その大域的，局所的な歩行状態を学習することで，ヒューマンフレ
ンドリーな移動ロボットの動作計画が可能であることが示された．

105 .知能化空間における空間ヒューマンインタフェースに関する研究

 助教授 橋本 秀紀 [ 代表者 ]， 大学院学生 新妻 実保子

空間内に配置された複数のコンピュータや機器，知能化空間内で生成される新たな情報や既存データなどを効率的
に利用することは，空間内での人間の創作活動など様々な情報活動を円滑に進めるうえで重要なことである．そのた
め，本研究では空間の三次元座標をメモリアドレスとして扱う空間メモリを提案し，空間内の機器や情報を直感的か
つ効率的に扱うためのヒューマンインタフェースの研究を行っている．人間は手先や視線といった身体動作により 3
次元座標を指し示すことにより空間メモリへのアクセスを実現する．主に，人間のインディケーション動作の解析と
データ蓄積方法・表現方法などについて検討している．

106 .人間 - 機械協調型シングルマスタマルチスレーブ遠隔微細作業支援システムに関する研究

 助教授 橋本 秀紀 [代表者 ]， 大学院学生 黄 吉卿， 大学院学生 プリダー  チャンタナカジョンフン

マイクロロボットの試作や微細部品の組立てなどの複雑な作業を目的としたシングルマスタマルチスレーブ遠隔
微細作業支援システムを用いた人間・ロボット協調に関する研究を行っている．人間の操作に対するストレスを軽減
するため，シングルマスタにより複数の 6 自由度パラレルリンクスレーブマニピュレータを制御可能なシステムを提
案した．6 自由度のマスタ操作による 12 自由度のスレーブの制御を行うため，仮想マッピング方法に基づいた複数個
のマニピュレータの協調インピーダンス制御を導入してシステムを構築した．今後は複数個のマニピュレータの協調
作業の自動化を目指し，教示やエラー発生時のみに人間が介在するようなスーパーバイザリ型の微細作業システムや
微細構造の組立てシステムへの拡張を行なう．

107 . RT ミドルウェアによる空間知能化への適用

 助教授 橋本 秀紀 [代表者 ]， 大学院学生 都島 良久， 大学院学生 佐々木 毅， 大学院学生 新妻 実保子

実生活空間に様々な機能を実現する空間知能化は多くのセンサ，アクチュエータ，コンピュータ，ロボット，メカ
トロニクス機器などが分散配置され，空間とネットワーク化されており，これらの RT（Robot Technology）要素及び
これ まで培われてきた多種多様な技術のインテグレーションが必要である．そこでネットワーク指向かつコンポーネ
ント指向である RT ミドルウェアをシステムプラットフォームとし，空間知能化へのインテグレーションに用いるこ
とで，柔軟かつ拡張性の高いシステムの管理・統合を行うことを目的とする．

108 .空間知能化の医療応用に関する研究

 助教授 橋本 秀紀 [ 代表者 ]， 特別研究生 大橋 久美子

医療における様々な空間（病院の病室，手術室など）内における人間の活動をモニタし，その情報を利用して効率
的な医療の提供を行う．また，様々な生体センシングデバイスを利用してその空間内にいる人間の生体データを網羅
的に収集し，治療に活かすだけでなく，そのデータを利用して医療過誤防止など安全対策を行う．

109 . GPS による高精度位置推定システムを用いたオフロード移動体に関する研究

 助教授 橋本 秀紀

手軽で信頼性の高い測位システムとして，GPS （Global Positioning System）がカーナビゲーションの主要技術とし
て急速に普及してきている．受信システムの新たな構成を提案し非線形フィルタを導入することでシステムの信頼性
と精度の向上を実現することが可能である．GPS ベース位置推定への現代非線形フィルタ技術の応用に関して，本年
度は非線形フィルタに基づく GPS 信号処理のためのモデルと推定アルゴリズムの構築と実装，および新しいアルゴリ
ズムに基づいた GPS レシーバー信号処理の部分の検討を行なった．今後はオフロード移動体の車両状態推定のための
応用に関して研究を進めていく． 
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110 .情報セキュリティの投資効果分析とその応用

 助教授 松浦 幹太 [代表者 ]， 助教授（東大） 田中 秀幸， 大学院学生 劉 薇

情報セキュリティの惨事の多くは， 不十分な経済的動機付けに起因する管理の甘さや対策不徹底によって発生す
る． この問題を解決するためには，費用対効果の観点から合理的なセキュリティマネジメントを行うことが重要であ
る． 我々は， 攻撃が発生した際にそれが成功してしまう条件付き確率を脆弱性と定義して展開する最新の理論に着目
している．そして，経済産業省による情報処理実態調査のデータを計量経済学の手法によって分析し，いくつかの重
要な仮説を検証した． 例えば， 企業の脆弱性を論じる際に代理変数として電子メールアカウント数の果たす役割を明
らかにし， 様々な実証研究への道を拓いた． さらに，技術的対策が従業員教育等と三位一体とならなければ効果を発
揮しないことを明らかにし，実務への指針を与えた．

111 . ID ベース暗号の安全性に関する理論研究

 助教授 松浦 幹太 [代表者 ]， 大学院学生 楊 鵬， 教授 今井 秀樹

公開鍵暗号では，公開情報である公開鍵の正しさ等を検証するための公開鍵証明書の管理コストが大きく，管理ま
で含めたシステム全体の安全性分析もアルゴリズムの安全性分析と比べて大変困難である．これらの問題を軽減する
枠組みとして，任意の文字列したがって受信者の ID（電子メールアドレス等）を公開情報として使用して暗号通信を
実現できる ID ベース暗号が注目されている．しかし，ID ベース暗号では，従来の公開鍵暗号と比較して，様々な「安
全性定義」と「異なる安全性の間の含意関係」の枠組み整備が不十分であった．我々は，未整備であった理論を完成
させ，今後のシステム分析等への道を拓いた．さらに，安全性増強のための変換法に関して新たな理論的知見得る等
し，完成度の高いプリミティブを目指している．

112 .サービス妨害攻撃対策技術の研究

 助教授 松浦 幹太 [代表者 ]， 大学院学生 松崎 孝大， 技術職員 細井 琢朗

証券取引所のシステムダウンの影響からも類推できるように，可用性に対する脅威は，経済的被害や混乱に直結す
る．我々は，ネットワークにおける代表的な脅威であるサービス妨害攻撃対策としてのネットワークセキュリティ技
術を研究している．例えば，正規の通信輻輳と紛らわしく検知困難なフローの情報理論的複雑度（コルモゴロフコン
プレキシティ）の変動を双方向に監視することで，任意のサービス妨害攻撃を検知可能なシステムを開発し，フロー
をキャプチャするパケットサンプリング手法の最適化にも成功した．また，攻撃者の事後的検知も抑止力として重要
だが，我々は，最小の通信でも大規模な記憶装置無しに追跡可能な技術を開発するとともにその包括的な評価を行い，
実際のネットワーク機器への普及率向上指針を与えている．

113 .制御情報と内容情報の統合分析による迷惑メールフィルタ

 助教授 松浦 幹太 [代表者 ]， 大学院学生 大福 泰樹， 大学院学生 李 鎮

代表的な迷惑メールフィルタ技術として，内容をベイジアンフィルタで統計的に分析する技術があるが，「判定不
能」を出力することは少ないものの，誤判定率が高いという問題があった．一方，研究レベルでは，制御情報におけ
るアドレスに着目して社会ネットワーク分析を行いその分析結果をもとに学習やフィルタリングを行うアプローチ
があり，判定結果を出した場合の誤判定率は十分低いものの，「判定不能」と出力する割合が高いという問題があっ
た．我々は，両者を巧みに統合し，英語メールのフィルタリングパフォーマンスとしてトップレベルの判定成功率を
達成した．学習フェーズとフィルタリングフェーズの両方において互いに補正し合う，という有機的な統合法である．
また，日本語メールへの対応策について基礎的な検討を行い，応用範囲の拡大を目指している．

114 .量子鍵配送プロトコルのための線形符号に関する研究

 助教授 松浦 幹太 [ 代表者 ]， 大学院学生 大畑 真生

現状の公開鍵暗号の多くは，量子コンピュータによって脅威にさらされるとされている．そこで，盗聴が試みられ
ると必ずそれが検知されシステムが停止するようにする量子暗号（鍵配送）技術が究極の技術として取りざたされる
ことが多いが，実際に利用するためには，いくつかの暗号技術以外の問題も解決しなければ高い性能は発揮できない．
それらの実装技術の中でも，我々は，雑音のある量子通信路における 2 つの線形符号設計問題に着目し，アレイ型
LDPC 符号を用いた手法を検討している．具体的には，復号性能がほぼ片方の符号に依存するアプローチをとって考
察対象をある程度絞り，構成した符号に関して最小距離や内径を厳密に与えた．さらに，小さい符号語をもう一方の
符号に集めることによる補強など，いくつかの改善手法に関しても検討している．
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物質・環境系部門

1 .分子系超構造の設計と作製（継続）

 教授 荒木 孝二 [代表者 ]， 講師 北條 博彦， 技術職員 吉川 功， 大学院学生 李 ジュン，
大学院学生 相良 剛光， 大学院学生 渡邊 裕子， 大学院学生 古賀 達哉， 大学院学生 澤山 淳

分子間相互作用の階層化という方法論に基づく高次組織構造構築を目指した研究を進めている．その一環として，
低分子核酸系化合物の分子設計で，二次元水素 結合により形成されたシート状構造体の積層構造を持つ柔軟な超分子
フィルムが作製できることを明らかにしている．本年度は，シート形成と積層過程を効率よく分離するための分子設
計指針を解明し，末端に異なる長さのオキシエチレン鎖を有する安定な超分子フィルムの作製に成功した．また蛍光
性フェニルピレン誘導体の水素結合ネットワーク形成により，超分子ゲルを作製し，水素結合形成に伴う蛍光変化な
どの光機能と超分子ゲル構造との関連について検討した．  さらに，イミン結合形成を利用した自己集積過程の制御で，
組織性の高い高分子錯体を合成し，その構造解析と特性評価を行った．

2 .光電子機能性有機材料に関する研究（継続）

 教授 荒木 孝二 [代表者 ]， 助手 務台 俊樹， 博士研究員 赤坂 哲郎， 大学院学生 張 書宏，
 大学院学生 赤澤 高之

光機能性分子素子の開発に向けて，ポリペプチド鎖をエネルギー移動経路とする光エネルギー移動システムの構築
を行っており，効率の良いエネルギー移動，二次構造相転移によるエネルギー移動のスイッチングなど，ポリペプチ
ド鎖の優れた機能性が判明している．本年度は，ポリペプチドユニットを結合した光機能デバイスの構築に向けて，
光捕集機能ユニットや新しいエネルギー供与および受容部位の分子設計・合成をおこなった．

3 .機能性有機蛍光材料の開発（継続）

 教授 荒木 孝二 [代表者 ]， 助手 務台 俊樹， 大学院学生 田 鎭棟， 大学院学生 相良 剛光

新規な機能性の高い有機蛍光材料を開発する研究を進めており，多点分子間相互作用部位を持つポリピリジル化合
物に蛍光性を付与した新規な機能性蛍光物質群の設計・合成に成功している． 本年度は，テルピリジンが結晶形に依
存して固体発光を発現するという特異な現象について，ヒートモードでの結晶変換に伴う簡便な固体発光の on/off ス
イッチングが実現できることを明らかにした．これにより，化合物の分子構造の修飾ではなく，固相での分子集積構
造変化に基づく発光制御という新しい方法論の有効性を示した． また，新規な蛍光性ポリピリジル化合物であるアミ
ノ置換ポリピリジルについても，新規な各種置換体をパラジウム触媒を用いた簡便な方法で合成し，その化学構造と
蛍光特性との関連を解明した．

4 .機能性金属錯体に関する研究（継続）

 教授 荒木 孝二 [代表者 ]， 講師 北條 博彦， 助手 務台 俊樹

テルピリジル部位を金属配位部位とする金属錯体に関する研究の一環として，テルピリジル部位がアミノ基を介し
て二つ結合した N- アルキル置換ビステルピリジルアミンを合成し，その蛍光特性をはじめとする各種の物性，およ
び各種金属イオンとの錯体生成挙動を解明した．

5 .ガラス中のイオン伝導機構の解明  

 教授 井上 博之

ガラスは結晶質とは異なり，明確な原子配列あるいは原子位置が特定できない．このようなガラスにおいても，比
較的イオンの動きやすい組成があることが知られているが，原子位置や配列が特定できないために，その伝導イオン
種や機構が明確にわかっていない．本研究では，このようなガラスの中のイオン伝導機構や伝導パスの解明を行い，
さらに伝導度の高いガラスの開発を試みる． 

6 .ガラス中の微細組織の形成 

 教授 井上 博之

ガラス中のナノレベルの微細な組織の形成は，ガラスに新たな特性を付与することが期待される．本研究では，酸
化物ガラス中に微細なハロゲン化物の相を析出させる．この相の析出過程を調べ，また，制御することにより，機能
を持たせることを目指している． 

7 .ガラス中の希土類イオンの発光設計 

 教授 井上 博之

希土類イオンは，その発光特性が利用されている．本研究では，ガラス中の希土類イオンの周囲の原子配列とその発
光特性の関係を明らかにすることを目的としている．これにより，希土類イオンの発光スペクトルから，種々のガラス
中における原子配列を解析することや希土類イオンの光学的特性を把握して，その特性を設計することを目指している． 
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8 .イオン・電子マルチ収束ビームによる表面・局所分析法の開発（継続）

 教授 尾張 真則 [代表者 ]， 研究員 坂本 哲夫， 大学院学生 森田 能弘，
大学院学生 岡崎 素也， 大学院学生 木下 恵介

固体材料の微小領域や粒径数ミクロン以下の単一微粒子に対する三次元分析法の確立を目的として，複数の Ga 収
束イオンビーム（Ga-FIB）と高輝度電子ビーム（EB）を用いた，新しい表面局所分析法を開発した．具体的には，（1）
Ga-FIB 加工断面の EB 励起オージェ分析や，（2）加工断面の飛行時間型二次イオン質量分析（TOF-SIMS）法による
微小領域三次元分析などが挙げられる．また，本法を半導体素子やボンディングワイヤ接合部あるいは電池材料微粒
子などに適用し，固体内部の精密な三次元構造を明らかにした．

9 .超臨界流体抽出法を用いた環境汚染物質分析法の研究（継続）

 教授 尾張 真則 [代表者 ]， 研究員 坂本 哲夫，大学院学生 佐藤 堅一朗

超臨界流体は温度と圧力を変えることにより流体密度，すなわち溶解力を制御できるという特長をもつ．本研究で
は，多様な混合物である環境汚染有機物質を迅速に固体から抽出し，かつ，超臨界流体の密度（温度，圧力）をコン
トロールすることにより，従来の有機溶媒による一括抽出ではなく，分析目的物質のみを選択的に抽出・回収する新
しい分析前処理技術を開発している．これまでに，フライアッシュ試料から，n- アルカン，クロロベンゼン類，PAH
類をそれぞれ選択的に抽出することに成功している．

10 .局所分析法を用いた大気浮遊粒子状物質の起源解析（継続）

 教授 尾張 真則 [代表者 ]， 研究員 坂本 哲夫， 研究員 冨安 文武乃進， 協力研究員 野島 雅

都市大気中の浮遊粒子状物質（SPM）に関する環境・健康影響評価のためには，発生起源や輸送経路の解明が重要
となる．また SPM 粒子個々の大きさや形，化学組成，粒内元素分布などの情報が必要となる．本研究では沿道や都
市人工空間などで捕集された SPM に対して，マイクロビームアナリシス法を用いて粒別分析し，得られた粒別平均
化学組成に基づくクラスター分析を行ない，起源解析・環境評価などを行なっている．さらに，SPM 表面に吸着した
有害有機物の評価法に関する検討や，大気環境中で異なる起源の粒子が複合した複合微粒子に対する分析法の検討，
あるいはガソリン車の白金触媒を起源とする極めて稀な環境微粒子に対する精密な分析法の開発などを行なった．

11 .ナノスケール二次イオン質量分析( SIMS) 装置の試作（継続）

 教授 尾張 真則 [ 代表者 ]， 協力研究員 野島 雅

二次イオン質量分析（SIMS）法は，深さ方向分析が可能な高感度固体表面分析法である．本研究では Ga 収束イオ
ンビーム（Ga-FIB）を SIMS 装置の一次ビームに採用し，0．1 ミクロン以下の高い面方向分解能を実現した．またマ
ルチチャンネル並列検出システムの開発により，迅速で正確な SIMS 分析を可能とした．さらに shave-off 分析なる独
自の微粒子定量分析法や，Ga-FIB の加工機能を利用した新しい三次元分析法ならびに高精度 shave-off 深さ方向分析
法を確立した．現在は，一次イオンビームのナノビーム化に関する検討・装置化を行っている．

12 .反応性ガス支援高速・微細加工システムの開発（継続）

 教授 尾張 真則 [代表者 ]， 研究員 坂本 哲夫， 協力研究員 野島 雅，大学院学生 岩並 賢，
大学院学生 劉 玉静

一般に，固体表面局所の微細加工には収束イオンビーム（FIB）が用いられる．しかしながら，従来の微細加工は，
主として物理衝突によるスパッターを利用しているため，深さ数 10 nm までの表層に損傷層が形成される．したがっ
て，加工断面でのアモルファス化や格子欠陥の形成，化学状態変化などが問題となる．本研究では，この様な問題を
解決するため，断面加工中に反応性ガスの化学的エッチング効果を利用した「高速化」，ならびに反応性ガスと電子
ビーム照射による損傷層の選択除去による「低損傷化」を目的とした高速・微細加工システムの開発を行なっている．

13.光電子スペクトロホログラフィーによる原子レベルでの3次元表面・界面構造解析装置の開発(継続)

 教授 尾張 真則 [代表者 ]， 協力研究員 石井 秀司， 協力研究員 野島 雅， 大学院学生 天野 健太郎

X 線光電子回折（XPED）法は，光電子の放出角度依存性や入射エネルギー依存性などから，表面・界面を含めた固体
表層原子構造を化学状態別に知ることのできる手法である．我々はこの手法をさらに進めた光電子スペクトロホログラ
フィー法を提案し，その測定装置・手法の開発を同時に行ってきた．この手法では数種の励起 X 線の特長を活かすこと
により，表面・界面などの構造・状態を 3 次元的に原子レベルで明らかにできる．光電子スペクトロホログラフィー装置
の開発およびそれを用いた超薄膜系の構造解析を行っている．
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14 .凍結含水生物試料の局所三次元分析法の研究(継続 )

 教授 尾張 真則 [代表者 ]， 協力研究員 野島 雅，大学院学生 劉 玉静，
大学院学生 岩並 賢，大学院学生 岡崎 素也

組織細胞が含有する化学的成分の局在を形態学的に検索する技術は，組織化学の分野で発達し，現在ではその方法
をヒトその他各種の動物，主にラットとマウス等の実験動物の各器官系に応用するにまでいたっている．その中で，
組織細胞の断面形態観察は組織・細胞内において特定の元素の局在を明らかにするのに有用である．そこで，軟組織
試料の超細密三次元分析法の開発を行っている．

15 .内容不明実験廃液処理システムの構築(継続）

 教授 尾張 真則 [代表者 ]，助教授（東大） 鈴木 良實， 研究員 冨安 文武乃進，大学院学生 中尾 英明

大学などの教育・研究機関には過去に発生しながら適切な処理がなされないまま長期にわたり研究室に保管され，
内容が不明となってしまった実験廃液が存在している．このような内容不明廃液は種々の潜在的危険性を有している
ため，速やかかつ適正な処理をする必要がある．そのためには内容物を特定する必要があるが，各種法令で規制され
ている化学物質は数 100 種に上り，系統的分析手順の確立が不可欠である．本研究は，内容不明な実験廃液を適正に
処理するために必要となる情報を合理的かつ効率的に収集する手法の構築を目指している．

16 .汎用三次元アトムプローブの開発（新規）

 教授 尾張 真則 [代表者 ]， 協力研究員 野島 雅，大学院学生 千葉 豪，大学院学生 山下 親典

針状金属試料の先端部について，元素を区別した上で原子配列を三次元で可視化することのできる三次元アトムプ
ローブは，究極の原子レベル分析手法として汎用化への期待がされている．しかしながら，現状では金属以外の試料
について安定した測定法が確立されていない，検出効率が 100% に満たないため検出できない原子が存在する，複数
原子がクラスターとして検出された場合に適切な三次元可視化の技術がないなどの問題のため，応用範囲が限られて
いる．本研究では，各種シミュレーションを用いてこれらの問題の解決を目指している．

17 .水中溶存オゾンの吸着を利用する新しい水処理技術の開発

 教授 迫田 章義 [代表者 ]， 助手 下ケ橋 雅樹， 技術専門職員 藤井 隆夫， 産学官連携研究員 蔡 宗岳

シリカ系吸着剤には水中溶存オゾンに高い吸着性を有するものがある． しかも， 吸着されたオゾン分子は自己分解
が抑制されることから， バルク水中よりもはるかに高密度で長時間の貯蔵が可能である． また， 有機物とオゾンが高
濃度に濃縮されて共吸着する場合には， バルク水中に比べて非常に大きな有機物の酸化速度となる． これら現象の基
礎と水処理への応用の検討を行っている．

18 .圧力スウィング吸着分離法を利用した同位体分離に関する研究

 教授 迫田 章義 [代表者 ]， 助手 下ケ橋 雅樹， 技術専門職員 藤井 隆夫，大学院学生 大木 崇

安定同位体は医薬・医療産業等で重要な役割を担っており，更にその利用を拡大するためには有効な濃縮・分離手
法の開発が必要となる．現在，精密蒸留法や化学交換法が安定同位体の主流な分離・濃縮手法となるが，コスト的問
題を抱えるなど改善の余地は大きい．PSA 法（圧力スウィング吸着法）は既に空気分離等で実証されているように優
れた気体分離性能，処理容量を示すことから，新しい同位体分離手法としての期待は大きい．本研究では最適吸着剤，
最適操作方法等について検討を行うと共に，その適用可能性と限界について明確化する．

19 .コメを原料とした材料製造とそのカスケード利用

 教授 迫田 章義 [代表者 ]， 助手 下ケ橋 雅樹， 技術専門職員 藤井 隆夫， 大学院学生 原間 章博

コメを原料とした日常用途のプラスチック系材料の製造方法と，それを基質としたエタノール発酵プロセスの検討
を行っている．

20 .廃棄物系資源を原料としたバイオディーゼル生成プロセスの確立

 教授 迫田 章義 [代表者 ]， 助手 下ケ橋 雅樹， 技術専門職員 藤井 隆夫， 大学院学生 張 妍，
大学院学生 藤本 徹

石油基盤型社会からバイオマス基盤型社会への変換において，燃料製造プロセスの開発は重要である．本研究では
廃棄物系資源（廃油）を原料としたバイオディーゼル製造プロセスの開発を行っている．

21 .バイオマス利活用システムの設計・評価手法の関する研究

 教授 迫田 章義 [代表者 ]， 客員助教授 望月 和博， 助手 下ケ橋 雅樹， 大学院学生 佐藤 将

バイオマス利活用システムにおけるバイオマス収集方法及び資源化プラントの最適設計，環境負荷を軽減し持続可能性を高め
たバイオマス資源の作付け方法の設計などを行うためのデータベース構築ならびに設計支援アプリケーションの作成を行う．
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22 .リグニン系廃棄物の資源化に関する研究

 教授 迫田 章義 [代表者 ]， 助手 下ケ橋 雅樹， 技術専門職員 藤井 隆夫， 大学院学生 二村 康彦

パルプ廃液（黒液）などのリグニン分を大量に含有した廃棄物からのフェノール類縁化合物の生成・分離方法に関
する研究を行っている．

23 .吸着オゾン浄水処理に関する研究

 教授 迫田 章義 [代表者 ]， 助手 下ケ橋 雅樹， 技術専門職員 藤井 隆夫，
外部研修生（明治大，迫田研付） 近藤 真司

吸着オゾン浄水処理プロセスの実用化に向け，カビ臭物質 2-MIB 分解特性，トリハロメタン生成能の低減効果，臭
素酸生成抑制効果，及び処理に対する水道原水中の有機物（NOM）の影響などに関する研究を行っている．

24 .アジア地域の稲作の経済性に関する研究

 教授 迫田 章義 [代表者 ]， 客員助教授 望月 和博， 研修生（東大教養学部） 小田原 暁史

日本及びアジア地域（ベトナム・メコンデルタ）における稲作の経済性をエネルギー収支などの面から明らかにする．

25 .電解コンデンサ用ニオブおよび合金電極材料の研究（継続）

 教授 七尾 進 [代表者 ]， 技術専門職員 簗場 豊， 学術研究支援員 遠藤 道雄

高性能電解コンデンサとして使用されているが高価かつ資源的な不安定要素を抱えるタンタルコンデンサに対し
て，ニオブ系電解コンデンサが注目を集めている． しかし，その本格的実用化については，酸化ニオブ誘電体皮膜の
温度的，耐電圧的不安定要素の改善が不可欠である．この不安定性を克服すべく，Nb に第 2 元素として Al を添加し
た合金電極の研究をおこなっている．今年度は，100000 程度の高 CV 積 Nb 粉末と Al 粉末の混合粉を用いて，多孔質
な Nb-Al 系電極材料を作製する条件を調べた．さらに，同材料に定電流化成で誘電体皮膜を生成させた後，静電容量，
CV 積またインピーダンスなどのバイアス電圧特性や周波数特性を調べた．

26 .準結晶の磁気コンプトン散乱測定(継続 )

 教授 七尾 進 [ 代表者 ]， 助手 渡辺 康裕

磁気コンプトン散乱は，磁性体の磁化に寄与する電子のスピン磁気モーメントの大きさとその運動量分布との相関
を測定する手段である． 正十角形相の Al-Mn-Fe-Ge 合金は大きな磁化（鉄の 1/10 程度）をもつ 2 次元準結晶で，ab 面
内では準周期的，それと垂直な方向では周期的な構造をもっている．昨年度は磁気コンプトン散乱法よって磁性を担
う 3d 電子のみのスピン依存運動量分布を測定し，その異方性をはじめて検知しえた． 今年度はさらに高分解能コンプ
トン法によって，全電子の運動量分布の異方性の測定を行い，現在解析中である． 

27 .準結晶の軟線磁気円二色性測定(新規 ) 

 教授 七尾 進 [ 代表者 ]， 助手 渡辺 康裕

軟線磁気円二色性（MCD）とは磁化した試料に対する軟線の吸収量が，線の円偏光の方向によって異なる性質のこ
とをさす．本研究では，Al-Mn-Fe-Ge 正十角形相合金の軟線 MCD を Mn と Fe の L2，L3 吸収端で測定した．測定は
この合金系がスピングラス挙動を示す 20K で行なった．その結果，Mn と Fe は両者とも磁化に関与するが，主要な寄
与は Mn であり，その MCD の磁場依存性は磁気ヒステリシスを示すのに対し，Fe は常磁性的であり全体の磁化に対
する寄与は小さいことが判明した．このように元素ごとの磁気挙動を調べることができるのがこの手法の大きな利点
である．

28 .鉛フリーハンダ合金に関する研究 （継続）

 教授 七尾 進 [代表者 ]， 学術研究支援員 遠藤 道雄， 助手 渡辺 康裕

Sn-Pb 共晶組成のハンダ合金は，融点が低く接合信頼性に優れかつ低コストであるため，電子部品の接合材料とし
て広く普及している．しかし，酸性雨によって本合金を含む廃棄製品から Pb が溶出することから土壌汚染や健康障
害が深刻な問題となり，世界的規模でハンダの Pb フリー化が進められている．ところが，Sn-Pb 合金の融点 183 ℃に
対して現在主流の Sn-Ag 合金の融点は 220 ℃，また低融点タイプの Sn-Zn 合金でも 200 ℃と高く，ハンダ付け部品に
熱損傷を発生しやすいという問題点がある．Sn-Pb より低融点のハンダ材料として Sn-In 合金があるが，価格的に凡用
材料には不適当である．本研究では昨年度開発した低融点合金 Sn-Zn-Mg をベースに合金の開発をさらに進め，材料
強度・耐食性などを評価し実用化に向けたデータを得た．
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29 .静電浮遊炉による高温融体の基礎研究（新規）

 教授 七尾 進 [ 代表者 ]， 助手 渡辺 康裕

試料に高真空中で静電気を付与することにより静電場中に浮遊させてレーザー加熱で溶解するための装置を製作
した．この方法の利点は溶融体が容器に触れない状態で得られるために，その原子構造や物性を精度よく測定するこ
とが可能であることである．このため，通常では困難な高融点金属，セラミクス，反応性化合物などの融体の研究が
可能となる．今年度は新しいチャンバーを作製し高真空中で浮遊させることに成功した．また，このチャンバーを
SPring-8 の放射光施設に持ち込み線回折による測定を試みた．現在，さらに長時間溶融に耐えるように改造を行って
いる．

30 . PLD 法による高品質族窒化物の成長

 教授 藤岡 洋 [ 代表者 ]， 助手 太田 実雄

従来の族窒化物成長技術では基板を加熱し熱エネルギーを与えることによって単結晶成長を実現していたが，本研
究では族原子にパルスレーザーのエネルギーを与えることで室温で族窒化物の成長を実現する．この技術によって従
来使用することのできなかった化学的に脆弱な格子整合基板を利用することが可能となり，結晶の品質が大いに向上
する． 

31 .フレキシブルデバイスの開発

 教授 藤岡 洋 [ 代表者 ]， 助手 太田 実雄

大面積金属基板上へ半導体単結晶を成長し受発光素子や電子素子などのエレクトロニクス素子を作製する．その
後，作製した素子をポリマーへ転写することによって透明かつ柔軟，大面積のフレキシブルデバイスを作製する． 

32 . PED 法による族窒化物の成長

 教授 藤岡 洋 [ 代表者 ]， 助手 太田 実雄

パルス電子線源を励起源として用いて結晶成長を行うことによって高品質族窒素化物薄膜を低温かつ高いスルー
プットで成長する．この手法により，従来手法では実現できなかった金属上半導体単結晶の高速成膜を実現する．

33 .新規遷移金属反応場の高効率分子変換への利用

 教授 溝部 裕司 [代表者 ]， 助手 清野 秀岳， 技術専門職員 大西 武士， 大学院学生 岩佐 健太郎，
大学院学生新倉 史也， 大学院学生 三角 禎之， 大学院学生 渡部 大輔，研究実習生 鈴木 麻紀，

研究実習生 丹沢 由樹子

有機金属錯体はその金属の種類や酸化状態， 金属中心を取りまく配位子の立体的および電子的効果などにより， その
金属サイト上で多彩な化学反応を促進できる． 本研究では， 単核から多核にわたる様々な金属錯体について新規に設
計・合成を行い， これら錯体上で進行する高効率・高選択的反応を検討することにより次世代の触媒の開発を試みる． 

34 .遷移金属カルコゲニドクラスターの合成と利用

 教授 溝部 裕司 [代表者 ]， 助手 清野 秀岳， 技術専門職員 大西 武士， 大学院学生 梶谷 英伸，
大学院学生 大家 一将， 大学院学生 中川 貴文， 研究実習生 森 浩之

カルコゲン元素（第 16 族元素）配位子により架橋された強固な骨格をもつ遷移金属クラスターは， 生体内酵素活性
部位モデル， 高活性触媒， 高機能性材料などとして幅広い学術的および工業的用途が期待される． 本研究では， 多様な
遷移金属 - カルコゲニドクラスターの一般性ある合成法を確立するとともに， 得られた新規化合物の詳細な構造と反
応性の検討を行い， その高い機能の利用法を開発する．

35 .有機金属機能性材料の合成

 教授 溝部 裕司 [代表者 ]， 技術専門職員 大西 武士， 助手 清野 秀岳， 博士研究員 渡辺 正敬

当研究室で開発した特異な構造・物性・反応性を有する有機金属化合物を構成単位として含む高分子化合物，有
機ー無機複合化合物などを合成し，その機能開発を行う．

36 .ダイヤモンド表面における水素・酸素の相互作用

 教授 光田 好孝 [代表者 ]， 技術専門職員 葛巻 徹， 大学院学生 新沢 慶介

気相成長するダイヤモンド表面のダングリングボンドは，通常水素や酸素などで終端されている．終端水素は比較
的安定であるが，熱的に脱離し，水素の吸着脱離は可逆的におきる．これに対して，終端酸素は CO の形で脱離し，
ダイヤモンド表面をエッチングする．このような水素や酸素のダイヤモンド表面からの熱脱離課程，水素及び酸素の
交換反応について研究を進めている．特に，ダイヤモンド表面をエッチングすることなく酸素を脱離するための反応
条件を探索している．
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37 .高圧走査型プローブ顕微鏡を用いたダイヤモンドの表面改質

 教授 光田 好孝 [代表者 ]， 技術専門職員 葛巻 徹， 大学院学生 池尻 憲次朗

ダイヤモンド表面は水素または酸素で終端され，終端元素によって表面の電気伝導特性は大きく変わる．これを利
用した表面伝導 FET が考案されているが，表面構造をナノレベルで改質する技術は未成熟である．走査型プローブ顕
微鏡を用いて，探針近傍の集中電場もしくはトンネル電流を用いた表面改質の可能性を検討している．このために，
水素および酸素が 10 気圧まで充填可能な走査型プローブ顕微鏡を，現在開発している．

38 .ダイヤモンド表面から電子放出特性のその場解析

 教授 光田 好孝 [代表者 ]， 技術専門職員 葛巻 徹， 大学院学生 瀬尾 一文

ダイヤモンド表面からの電子放出特性は水素終端の負の電子親和力を持つ表面と酸素終端の正の電子親和力を持
つ表面では大きく異なる．しかし，これらの特性は，マクロ的な測定のみで行われており，表面構造との相関は必ず
しも明らかではない．そこで，透過電子顕微鏡内でのナノプローブマニピュレーション技術を適用し，ダイヤモンド
表面からの電子放出特性と原子構造との関連を調べている．現在，TEM 試料として用いるダイヤモンド単結晶表面に
水素や酸素を終端させる予備装置を開発中である．

39 .カーボンナノチューブのナノメカニクスと電気伝導性のその場測定

 教授 光田 好孝 [ 代表者 ]， 技術専門職員 葛巻 徹

 透過電子顕微鏡内でのナノプローブマニピュレーション技術を適用し，カーボンナノチューブ（CNT）の電気的・
機械的特性と原子構造との関連を調べている．これまでの成果として，CNT の電気伝導は弾性限内での変形では可逆
的に変化するが，弾性限を超える変形によって構造欠陥を生じさせると電気伝導性が低下し，応力を除いても初期電
流値には回復しないことが判明している．また，マニピュレーションユニットを改造し，市販の AFM カンチレバー
をプローブとする装備したユニットにより電気的特性に加えて微小変形応力の計測を実現した．CNT の座屈，曲げ変
形時の力の計測から求めた CNT のヤング率は構造によって大きくばらつき，数十 GPa から数 TPa の値を示すことが
明らかとなった．現在は，多層 CNT の内層引き抜き変形時の電気伝導変化及び層間滑り応力の計測等，ナノ材料と
しての応用に向けた基礎研究に取り組む一方，CNT の力学的・電気的特性に影響を及ぼす構造因子や欠陥構造の定量
評価を目指し，多目的材料試験を可能にする TEM 試料ホルダーの開発を行っている．

40 .科学研究費補助金採択研究課題数による大学の研究活性度の評価 

 研究員（東京電機大学教授） 野村 浩康， 教授 光田 好孝 [代表者 ]， 教授 前田 正史， 技術職員 前橋 至

科学技術基本計画にもとづき科学技術研究に対する資金，特に，競争的資金の増額が計られてきた．中でも，大学
等における基礎科学の振興を目的とする文部科学省による科学研究費補助金は，過去 5 年間で急激な伸びを示し，平
成 16 年度には 1800 億円を超え我が国最大の競争的研究資金となっている．科学研究費補助金は，国・公・私立大学
の区別なく研究者個人が申請し研究費を獲得する制度であり，そのうち，個別の教員が研究テーマを申請しピアレ
ビューによって採択が決定される個別研究費（基盤研究等）は教員の研究活動を表す一つのバロメーターであると考
えられる．採択件数の多い大学は，活発に研究活動をしている教員が多く所属していることになり，分野ごとの採択
件数の多少は，各大学の研究活性分野の濃淡を表すことになる．今年度は，2004 年度の採択分に関する研究活性度評
価を行った．「細目表」が大幅な改訂されて 2 年次に当たるため，「細目表」の改訂による各研究者の申請動向がほぼ
確定していると考えられる．この観点からみると，新しく設けられた分科の増分は少なく，改訂の効果があまり現れ
てきていない分野も目立つことがわかる．

41 .高等教育の魅力ある発展に向けた政策的課題の探求

 教授 光田 好孝

社会の発展への影響力を大きく持つ高等教育は，欧米諸国に限らずアジアにおいても，重要な政策課題である．米
国の大学を頂点として，教員や学生の流動性が増す中で，自国の高等教育機関を強化しようとする政策が次々と立案
され，実行に移されている．これに対して，我が国では，第 3 期科学技術基本計画が制定されようとしており，この
中心課題として米国型の人材養成や大学教員制度の改革があげられている．しかし，欧米と比較して，博士課程修了
者の就職動向や文化的背景が異なる我が国に，このような米国型の人材養成や大学教員制度が適するのかどうかには
議論の余地がある．また，近年，我が国の中では，地域格差が広がっていることが進学動向から明らかとなってきて
いる．以上から，今後の高等教育の政策的課題として，日本型の人材養成や教員制度，地域格差問題などがあげられ
ると考えられる．

42 . TEM ナノプローブマニピュレーションによる CNT 複合材料のナノダイナミックス評価

 教授 光田 好孝 [代表者 ]， 技術専門職員 葛巻 徹， 研究員（東工大助教授） 大竹 尚登，
助手（東工大） 安原 鋭幸

カーボンナノチューブ（CNT）をはじめとするナノ炭素系繊維の大量合成法の開発を背景に，これらを樹脂基複合
材料の強化繊維とする応用研究に取り組んでいる．これまでのところナノ炭素系繊維の複合では十分な強化効果が得
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られていない．我々はこの原因を繊維の特性と複合組織に求め，ナノスケールでの解析を進めている．本研究では，
各種繊維材料の構造と変形挙動の解析に加え，AFM カンチレバーをプローブとするマニピュレーターにより繊維単体
の機械的性質の定量的評価を実施し，ヤング率の計測を行った．構造欠陥を内包した CNT は元来の形状が直線性に
欠け，全体的に湾曲したう，ねった形状をしている．これらは欠陥部分を基点として変形しやすく，見かけのヤング
率が低い．市販品を含む各種ナノ炭素繊維の評価により，使用目的に応じた最適な繊維の探索，及び，複合材料形成
後のナノ引張り試験等から樹脂基複合材料実現へ向けた評価研究に取り組んでいる．

43 .ゼオライトとメソ多孔体のコンポジットの合成研究

 助教授 小倉 賢

ゼオライトとメソ多孔体のそれぞれの特徴を活かし，欠点を相互補間する材料の合成法の研究．

44 .ナノ空間材料によるファインケミカルズ合成

 助教授 小倉 賢

サイズ認識反応に適用するナノ空間材料を設計する研究．

45 .ディーゼル排ガス中に含まれるパーティキュレートの除去触媒の開発

 助教授 小倉 賢

ディーゼルエンジンからの排出すす（パーティキュレート）を燃焼除去する触媒と触媒システムの開発．

46 .ナノ空間を利用した選択的触媒反応システムの開発

 助教授 小倉 賢

ナノ空間の分子保持能力とナノ空間を形成する骨格への金属種導入によって，新しい概念で反応を進行させる触媒
システムの開発を行う．

47 .機能性交互共重合ポリイミドの合成と物性評価（継続）

 助教授 工藤 一秋 [ 代表者 ]，大学院学生 濱田 崇

これまでに当研究室では，親水性部位と疎水性部位が交互に配置した主鎖型両親媒性ポリイミドを開発し，それが
水中で自発的にミセルやベシクルを形成することを報告してきた．このポリイミドについて，分子集合体の形成機構
を調べるとともに，モノマーの構造が分子集合体の構造にどのように反映されるかを詳細に調べた．その結果，これ
までの球状の集合体のほか，棒状の集合体を与えるようなものも見出された．

48 .ペプチドを利用した触媒反応の開発（継続）

 助教授 工藤 一秋 [代表者 ]， 助手 坂本 清志，大学院学生 古谷 昌大，赤川 賢吾，福島 秀和

樹脂ビーズ上に固定化されたペプチドによる水中不斉触媒反応の探索を行った．また，ヘム複合化両親媒性 2α- ヘ
リックスペプチドを用いる触媒的酸化反応において，ペプチド上の疎水性アミノ酸の種類による影響を詳細に調べ
た．さらに，単純なペプチドから誘導される化合物を配位子とする金属錯体触媒の合成も行った．

49 .有機 EL 用可溶性電子輸送材料の合成と評価（継続）

 助教授 工藤 一秋 [代表者 ]， 教授 荒川 泰彦，技術職員 高山 俊雄， 助手（東大） 北村 雅季

これまでに，有機電界発光（有機 EL）素子に用いられる電子輸送材料である Alq3 の可溶性化の研究を行なってき
ている．今回，置換基を導入した Alq3 誘導体を高分子電界発光材料である PPV にドープしたところ，PPV 単独のと
きよりも発光効率が向上することを見出した．これは，Alq3 誘導体から PPV への電子の輸送とエネルギー移動の二
つの要因によるものと考えられる．

50 .ペプチド間相互作用を利用した分子集合体の構築と評価（継続）

 助教授 工藤 一秋 [代表者 ]， 助手 坂本 清志，大学院学生 室田 和敏，加賀田 尚義

中空のチューブを与えることが知られている D，L 交互環状ペプチドを利用して，機能性分子集合体を作り出すこ
とを目指している．光導電性の置換基や長鎖アルキル基をもつものなどを設計・合成し，その評価を行った．

51 .新規多座配位子を用いた触媒的有機合成反応（継続）

 助教授 工藤 一秋 [ 代表者 ]， 助手 坂本 清志

これまでに，酸素， 窒素， リンの 3 種の異なる元素を配位座として持つ新規不斉配位子の設計・合成を行ってきて
いる．本年度は触媒的マイケル付加反応に的を絞って，配位子の構造ならびに中心金属の種類について検討を行った．
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その結果，銅（II）錯体を用いるとある程度エナンチオ選択性が発現すること，基質の電子的要請で選択性が大きく
変わることなどを見出した．

52 .コンビナトリアル化学的手法に立脚した機能性ペプチドの探索

 助教授 工藤 一秋 [代表者 ]， 助手 坂本 清志， 大学院学生 室田 和敏，望月 誠

ライブラリ合成，ファージディスプレイ法などの手法を用いて，触媒活性，酵素阻害活性，ターゲットへの結合性
など，個々の目的にかなった機能をもつペプチドを選び出し，評価を行った．

53 .ヒト環境応答評価のための in vitro 臓器モデル開発と利用

 助教授 酒井 康行 [代表者 ]， 助手 小島 伸彦， 助手 小森 喜久夫， 大学院学生 西川 昌輝，
大学院学生 高村 里佳， 大学院学生 阪井 仁美， 大学院学生 三浦 健，

大学院学生 村井 賢司， 助教授 藤井 輝夫

既存の単一培養細胞からなる毒性評価系では，吸収・代謝・分配といった人体内での毒性発現に至までの物質動態
プロセスが考慮されない．そこで，重要な化学物質標的臓器に加えて，これら動態を制御する組織由来の細胞の生体
を模倣した培養法，マイクロ化技術，迅速検出技術などを組み合わせることで，新たな in vitro 毒性評価系の開発を
行っている．

54 .三次元造型技術と臓器前駆細胞の増幅技術を用いた大型臓器 in vitro 再構築

 助教授 酒井 康行 [代表者 ]， 助教授 新野 俊樹， 助教授 白樫 了， 助手 小島 伸彦，
大学院学生 花田 三四郎， 大学院学生 黄 紅雲， 大学院学生 成戸 宏介，

大学院学生 高宮 寿美， 大学院学生 松尾 朋樹， 教授（東大） 牛田 多可志，
講師（東大） 古川 克子， 研究実習生 武田 典子

将来，移植にも耐え得るような肝・肺・腎などのヒト大型組織を in vitro で再構築するために，多面的な技術開発を
行っている．具体的には，複雑な内部構造を持つ生体吸収性樹脂担体の光重合・機械加工積層造型法に関する検討や，
増殖能と臓器再構築能に優れたマウス・ラット・ブタの胎児由来細胞の in vitro 増幅技術の開発，などについて研究を
進めている．

55 .研究開発イノベーションシステムについての研究

 助教授 佐々木 亨

知的財産管理，産学連携を活用した効果的な研究開発システムの構築など，技術革新の機会を最大限確保するため
に必要な方策を抽出し検証する．特に，第三期科学技術基本計画が開始され，引き続き選択と集中に対する要請があ
るなか，制度設計と投資の均衡についても考察する．

56 .易リサイクル性高分子の開発

 助教授 吉江 尚子 [ 代表者 ]， 大学院学生 渡邉 真里子

従来型のプラスチック材料は原料を石油資源に頼っているが，持続型社会構築の観点ではこれを可能な限り循環資
源に代替することが望まれる．そこで我々は化学的な手法により人工空間内で容易にリサイクルできるプラスチック
の開発を目指して研究を行っている．ターゲットとする分子構造は，化学的に安定なマクロモノマーに比較的穏やか
な条件で結合 - 解裂する可逆反応性部位を導入し，連結させたものである．このような可逆反応性の結合部位を持た
せることにより，高分子化 - 低分子化，精製 - 高分子化のサイクルが高分子材料の性能を劣化させることなく実現可
能であると考えている．分子設計の具体例として，可逆反応に Diels-Alder 反応を選択し，両末端にフラン基を導入し
たテレケリックポリマーをトリスマレイミドと共重合した 3 次元ポリマーを得た．このポリマーの解重合を検討し，
繰り返しのリサイクルが可能であることを確認した．

57 .ポリ乳酸のステレオコンプレックス化に関する研究

 助教授 吉江 尚子 [ 代表者 ]， 特任助手 古橋 幸子

自然界の炭素循環サイクルに組み込まれるバイオマスを原料とするポリ乳酸は，光学異性体が存在し，その共存下
で高融点を有するステレオコンプレックス結晶を有することが知られている．しかしながらステレオコンプレックス
結晶の形成条件は限定され，単独結晶化が優先的に怒ることから，ステレオコンプレックス型ポリ乳酸材料の工業化
は実現されていない．そこで本研究では，ステレオコンプレックス化の制御及びそれにより引き起こされる物性及び
高次構造の解析を行った．
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58 .シクロデキストリンを用いた新規構造高分子材料の開発

 助教授 吉江 尚子 [代表者 ]， 教授 畑中 研一， 大学院学生 田村 潔

環状オリゴ糖であるシクロデキストリン（CD）をある種の高分子鎖と共存させると，高分子鎖が CD を取り込み，
数珠上の複合体を形成することが知られている．本研究では複合体を形成した状態で CD と高分子鎖を化学的に結合
することにより，CD を可動な架橋点とする新規構造ポリマーを作製し，その構造と性質を詳しく調べた．1 本の高分
子鎖を貫通した CD 架橋点の数により，（少数）ブランチ構造，ハイパーブランチ構造，3 次元ネットワーク構造など
多様な新規材料を保持させることが可能である．

59 .高分子薄膜における結晶化を利用した秩序構造形成に関する研究

 助教授 吉江 尚子 [ 代表者 ]， 特任助手 古橋 幸子

多相系高分子の自己組織化や相分離はナノからマイクロメートルオーダーの秩序構造形成の基盤技術として期待
を集めている．中でもブロック共重合体の活用は広く研究されているが，本研究室では形成される秩序構造の多様化
や簡便性の向上を目指して，ポリマーブレンドによる秩序構造形成についての基礎的実験を開始した．相溶性かつ結
晶性の高分子ブレンドから，その結晶化に伴う相分離を利用して規則構造を発生させることを検討している．

60 .分子設計に基づく機能性含金属ポリマーの開発

 講師 北條 博彦

有機材料の特性は個々の分子のもつ機能だけではなく，その集積状態に依存する分子間の相互作用に影響を受け
る．我々は機能性分子として知られるサレン型錯体をモチーフとした含金属ポリマー（メタロポリマー）を合成し，
さらにある反応条件下では分子鎖が秩序的に配列したマイクロオブジェクトを得ることに成功した．得られたメタロ
ポリマーは配位子中心と金属中心でそれぞれレドックス活性があり，電気伝導性材料としての応用も期待される

61 .動的共有結合と錯形成を利用した材料開発

 講師 北條 博彦

当研究室では，有機分子が金属イオンを介して規則的に配向することを利用して分子の配列を制御し，配位高分子
と呼ばれる新しい材料系を開発することを目指している．特に，反応性の低分子が金属イオンを鋳型として自発的に
集合し，共有結合を形成しながら成長してマクロな構造体を形成するプロセスに注目し，分子構造との相関を調べる
とともに，材料としての機能評価を進めている．ここに示すのは配位高分子の沈殿重合で，直径 500nm 程の微粒子が
極めて高い単分散度で得られる．

62 .超分子相互作用をもちいたスマートマテリアルの開発

 講師 北條 博彦

水素結合に代表される超分子的な相互作用（非共有結合）からなる分子集積体は，その構造の柔軟さゆえに様々な
外的刺激に応答するスマートマテリアルへの応用が期待される．我々が開発したあるアミド分子は積層してカラム状
構造をつくることが示唆されている．今後さらに構造解析を進め，分子センシングユニットおよび信号伝達ユニット
を導入することによって分子センサーの開発を目指す．

63 .理論化学的手法による超分子材料の機能設計

 講師 北條 博彦

水素結合などの非共有結合的相互作用にもとづく架橋構造をもつ高分子について，その動的挙動を理論化学的に調
べ，種々の周期的外場（応力，電磁波など）に対する応答を予測することによって機能性材料を設計することを目的
とする．
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人間・社会系部門

1 .シェルと立体構造物に関する研究

 助教授 川口 健一 [代表者 ]， 助手 吉中 進， 技術専門職員 大矢 俊治

シェル構造及び立体空間構造を対象として継続的に研究を行っている．今年度は実大テンセグリティフレームの温
度応力観測を行った．また，サッカーW 杯 2006 に使用される，ドイツの 12 スタジアムの屋根構造の視察調査を行った．

2 .立体構造システムを利用した振動制御方法に関する研究

 助教授 川口 健一 [代表者 ]， 助手 吉中 進， 技術専門職員 大矢 俊治， 大学院学生 上村 一貴

大スパン構造物は屋根構造だけでなく，近年は広大なオフィスフロアなどでも頻繁に用いられるようになり，屋根
構造の地震時や大風時の振動制御や，オフィスフロアの環境振動など，面外方向の振動の制御が必要となってきてい
る．また，地震を対象とした振動制御方法は，免震，耐震，制震の 3 つに大別できる．本研究では，構造システムの
3 次元的な動きや立体構造システムの利点を生かし，従来の方式以上効果的な振動制御方法を開発することを目的と
している．本年は，新しい球体＋レール型免震装置の提案と振動台実験を行った．また，多重型及び MTMD 制振装
置の大スパン構造への効果，応用の可能性と配置問題，ランダム応答に関する数値解析的な研究，アーチによる振動
台実験準備調査を行った． 

3 .大スパン構造物の災害時性能に関する研究

 助教授 川口 健一 [代表者 ]， 助手 吉中 進， 技術専門職員 大矢俊治， 大学院学生 服部 真子

多数の人命を収容する大スパン建築構造物の災害時における挙動の検討に対して，必ずしも共通した設計思想は無
い．本研究では，建築基準法の予想を越えた外乱による構造挙動，及びその結果生じる災害や内部空間の状況につい
て調査研究している．本年度は，福岡県西方沖の地震被害調査，宮城県沖の地震による仙台泉区の水泳プールの天井
落下事故の調査，飯能におけるプール天井の落下事故，大スパン構造の制振手法の開発を目的として有限要素法汎用
コードによる数値解析，MTMD を用いた制振装置の可能性調査，非構造材と設置高さの調査，設計におけるゾーニン
グ手法の検討，老朽化した構内 RC 建築構造物の耐震診断と耐震補強の基本計画などを行った．

4 .空間構造の形態形成の数理解析

 助教授 川口 健一 [代表者 ]， 文部科学省研究員 Ng Kean Wei， 大学院学生 柯 宛伶，
大学院学生 小澤 雄樹， UROP 学生 澄野 慎二

空間構造において，形態が形成される，あるいは，決定される過程（形態形成過程）を数理解析の立場から調査し
ている．本年度は，群論によるテンセグリティ構造の分類調査，各種テンセグリティ構造の模型による挙動調査，ユ
ニットの挙動に着目した張力安定トラス構造の張力導入に関する研究，空気膜構造（インフレータブル構造）の解析
手法として分子数を制御した空気膜構造のインフレート解析手法の開発を継続，さらに一般逆行列を用いた制約条件
付の膜構造の形状決定解析手法の開発を行った．

5 .構造物の畳み込み・展開に関する研究 

 助教授 川口 健一 [代表者 ]， 技術専門職員 大矢 俊治， 大学院学生 渡邉 尚彦，
大学院学生 森 哲也

構造物を平面や点に畳み込む，あるいは，畳み込まれた構造物を展開して広がりのある構造物を築くという手法は
建物の合理的な建設解体工法，展開・可変型構造物への適用等様々な応用が考えられる．本研究では，（1）骨組み構
造の畳み込み経路における分岐経路の考察，（2）骨組み構造物の最適畳み込み経路のモデル実験と解析との比較，（3）
膜構造の畳み込み解析法の基礎的研究，（4）展開型接合部の開発等を実施している．本年度はリユーサブルなシザー
ズ型展開骨組みの実大モデル作成と展開実験，畳めるテトラの紙モデルの設計，折り紙的アプローチによる膜構造の
畳み込みの数値解析を行った．

6 .社会的ストックとしての大規模構造物に関する研究

 助教授 川口 健一

高度成長時代からバブル期を経て今日に至るまで，日本には数多くの大規模構造物が建設されている．日本は元来，
木材などの軽量な材料によりスクラップアンドビルドの文化によって自然災害と共存しながら発展してきた．今日，
日本が抱える大規模構造物は耐用年数の様々な材料によって構成されており，今後，日本はかつて無い量の社会的ス
トックの維持管理の問題を抱えることになると考えられる．本研究では，日本の例と海外の例とを比較しながら，日
本の社会的ストックとしての大規模構造物のあるべき姿について研究調査している．本年は大スパン建築のリニュー
アルについて日本とヨーロッパにおける実情比較などを行い，コンクリート工学誌などに発表した． 
210



VI．研究および発表論文

TokyoNenji . book  Page 211  Monday , January 18 , 2010  7:26 PM
7 .スマート材料の空間構造物への応用に関する研究

 助教授 川口 健一 [ 代表者 ]， 大学院学生 小澤 雄樹

スマート材料とは種々の機能を持った材料の総称である．近年，種々のスマート材料が提案されており，これらを
建築構造物へ応用する試みが各地でなされている．本研究では，スマート材料の大空間構造システムへの応用に関す
る調査を行い，実際にその新しい可能性を研究する．本年は，張力構造の応力・変位制御に関する研究，張力導入順
序による応力状態変化の調査を行った．

8 .擁壁・土構造物の地震時安定性に関する研究（継続）

 教授 古関 潤一 [代表者 ]， 助手 佐藤 剛司，大学院学生 中島 進

もたれ式擁壁と補強土擁壁の耐震対策として鋼矢板を支持地盤に根入れさせる工法を対象として前年度までに実
施した模型振動台実験結果を分析することにより，矢板補強効果の定量的な評価手法について検討した．その成果に
基づいて，矢板補強を有する擁壁の地震時変位量計算手法を構築した．

9 .自然堆積軟岩及びセメント改良土の変形・強度特性の研究（継続）

 教授 古関 潤一 [代表者 ]， 助手 佐藤 剛司，技術職員 堤 千花・大学院学生 並河 努・大学院学生 鯉沼 琢麻

曲げモーメントを受けるセメント改良砂地盤の挙動とその評価手法に関して，実験・解析的な検討を実施した．そ
の結果，現在の実設計では圧裂試験で得られる引張強度（一軸圧縮強度の 0．15 倍程度）が用いられる場合が多いが，
今後，条件によっては曲げ試験より得られる引張強度（一軸圧縮強度の 0．35 倍程度）で設計できるようになる可能
性があることを明らかにした．さらに，圧裂試験も曲げ試験も境界値問題であるため，弾塑性解析などにおいて要素
としての引張強度・変形特性が必要な場合には，適切な一軸引張試験などによって本来の特性を評価する必要がある
ことを明らかにした．

10 .中空ねじり三軸試験による砂質土のせん断挙動の研究（継続）

 教授 古関 潤一 [ 代表者 ]， 助手 佐藤 剛司，技術職員 堤 千花・大学院学生 清田 隆・
大学院学生 Nalin De Silva

これまでに実施した豊浦砂と姫礫を用いた試験に加えて，粒径 0．4mm のグラスビーズを用いた中空ねじり三軸試
験を実施し，局所変形計測による微小ひずみ変形特性の応力状態依存性と，これに及ぼす供試体密度の影響について
とりまとめた．さらに，中空円筒供試体の鉛直方向に伝播するせん断波速度の計測を行い，これから算定した動的な
せん断弾性係数を静的な測定値と比較した．

11 .砂礫の変形・強度特性の研究（継続）

 教授 古関 潤一 [ 代表者 ]， 助手 佐藤 剛司，技術職員 堤 千花・大学院学生 Sajjad Maqbool

砂と礫の大型供試体の圧縮波速度から算定した動的なヤング率と，微小振幅の繰り返し載荷により計測した静的な
ヤング率の関係をとりまとめ，材料の密度と粒度分布，および前者の測定における波長と土粒子の粒径の比が，これ
らの関係に大きく影響することを明らかにした．

12 .物語論を利用した位置情報サービスの高度化に関する研究

 教授 柴崎 亮介 [ 代表者 ]， 大学院学生 三上 紀子

従来の位置情報サービスはナビゲーションなど，道に迷っている人を目的地に正しく案内する，あるいは周辺の施
設を検索するといった単純なサービスに留まっていた．しかし，観光地などにおける散策，街歩きをより効果的に支
援するためには，楽しませる，さまざまな発見を支援するといったより高次のサービスが必要となる．そこで，人間
にとって感動を与える，印象に残るストーリが共通に持つ構造を物語論を援用して整理し，それにのっとったサービ
スを提供し，その効果を実証的に明らかにする．

13 .建築・都市空間の特性分析（継続）

 教授 藤井 明 [ 代表者 ]， 助教授 曲渕 英邦， 助手 林 信昭， 大学院学生 松田 達，任 貞姫，尹 喆載，
畑野 了，久保田 愛

本研究は建築・都市空間を構成する形態要素とその配列パターンを分析指標として空間特性を記述することを目的
としている．本年度は，世田谷区下北沢を対象として，主に街路に面した建物立面の形態的特徴に着目し，都市での
現象の仕方について＜ズレ＞という視点から分析を行った．
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14 .空間の構成原理に関する実証的研究（継続）

 教授 藤井 明 [代表者 ]， 助教授 曲渕 英邦， 助手 橋本 憲一郎，技術専門職員 小駒 幸江，
研究員 及川 清昭， 協力研究員 槻橋 修， 大学院学生 朴 正珉，王 昕，佐々木 一晋，田中 陽輔，

松村 永宣，沖野 優，本間 健太郎

伝統的な集落や住居に見出される空間の構成原理は，今日の居住計画を再考する上で重要な示唆に富んでいる．本
研究室では過去 30 年以上にわたって世界の伝統的集落の調査を継続しているが，本年度はベトナム中・南部の伝統
的住居を対象とした調査を行った．また，韓国の伝統的集落を対象として，「閾」による空間の分節について分析した．

15 .地域分析の手法に関する研究（継続）

 教授 藤井 明 [代表者 ]， 助教授 曲渕 英邦， 協力研究員 大河内 学， 大学院学生 Golani Solomon Erez，
Gomez Tangle Martin，松田 聡平，Kachaamy Georges，Guimond Andre Moore

地域空間の構造を的確に把握することは，地域性を積極的に組み入れてゆくという計画学的な視点からも非常に重
要である．本年度は，移動に伴う個人の空間体験に着目し，移動の際に被験者が撮影した写真，アンケートデータな
どから，都市の経路記述について分析を行った．

16 .計算幾何学に関する研究（継続）

 教授 藤井 明 [代表者 ]， 助教授 曲渕 英邦， 助手 今井 公太郎，橋本 憲一郎， 研究員 郷田 桃代，
大学院学生 Yim Kevin，狩野 朋子，Bonfiglio Alvaro Mauro，田村 順子，森 祐輔

本研究は都市・地域解析への適用を目的とした計算幾何学的な手法の開発を行うものである．本年度は，都市の諸
事象を＜ユニット・タイプ＞として取り出し，それら諸要素の関係を，＜シナリオ＞に基づいて決定することにより
都市の配置計画をシミュレートするソフトウェアの開発を行った．

17 .歴史および自然環境に配慮した建築設計の研究（継続）

 教授 藤森 照信

 歴史と自然の環境に適合した建造物とその住まい方については，特に近年社会的関心が高い．こうした社会的要請
にも応えるべく，従来からの同テーマにつき更に調査研究を進めるとともに，タンポポハウス， ニラハウス， 天竜市
秋野不矩美術館， 一本松ハウス， 熊本農業大学学生寮， 伊豆大島椿城，茶室（矩庵 - 京都市，一夜城 - 湯河原町，高過
庵 - 茅野市），養老昆虫館などの建築設計を行い，実際の成果成立条件の確認作業も行っている．

18 .戦後建築家に関する基礎的研究（継続）

 教授 藤森 照信

 日本の建築活動は，第二次世界大戦後半世紀の間に大いに発展し，現代では世界の建築界のリーダーシップをとる
までになった． 戦後をリードした建築家たちは，事績の資料を残すこともなく重要な建築的出来事に立ち会いながら
何の記録も回想も残すことなく， 没した場合も多い．戦後 60 年を経た今日でもなお資料収集と分析を継続的に行う必
要があり，それによって戦後建築総体の基本資料を得ることを目的として研究を進めている．

19 .日本近代産業施設の発達と遺構の生産技術史的研究（継続）

 教授 藤森 照信

 わが国の産業施設の発達過程は， 変化があまりにも急速である． その歴史が記述される前に， 肝心な生産施設そのも
のが取り壊される傾向にある． この現状を踏まえ， 全国の生産施設， 土木， 工場施設についても順次研究を進めている．

20 .多民族化及び西洋化による都市と建築の近代化に関する研究 ―内蒙古フフホト市を中心に（継続）

 教授 藤森 照信 [ 代表者 ]， 助教授 村松 伸， 日本学術振興会外国人特別研究員 包 慕萍

 本研究は少数民族地域の近代都市， 建築西洋化， 漢風化， 多民族化などによって， どのように影響を受け， 近代化が形
成されたのか， これまでの学習モデルの欧米近代建築史研究の視点とは異なるアジア独自の特徴などを内モンゴル・フ
フホト市を中心に調査， 分析， 明らかにすべく研究を進めている．

21 .東アジアと日本の建築近代化の比較研究（継続）

 教授 藤森 照信 [代表者 ]， 助教授 村松 伸， 研究員 西澤 泰彦， 技術職員 谷川 竜一

 19 世紀における西欧列強の東アジアの進出の軌跡は， 東アジアに登場する近代建築の歴史的展開と符合する． 近代
日本における近代化遺産も， この歴史的展開の中で行われたといえる． 本研究は， こうしたグローバルな視点から， 東
アジアと日本の近代建築の発生とその展開を比較研究し， 建築近代化過程の本質的問題を考察している．  また同時
に，現存する遺構調査， この地に活躍した欧米人， 及び日本人建築家の活動 に関する研究も進めており， すでに一部
を研究成果として報告している．
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22 .能舞台の歴史的変遷及び， 能的建築空間設計手法の研究（継続）

 教授 藤森 照信 [ 代表者 ]，協力研究員 奥冨 利幸

 我が国独自の「能舞台」は， 最近とみに伝統文化の象徴として， 新たな能舞台が各地に建築されている． 能舞台の
歴史的変遷過程と， 現存する能舞台の把握， 実測調査により， 設計方法の踏襲部分や建築空間の調査研究， 併せて現代
建築の能空間的設計手法及び， 日本人に潜在的に好まれてきている能的思考の文化意識を考察研究する．

23 .集合住宅の研究－日本・韓国・台湾・中国の住宅営団に関する研究（継続）

 教授 藤森 照信 [ 代表者 ]，協力研究員 冨井 正憲

 本研究は， 国策住宅供給機関として 1940 年代に設立された， 東アジア 4 ケ国（日本， 韓国， 台湾， 中国）の住宅営
団の組織の成立過程， 及び各国公共集合住宅， 近代住宅計画成立過程を調査， 比較検討し， 併せて東アジア 4 ケ国の居
住空間の文化的特質を分析も研究する．

24 .ベトナム都市における近代建築の保存と再生（継続）

 教授 藤森 照信 [代表者 ]， 助教授 村松 伸， 助手 大田 省一

 ベトナム都市のハノイ・ホーチミン等には， フランス植民地時代の建築物が多く残り， 都市基盤施設， 建築物は当
時のものそのまま利用している． ただしすでに半世紀以上経ち， 老巧化が進み， また開放政策から急激な都市環境の
変化がみられたため， 近代建築の現存リストを作成， かなりの成果を上げた． これに基づきその利用と， 保存・再生と
する都市計画を提示し， その実現のためのベトナム側との共同研究を進めている．

25 .お雇い外国人建築技師に関する研究

 教授 藤森 照信 [ 代表者 ]，学術研究支援員 丸山 雅子

 明治政府のお雇い外国人建築技師たちは，日本人建築家が十分に育つ前の日本で，国家的なプロジェクトを次々と
任され，日本の近代化に大きく貢献した．しかし彼らの多くについては，その素性も，来日の経緯も，離日後の消息
も不明なままである．彼らのバックグラウンドと国内外における活動を明らかにすることによって，明治初期の日本
建築界の世界的な位置を探る．

26 .日本近代の建築設計技術者の研究

 教授 藤森 照信 [ 代表者 ]，大学院学生 速水 清孝

 日本の建築設計技術者の実像や制度の成り立ちを，特に日本では見逃すことのできない木造の庶民住宅とのかかわ
りに注目して明らかにする．世界的にユニークといわれる建築士制度ばかりでなく，大工や建築代理士といった，こ
れまで設計者とは認知されなかった者も再評価する．それにより，現代の庶民住宅の設計を取り巻く状況がどのよう
にして形成されたかを把握する．

27 .建設産業のサービスプロバイダー化に関する研究

 教授 野城 智也

建物へのニーズが刻々変化する現今の経済社会において，環境負荷やコスト負担を考えると，建替新築によって
ニーズに対応するのは効率的ではなく，むしろ既存建物をニーズの変化に対して遅滞なく部分更新する方が得策であ
る．本プロジェクトは，こういった認識にたち，多様に特化し，かつ刻々変化する個々のニーズに対応し，建物のイ
ンフィルを生体組織的に変容させる技術を開発することを目的とする．  

28 . IC タグを活用した情報具有建築によるライフサイクル価値向上に関する研究

 教授 野城 智也

建物要素に電子タグを敷設（embed）し，そこに搭載された自動認識情報を手がかりに，建物の品質や維持保全履
歴関連情報が生成・継承され，かつ利害関係者がそれらの情報にアクセスできるようにするための枠組と，その枠組
が包含する各種の情報利用のプロセスを構想する．これをもとに建物のトレーサビリティを高めることによって，ラ
イフサイクルにわたる「情報による建物の価値の創造」を生むために必要な技術を開発する

29 .プロジェクト型ものづくりシステムにおける分業デザイン

 教授 野城 智也

プロジェクトでは，種々の主体が分業をしつつ，技術的詳細を決定に様々な寄与をしている．その寄与のあり方は，
プロジェクトの開始時点では必ずしも明確でなく，契約上で定義された役割とも異なるものである．主体相互間の情
報フロー及び意志決定のあり方も非定型的である．にもかかわらず，この技術的融合のあり方が，最終産品（建物）
の性能・機能・品質を左右する．本研究はこういった認識に立ち，事例分析を積み上げることにより，プロジェクト
における分業による技術融合のベストプラクティスモデルを明らかにすることを目的とする 
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30 .官民パートナーシップによる既存団地再生手法の開発（Y3P 研究会）

 教授 野城 智也

今後の社会経済情勢を俯瞰すれば，既存住宅団地を再活性化していくためには，公的 セクター及び民間企業のもつ
ノウハウと経営資源が，住宅団地の技術的・社会的・経 済的特性・コンテクストに併せて最適に組み合わされること
によって，住まい手に対 して安く良質なサービスを提供し，貴重な社会資産としての既存住宅団地を機能させ てい
くことが必要である．しかしながら，我が国では，PPP の素地になる，官民の 率直で水平的な関係での率直なディ
ベートが未成熟である．本研究会は，大学が中立 的な立場にたって，公的住宅セクターの職員，及び，民間企業（旧
都市公団において KSI 開発に参加した企業など）の職員をお招きし，PPP のあり方を構想していく ことを目的とする
ものである．

31 .インフィル・リースによる持続可能な賃貸住宅システムの開発

 教授 野城 智也

インフィル・リース方式を導入することにより，「カスタマイズド賃貸住宅」を実現することを産学共同で進める．

32 .家歴書システムの開発

 教授 野城 智也

「家歴書」とは，住宅の設計図書・施工写真・維持補修改修履歴をひとまとまりにした情報パッケージである．住
宅の保有性能・品質を推認でき，検証可能で，それを必要とする利害関係者に配布ができるように「家歴書」を整備
するための情報システムを開発する

33 .技術倫理マネジメントシステムに関する研究

 教授 野城 智也

技術に関する組織としての行動規範を担保するためのマネジメントシステムについて考究する．特に，組織にとっ
ての技術倫理リスクをマネジメントするための手法を整理する．

34 .トレーサビリティ付与による国内林再生可能性デモンストレーション実験

 教授 野城 智也

トレーサビリティの向上による国産木材の高価値化の可能性を実証することにより，国内林業を再生し，CO2 の森
林固定を促進する産業的契機を生み出すこと目的に産学共同で社会実験を進める．具体的には，トレーサビリティを
高めることによって，以下の点を社会一般及び林業関係者に向けてデモンストレーションすることを目論む．（ア）電
子タグを用いて，国産材の産地及び品質及びその流通経路にかかわるトレーサビリティ情報を，エンドユーザーが検
証・追跡が可能な形で提供することによって，国産材に関する潜在需要を顕在化させること（イ）電子タグを用いて，
エンドユーザーからの注文に応じて，伐採・製材・供給をするデマンド・プル型の流通システムを生み出すことに
よって，最終需要者への価格ダウンと，森林所有者への収入上昇に結びつくこと

35 .リモートセンシングによる環境・災害評価手法の研究

 教授 安岡 善文 [代表者 ]， 助手 遠藤 貴宏， 特任助手 竹内 渉， 博士研究員 Baruah Pranab Jyoti，
博士研究員 酒井 徹， 大学院学生 大吉 慶， 大学院学生 赤塚 慎， 大学院学生 山地 毅彦，

大学院学生 Preessan Rakwatin

人工衛星からのリモートセンシングデータを利用して，地表面の被覆状況，植生分布などを計測し，都市・地域ス
ケールから大陸・地球スケールまでを対象として，環境・災害に関する各種のパラメータを評価する手法を開発する．
2005 年においては，既設の NOAA/AVHRR，TERRA/MODIS の受信システムに加えて，新たに地球観測衛星 AQUA/
MODIS データの受信・処理設備を設置し，東アジアの衛星観測ネットワークを構築した．さらに，これらのデータを
利用して，アジアにおける水田分布図の作成，森林火災分布図の作成等を行った．また，都市スケールでは高解像度
衛星データ等を利用した都市の 3 次元構造の計測，アジア諸都市のヒートアイランドの評価等を行った．

36 .ハイパースペクトル計測による生態系パラメータの計測手法の開発

 教授 安岡 善文 [ 代表者 ]， 助手 遠藤 貴宏

陸域生態系による光合成能や二酸化炭素の吸収・放出量を評価することを目的として，高い分解能で計測対象物の
スペクトル特性（分光特性）を計測するハイパースペクトル計測により，植物の光合成速度，クロロフィル，リグニ
ン，セルロース，水分含有量などの生物・生理パラメータを計測する手法を開発する．2004 年は，実験室レベル，
フィールドレベルで，植生の光合成速度，クロロフィル量等を画像観測するハイパースペクトルイメジャーを開発し，
植物の機能パラメータを評価した．
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37 .衛星観測データとモデルの統合による陸域生態系の予測，評価手法の開発

 教授 安岡 善文 [代表者 ]， 助手 遠藤 貴宏， 特任助手 竹内 渉， 博士研究員 Baruah Pranab Jyoti，
博士研究員 酒井 徹， 大学院学生 山地 毅彦

人工衛星から得られる陸域生態系の広域パラメータ分布データと，陸域生態系の機能を記述するモデルを統合化す
ることにより，モデルによる予測や推定を高精度で行うための同化手法（アシミレーション手法，ナッジング手法）
を開発した．

38 . RC 構造の能動的破壊制御のための埋め込み型人工デバイスの開発

 助教授 岸 利治 [代表者 ]，教授（東大） 前川 宏一， 長岡技術科学大学 田中 泰司

コンクリート部材にとって致命的なせん断破壊を，あらかじめ部材内に埋め込んだ装置により人工的に誘発される
亀裂によって制御できる見込みが既往の研究から得られている．この結果を受けて，ねじりを含む任意方向からの荷
重入力に対する装置の信頼性や施工におけるシステムの実現可能性を考慮した最適な人工デバイスの開発に取り組
んでいる．主として実験的な検討を行い，破壊制御による安全性能の向上と同時に，装置による破壊の誘発といった
危険性も合わせて検討している．

39 .膨張コンクリートのひび割れ抵抗機構の解明とその評価

 助教授 岸 利治 [代表者 ]，大学院学生 Raktipong Sahamitmongkol，石松 信哉

膨張コンクリートの優れた特徴である高いひび割れ抵抗性や変形性をもたらす機構の本質をとらえ，その定量的な
評価を行うことを目指している．膨張コンクリートの汎用化へ理論的裏付けを与えることで，コンクリート構造物の
高機能・長寿命化と信頼性向上に貢献することがねらいである．

40 .コンクリート中の微速透水現象および止水現象の支配メカニズムの解明

 助教授 岸 利治 [ 代表者 ]，大学院学生 岡崎 慎一郎

コンクリート中の微速透水現象における動水勾配依存性（非ダルシー性），及び始動動水勾配の存在に着目し，そ
の支配メカニズムを明らかにすることが目的である．このことにより，大きな欠陥を有しないコンクリートの一般部
や打継目程度の軽微な不連続透水状況を評価することは，現実の水分移動を過大に見積もることを明らかにした．

41 .中高層木造建築に関する研究

 助教授 腰原 幹雄

木質構造による中高層建築の実現における問題点抽出と，その特性（構造，環境）調査．木質複合構造（集成材＋
鋼材）による 5 階建建築の実現．木質構造による 5 階建て建築の実現．

42 .伝統的木造建築に関する研究

 助教授 腰原 幹雄

社寺建築に代表される伝統的木造建築の構造評価．五重塔模型振動台実験，重要文化財の耐震補強．市街地での大
規模木造社寺建築の実現可能性．

43 .木造住宅の耐震性

 助教授 腰原 幹雄

既存木造住宅の耐震性能評価（耐震診断）技術の確立．耐震補強方法の評価手法．耐震補強効果の検証法．

44 .東アジアの木造建築に関する研究

 助教授 腰原 幹雄

韓国，台湾，ベトナムにおける木造建築の構造特性調査．

45 .交通騒音の予測・評価に関する研究  

 助教授 坂本 慎一 [代表者 ]， 研究員 佐藤 史明， 博士研究員（日本学術振興会特別研究員） 安田 洋介，
大学院学生 朝倉 巧， 大学院学生 郷原 繁利， 大学院学生 中島 章博

道路交通騒音に重点を置いて，騒音の伝搬予測法並びに対策法に関する研究を継続的に進めている．等価騒音レベ
ルに基づくエネルギーベースの道路騒音予測計算法の改良を目的として，掘割・半地下構造道路周辺の騒音予測のた
めの簡易計算法を提案している．昨年度に得られた半地下道路における詳細な騒音放射特性測定データをリファレン
スに，エネルギーベース簡易計算法および 2 次元波動数値解析法の妥当性の検証を行った．   
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46 .室内音響に関する研究  

 助教授 坂本 慎一 [代表者 ]， 助手 上野 佳奈子， 研究員 佐藤 史明，
博士研究員（日本学術振興会特別研究員） 安田 洋介， 大学院学生 牛山 歩，

大学院学生 中島 章博， 大学院学生 長友 宏

ホール・劇場等の室内音響に関する研究を継続的に行っている．今年度は，ホールの音場予測を目的とした 3 次元
波動数値解析の研究として，実際のホールに対する数値解析と実測値の比較研究を行い，解析手法の適用性について
検討した．また，実際のホール設計段階におけるシミュレーションを行った．

47 .建物壁体の遮音構造の開発に関する研究  

 助教授 坂本 慎一 [代表者 ]， 顧問研究員 橘 秀樹， 研究員 佐藤 史明，
博士研究員（日本学術振興会特別研究員） 安田 洋介， 大学院学生 朝倉 巧，研究実習生 崎本 佑

建物壁体の遮音性能向上のための騒音制御技術の開発に関する研究を行っている．今年度は，自然換気設備の高遮
音化を目的とした換気ダクトユニットの開発研究について，ダクト内消音装置の具体的な形状設計を行い，平面波お
よび 2 次元数値解析，実験室における遮音測定により検証を行った．

48 .音場の数値解析に関する研究

 助教授 坂本 慎一 [代表者 ]， 助手 上野 佳奈子， 研究員 佐藤 史明，
博士研究員（日本学術振興会特別研究員） 安田 洋介， 大学院学生 牛山 歩，

大学院学生 郷原 繁利， 大学院学生 朝倉 巧， 大学院学生 中島 章博

各種空間における音響・振動現象を対象とした数値解析手法の開発を目的として， 有限要素法， 境界要素法， 差分法
等に関する研究を進めている． 本年度は， 室内外音場予測に対する差分法の精度向上および適用性拡大を目的として，
計算スキームに関する理論的検討を昨年度に引き続き行った．スキームによる計算精度の違いに関する理論的な考察
を行い，実物ホールのインパルス応答計算，屋外騒音伝搬に対する応用を行った．また，昨年度からの継続として高
速多重極境界要素法の計算アルゴリズムに関する検討を行った．計算時間短縮のための反復解法の収束改善を行った
ほか，応用としてバルコニー空間の処理による外部騒音低減効果に関する研究を行った．

49 .音場シミュレーション手法の開発と応用に関する研究 

 助教授 坂本 慎一 [代表者 ]， 助手 上野 佳奈子， 顧問研究員 橘 秀樹， 協力研究員 横山 栄，
博士研究員（日本学術振興会特別研究員） 安田 洋介， 大学院学生 牛山 歩，

大学院学生 中島 章博， 大学院学生 朝倉 巧

ホール音場における聴感印象の評価，各種環境騒音の評価等を目的とした 3 次元音場シミュレーションシステムの
開発および応用に関して研究を行っている．本年度は，3 次元波動数値解析に基づく 6 チャンネル音場シミュレーショ
ンシステムの妥当性検証のために実ホールに対する数値解析結果および実測に基づくシミュレーションを比較し，シ
ステムの妥当性に対する基礎的な研究を行った．またこれまで実験室内に構築した 3 次元音場シミュレーションシス
テムを応用し，音楽練習室の音場支援システムとして提供するための予備的検討を行った．

50 .教育施設の音環境に関する研究

 助教授 坂本 慎一 [代表者 ]， 助手 上野 佳奈子， 大学院学生 中島 章博

教育施設に求められる音響性能及びそれを実現するための音響設計手法の提案を目的として研究を進めている．本
年度は，近年音の問題が顕在化しているオープンプラン型教室間の音響伝搬性能について，数値解析手法を用いて各
種建築要素（形状や仕上げ条件）の影響を定量的に検討した．また，音響性能が著しく異なるオープンプラン型教室
で実測調査を行い，数値解析による検討と合わせて複合的な建築条件と音響性能との関係を検証した．

51 .空間の生成プロセスに関する研究（継続）

 助教授 曲渕 英邦 [代表者 ]， 教授 藤井 明， 助手 今井 公太郎， 助手 橋本 憲一郎，
外国人協力研究員 李 城彰， 大学院学生 宮崎 慎也，成瀬 友梨，大場 晃平，木村 正博，Wash Glen Ronald

建築・都市空間を構築するための設計プロセスの研究には，その基礎論として空間の生成プロセスを把握すること
が肝要である．本年度は，地下鉄大江戸線開通や六本木ヒルズ完成などのエポックにより，大きく変容した麻布十番
のフィールドスタディを試みた．これにより，エポックの前後で都市がどのような変容をしたか記述し，変容のプロ
セスを明らかにした．
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52 .文化としての空間モデルの計画学的研究（継続）

 助教授 曲渕 英邦 [ 代表者 ]， 教授 藤井 明， 研究員 郷田 桃代， 助手 今井 公太郎， 大学院学生 鍋島 憲司，
謝 宗哲，松岡 聡，六角 美瑠，田中 渉

建築都市空間は時代精神や場所性に根ざす文化の表現であり，21 世紀に向けて新たな空間モデルを提案すること
は，今日の重要な計画学的課題である．数年にわたり，「高温多湿気候に適応する環境負荷低減型高密度居住区モデ
ルの開発」という課題を設定し，建築内部に十分なボイドを確保した「ポーラス型居住区モデル」の提案を行ってき
た．これまでに対象地域として，東京，ベトナム・ハノイ，台湾において，住居モデルを提案し，設計を行ってきた．
ハノイモデルは 2003 年 6 月完成した．本年度は，台湾の市街地を対象に，現実的なプロジェクトとして計画し，現
在建設中である．

53 .都市空間構成の形態学的研究（継続）

 助教授 曲渕 英邦 [代表者 ]， 教授 藤井 明， 助手 今井 公太郎， 助手 橋本 憲一郎，
外国人協力研究員 李 城彰， 大学院学生 Adriana Shima Iwamizu，李 東勲，福島 慶介，高濱 史子，王子 芙蓉，

Mojitaba Pourbakht

本研究においては，都市空間を構成する形態的要素に着目することで，その空間的特性を記述する手法の開発を行
うものである．前年度は，上海のオープンスペースの変遷を歴史的に調査し，その変容過程が上海の都市空間の発展
過程そのものと重なることを解明した．本年度では調査により得られた写真画像の解析を通して，都市空間の伝統的
な要素と新しい要素との関係を明らかにした．

54 .都市空間の計画学的研究(継続）

 助教授 曲渕 英邦 [代表者 ]， 教授 藤井 明， 助手 今井 公太郎， 助手 橋本 憲一郎，
外国人協力研究員 李 城彰， 大学院学生 Dietrich Bollman，矢野 寿洋，奥山 尚史，

Beita Solano Esteban Javier

本研究は都市空間の形成に関与すると考えられる「物理的な環境」と「活動の主体としての人間」について，計画
学的な立場から，個別の分析を行うと同時に両者の統合を目指すものである．本年度はインターネット検索エンジン
により，東京すべての住所のヒット数を調査した．これによって，インターネット空間上の東京と現実の東京との場
所の連関を記述した．これにより，インターネット空間内に形成された都市における場所のネットワークの傾向を明
らかにした．

55 .都市に関する文明史的研究

 助教授 村松 伸 [代表者 ]， 技術職員 谷川 竜一， 研究員 深見 奈緒子，
日本学術振興会外国人特別研究員 包 慕萍， 大学院学生 福元 貴実也， 大学院学生 鳳 英里子，
大学院学生 林 憲吾， 大学院学生 岡村 健太郎， 大学院学生 白 佐立， 大学院学生 浦田 智子，

大学院学生 久保田 修司

世界の都市の 5000 年にわたる歴史を生態的，文明史的に類型化し，その変容を考究する．

56 .都市文化遺産・資産の開発に関する研究

 助教授 村松 伸 [ 代表者 ]， 技術職員 谷川 竜一， 研究員 張 復合， 研究員 深見 奈緒子， 研究員 李 江，
大学院学生 銭 毅， 大学院学生 鳳 英里子， 大学院学生 伊藤 潤一， 大学院学生 林 憲吾， 大学院学生 白 佐立，

大学院学生 徳田 哲司

現存する都市の遺産，資産をいかに評価しそれを再利用するかを考究し，実際の都市の再生に資する． 日本におい
ては京浜工業地帯，駒場キャンパス地区，外国においてはジャカルタ，マラッカ，サマルカンド，テヘランなどの調
査を実施する．

57 .都市文化遺産の社会還元に関する研究

 助教授 村松 伸 [代表者 ]， 技術職員 谷川 竜一， 大学院学生 鳳 英里子， 大学院学生 松田 浩子，
大学院学生 林 憲吾， 大学院学生 岡村 健太郎， 大学院学生 白 佐立， 大学院学生 伊藤 潤一，

大学院学生 浦田 智子， 大学院学生 久保田 修司

小学生，高校生等に都市を理解するための教育を行う手法を開発し，それを実施する．

58 .戦後アジア都市，建築に関する研究

 助教授 村松 伸 [代表者 ]， 技術職員 谷川 竜一， 大学院学生 禅野 靖司

日本を含むアジアの第二次世界大戦後の都市，建築について，歴史的なフレームを構築する．
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59 .アジア近代の都市と建築の歴史的研究

 助教授 村松 伸 [代表者 ]， 技術職員 谷川 竜一， 研究員 李 江， 大学院学生 福元 貴実也，
大学院学生 林 憲吾， 大学院学生 白 佐立， 大学院学生 岡村 健太郎， 大学院学生 浦田 智子，

大学院学生 久保田 修司， 大学院学生 中村  剛士， 大学院学生 徳田 哲司， 大学院学生 山本 義典

19，20 世紀のアジアにおける都市と建築の変遷をフィールドワーク，文献をもとに明らかにする．

60 .ものづくり理論研究

 特任助教授 吉田 敏

モノをつくる生産行為は，その理論化の重要性が認識されてから多くの時間が経過したが，対象の持続的な変化に
より，未だに明確な手法論がほとんど存在しない．そのために，モノが生産される過程を記述し，分析を可能にする
ことが出来るような手法論を確立することを目的としている．また，確立された手法によりモノづくりに関する理論
展開を進めていくことになるが，対象をいかに継時的に，立体的に分析していくことを目標としている．

61 .技術経営戦略(イノベーションマネジメント ) 理論研究

 特任助教授 吉田 敏

近年，多くの研究者が様々な角度から技術革新に関する分析を進めてきた．しかし，それらの分析は対象の複雑化
から体系化されること無く，ますます視点の分散化を呈している．現在必要とされていることは，一つの視点から全
ての理論を体系化していくことであると考えられる．そのために，教科書に当たる一冊の書籍にまとめることを目標
に研究・分析を進めている．

62 .人工物理論研究

 特任助教授 吉田 敏

自然物に対し，人工物の特性を理論的に解析していく．自然科学の持つ手法は確立されているものが多く存在する
が，人工物を対象とした分析方法は皆無に等しい．ここでは，人工物の分析を進め，実社会で使用される人工物を具
体的に取り上げながら理論的分析を進めていく．
218



VI．研究および発表論文

TokyoNenji . book  Page 219  Monday , January 18 , 2010  7:26 PM
計測技術開発センター

1 .室内の換気・空調効率に関する研究（継続）

 教授 加藤 信介 [代表者 ]， 助教授 大岡 龍三，研究員 吉野 博，協力研究員 金 泰延，協力研究員 伊藤 一秀

室内の空気温熱環境の形成に預かっている各種要因とその寄与（感度）を放射および室内気流シミュレーションに
より解析する．これにより一つの空調吹出口や排気口，また温熱源などが，どのように室内の気流・温度分布の形成
に関わっているか，またこれらの要素が多少変化した際，室内の気流・温度分布がどのように変化するかを解析する．
これらの解析結果は，室内の温熱空気環境の設計や制御に用いられる．本年度は暖房室内で開放型灯油ストーブを燃
焼させた際の室内空気質の濃度分布性状について検討した．

2 .数値サーマルマネキンの開発(継続 )

 教授 加藤 信介 [代表者 ]， 助教授 大岡 龍三，研究員 田辺 新一，研究機関研究員 梁 禎訓

本研究は，サーマルマネキン等を用いた実験に基づいて行われている人体とその周辺の環境場との熱輸送解析を，
対流放射連成シミュレーション，さらには湿気輸送シミュレーションとの連成により，数値的に精度良くシミュレー
トすることを目的とする．本年度は四肢と顎部，胸部などの局部形状を詳細にモデル化した人体モデルを作成し，こ
の人体モデルを用いた CFD 解析により，人体局所形状の影響を考慮して，人体吸気領域の検討を行った．

3 .室内温熱環境と空調システムに関する研究（継続）

 教授 加藤 信介 [代表者 ]， 助教授 大岡 龍三，研究員 近本 智行，協力研究員 金 泰延，
大学院学生 松田 美由紀

良好な室内環境を得るための最適な空調システムに関して，模型実験・数値シミュレーションにより研究している．
OA 化による室内熱負荷の増加・偏在化やオフィスのパーソナル化などにより，従来の全般空調方式から個別制御可能
なパーソナル空調としてワイドカバー型空調およびスポットクーリング型空調を提案し，その有効性につて検討した．

4 .室内気流の乱流シミュレーションとレーザー可視化，画像処理計測手法の開発研究（継続）

 教授 加藤 信介 [代表者 ]， 助教授 大岡 龍三，協力研究員 伊藤 一秀

室内気流を対象とした乱流シミュレーション・可視化計測による流れ場，拡散場の予測，解析，制御のための手法
の開発を行う．特に，レーザー光を用いた流れの可視化による定性的な把握とともに，定量的な計測を行うシステム
の開発研究に重点を置く．模型実験での可視化により得られた流れ性状を数値化してシミュレーション結果と比較
し，その精度向上に務めた．

5 .室内化学物質空気汚染の解明と健康居住空間の開発（継続）

 教授 加藤 信介 [代表者 ]， 助教授 大岡 龍三，研究員 伊香賀 俊治，研究員 田辺 新一，研究員 近藤 靖史，
協力研究員 伊藤 一秀， 中国建築科学研究院 朱 清宇， 大学院学生 徐 長厚， 受託研究員 長尾 聡子

建築物・住宅内における化学物質空気汚染に関する問題を解明し，健康で衛生的な居住環境を整備する．研究対象
物質としてホルムアルデヒド，VOC，有機リン系農薬及び可塑材に着目する．これら化学物質の室内空間への放散及
びその活性化反応を含めた汚染のメカニズム，予測方法，最適設計・対策方法を解明すること，その情報データベー
スの構築を目的とする．本年度も昨年度に引き続き，実大スケールの家具などの製品からの揮発性有機化合物の放散
性状について検討した．また，室内居住域の化学物質濃度を健康で衛生的な範囲内に留めるための多岐にわたる建材
使用の条件，室内換気方法，除去分解方法を具体的に提案する．

6 .高密度居住区モデルの開発研究（継続）

 教授 加藤 信介 [代表者 ]， 助教授 大岡 龍三，研究員 伊香賀 俊治

人口爆発を止めることは困難であり，人類は好むと好まざるに拘らず，都市において高密度居住の道を選ばざるを
得ない．高密度居住を積極的に利用して，効率的で，高いサステナビリティ性を備えた，そして環境負荷の少ない居
住区モデルを開発する．本研究では，都市負荷の最小化を目指して高密度居住区を計画し，その環境負荷削減効果を
明らかにするとともに食料生産，ヒーリング等のための耕地地区，緑地地区と高密度居住地内のバランスのとれた配
置計画方法を提案する．本年度はベトナム・ハノイに建設されたボイドを内在させ大規模開口からの自然換気を積極
利用したハノイ実験住宅についてエネルギー収支型通風計算モデルにより換気量評価を行い，その有効性を検討した．
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7 .風洞実験・室内気流実験で用いる風速並びに風圧変動測定方法の開発に関する研究（継続）

 教授 加藤 信介 [代表者 ]， 助教授 大岡 龍三，研究員 小林 信行，研究員 近藤 靖史，
技術専門職員 高橋 岳生， 大学院学生 河野 良坪

建物周辺気流に関する風洞実験や室内気流実験で用いる平均風速，風速変動の 3 次元計測が可能な風速測定器の開
発・実用化および変動風圧の測定法等の開発に関し，研究を進めている．本年度も前年度に引き続き，PIV 流速計に
より等温室内気流，および非等温室内気流の乱流統計量を測定し，その特性を解析した．また，高層集合住宅におけ
る給気口と排気口位置の 2 点間の風圧変動の特性について多点圧力計による模型実験を行った．

8 . CFD 解析に基づく室内温熱環境の自動最適設計手法の開発（継続）

 教授 加藤 信介 [代表者 ]， 助教授 大岡 龍三，協力研究員 金 泰延

本研究は，室内環境 CFD（Computational Fluid Dynamics）解析シミュレーションに基づく室内温熱・空気環境の自
動最適設計手法を開発することを目的とする．これは室内の環境性状を設計目標値に最大限近づけさせるための室内
の物理的な境界条件を求める手法，すなわち逆問題解析による環境の自動最適化設計手法の基礎的な検討を行うもの
である．本年度は GA（遺伝的アルゴリズム Genetic Algorithm）を導入し，より少ない計算量で広範な条件から複数の
最適条件候補を探索する手法を検討した．特に，気象条件などの外部環境条件を確率変数として扱い，対応して空調
などのアクティブ制御によって決まる室内環境の要素を考慮して室内の形状などの設計要素を GA により最適化する
方法を検討した．

9 .市街地大気汚染拡散メカニズムの解明と最適制御手法の開発(継続 )

 教授 加藤 信介 [代表者 ]， 助教授 大岡 龍三， 技術専門職員 高橋 岳生， 助手 黄 弘

近年の大都市部における窒素酸化物（NOX）や粒子状物質（SPM）による市街地沿道の大気汚染は，自動車排ガス
規制など種々の施策にもかかわらず，昭和 60 年以降はむしろ悪化の傾向を示している．これは市街地の高層化や道
路の複層化など，高密度な空間利用による風通しの悪さにより，自動車排ガスがストリートキャニオン内で滞留する
ためと考えられる．本研究では，風洞実験と CFD を用い，市街地大気汚染拡散メカニズムを解明し，光触媒の最適配
置など低コストで効率的な大気汚染制御手法を開発している．

10 .省エネルギーと IAQ 向上を実現する非結露型空調方式の開発(継続 )

 教授 加藤 信介 [代表者 ]， 助教授 大岡 龍三， 大学院学生 蔡 耀賢

デシカント空調システムは，カビ・細菌等による建物屋内の IAQ（Indoor Air Quality 空気質）の低下を改善するこ
とが期待され，関連する研究も多い．しかし，一般的なデシカント空調システムは，効率（COP）が 1 以下であり，
省エネルギーの観点から見ると，除湿ローターの再生用のエネルギーとして低温排熱を利用することがないかぎり，
通常のヒートポンプを用いた冷却減湿システムの効率に遠く及ばない．また，室内で非結露を確実に担保するための
条件整理も充分になされていない．本研究では，CO2 ヒートポンプをデシカント空調システムに組み込み，省エネル
ギー性と建物内及び空調システム内の非結露の実現による IAQ の向上を同時に実現し，低温排熱がない場合にも適用
できる高効率のデシカント空調方式を開発することを目的とする．

11 .自然換気併用オフィスにおける可搬型パーソナル空調機の研究開発(継続 )

 教授 加藤 信介 [代表者 ]， 助教授 大岡 龍三， 研究機関研究員 梁 禎訓， 産学官連携研究員 朱 晟偉，
大学院学生 松田 美由紀

空調エネルギー削減の方策として，政府により冷房設定温度 28 ℃の奨励が行われているが，我慢を強いる省エネ
対策は民間への普及を阻害し，快適性・生産効率の低下，窓際・高負荷エリアなどでの暑さといった弊害が生じてい
る．本研究では，省エネルギーと快適性を両立させ，かつ既存の建物制御システムにも容易に採用可能な安価で可搬
型のパーソナル空調機を開発している．特に居室内の限られたタスク領域をなるべく均一温熱環境となるよう制御
し，タスク域の人体が大きな熱的不均一環境場に曝されないようにするタスク域ワイドカバー型パーソナル空調を提
案している．

12 .都市の環境安全シミュレータ EVE SAYFA の研究開発

 教授 加藤 信介 [代表者 ]， 助手 黄 弘， 産学官連携研究員 朱 晟偉， 大学院学生 寺畑 享子

文部科学省は，わが国の知的基盤整備の一環として平成 17 － 19 年度実施の「戦略的革新的シミュレーションソフ
トウェアの研究開発」プロジェクトを実施している．本研究はその一環として，都市の環境安全シミュレータ EVE
SAYFA（Enhaced Virtual Environment Simulator for Aimed and Yielded Fatal Accident）の研究開発である．大規模な地下
街，超高層ビルなどは，その非線形な複雑性故に防災設備の作動条件のわずかな違いが拡大し，大規模な災害に発展
する危険性を秘めている．「都市の環境安全シミュレータ」は，地下街，建物内を対象とし，この非線形な現象を相
応の精度で詳細に解析し，災害を防止あるいは低減するための環境，安全性を正確に予知し，評価するものを目指し
ている．
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13 .建築基準法の集団規定のための風環境評価に関する研究

 教授 加藤 信介 [代表者 ]， 助手 黄 弘， 産学官連携研究員 石田 義洋

建築物が満たすべき性能項目について法律で規定し，その具体的な性能基準を政令で明らかにし，各性能について
その基準を充足するものであれば自由な設計を認める「性能規定」という考え方が建築基準法に採用されつつある．
本研究では，集団規定の性能規定化へ向けて，市街地環境の一つである風環境に関して，性能項目，性能基準，一般
的検証法と例示仕様について検討を行う．市街地に要求される最低限の環境性状を整理し，この最低限の環境を確保
するための市街地の形態の条件，更にはよりよい環境を確保するには市街地の形態がどのような条件を持つべきかを
明らかにすることを目的とする．

14 .高機能バイオセンサーの開発

 助教授 立間 徹 [代表者 ]， 助手 高田 主岳， 博士研究員 野津 英男，
学術研究支援員 小森 喜久夫， 大学院学生 四反田 功， 大学院学生 吉田 豊

藻類細胞や酵素，酵素のモデル系を利用したバイオセンサーを開発している．環境中の毒性物質の検出や，物質の毒
性スクリーニングなどへの応用をめざしている．感度やダイナミックレンジの制御が可能なシステムも開発している．

15 .金属ナノ粒子を用いたプラズモン光電気化学

 助教授 立間 徹 [代表者 ]， 助手 高田 主岳， 博士研究員 田 陽， 大学院学生 松原 一喜，
大学院学生 于 克鋒， 大学院学生 鈴木 健太郎， 大学院学生 南 高一

金属ナノ粒子と半導体を組み合わせて，プラズモン共鳴に基づく電荷分離と光電気化学反応過程の解明を行ってい
る．また，増感型太陽電池や光触媒，多色フォトクロミック材料などのエネルギー変換および情報変換材料・デバイ
スへの応用を試みている．

16 .新しい光触媒材料と応用法の開発

 助教授 立間 徹 [代表者 ]， 助手 高田 主岳， 博士研究員 野津 英男，
受託研究員 齋藤 修一， 大学院学生 久保 若奈， 大学院学生 高橋 幸奈

酸化チタン光触媒による非接触酸化反応の機構について研究するとともに，この現象を固体表面の二次元パターニ
ングに応用する光触媒リソグラフィー法の開発と評価を行う．また，酸化チタン光触媒から得られる還元エネルギー
や酸化エネルギーを貯蔵し，夜間にも利用しようというエネルギー貯蔵型光触媒の開発も行う．

17 .メカノエレクトロケミカル材料・デバイスの開発

 助教授 立間 徹 [代表者 ]， 助手 高田 主岳， 大学院学生 宮崎 太地， 大学院学生 細田 康介

種々の電気化学活性ゲルやポリマーなどを合成し，これらを用いて，機械エネルギーと電気，光，化学エネルギー
などとの相互変換について研究している．ソフトアクチュエーターや圧力電池などへの応用をめざしている．
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1 . NOAA 衛星画像データベースシステムの構築（継続）

 教授 喜連川 優 [ 代表者 ]，根本 利弘

リモートセンシング画像等の巨大画像の蓄積には巨大なアーカイブスペースが不可欠である． 本研究では， 2テラバ
イトの超大容量 8mm テープロボテックスならびに 100 テラバイトのテープロボテックスを用いた 3 次記憶系の構成
と， それに基づく衛星画像データベースシステムの構築法に関する研究を行なっている． 本年度は， D3 から 9840 なる
新たなメディアに変更すると伴に試験的に階層記憶システムの運用を開始しその問題点を明らかにした． 又， 従来
データのローディングを継続的に行った． 

2 .ファイバチャネル結合型分散ディスクシステムの研究（継続）

 教授 喜連川 優 [代表者 ]， 協力研究員 小口 正人， 産学官連携研究員 合田 和生

100 台の Pentium Pro マイクロプロセッサを用いたデスクトップパーソナルコンピュータを ATM ネットワークによ
り結合した大規模 PC クラスタを構築した． パソコン用マイクロプロセッサの性能向上はワークステーション用 RISC
に匹敵するに到っており， 且つ大幅な低価格化が進んでいる． 本研究ではコモディティのみを利用した超廉価型 PCク
ラスタを用い大規模データマイニング処理を実装し， 大きな価格性能比の向上を達成した． 本年は他の PCから未利用
メモリを動的に確保する手法に関し， 手々の手法を実装しその特性を詳細に評価をすすめた．  

3 .ファイバチャネル結合型分散ディスクシステムの研究（継続）

 教授 喜連川 優 [代表者 ]， 産学官連携研究員 合田 和生， 大学院学生 星野 喬

100 台の Pentium Pro マイクロプロセッサを用いたデスクトップパーソナルコンピュータを ATM ネットワークによ
り結合した大規模 PC クラスタを構築した． パソコン用マイクロプロセッサの性能向上はワークステーション用 RISC
に匹敵するに到っており， 且つ大幅な低価格化が進んでいる． 本研究ではコモディティのみを利用した超廉価型 PCク
ラスタを用い大規模データマイニング処理を実装し， 大きな価格性能比の向上を達成した． 本年は他の PCから未利用
メモリを動的に確保する手法に関し， 手々の手法を実装しその特性を詳細に評価をすすめた． 

4 .スケーラブルアーカイバの研究（継続）

 教授 喜連川 優 [ 代表者 ]，根本 利弘

現在， 大容量アーカイブシステムは， 導入時にその構成がほぼ静的に決定され，柔軟性が必ずしも高くない． 本研究
では， 8mm テープを利用し， 比較的小規模なコモディティロボテックスをエレメントアーカイバとし， それらを多数
台並置することで任意の規模に拡張可能なスケーラブルアーカイバの構成法について研究を進めている． 本年度は
9840 に代表される最近の新しいテープ装置のパラメータを想定しリプリケーション手法に関しシミュレーションを
行いその有効性を確認した．さらに ツ VD アーカイバへの適用についても検討した．

5 .デジタルアースビジュアリゼーション（継続）

 教授 喜連川 優 [ 代表者 ]， 科学技術振興特任研究員 安川 雅紀

種々の地球環境データを統合的に管理すると共に， 多元的な解析の利便を図るべく VRML を用いた可視化システム
を構築した． 時間的変化を視覚的に与えることにより， 大幅に理解が容易となると共に柔軟な操作が可能となり，
ユーザに公開しつつある． 本年度はバーチャルリアリティシアターを用いた大規模視覚化実験を進めた．

6 .バッチ問合せ処理の最適化に関する研究（継続）

 教授 喜連川 優 [ 代表者 ]，助手 中野 美由紀

複数の問合せの処理性能を大幅に向上させる主記憶および I/O 共用に基づく新しい手法を提案すると共に， シミュ
レーションならびに実機上での実装により有効性を明かにした．

7 .サーチエンジン結果のクラスタリングとマイニング（継続）

 教授 喜連川 優 [代表者 ]， 博士研究員 Yitong Wang， 大学院学生 楊 征路

サーチエンジンは極めて多くのURLをそのサーチ結果として戻すことから， その利便性は著しく低いことが指摘さ
れている． ここではインリンク， アウトリンクを用いた結果のクラスタリングによりその質の向上を試みる．いくつ
かの実験により質の高いクラスタリングが可能であることを確認した．
222



VI．研究および発表論文

TokyoNenji . book  Page 223  Monday , January 18 , 2010  7:26 PM
8 . Web マイニングの研究（継続）

 教授 喜連川 優 [ 代表者 ]， 大学院学生 高橋 克己

WWW のアクセスログ情報を多く蓄積されていることから， WWW ログ情報を詳細に解析することにより， ユーザ
のアクセス傾向， 時間シーケンスによるアクセス頻度などにおける特有のアクセスパターンの抽出を目的としたマイ
ニング手法の開発を試みた．

9 . WWW におけるコミュニティ発見手法に関する研究(継続 ) 

 教授 喜連川 優 [代表者 ]， 特任助教授 豊田 正史， 産学官連携研究員 鍛冶 伸裕

全日本ウェブグラフのクローリングにより，我国全体の WEB グラフの抽出を行うと同時に，当該グラフから密な
部分グラフを抽出するいわゆるサイバーコミュニティ抽出実験を行い，そのアルゴリズムの有効性を確認した．タギ
ングの質の向上を目指すと同時に，可視化ツールの構築を試みた． 

10 . WWW におけるスパムリンク発見手法に関する研究(継続 )

 教授 喜連川 優 [代表者 ]， 特任助教授 豊田 正史， 大学院学生 小野 拓史

ウェブの検索エンジンの上位に位置するためのスパムリンクの Web リンク構造解析を行い，今までに収集した全日
本ウェブグラフから，スパムリンクと思われる部分グラフの抽出と統計情報を調べた

11 . WWW における時間経過におけるコミュニティ変化に関する研究(継続 ) 

 教授 喜連川 優 [代表者 ]， 特任助教授 豊田 正史， 産学官連携研究員 田村 孝之，
大学院学生 Kulwadee Somboonviwat

全日本ウェブグラフのクローリングを数ヶ月おきにアーカイブすることにより，それぞれの時点での我国全体の
WEB グラフからサイバーコミュニティを抽出し，時間変化によるコミュニティの変化を調べ，WWW 上における社
会的影響の確認をした． 

12 .最大フローアルゴリズムを用いた Web 空間クラスタリング手法の研究（継続）

 教授 喜連川 優 [ 代表者 ]， 産学官連携研究員 今藤 紀子

ウェブコミュニティを抽出する手法として，HITS などの手法と比較してトピックドリフトのおこりにくい最大フ
ローアルゴリズムを用いたコミュニティ抽出手法の提案を行い，2002 年度の日本国内のウェブスナップショットを用
いて，提案した手法の特性について調べた．

13 .ウェブコミュニティを用いた大域ウェブアクセスログ解析の研究 

 教授 喜連川 優 [代表者 ]， 学術支援研究員 大塚 真吾， 大学院学生 Bowo Prasetyo

本研究では類似したウェブページを抽出するウェブコミュニティ手法を用いたパネルログ解析システムの提案を
行い，URL を基にした解析では捉え難い大域的なユーザの行動パターンを抽出した． 

14 .パブリッシュ・サブスクライブシステムにおける UB － Tree インデクスに関する研究 

 教授 喜連川 優 [代表者 ]， 産学官連携研究員 Botao Wang， 大学院学生 張 旺

多量のデータを扱う高性能なパブリッシュ・サブスクライブのシステムの構築を目指し，イベントマッチングの高
速処理を可能とする UB － TREE インデクス処理方式を提案し，シミュレーションを用いてその有効性を調べた．

15 . i-SCSI の研究

 教授 喜連川 優 [ 代表者 ]， 博士研究員 山口 実靖

i-SCSI を用いた二次記憶システムにおける高速アクセス方式について検討を行った．

16 . Peer to Peer 環境における R － Tree インデクスの研究（継続 ) 

 教授 喜連川 優 [代表者 ]， 学術支援研究員 Anirban Mondal

Peer to Peer で構成される大規模分散システムにおける効率のよい負荷分散方式について検討を行い，シミュレー
ションを用いて提案した方式の有効性にツいて調べた．
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17 . WWW におけるコミュニティ発見手法に関する研究(継続 )

 教授 喜連川 優 [代表者 ]， 特任助教授 豊田 正史， 産学官連携研究員 鍛冶 伸裕

全日本ウェブグラフのクローリングにより，我国全体の WEB グラフの抽出を行うと同時に，当該グラフから密な
部分グラフを抽出するいわゆるサイバーコミュニティ抽出実験を行い，そのアルゴリズムの有効性を確認した．タギ
ングの質の向上を目指すと同時に，可視化ツールの構築を試みた．

18 . WWW におけるスパムリンク発見手法に関する研究(継続 )

 教授 喜連川 優 [代表者 ]， 特任助教授 豊田 正史， 大学院学生 小野 拓史

ウェブの検索エンジンの上位に位置するためのスパムリンクの Web リンク構造解析を行い，今までに収集した全日
本ウェブグラフから，スパムリンクと思われる部分グラフの抽出と統計情報を調べた．

19 . WWW における時間経過におけるコミュニティ変化に関する研究(継続 )

 教授 喜連川 優 [代表者 ]， 特任助教授 豊田 正史， 産学官連携研究員 田村 孝之，
大学院学生 Kulwadee Somboonviwat

全日本ウェブグラフのクローリングを数ヶ月おきにアーカイブすることにより，それぞれの時点での我国全体の
WEB グラフからサイバーコミュニティを抽出し，時間変化によるコミュニティの変化を調べ，WWW 上における社
会的影響の確認をした．  

20 .マルチメディア地図の構築と応用に関する研究

 教授 坂内 正夫 [代表者 ]， 協力研究員 大沢 裕，助手（埼玉大） 川崎 洋

災害への対応や高度な交通管理，施設管理などにおいて我々の社会活動の基盤である都市の現況情報をリアルタイムに
表現，把握することが不可欠である．本研究では，従来の図形ディジタル地図に加えて，リアルタイム映像，航空写真，
異形態地図等を統合した拡張された地図（マルチメディア地図）データベースの構築とその応用方式の研究を行っている．

21 .次世代対応型ディジタル放送システムの研究

 教授 坂内 正夫 [代表者 ]， 助教授 上條 俊介， 大学院学生 武 小萌

ディジタル化された放送は，高度なサービス提供の可能性を持っている．本研究では，放送映像の構造化フレーム
ワークとそれに基づく放送用ハイパーメディアアーキテクチャ，更には映像認識手段との複合による高度な対話性等
を具備したマルチメディア時代のディジタル放送サービス提供技術の開発を行なっている．本年度は，従来システム
の認識性能を一層向上させる幾つかの方式を創案，開発し，有効性の実証を行った．

22 . ITS のターゲット重点化とその実現のための基盤技術の研究

 教授 坂内 正夫 [代表者 ]， 大学院学生 川原 尊徳， 大学院学生 藤平 健二，
大学院学生 劉 小路， 大学院学生 劉 明哲

安全性，環境，利便性という ITS の目標を更に重点化するフレームワークの研究と，それを実現するために基盤と
なる交通現象の高度な認識システムの開発を行い，首都高速等の実用局面での検討を合わせて行った．

23 .影に基づく光源推定の周波数解析と Haar ウェーブレットを用いた適応的手法の提案

 技術職員 岡部 孝弘， 民間等共同研究員 佐藤 いまり， 助教授 佐藤 洋一 [ 代表者 ]

画像を手掛かりに光源分布を推定する逆問題は inverse lighting と呼ばれ，鏡面反射成分，拡散反射成分，および，
影（キャストシャドウ）に基づく 3 つのアプローチが提案されている．本研究では，影に基づく光源推定がなぜうま
く働くのかを明らかにするとともに，どのような基底関数が推定に適しているのかについて議論した．まず，球面調
和関数を用いた推定法を提案して周波数空間における解析を行い，影に基づく光源推定の利点と問題点を明らかにし
た．次に，周波数空間における考察に基づいて，コンパクトなサポートと疎な展開係数を持つ Haar ウェーブレットを
用いた効率的な推定法を提案した．最後に，球面調和関数を用いた手法と Haar ウェーブレットを用いた手法を比較し
た実験結果を報告した．

24 .複雑照明下における運動物体の反射特性の推定

 大学院学生 杜 菲， 技術職員 岡部 孝弘， 助教授 佐藤 洋一 [ 代表者 ]， 研究協力員 杉本 晃宏

本論文では，未知の複雑照明下で運動する Lambert 物体の画像列から，シーンの光学的特性を獲得するための手法
を提案した．提案手法は，拡散反射の見えの球面調和関数を用いた表現に基づいており，Shape From Motion（SFM）
で得られる物体の形状と組み合わせることにより，運動物体の画像列のみから物体表面のアルビドと光源輝度分布を
推定する．本手法を用いて SFM の枠組みで光学的モデルを獲得することにより，任意姿勢かつ任意照明下の物体の
画像を合成することができる．合成画像および実画像を用いた実験を行い，提案手法の有効性を確認した．
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25 .近接光源下における物体の見えの近似のための画像分割とその効果

 技術職員 岡部 孝弘， 助教授 佐藤 洋一 [ 代表者 ]

近接光源下における物体の見えは，光源の方向と光源までの距離が物体表面上で変化するために，解析が容易では
ない．ところが，物体表面上の微小領域に注目すると，領域内では光源の方向と距離の変化が小さいため，遠方光源
を仮定した技術を適用することができる．本稿では，近接光源下における物体の見えを近似するための画像分割につ
いて，次の 3 つの考察を行った．第一に，近接光源下の物体の画像を矩形に分割した場合の近似精度を実験的に評価
し，画像分割そのものの効果を確認した．第二に，近接光源下における物体の見えを近似するための画像分割法を提
案した．提案手法では，物体の幾何学的および光学的特性と光源分布の確率密度を考慮して，近似の意味で適切な分
割を設計する．最後に，近接光源下における顔認識への応用の可能性についても検討した．

26 .視野を共有しないカメラ群を用いた人物行動軌跡の推定

 大学院学生 小林 貴訓， 助教授 佐藤 洋一 [ 代表者 ]， 研究協力員 杉本 晃宏

安全・安心な社会環境の実現のため，監視カメラ映像の解析技術への期待は大きい．しかし，監視カメラの普及が
進む一方で，広大な人々の活動空間や，プライバシの問題などにより，人物の行動すべてをカメラで観察することは
困難であることが多い．そのため，環境に疎に分散配置された視野を共有しないカメラ群からの情報を統合し，人物
の行動を計測する技術が重要となる．環境に疎に分散配置された視野を共有しないカメラ群による人物の行動計測で
は，複数のカメラで観察される人物の同一性推定や，カメラで観察されない箇所における人物の行動推定などの課題
があるが，このうち後者の課題に焦点をあて，環境の知識をシステムに与えることで屋内における人物の行動軌跡を
カメラで観察されない箇所においても良好に推定する手法を提案した．

27 .目領域の切出しの不定性を考慮した低解像度画像からの視線方向推定

 大学院学生 小野 泰弘， 技術職員  岡部 孝弘， 助教授 佐藤 洋一 [ 代表者 ]

本稿では，appearance-based methods の枠組みで低解像度の目の画像から視線方向を推定する手法を提案した．低解
像度画像の入力を前提とすることで，被計測者をカメラの近傍に拘束しないという利点がある一方，目の領域を安定
に切り出すのが困難になるという欠点をあわせ持つ．そこで提案手法では，様々な切り出しの目画像の学習パタンに
対して，通常の SVD（Singular Value Decomposition）を複数のモードを取り扱えるように拡張した N-mode SVD を適
用することにより，目領域の切出しの不定性に対処した．この N-mode SVD を用いることにより，視線方向の変動の
モードと切り出しの変動のモードを注意深く分離し，視線方向の変動を反映する特徴量を抽出した．実画像を用いた
評価実験を行うことにより，提案手法がモードの分離を行わない従来の PCA（Principal Component Analysis）よりも優
れていることを確認した．

28 .顔表面の位置相関を考慮した MAP 推定に基づく任意照明下における顔認識

 研究協力員 島野 美保子， 技術職員  岡部 孝弘， 助教授 佐藤 洋一 [ 代表者 ]

本研究では，各人物について一枚の登録画像のみが与えられている場合の任意照明下のテスト画像に対する顔認識
手法を提案する．近年，Sim と Kanade によって，複数人物を様々な照明条件下で撮影した大量の画像集合から得れる
統計量とランバートモデルとを組み合わせた統計的 shape from shading 手法により，新たな人物に対する 1 枚の登録画
像から，異なる照明条件下の拡散反射成分のみではなく，ハイライトや相互反射などの成分まで合成することが可能
になることが示された．彼らはこの手法を用いることにより，登録画像と大きく異なる照明条件下の顔画像に対して
も正しく人物を認識することができることを報告している．しかしながら，この手法は各々の画素を独立に扱ってい
るため，登録画像に影を生じている場合には影領域内の点については形状や反射特性といった個人性を復元できない
という問題があった．これに対し，本研究では複数画素間における法線方向やアルベドの相関を考慮することにより，
部分的に影になった領域においても，新しい照明条件下の顔画像を正しく合成できる手法を新たに提案する．本稿で
は，提案手法のアルゴリズムを説明し，実顔画像を用いた実験結果により提案手法の有効性を示す．

29 . Steerable Projector Calibration

 博士研究員 Ashdown Mark ， 助教授 佐藤 洋一 [ 代表者 ]

A steerable projector is a digital projector whose beam can be moved under computer control to illuminate different objects in
its environment． Various projects have explored the possibilities of steerable projectors but they have not addressed the calibration
of a generalized optical and mechanical system． We have devised a method for calibrating a device comprised of a projector and a
pan-tilt mirror． It starts by obtaining the internal parameters of a camera and the projector． Then， the pan-tilt mirror is placed in a
series of positions and for each one the apparent projector position is calculated from a pattern projected onto a flat surface． From
those readings a coarse version of the steerable projector parameters is obtained， which is then iteratively refined． We have tested
our algorithm using a real pan-tilt projector， and a range of simulated data．
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30 . Combining Head Tracking and Mouse Input

 博士研究員 Ashdown Mark ， 大学院学生 岡 兼司， 助教授 佐藤 洋一 [ 代表者 ]

The use of multiple LCD monitors is becoming popular as prices are reduced， but this creates problems for window management
and switching between applications． For a single monitor， eye tracking can be combined with the mouse to reduce the amount of
mouse movement， but with several monitors the head is moved through a large range of positions and angles which makes eye
tracking difficult． In our system， head tracking is used to switch the pointer between monitors， and the mouse is used to move it
within each monitor． We have performed experiments that showed that users required significantly less mouse movement with the
tracking system， and preferred using it．

31 . Radiometric compensation in a projector-camera system based on the properties of human
vision system

 大学院学生 王 東， 民間等共同研究員 佐藤 いまり， 技術職員 岡部 孝弘，
助教授 佐藤 洋一 [ 代表者 ]

We introduce a novel technique for performing radiometric compensation for a projector-camera system that projects images
onto a textured planar surface， which is designed to minimize perceptual artifacts visible to observers according to a model of the
human vision system． A projector-camera system has previously been proposed for projecting images onto an arbitrary surface
using radiometric compensation， however the dynamic range of a projector is physically limited there are some textures that cannot
be compensated correctly． Also， human eyes are sensitive to artifacts introduced in this way． Our technique is designed to provide
compensated images with perceptually less noticeable artifacts while preserving enough brightness and contrast in the output． We
develop an optimization framework based on a perceptually-based physical error metric to minimize perceptible artifacts in the final
compensated images by compressing the contrast of the input images．

32 .拡散光源を用いた物体の見えの標本化

 民間等共同研究員 佐藤 いまり， 技術職員 岡部 孝弘， 助教授 佐藤 洋一 [代表者 ]， 教授 池内 克史

任意光源環境下における物体の見えは周波数領域で定義される部分空間を用いて精度良く表現できることが従来研
究により示されている．この部分空間は， 任意照明下での顔認識や画像合成の研究分野において有効に利用されてき
た．しかしながら， 複雑な形状や反射特性を持つ実物体を対象とした場合， 部分空間を張る基底画像を準備することは
容易ではない．本研究では， 点光源ではなく面積を持った拡散光源を用いて物体表面の見えを観察することにより， 物
体表面の反射特性の周波数帯域に制限をかけて不十分なサンプリングに起因するエイリアシングの問題を回避して基
底画像を獲得する手法を提案する．拡散光源の利用により， 複雑な反射特性を持つ物体表面に対しても， 物体表面の持
つ周波数帯域に左右されず， 球面調和関数のサンプリング定理に基づき基底画像を獲得することが可能となる．

33 . Deleted Interpolation Using a Hierarchical Bayesian Grammar Network for Recognizing
Human Activity

 大学院学生 Kris M． Kitani， 助教授 佐藤 洋一 [ 代表者 ]

From the viewpoint of an intelligent video surveillance system， the high-level recognition of human activity requires a priori
hierarchical domain knowledge as well as a means of reasoning based on that knowledge． We approach the problem of human
activity recognition based on the understanding that activities are hierarchical， temporallyconstrained and temporally overlapped．
While stochastic grammars and graphical models have been widely used for the recognition of human activity， methods combining
hierarchy and complex queries have been limited． We propose a new method of merging and implementing the advantages of both
approaches to recognize activities in real-time． Toaddress the hierarchical nature of human activity recognition， we implement a
hierarchical Bayesian network （HBN） based on a stochastic context-free grammar （SCFG） ． The HBN is applied to digressive
substrings of the current string of evidence via deleted interpolation （DI） to calculate the probability distribution of overlapped
activities in the current string． Preliminary results from the analysis of activity sequences from a video surveillance camera show
the validity of ourapproach．

34 .頭部変形モデルの自動構築を伴う実時間頭部姿勢推定

 大学院学生 岡 兼司， 助教授 佐藤 洋一 [代表者 ]， 協力研究員 中西 泰人， 協力研究員 小池 英樹

本研究では，時系列フィルタを用いて実時間でユーザの頭部の 3 次元姿勢を安定して推定するためのシステムを提
案する．本システムは，初期化時に自動的に獲得された 3 次元モデルをもとに，入力画像列に対して実時間で頭部姿
勢を推定する．特に，フィルタの動作モデルにおける仮説の拡散を適応的に制御することにより，ユーザの頭部が静
止している場合の推定精度を高く維持すると同時に，ユーザが突発的に動作する場合の追従性を向上させることに成
功している．また，頭部姿勢推定に関する従来手法では，頭部変形モデルを事前に準備する必要があるため，その準
備作業が完了するまでは頭部姿勢を推定することが不可能であった．これに対し，本手法では頭部姿勢推定と並行し
て頭部変形モデルを構築し，さらにそのモデルの精度を随時向上させるための機構を実現している．そして，モデル
の精度が向上するにつれて，頭部姿勢推定の性能も逐次的に向上する．
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サステイナブル材料国際研究センター

1 .貴金属の回収・分離・精製における新規プロセスの開発

 教授 前田 正史 [代表者 ]， 大学院学生 伊藤 順一， 助手 三宅 正男

貴金属はその特異な物理的化学的特徴から，宝飾品としての利用のほか高機能な電子，触媒，接合材料等として幅
広く使われている．このような製品中に複合化，微細化され存在する貴金属を，廃棄スクラップから効率よく回収す
るプロセスが望まれている．本研究では，廃棄物からの貴金属の回収プロセスの最適化を目指し，その一環として化
合物生成反応を利用した分離プロセスの検討を行っている．

2 .貴金属の新規回収プロセスの開発

 教授 前田 正史 [代表者 ]， 大学院学生 佐々木 秀顕， 助手 三宅 正男

貴金属は用途が多岐に渡り消費が拡大傾向にあるが，産出量が少なく非常に高価である．そのためスクラップから
の高効率な回収プロセスが必要とされているが，貴金属が製品中では微細な形状で利用されており，また化学的に高
い安定性を有しているために高効率での回収は困難である．そこで，スクラップに金属蒸気を接触させることで貴金
属を溶解性の高い化合物にするプロセスを開発している．本研究では，貴金属に亜鉛蒸気を接触させて生成する化合
物相の酸への溶解速度をチャネルフロー二重電極法により評価している．

3 .ニッケル水素電池負極合金のリサイクル

 教授 前田 正史 [代表者 ]， 大学院学生 細川 侑， 技術専門職員 木村 久雄， 助手 三宅 正男

ニッケル水素電池はハイブリッド自動車の電源として使用されている．ハイブリッド自動車は急速に普及しており，
今後，使用済み電池が大量に回収されることが予想される．ニッケル水素電池には，ニッケル，コバルト，希土類元
素が主成分として含まれるものの，現状のリサイクル技術を活用してもこれらを経済的に回収することは困難である．
本研究では，負極材の水素吸蔵合金を酸化させることなく，合金状態のまま効率良く，分離・回収する技術の開発を
行う．電極材料に含まれる水酸化ニッケルを水素還元して酸素源を除去し，高温で溶解する方法を研究している．

4 .質量分析法を用いたりん・カルシウム酸化物の熱力学

 教授 前田 正史 [代表者 ]， 大学院学生 永井 崇， 助手 三宅 正男

我が国ではふっ化物の地表面の排出規制がある．そのため，溶銑処理で多用されてきた CaF2 含有フラックス用い
ずに脱リンを行いたい．そこで，溶銑処理での炭素飽和鉄と CaO-P2O5 系フラックスの平衡反応を想定し，炭素飽和
鉄およびフラックス中のリンの熱力学的な研究を行っている．  

5 .質量分析法を用いた合金の熱力学測定

 教授 前田 正史 [代表者 ]， 大学院学生 小笠原 泰志， 助手 三宅 正男

新しい熱力学データの測定方法として，ダブルクヌーセン - 質量分析法の開発を行っている．この方法は，試料の
蒸気圧を質量分析器により直接測定しており，これまでの化学平衡を用いた間接測定より正確な熱力学データが得ら
れる．本研究ではこのダブルクヌーセン - 質量分析法を用い，溶銑処理の最適化を目的とし，Fe-P-Csat 系，Fe-Csat 系
等の熱力学データ測定を行っている．

6 .冷陰極グロー放電型電子ビーム溶解装置を用いた，低真空下での Si 精製 

 教授 前田 正史 [ 代表者 ]， 助手 三宅 正男

現在太陽電池に用いられている Si には専用の製造プロセスが無く，大半は半導体用多結晶 Si の余剰生産能力と半
導体用 Si の高純度スクラップによって賄われている．しかし現在の急激な太陽電池用 Si の需要の伸びに対し，新た
な製造のプロセス開発が必要となってきている．太陽電池には用いられない低純度スクラップ Si 中の揮発性不純物除
去には，高真空下での電子ビーム溶解精製が有効とされているが，高真空を達成するには大型の設備および維持費が
必要である．これらの低減を目指し本研究では，1 ～ 10 Pa 程度の内圧で EB 照射可能な冷陰極グロー放電型電子ビー
ム溶解装置を利用した，より安価な太陽電池原料 Si 製造のプロセス開発を試みている．  

7 . 溶融 Si 中 B の除去法に関する研究

 教授 前田 正史 [代表者 ]， 大学院学生 脇本 佳季， 助手 三宅 正男

近年，太陽電池需要が拡大する中，原料の供給が逼迫している．これまで利用されていなかったドーパント濃度が
高いスクラップから不純物を除去できれば安価な原料の確保ができる．Si 中の不純物除去には真空溶解による不純物
の優先蒸発除去が有効である．n 型ドーパントの P や Sb はその除去法が確立されつつあるが，p 型ドーパントの B は
依然として除去速度が遅く Si の歩留が低いなどの問題がある．本研究では，高真空下における電子ビーム溶解による
Si 中 B の除去の可能性を探査している． 
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8 . 電子ビーム溶解装置を用いたシリコン精製に関する研究

 教授 前田 正史 [ 代表者 ]， 民間等共同研究員 山内 則近

 スクラップシリコンを出発原料とした，シリコン精製に関する研究を行っている．半導体や太陽電池に使用される
シリコンは，半導体でイレブン 9，太陽電池でセブン 9 の純度が必要だといわれている．また，シリコンは活性が高
く，精製が難しいため，一部条件の良い場合を除いて，リサイクルされていない．千葉実験所に設置した，最大出力
400kW の特殊電子ビーム溶解装置を用いて，スクラップシリコンの精製に関する研究を準商業規模で行っている．ス
クラップシリコンを出発原料とした精製により，30kg 太陽電池級シリコンインゴットの作製に成功した．また，同技
術を発展させ，半導体級純度への精製法および周辺技術について研究している． 

9 .問題物質の適正処理に関する研究

 教授 前田 正史 [代表者 ]， 技術専門職員 木村 久雄， 助手 三宅 正男

クロム，ひ素，ふっ素，ほう素，りんなどは，その有害性ゆえに社会的に問題物質とされる．それらの物質は，製
品の製造過程から製品寿命終了後の過程において発生し，その多くは経済的価値がなく環境負荷の大きい不要物であ
る．持続可能な循環型社会を実現し，サステイナブル社会を形成するためには，環境と経済の両面の発展と協調が必
要であり，社会的に容認される方法での問題物質の適正処理が重要となる．問題物質は，その化合物形態や，周囲の
環境によって物質として安定化し無害な物となる可能性がある．本研究は，土壌汚染対策法での溶出試験法を適用し，
問題物質の適正な処理の可能性を探求し，その技術的評価可能なシステムを検討する． 

10 .問題物質処理における社会技術に関する研究

 教授 前田 正史 [代表者 ]， 研究員（東北大学教授） 中村 崇， 民間等共同研究員 森 実

サステイナブルな循環社会を構築するためには材料が行われるサステイナブル材料を中心とする社会技術が確立
される必要がある．本研究では処理が困難であったり，材料の供給に伴う副産物にしてその発生量が多大であったり，
社会的に広く拡散するためにその循環に著しい困難を伴うような問題物質を取り上げる．これら問題物質の処理にお
ける，社会的コストを含めた最良のソリューションを得るための社会技術について研究している．本年度は年数回の
研究会を開催し，広くその意義の認識を高め，多くの人材をこの問題に向かわせるよう勤めた． 

11 . Si-Al 融液を用いた Si の凝固精製に関する物理化学

 教授 森田 一樹

固体シリコン中での不純物の固溶度が低温で減少する性質を利用して，Si-Al 溶媒を用いた太陽電池用シリコンの精
製プロセスについて研究を進めている．その精製能力を固体シリコンと Si-Al 融液間の種々の不純物の平衡分配から
熱力学的に明らかにし，現在は Si-Al 系の固液界面物性を測定することにより，同凝固精製法の最適条件の検討を行っ
ている．

12 .製鉄スラグのリサイクルと高付加価値化に関する物理化学

 教授 森田 一樹

製鉄スラグの大部分は土木建築資材としてリサイクルされているが，近年，他のリサイクル製品の台頭によりシェ
アが低下し，廃棄スラグの新たな用途開発が望まれている．本研究では，スラグの新たな用途開発と高付加価値化を
念頭に，結晶化度や化学的安定性などのスラグの物性におよぼす水熱処理やマイクロ波照射（2．45GHz および 28GHz）
の影響を調査している．

13 . Ti 脱酸による鋼の組織制御に関する熱力学

 教授 森田 一樹

Ti2O3 や Ti3O5 などのチタン酸化物を含む非金属介在物が鋼中に均一に分散された場合，鋼の組織の微細化に有効
であることが知られている．その機構を明らかにするために，チタン酸化物と鋼中添加元素との間の酸化還元平衡を
調査している．また，種々の鋼のチタン脱酸時における酸化物組成制御に重要である溶鋼中チタンと他の添加元素の
間の相互作用パラメータの測定を化学平衡法により 1873K で行っている．

14 .金属多層膜の輸送的性質に関する研究

 教授 山本 良一 [代表者 ]，助手 神子 公男， 大学院学生 千早 宏昭

Co/Cu 等の金属多層膜は巨大磁気抵抗（GMR）効果を示すことが発見され， すでにハードディスク用の磁気ヘッド
への応用が始まっている． 我々は，スパッタ法や分子線エピタキシャル（MBE）法を用い，金属多層膜および合金薄
膜を作製し， 磁気抵抗比の増大，シグナル・ノイズ（S/N）比の減少を目指して研究を行っている．
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15 .金属ナノ薄膜の結晶成長の初期過程に関する研究

 教授 山本 良一 [代表者 ]，助手 神子 公男， 大学院学生 千早 宏昭

金属多層膜は巨大磁気抵抗効果や垂直磁気異方性などの興味深い物性を示すが， これらの物性は異種金属界面の構
造に非常に敏感である． そこで， 多層膜の界面構造を制御することを目的として， 結晶成長の初期過程に関する研究
を行っている． 近年では， 金属薄膜のナノ構造を，人工的に自己組織化させるサーファクタントエピタキシー法に関
する研究等を行っている． 

16 .ライフサイクルアセスメント（LCA）法の応用と開発

 教授 山本 良一 [ 代表者 ]， 大学院学生 Nguyen Hong Xuan， 大学院学生 森本 康平

環境負荷を総合的かつ定量的に評価することが低環境負荷材料を開発する上で重要な用件である． LCA はその中で
も最も注目を集めている評価法である． しかし， LCA のデータベースおよびインパクト分析について， 各製品を構成
する材料の組成および特性まで着目した評価を行うことは困難であり， このような方法は未だに確立されていない．
本研究では環境負荷の評価を， より詳細かつ正確に行うため， 製品の前段階である材料および素材の LCA を開発し，
実際に既存材料， 新材料等に適用することを目的とする． また， 材料特性の一つとして環境調和性を組み込むことを
大きな特徴としている．

17 .エコサービスの定量的環境影響評価と社会的受容性評価に関する研究

 教授 山本 良一 [ 代表者 ]，助手 神子 公男， 大学院学生 Nguyen Hong Xuan，大学院学生 森本 康平

大量生産，大量消費社会から脱却するための手法として，エコサービスが注目されている．エコサービスとは製品
を使用した結果（機能・サービス）のみを販売し，製品本体は販売しないビジネスモデルである．これによって，販
売側から見た場合には製品の所有権は販売者に帰属し，ライフサイクル全体の製品の管理が容易になり，環境負荷を
低減させることが可能となる．消費者側から見た場合には，従来製品から得られていた利便性を「製品」を購入する
のではなく製品のもつ「機能」を購入することで従来と同じ利便性を保つことができる．本研究では従来と同様「製
品」自体を販売した場合と「製品機能」のみを販売した場合についてライフサイクル全体を通じて定量的環境影響評
価を行い，「製品機能」の販売を行うことで環境負荷を従来に比べてどの程度低減できるのかを評価することと，こ
のようなエコサービスの社会的受容性につて調査及び研究する．また，環境影響評価手法として，日本独自の環境影
響統合化手法である，被害算定型環境影響評価手法を用いて，環境影響を総合的に評価する．

18 . P700 酸化還元電位の生物種依存性

 教授 渡辺 正 [代表者 ]， 助手 加藤 祐樹， 大学院学生 山下 麻美

光合成光化学系 I 反応中心一次電子供与体 P700 のレドックス電位は，過去 40 年間，主に化学的酸化還元法で測定
されてきたが，報告値には +360 mV ～ +520 mV vs． SHE と 160 mV もの不確定性がある．原因として，測定法の問題
や試料分画法の違いなどが考えられるが，本研究は薄層電界セルを用いる分光化学電気化学法の適用を図り，分画法
も統一することで，種々の酸素発生型光合成生物の P700 レドックス電位を精密に計測し，差異について解析してい
る．確立した高い測定精度により有意な生物種依存性を見出し，ほぼ進化の系統樹に応じた形で P700 のレドックス
電位が分類されることを初めて明らかにし，さらにその要因について，P700 自身の立体構造あるいは周辺アミノ酸残
基の荷電性に注目し，探求を行っている．

19 .分光電気化学法による P680 レドックス電位の計測と解析

 教授 渡辺 正 [代表者 ]， 助手 加藤 祐樹， COE 特任研究員 張 延栄， 大学院学生 芝本 匡雄

光化学系 II では，反応中心一次電子供与体 P680 が光励起することで生じる高い酸化力によって水（H2O）を酸化
し，酸素（O2）を発生しているが，この高い酸化力がどれだけのエネルギーなのか，すなわちレドックス電位がどれ
だけ高いのか実態は明らかになっていない．P680 レドックス電位は，溶媒である水が酸化されてしまうほどの高いが
ゆえに実測することが困難であるが，そこで本研究は，酸素過電圧の高い電極系を用いることで実測することを試み，
酸素発生メカニズムの実態に迫ることを目的としている．

20 .人工色素修飾による光化学系 I 光誘起電化分離反応の増感

 教授 渡辺 正 [代表者 ]， 助手 加藤 祐樹， 大学院学生 宮島 佳孝

光合成明反応において，光化学系 I， II は多量のクロロフィル （Chl）などからなる光捕集アンテナによって低フォ
トン密度の太陽光を効率よく捕集し，反応中心での光誘起電荷分離に利用している．しかし，アンテナ色素の多くは
太陽光強度が最大となる 500 ～ 600 nm 近辺の光をあまり吸収しない．そこで本研究は，光エネルギー利用効率の向
上を目的に，光化学系 I 表面を人工色素で修飾して，天然とは異なる光吸収能をもつ光捕集系の構築を図っている．
ローダミン B と X- ローダミンを人工色素として選択し，共有結合で PS I 表面に修飾したところ，光誘起電荷分離が
2 倍以上増感されることを初めて示した．
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21 .人工色素を修飾した両親媒性ポリマーによる新規光捕集系の構築

 教授 渡辺 正 [代表者 ]， 助手 加藤 祐樹， 技術職員 黒岩 善徳， 大学院学生 宮島 佳孝

光化学系 I 光電荷分離を人工色素修飾により増感できることを踏まえ，より効率的な光エネルギー移動による光捕
集系の構築を目指している．人工色素を光化学系 I に修飾すると，天然のアンテナ色素が存在する疎水性領域ではな
く親水性領域のアミノ酸に修飾されてしまうため，エネルギー移動の観点からすれば人工色素の分光特性を十分に生
かしきれているとは言い難い．そこで，疎水性領域と相互作用する両親媒性ポリマーを人工色素と組み合わせること
で更なる高効率なエネルギー移動による光捕集系の構築を目指している．

22 .クロロフィル類のレドックス特性解明

 教授 渡辺 正 [代表者 ]， 助手 加藤 祐樹， 技術職員 黒岩 善徳， 大学院学生 辻井 政洋

光合成明反応においてクロロフィル（Chl）類は光エネルギーの捕集と光電化分離に重要な役割を担う．従来，酸素
発生型光合成生物の反応中心では例外なく Chl a が機能しているとされてきたが，1996 年に発見された海産原核藻類
Acaryochloris marina では，Chl d が機能していることが見出された．本研究では，A． marina 中の Chl d の機能につい
て知見を深めることを目的に，Chl d の電気化学的挙動を調べ，他の Chl 類と比較・検討を行っている．第一酸化電位
E1ox を調べた結果，in vitro では Chl d の方が Chl a より貴であるとわかり，既報の in vivo での傾向と異なることを見
出した．

23 .界面光電気化学プロセスの解析と応用

 教授 渡辺 正 [ 代表者 ]， 助手 加藤 祐樹

色素増感現象の理解を深めるべく，半導体電極表面に吸着した色素の状態が半導体電極への電子注入に及ぼす影響
を調べている．光エネルギー変換効率を高めるために増感色素の濃度（電極表面の数密度）を高くすると，色素が会
合する傾向にある．会合体と単量体の分光特性は異なるため，色素の会合挙動は増感作用に影響を及ぼすと想定され
るが，系統的な研究はなされていない．そこで，酸化スズ電極にメチレンブルーを修飾したモデル電極を用い，吸着
色素の増感光電流スペクトルと電極表面上における吸収スペクトル，および溶液内吸収スペクトルを比較検討するこ
とで，増感作用について調べている．

24 .固体化色素増感太陽電池内におけるヨウ素レドックスの挙動解析

 教授 渡辺 正 [ 代表者 ]， 助手 加藤 祐樹

研究が盛んに行われている色素増感太陽電池の多くは，揮発性の高い有機溶媒にヨウ素など酸化還元（レドックス）
体を溶解した溶液（有機電解液）を電解質に用いるが，安全性・耐久性の観点から電解質の固体化が望まれる．その
方策の一つに，ポリエチレンオキサイド（PEO）などの高分子を有機溶媒に代わって用いることが挙げられ，そうし
た場合，有機電解液では問題視されていなかった電極界面におけるレドックスに伴う電荷移動過程が電池の光エネル
ギー変換効率に及ぼす影響を検討する必要がある．本研究では，PEO のオリゴマー（低重合体）をモデル電解質に用
い，ヨウ素レドックスの挙動を解析するとともに，高分子電解質の特性が電荷移動過程に及ぼす影響を調べている．

25 .半導体中転位の電気的・光学的性質

 助教授 枝川 圭一

半導体中転位によるデバイス特性劣化の詳細な機構を明らかにするため，また半導体中転位の 1 次元電子系として
の物理的性質を調べるため，塑性変形により半導体中に転位を導入し，その電気的・光学的性質を調べている．本年
は，GaN，GaAP について，光透過スペクトルの測定を行った．また，電気抵抗を測定し，転位に起因した異方性の
発現を確認した．

26 .金属ガラスの塑性

 助教授 枝川 圭一

金属ガラスは，合金系によらず，ビッカース硬さとヤング率の比がほぼ 0．06 となることが実験的に示されている．
このことは系によらない金属ガラス共通の塑性変形機構の存在を示唆するものである．また，金属ガラスの変形がす
べりによることが多くの系で見出されており，このことは変形がある種の転位の運動によって起こることを示唆する
ものである．本研究では，計算機上に金属ガラスの構造モデルを作製し，これに転位を導入し，その転位の動力学的
性質を調べることにより，金属ガラス共通の塑性変形機構を明らかにすることを目的としている．本年は，（1）金属
ガラス中に転位は，静的には安定に存在しないことを明らかにし，（2）外応力下で転位の運動によりすべり帯が形成
される過程を再現した．
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27 .準結晶のフェイゾン弾性

 助教授 枝川 圭一

準結晶にはその特殊な構造秩序を反映してフェイゾンとよばれる特殊な弾性自由度が存在する． 準結晶のフェイゾ
ン弾性は， そもそも準結晶構造秩序がなぜ安定に存在しうるかといった基本的な問題と深く関係しており， また準結
晶の電子物性， 熱物性， 力学物性の特殊性の源とも考えられている． 従ってその性質を明らかにすることは重要であ
る． 本年度は， フェイゾン－フォノンのカップリングの強さを表す弾性定数を世界で初めて実験的に評価した． 

28 . 3 次元フォトニック準結晶に関する研究

 助教授 枝川 圭一

 3 次元フォトニック結晶で完全フォトニックバンドギャップを実現することは原理的に難しく，現在までに完全
ギャップを形成しうる構造としては，ダイヤモンド構造しか知られていない．本研究では，完全ギャップを有する 3
次元系を通常の結晶構造秩序（周期秩序）ではなく準結晶構造秩序を利用して実現することを目的とする．準結晶の
高い回転対称性のため，従来より容易に（小さい誘電率コントラストでも）完全ギャップが形成することが期待され
る．本年は，種々の 3 次元フォトニック準結晶構造を計算機上で作製し，電磁界シミュレーションによって完全ギャッ
プの有無を調べた．

29 .サブハライド（低級塩化物）を用いたチタンの高速還元法の開発

 助教授 岡部 徹 [ 代表者 ]， 大学院学生 竹田 修

現在のチタンの量産プロセスであるクロール法は，確実に高純度のチタンが得られる点で優れているが，原料とし
て TiCl4 を利用するため還元プロセスにおける反応熱が非常に大きく，最新鋭の大型設備を用いても生産速度が 1t/
day・reactor と非常に遅い．さらに，プロセスの連続化が困難で，反応容器からの鉄などの汚染の防御も困難である．
このような背景から，現行のチタンの製造プロセスが抱える本質的な問題からの脱却を目指し，マグネシウム熱還元
法を基盤にチタンの低級塩化物（サブハライド）を原料として用いる新しいタイプの高速還元法の開発を行っている．
高温でも凝縮相であるサブハライドを原料として用いてチタンを製造する反応は，反応密度を大幅に増大できるだけ
でなく，クロール法に比べて反応生成熱が半分以下と小さいため，還元プロセスの高速化に適している．さらに，反
応容器としてチタンを利用できるため，鉄などによる汚染を効果的に防御することも可能である．

30 .溶融塩電解を利用するニオブ・タンタル粉末の製造

 大学院学生 袁 勃艶， 大学院学生 久保 淳一， 助教授 岡部 徹 [ 代表者 ]

タンタルは，コンデンサなどの電荷デバイス材料用素材としてその需要が急速に増大している．一例を挙げると，
情報通信機器の小型化・高性能化が飛躍的に進み高性能コンデンサであるタンタルコンデンサの需要が急増した結
果，タンタル素材は逼迫し価格が急騰したこともあった．タンタルの代替品としてニオブ粉末の製造プロセスの確立
が重要となっているため，当研究室では，アルミニウム熱還元法により製造された安価なニオブ（ATR-Nb）を利用
し，電気化学的な手法を用いて溶融塩中でニオブ粉末を製造する新しいプロセスの開発を行っている．この方法を利
用すれば，純度が低いバルク（塊）状のニオブから，直接，高純度の粉末状のニオブを製造できるため，新しいタイ
プの低コスト製造プロセスとして期待される．

31 .塩化物廃棄物の有効利用法の開発

 大学院学生 鄭 海燕， 大学院学生 大川 ちひろ， 大学院学生 竹田 修，助教授 岡部 徹 [ 代表者 ]

チタン製錬などの塩化製錬プロセスから発生する塩化物廃棄物を有効利用する環境調和型のプロセス開発を行っ
ている．塩化製錬から発生する塩化物廃棄物は，プロセスの塩素ロスの主たる原因となっているが，現状ではこのロ
スを補償するため，外部から塩素ガスを新たに購入している．また，我が国の環境規制は厳しいため，発生する塩化
物廃棄物は多大なコストと手間をかけて処理されている．このような背景から，塩化物廃棄物中の FeClx などの塩化
物を塩化剤として有効利用する新規プロセスの開発を行っている．一例として，塩化物廃棄物を塩化剤として利用し
てチタンスクラップを塩化し，有価な塩化物原料（TiCl4）を製造すると同時に，廃棄物中の塩素量を低減する新しい
プロセスの開発を行っている．また，貴金属などのレアメタル化合物の塩化反応への利用も検討している．

32 .チタン鉱石からの脱鉄と反応解析

 大学院学生 鄭 海燕， 大学院学生 尾花 勲， 助教授 岡部 徹 [ 代表者 ]

チタン鉱石中の主な不純物は鉄であり，今後，チタン鉱石の品位は低下する傾向にあるため効率の良い脱鉄プロセ
スの開発は重要である．このため，鉱石から効率良く脱鉄し，高純度の酸化物チタン原料を製造する各種プロセスの
開発を行っている．現在，研究を行っている脱鉄手法は，高温でチタン鉱石と塩化物を反応させる選択塩化法であり，
脱鉄後得られた酸化チタン原料は，電気化学的な手法やプリフォーム還元法により直接，金属チタンに還元すること
を計画している．脱鉄反応により生成する塩化鉄の有効利用，さらには電気化学的な手法を用いた選択脱鉄反応につ
いても検討を行っている．
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33 .貴金属の新規・高効率回収法の開発

 大学院学生 大川 ちひろ， 助教授 岡部 徹 [ 代表者 ]

自動車排ガスの世界的な規制強化により貴金属を含む排ガス触媒の需要が急増している．また，燃料電池などの新
エネルギーデバイスの開発の進展に伴い，白金などの貴金属の需要は今後もさらに増大することが予想される．貴金
属は，原料となる鉱石の品位が非常に低いため採取・製錬が困難であるため，抽出には時間と多大なコストがかかる
だけでなく，地球環境に多大な負荷を与える．このため，触媒などのスクラップから高い収率で貴金属を回収するこ
とは重要な課題であるが，現時点では効率の良いプロセスは開発されていない．本研究室では，活性金属蒸気を利用
してスクラップから効率良く目的の貴金属を溶解・抽出する新しい溶解・分離プロセスの開発を行っている．また，
塩化物などを利用することにより，強力な酸化剤を含まない溶液を用いて貴金属を溶解・回収する環境調和型の新規
プロセスの開発を目指した研究も行っている．

34 .溶融塩中で酸化物を還元してチタンを製造する方法

 助教授 岡部 徹 [ 代表者 ]， 大学院学生 尾花 勲

電気化学的な手法を用い，溶融塩中で酸化チタンを直接還元して金属チタンを製造する基礎実験を行っている．具
体的には原料の TiO2 を焼結し電極として成形後，カソード（陰極）として溶融 CaCl2 中に浸漬し，金属還元剤（Ca）
が放出する電子により酸化物原料を還元し金属チタンを直接製造する方法（EMR）について検討している．チタンの
鉱石は酸化物として産出するため，本プロセスが確立されれば原料の製造工程が簡略化され，プロセスが連続化でき
る利点があり，チタンの新製錬法として発展する可能性があるが，実際には得られるチタンの純度や溶融塩の分離方
法の確立，還元剤 Ca の効率の良い電解製造法の開発等，解決しなくてはならない点が多い．最近は，溶融塩電解に
よる金属カルシウムの製造に関する研究に注力している．

35 .原料成形体の金属熱還元によるレアメタル粉末の製造

 助教授 岡部 徹 [代表者 ]， 教授 光田 好孝，今葷倍 正名， 大学院学生 袁 勃艶

原料を含む成形体（プリフォーム）をあらかじめ作製し，これを還元剤の蒸気で還元することにより，均一な粉末
を効率良く製造する新しいプロセスについて検討している．このプロセスは原料成形体と反応容器との接触部位を限
定し，還元剤の蒸気を用いる還元手法であるため，反応容器や還元剤からの汚染を効果的に防止できる．また，この
方法は，還元プロセスの（半）連続化・大型化が容易に達成できるので，次世代のレアメタルの粉末製造法として発
展する可能性がある．このプリフォーム還元法（PRP）を用いてチタン，ニオブ，タンタル粉末の製造を試みた結果，
還元時の熱処理条件や原料成形体に加えるフラックスを変化させることにより，均一で高純度の金属粉末を製造でき
ることが明らかとなった．さらに，フラックスの種類や量を変化させることにより得られる金属粒子の粒径を制御で
きることがわかった．最近は，還元剤として液体合金を用いて反応系内の還元剤の蒸気圧を制御することにより，得
られる金属粉末の純度や粒度を制御する新しい手法の開発を行っている．

36 .電子材料スクラップからのレアメタルの回収

 助教授 岡部 徹 [ 代表者 ]， 大学院学生 大川 ちひろ

希土類金属，タンタル，ニオブ，チタン，貴金属などのレアメタルは，磁石や電子材料用素材としてその需要が急
速に増大している．一例を挙げると，IT 革命により高性能コンデンサであるタンタルコンデンサは需要が急増し，タ
ンタル素材の価格は急騰する事態にも直面した．このような背景からタンタルコンデンサのスクラップからタンタル
を効率良く分離・回収する新しいプロセスの開発を行っている．また，タンタルに限らず貴金属などの各種有価レア
メタルの環境調和型リサイクルプロセスの設計と反応解析を行っている．

37 .スカンジウム( Sc) および Sc 合金の新製造プロセスに関する研究

 助教授 岡部 徹 [ 代表者 ]， 大学院学生 原田 正則

化学的に極めて活性なレアメタルのスカンジウム（Sc）をアルミニウム（Al）に 0．2mass% 程度添加すると，飛躍
的にアルミニウム合金の強度が上昇するため，合金強化元素として注目を集めている．現在，スカンジウムは非常に
高価な元素であるが，近年，ニッケル製錬が変化しつつあり，その残渣から酸化スカンジウムを多量に回収できる可
能性が高まっており，低コストで効率良くスカンジウムを製造できる新プロセスの開発が重要な課題となっている．
そこで当研究室では金属熱還元法や溶融塩電解法を用いて金属スカンジウムまたは Al-Sc 合金を製造する新たな製造
プロセスの開発を推進している．
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海中工学研究センター

1 .高度な知的行動をおこなう海中ロボットの研究開発と海域展開

 教授 浦 環 [ 代表者 ]， 教授 浅田 昭， 客員教授 高川 真一， 助教授 藤井 輝夫， 助手 能勢 義昭，
技術専門職員 坂巻 隆， 学術研究支援員 杉松 治美， 民間等共同研究員 小原 敬史

これまで開発してきた海中ロボットの成果を踏まえて，深度 4，000m の高い水圧環境下にある深海を潜航し，熱水
地帯を観測することのできる高度に知能化された信頼性の高い小型海中ロボットの研究開発を進めている．大深度熱
水地帯の火山海域を活動する必要があるためそのための展開技術も研究している．2004 年 5 月のマリアナ熱水地帯潜
航に続き，2005 年 8 月には，熱水鉱床発見のために伊豆小笠原海域の明神礁カルデラに潜航．r2D4 はカルデラ底の
水深 1，100m からカルデラ縁水深 500m の間の急斜面を測線に沿って往復し，搭載するマンガンイオン分析装置の計
測データによりカルデラ内に熱水活動がある確証を得，中央火口丘の北西斜面の形をインターフェロメトリソナーに
より詳細に観測することに成功，r2D4 のような無人機が多様で複雑な海域の観測に有効なことを示した．しかし，予
定航路を 200m ずれ崖に接近しすぎて，ロボットが潜航を諦めて浮上したケース，3 ノットの流れを正面から受けな
がら 30 分間これをなんとか乗り越えようと努力したが，結局潜航を諦めて浮上したケースなどがあり，今後は，1）
周囲の状況を詳しく計測して航法に反映させる，2）慣性航法装置の精度を上げる航法を開発するなどの課題に取り
組んでいく．

2 .海中ロボットの自律航行に関する基礎研究

 教授 浦 環 [ 代表者 ]， 助教授 藤井 輝夫， 助手 能勢 義昭， 技術専門職員 坂巻 隆， 研究員 川口 勝義，
研究員 黒田 洋司， 研究員 石井 和男， 研究員 近藤 逸人，外国人協力研究員 Blair Thornton，
大学院学生 巻 俊宏， 大学院学生 中谷 武志，大学院外国人研究生 Isabella Elisabeth Degen，

研究実習生 真岩 傑， 短期来訪外国人研究員 Painumgal Unnikrishnan

海中ロボットのより高い自律性を確保するためには，取り扱いやすいテストベッドが必要である．テストベッドは
浅い海域やプールでの航行試験を通じて，ソフトウェアが開発される．外環境に対する多くのセンサを持ち，運動自
由度の大きな推進器群を装備する海中ロボットを製作し，その上に分散型運動制御システムを構築して海中ロボット
の自律性の研究を行っている．自律性の一環として，2 自由度のマニピュレータを「Twin Burger 2」に取付け，水中
に浮遊したターゲットを捕獲するシステムを構築している．

3 .画像を用いた海中での行動決定機構に関する研究

 教授 浦 環 [代表者 ]， 研究員 近藤 逸人， 大学院外国人研究生 Isabella Elisabeth Degen，
研究実習生 真岩 傑

ヴィジョンシステムを用いた信頼できるロボットの行動決定機構とフイードバック機構を研究開発している．画像
情報は多くの情報を含むが，水中では，マリンスノーの散乱や，照明むらなど処理しなければならない外乱が多い．
しかし，ケーブルのトラッキング，狭い空間の通り抜けあるいは魚類の追跡など，画像を用いなければできないミッ
ションも多い．ここでは，自律型海中ロボットのテストベッド「Twin Burger 2」と「Tam Egg1」を使ってこうした
ミッションを確実に遂行できるシステムを構築している．

4 .ニューラルネットによるシステム同定の研究

 教授 浦 環 [ 代表者 ]， 研究員 石井 和男

複数入力複数出力で，非線形性が強く，相互干渉の大きいロボットシステムをニューラルネットによって実現する
手法を開発している．本システムを用いて航行型海中ロボットの定高度維持航行あるいは有索潜水機の運動の制御を
行っている．

5 .海中ロボットによる港湾施設の観察

 教授 浦 環 [代表者 ]， 助手 能勢 義昭， 技術専門職員 坂巻 隆， 研究員 石井 和男，
研究員 近藤 逸人， 大学院学生 巻 俊宏

港湾における海中施設を自動的に観察点検するシステムを「Tri-Dog1」をプラットフォームとして研究開発してい
る．そこから得られたデータを用いて 3 次元 GIS を形成し，津波や地震などの災害時における復旧に役立てようとし
ている．港湾空港研究所などと共同で，2004 年 10 月ロボットを釜石湾口大深度防波堤に潜航させ，ケーソンの壁面
と捨石マウンド上面を観察することに成功している．
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6 .自然物をランドマークとする水中航法の研究

 教授 浦 環 [代表者 ]， 助手 能勢 義昭， 技術専門職員 坂巻 隆， 研究員（浦研） 近藤 逸人，
大学院学生（浦研） 巻 俊宏， 短期来訪外国人研究員 Painumgal Unnikrishnan

水中ロボットによる熱水鉱床の発見などを目的として，海底面などから湧出するメタンガスなどの自然物を，自律
型水中ロボットの自己位置確認のためのランドマークとして利用する水中航法を「Tri-Dog1」をプラットフォームと
して研究開発している．このための第一歩として，2005 年 10 月に琵琶湖の安曇川沖に潜航さて，湧出するメタンガ
スの観測をおこない，ソフトウェアの検証をおこなった．2006 年 2 月には鹿児島湾「たぎり」の熱水噴気帯の観測を
おこなった．

7 .深海調査ロボットの研究開発

 教授 浦 環 [ 代表者 ]， 助教授 藤井 輝夫， 助手 能勢 義昭， 技術専門職員 坂巻 隆， 研究員 近藤 逸人，
研究員 浅川 賢一， 大学院学生 中谷 武志， 研究実習生 真岩 傑

大深度海底に沈没した船舶や航空機を簡便に探査できるロボットシステムを，海上技術安全研究所および民間の研
究機関と共同で開発している．当面のターゲットとしては 2500m 級の大深度に沈没した船舶の主船体部分の探査を想
定．ケーブルに拘束される ROV は複雑な形状を持つ観測対象物には適さないが，情報の少ない未知の環境下におい
てロボットが全自動で行動するのは極めて困難である．そこで機能性を重視した小型軽量システムを選択，音響通信
を利用した遠隔操縦によりテレビカメラで観測をおこなう半自動プロトタイプロボット「 Tam-Egg1」号を 2003 年に
建造，2004 年には全面的な改造をおこない自律機能を向上させたのに引き続き，2005 年度は展開時の使いやすさを
目的にハードウェアの改良をおこなった．さらに 2004 年度からは，新たな本格的大深度調査用ロボット「WREF」の
建造に取り組んでいる．今年度はロボットの基本設計を完成させるとともに，マルチナロービームにより取得した
Vision Image を利用する Terrain  Navigation 航法の研究開発をおこない，Terrain  Navigation については，岸壁での実験
およびシュミレーションによりその精度を検証した．

8 .自律型海中ロボットを用いた鯨類観測システムに関する研究

 教授 浦 環 [代表者 ]， 助手 能勢 義昭， 技術専門職員 坂巻 隆， 学術研究支援員 杉松 治美，
研究員 浅川 賢一， 研究員 白崎 勇一， 研究実習生 中野 剛志， 研究実習生 廣津 良， 研究実習生 井上 知己

鯨類の多くは鳴音と呼ばれる声を出す．ザトウクジラの雄の鳴音は複雑なフレーズを形成しており，マッコウクジ
ラの鳴音はクリック音と呼ばれる．それぞれの鯨類に特有な鳴音をそれに適合する手法により解析し，その音響特性
を利用してまったくパッシブな方法で音源を特定する小型音響装置を開発し，これを AUV などに装着して展開，鯨
類の位置情報（方位，深度）を得ることで，個体識別および個体数などのデータを取得するシステムを開発している．
2004 年に引き続き 2005 年 5 月にも小笠原海域で AUV によるマッコウクジラの追跡試験をおこない，マッコウクジラ
のいる海域で AUV を展開し，複数頭のクリック音を取得，なおセミリアルタイム解析により母船上からマッコウク
ジラの位置推定もおこなった．現在は，取得した大量のデータの解析中である．

9 .高周波鳴音を利用した小型歯鯨類の自律的水中観測システムの研究開発

 教授 浦 環 [代表者 ]， 助手 能勢 義昭， 技術専門職員 坂巻 隆， 学術研究支援員 杉松 治美，
研究実習生 井上 知己

小型歯鯨類は，80 ～ 160kHz の高周波数の鳴音特性を持つ．本研究ではこれに着目し，小型歯鯨類が発する音を利
用し，それを自動的に観測できる音響装置を用いたパッシブなシステムを開発し，実際の調査観測により検証してい
く．具体的なターゲットは，近年の環境汚染により絶滅が危惧されているガンジスカワイルカや揚子江カワイルカな
どのカワイルカ類である．カワイルカ同様の高周波鳴音を持ちガンジス川，揚子江そして日本沿岸域にも棲息してい
るスナメリを対象にその音源位置を求めることができる音響測位装置を開発し，銚子沖で鳴音データを取得しデータ
解析を進めるとともに，ガンジスカワイルカの調査の手始めとして同装置を改良し，インドチリカ湖のカワゴンドウ
を調査．約 500m 範囲内での頭数確認，および方位を求めるなどデータ解析を進めている．

10 . Zero-G 型水中ロボットの開発 －内部ジャイロアクチュエータによる自由姿勢制御－

 教授 浦 環 [代表者 ]， 助手 能勢 義昭， 外国人協力研究員 Blair Thornton

3 次元的に移動可能な AUV は海中環境の観測に適しているが，現在のスラスタやフィンでは姿勢制御が難しく AUV の
行動は 2次元的なものに限られている．AUVの自由姿勢制御が実現すれば 3次元的に行動が最適化されより効率的なミッ
ション展開が可能となる．このため本研究では，内部ジャイロアクチュエータ CMG（Control Moment Gyro）を用いるこ
とで自由姿勢制御を可能とする，まったく新しいタイプの AUV の開発研究をおこない，プロトタイプロボット「IKURA」
を製作した．CMG などの内部アクチュエータは通常の水中アクチュエータと較べて外部の流体と無関係に直接モーメン
トを得ることができるため機敏な運動制御が可能であり，外部環境と独立して一定のトルクを得ることが出来るため制御
の性能が向上する．また，浮心と重心が同位置にすることで，自由方向制御が可能になる．このため製作したロボットは

「ZERO-G 型」AUV として提案した．また製作したプロトタイプ AUV の水槽試験により CMG システムの実用性が示さ
れ，本システムを「ZERO-G 型」AUV へ適用することで自由姿勢制御が実現されることが証明された．今後は，よりロ
バストな実用機の製作および ZERO-G 型」AUV によるウミガメ観測などのアプリケーション展開を目指す．
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11 .湖沼調査ロボットを用いた湖沼環境調査システムに関する研究

 教授 浦 環 [代表者 ]， 技術専門職員 坂巻 隆， 研究員 黒田 洋司

生活に密着した湖沼の環境調査にあたっては，移動ロボットをプラットフォームとして用いて自動的かつ定期的に
調査をおこなえば，空間的時間的な分解能が向上する．本研究では湖沼調査を専用とする自律型潜水ロボットの研究
開発を琵琶湖研究所他と共同でおこない，2000 年 3 月には琵琶湖専用ロボット「淡探」が完成．これを用いて継続的
に琵琶湖で観測をおこないデータを収集，得られたデータを基に新たな工学的湖沼環境調査システムの構築を研究開
発している．

12 .粉粒体の輸送の研究

 教授 浦 環 [ 代表者 ]， 研究員 太田 進

微粉精鉱・微粉炭・粉炭などの輸送は穀類などのばら積み貨物輸送とは同等に扱えない．こうした粉粒体の動力学
ならびに安全でかつ経済性を重視した輸送工学の研究をおこなっている．

13 .海事の安全に関する研究

 教授 浦 環

海難事故は，当事者のみならず，第三者にも大きな影響を及ぼす．タンカーの衝突による原油の流出はその代表で
ある．流出するのは貨物のみならず，燃料油も問題である．ハードウェアとしての船舶，船具，運行者，あるいはそ
れを取り巻く国際規則は，こうした海洋環境の維持に関係する．これらの大きなシステムを健全に維持するには，旧
態然とした考え方ではできることが限られる．そこで，人的な要因の究明と除去や旗国の管理を含めた新たな海事の
安全に関する枠組みを研究している．

14 .船舶のライフサイクル・アセスメント

 教授 浦 環 [ 代表者 ]， 科学技術振興特任研究員 加藤 陽一

船舶は，NOx を大気中に放出する大きな要因である．燃料消費も多大であり，解徹は多くの産業廃棄物を生む．地
球環境のなかで，船舶あるいは船舶輸送がどのように影響を与えているか，他の輸送手段と比較すると優劣はどうか，
あるいは，どう改良すべきかなどは，船舶の一生を通じた評価が必要である．これを環境に関する思想の面から研究
している．

15 .海底測地技術の開発

 教授 浅田 昭 [代表者 ]， 助手 望月 将志， 主任研究官（海上保安庁） 藤田 雅之，
主任研究官（海上保安庁） 矢吹 哲一朗， 研究官（海上保安庁） 佐藤 まりこ， 技術職員 吉田 善吾

地震・津波防災対策研究の一環として，海底での長期地殻変動観測を目的とする海上保安庁との共同観測研究プロ
ジェクトを実施．東海，相模，三宅西方，房総から釜石沖の水深 400 ～ 2000m の海底に，新開発の海底音響基準局シ
ステム 14 局を設置し，キネマティック GPS とリンクした高精度の海底音響測地手法の開発研究を行なっている．

16 .海底ステーションを基地とする海中観測ロボットによる自動海底地殻変動観測手法の開発

 教授 浅田 昭 [代表者 ]， 客員教授 浅川 賢一， 助手 望月 将志， 助手 能勢 義昭

海溝型巨大地震発生メカニズムを解明する上で，地震発生域となる海底の変動を把握することは不可欠である．海
上保安庁海洋情報部と共同で開発を行ってきた海底地殻変動観測システムは，そうした海底の地殻変動を直接検知す
る手法である．現在ではこのシステムに基づく観測網が日本周辺の海溝域に沿って展開され，定常的な観測が行われ
ている．現行システムによる観測は，測量船を観測海域に派遣して行われる．予め決められた測量船の年間運航計画
に基づき観測が実施されるため，海況の変化，突発的な地震等，予期せぬ自然現象の変化，発生に，順応することが
難しい．こうした問題を打破する新たな海底地殻変動観測システムを作り上げるのが本研究である．これまでの測量
船に代えて，海底ステーションを基地とする海中ロボットによる観測システムの開発を目指している．海中ロボット
の利用は，海況，GPS 衛星配置等，観測好条件時を選んだ，より頻度の高い観測，更に高い即時性を持った観測を可
能なものにしてくれる．現行システムによりおぼろげに見えてきた海溝型巨大地震発生メカニズムに関して，更に一
歩踏み込んだ鮮明なイメージを提供してくれる観測システムとなるものと考えている．

17 .水中セキュリティソーナーシステムの開発

 教授 浅田 昭 [ 代表者 ]，大八木 敏夫，川島 祥信，教授（海保大） 倉本 和興

日本の沿岸に多数存在する港湾施設や船舶および発電所等の重要施設に対するテロ行為および地上から可視困難
な海中空間で発生する各種犯罪を防止するため，隠密潜入する小型潜水艇，ダイバー等の危険な目標を音響レーダに
より遠距離から監視追尾し，近距離では高分解能な音響ビデオカメラにより目標を識別することにより統合的な監視
を実現する水中セキュリティソーナーシステムを開発する．
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18 .新しい 3 次元航海支援ソフトウエアシステム

 教授 浅田 昭

通行する他船の情報を利用する AIS（Automatic Identification System）表示機能と DGPS の中波ビーコンによる気象
情報の表示機能により，船舶間，船舶と海底および航路標識との空間位置関係を正しく視覚的に把握でき，また気象
海況も把握できる，より安全な航海を可能とするこれまでに無い新しい総合情報航海支援ソフトウェアシステムを開
発し，実用化研究を進めている．

19 .深海底の超微細地形計測システム：インターフェロメトリソーナーと合成開口

 教授 浅田 昭

サイドスキャンソーナーを利用し，インターフェロメトリという位相差計測を行う装置を付加して，海底の起伏を
正確に計測する研究開発を行っている．

20 .捉え難い浮泥層を計測する探査装置   

 教授 浅田 昭

多周波の音響パルスを使い，浮泥層の音響的特性を明らかにしながら，効果的に定量計測・分布密度計測を行う研
究開発を行っている． 

21 . 3 次元魚群探査ソフトウエア   

 教授 浅田 昭

魚探の GPS 位置，海底の水深を自動的に読み取り，オリジナルの 3 次元海底地形モデルを構築する支援ツールと，
オリジナルの海底地形（マイチャート）を 3 次元表示し，重ねて魚影を音響ビームの走査スクリーン上に写し，加え
て時間軸，情報を 3 次元空間上に書き込み管理，表示するソフトウエアを開発を行っている． 

22 .複合ソーナーによる藻場の 3 次元音響計測   

 教授 浅田 昭

米国ワシントン大学で開発された超高性能の最新の音響ビデオカメラ DIDSON を使用し，音響計測として難しい面
を持っていたアマモ・カジメ類の固体識別，個体の生育状況を計測し，小型船を使用し効率的に広範囲の区域を調査
する手法の開発を行っている． 

23 .最先端マルチビーム音響測深機を使ったダムの堆砂経年変化の高精度計測   

 教授 浅田 昭

蓮ダムに流入した土砂の量を，2 年度にわたって 2 回マルチビーム音響測深機を使い測量した．2 次元の KGPS 測
位法を開発し，3 つの衛星でも数 10cm の測位精度を達成し，全域での高精度測位を実現した．その他，マルチビーム
測深の誤差要因である，GPS 情報の正確な時間遅れ補正，磁気コンパスと光ファイバージャイロの精度評価，水底へ
の音響ビームの入射角と測深誤差，動揺計測のバイアス変動などの計測評価の研究を行い，従来に無い高精度のマル
チビーム測深技術を開発を行っている． 

24 .現場複合センサによる深海熱水プルームの空間マッピング観測

 客員教授 許 正憲 [代表者 ]， 助教授 藤井 輝夫， 特任助手 福場 辰洋， 研究員 下島 公紀

従来の熱水プルーム観測手法では海水をサンプリングし，これらを船上または陸上に回収して分析を行うスポット
的な観測が通常である．本研究では，現場型センサの新規開発，無人機運動性能の向上を背景として，熱水プルーム
源の効率的探索，熱水プルーム挙動の空間的把握を目的に，複数の現場型センサを無人機に搭載した空間マッピング
観測の開発を行っている．2005 年は ROV「Hyper Dolphin」に ISFET 型 pH センサ，CTD，濁度センサ等を搭載し，沖
縄トラフ鳩間海丘熱水噴出域にて観測を実施し，各センサによる良好なマッピングデータを得ることができた．

25 .トルクバランスケーブルの捻れに関する理論的研究（続）

 客員教授 高川 真一

地球深部探査船「ちきゅう」ではドリルパイプに沿ってテレビカメラやソーナーを装備した台を降下させるが，吊
り索が捻れてドリルパイプに巻き付くことは絶対に避けなければならない．このために捻れないケーブルが是非必要
であり，今までの本研究の成果を下にこのケーブルを製作した．そして実海域試験で捻れ状況を計測した結果，吊り
降ろし長さ 100m 当たり 0．2 ～ 0．3 回と言う非常に小さな捻れに留まることを確認した．また，前年から 3 層以上
の多層ケーブルの捻れ特性について検討を進めているが，本年には 3 層構造のケーブルに関する情報が入手できた．
この情報を下に，多層構造ケーブルの捻れ特性について詳細な検討を進めていくこととしている．
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26 .セラミクス製耐圧球体による浮力材の開発

 客員教授 高川 真一

前年に製作したセラミクス製球体について，加圧＆圧壊試験を実施した．結果は予測計算値より低い圧力で破壊し
たが，その原因は半球接合面のゆがみに伴う接触面積不足と見られる．この問題への対応としては赤道接触部分の厚
みを一般壁厚よりも大きく取って接触面積不足を補う方法が考えられる．また米国のメーカーでこの事を考慮して組
み合わせたセラミクス球が製造できるようになったとのことであり，実用性を確認した上で適用が可能かどうか検討
することとしている．セラミクスには欠陥が内在するという大きな問題があるため，外圧がかかるこのような目的に
うまく適合できるかどうか疑問視する向きもあるが，高弾性樹脂との組み合わせで欠陥影響の出現を押さえ込み，か
つ大小3種類の球体の組み合わせによって比重が0．50前後の浮力剤が製造できるよう，検討を進めることとしている． 

27 .超長距離航走 AUV 用エネルギー源の検討

 客員教授 高川 真一

前年に引き続き，超長距離航走 AUV 用エネルギー源の検討を進めている．本年は燃料と酸化剤が共に常温で液体
であるそれぞれメチルアルコールならびに過酸化水素水を用いることを念頭に，メタノール燃料電池（DMFC）の活
用について検討を進めた．そして出力ならびに燃料 / 酸化剤保有可能量とも問題ないことを確認した．燃料 / 酸化剤
は均圧状態にあって環境の圧力と同じであるため，艇内に引き込み，かつ反応生成物を艇外に排出するには特殊なポ
ンプが必要となる．このポンプについても検討を進め，実現が可能であることを見いだした．また長期間潜航してい
ると慣性航法で得られる位置情報が大きくずれてくる．これに代わり得る位置計測手法を検討する中から，太陽と月
による潮汐引力を検出する方法が実現可能であることを見いだした．摩擦などの誤差要因をどこまで小さくできるか
によるが，500m 程度の計測誤差で現在位置を確認できると言う見込みを得た．

28 .マイクロ流体デバイスを用いた細胞培養に関する研究

 助教授 藤井 輝夫 [代表者 ]， 助教授 酒井 康行， 助教授 白樫 了， 助手 高野 清，
博士研究員 Christophe Provin， 民間等共同研究員 Serge Ostrovidov

マイクロ流体デバイスを用いると，従来のディッシュやボトルで行ってきた培養系に比べて，栄養供給や酸素供給
のための流れを強制的に与えることができるので，細胞の外部刺激に対する応答の観察や培養による組織構築などに
利用できる可能性がある．本研究では，シリコーン樹脂や生体吸収性ポリマーを材料としたマイクロ流体デバイス上
に微細 3 次元構造や膜構造を形成し，その内部で各種の細胞組織を培養する方法について検討を行っている．

29 .微小スケール反応・分析システムに関する基礎研究

 助教授 藤井 輝夫 [代表者 ]， 助手 山本 貴富喜， 特任助手 福場 辰洋， 技術専門職員 瀬川 茂樹

マイクロファブリケーションによって製作した微小や容器や流路内を化学反応や分析に利用すると，試薬量や廃棄
物の量が低減できるだけでなく，従来の方法に比べて高速かつ高分解能の処理が可能となる．本研究では，そうした
処理を実現する反応分析用マイクロ流体デバイスの製作方法の基礎研究を行うと同時に，微小空間に特有の物理化学
現象について基礎的な検討を行っている．

30 .マイクロ流体デバイスを用いた現場遺伝子解析システムの開発

 助教授 藤井 輝夫 [ 代表者 ]， 特任助手 福場 辰洋

海中あるいは海底面下に存在する微生物の性質を調べるためには，サンプリングした海水や海底泥を地上で分析す
るだけでなく，例えば現場での遺伝子の発現状態を把握することが重要である．本研究では，マイクロ流体デバイス
による分析技術を応用して，海底大深度掘削孔内や自律海中ロボットなどの移動プラットフォームに搭載可能な小型
の現場微生物分析システムの実現を目指している．本年度は，実機システム「IISA-Gene」を完成させ，海洋研究開発
機構の無人探査機「ハイパードルフィン」に搭載して，沖縄トラフ鳩間海丘において実際に 1500m の深度まで潜航
し，実海域での動作確認試験を行った．

31 .分子計算用マイクロ流体デバイスの研究

 助教授 藤井 輝夫 [代表者 ]， 大学院学生 金田 祥平， 大学院学生（東工大） 染井 康太郎，
教授（東工大） 山村 雅幸， 助教授（東工大） 村田 智， 教授（東大） 萩谷 昌己

分子計算は主として DNA を情報担体とし，分子そのものの超並列性を利用して，従来の計算手法では計算が困難
であった問題を解こうとする新しい計算パラダイムである．本研究では，これまでに試験管等を用いて行われてきた
計算のための反応や分離，DNA ナノ構造の構築操作等をマイクロ流体デバイス上で実現することによって，分子計算
の新しい実装技術の実現を試みている．
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32 .マイクロ流体デバイスを用いた現場化学分析システムに関する研究

 助教授 藤井 輝夫 [代表者 ]， 特任助手 福場 辰洋， 博士研究員 Christophe Provin， 助手（京大） 岡村 慶

海水の pH や微量金属イオン濃度を現場で計測することは，深海の熱水活動を把握する上できわめて重要である．
本研究では，マイクロ流体デバイス技術を用いて，そのような計測を実現し，従来のシステムに比べて小型かつ多項
目の計測が可能なシステムの実現を目指している．具体的には，マンガンイオンをマイクロ流体デバイス上で化学発
光によって分析する方法や pH を蛍光色素を用いて計測する方法などについて検討を進めている．

33 .電界効果トランジスタを用いた現場型 pH センサの特性に関する研究

 助教授 藤井 輝夫 [代表者 ]， 客員教授 許 正憲， 特任助手 福場 辰洋， 主任研究員（電中研） 下島 公紀，
Senior Scientist （Univ． of Neuchatel） Peter van del Wal， 教授（Univ． of Neuchatel） Nico de Rooij

海水の pH を現場で計測可能なセンサを用いれば，深海から噴出する熱水プルームの構造や海洋隔離された CO2 の
拡散状況などを把握する上できわめて有用なデータが得られる．本研究では電界効果トランジスタ（ISFET）を用い
た現場型 pH センサについて，深海における性能を評価する目的で，その温度と圧力に対する特性変化を詳細に調べ
ている．

34 .マイクロ流体デバイスにおける分子及び培養組織のインピーダンス計測

 助教授 藤井 輝夫 [ 代表者 ]， 助手 山本 貴富喜， Researcher （CNRS） Vincent Senez，
博士研究員 Erwan Lennon， 大学院学生 木村 啓志， 大学院学生 Sang Wook Lee

半導体微細加工技術を利用すると数十ミクロン～百ミクロン程度のサイズの流路を製作することができる．本研究
では，そのような流路の内部に集積化した電極構造を形成し，DNA や培養組織などのインピーダンス計測を行うこと
により，それら分子や組織の性質や状態を見分ける方法について検討を進めている．

35 .マイクロ流体デバイスにおける生体粒子の付着パターンに関する研究

 助教授 藤井 輝夫 [代表者 ]， 博士研究員 岡本 拓士， 助教授（早大） 高松 敦子

マイクロ流体デバイス内部において細胞培養を行う場合，導入する細胞等の生体粒子の付着を制御する必要があ
る．本研究では，現実のマイクロ流体デバイスにおける粒子付着のパターンを調べ，その基礎的な知見を流路設計に
反映することを目的としている．具体的には，マイクロ流路内に円柱等の簡単な構造物を作り，粒子を導入した際に
どのような挙動や付着パターンを示すかについて観察，解析を進めている．

36 .培養細胞及び組織の動的計測のための集積化マイクロ流体システムの研究開発

 助教授 藤井 輝夫 [代表者 ]， 助教授 酒井 康行， 博士研究員 Nazare Pereira Rodrigues，
大学院学生 木村 啓志， 大学院学生 阪井 仁美， 民間等共同研究員 Serge Ostrividov

当研究室における研究によって，マイクロ流体デバイスにおいて細胞や組織の培養が良好に行えることは明らかに
なりつつあるが，実際にデバイス内部の環境や細胞の状態について，動的な変化を追って計測を行うためには，各種
センサ類ならびに送液系を集積化した「マイクロ流体システム」を実現する必要がある．本研究では，電気化学セン
サやインピーダンス計測等，培養細胞の電気的な計測を行うための電極構造と送液機構とをチップ上に集積化したシ
ステムの開発を進めている．

37 .生殖補助医療のための受精卵培養デバイスの研究開発

 助教授 藤井 輝夫 [ 代表者 ]， 助教授 酒井 康行， 民間等共同研究員 Serge Ostrovidov，
院長 乾 裕昭， 主任研究員 水野 仁二， 研究員 中村 寛子

不妊治療目的を目的とした人工授精による妊娠出産は，世界発の例から 30 年余り経つにもかかわらず，以前とし
て成功率が 25％余りと低く，特に授精後の受精卵の培養法に関しては，ほとんど工学的な工夫が行われていないのが
現状である．本研究では，半透膜を内部に有するマイクロ流体デバイスを用いて，膜上にあらかじめ子宮内膜細胞を
培養し，その上で受精卵を共培養する新しい方法の開発を進めている．実際，マウス受精卵を用いた実験により，そ
の発生速度を早め，生体内のレベルに近づけられることが明らかになっている．

38 .マイクロ流体デバイスを用いた生物現存量計測法に関する研究

 助教授 藤井 輝夫 [代表者 ]， 特任助手 福場 辰洋， 大学院学生 福沢 範行

海水中の生物現存量を計測することは，その海域における微生物等の活動を知る上で，きわめて重要な作業である．
本研究では，マイクロ流体デバイス中で，ホタルルシフェラーゼによる発光反応を行うことによって，海水中の ATP
濃度を測定し，その結果に基づいて生物現存量を調べる方法について検討を行っている．
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39 .能動型マイクロ波リモートセンシングによる海洋波浪観測手法の開発

 助教授 林 昌奎 [ 代表者 ]， 大学院学生 阿野 公洋

マイクロ波の海面での散乱特性を用いて海洋波浪情報を導出するアルゴリズムの開発を行っている．海面から散乱
するマイクロ波は，波浪によって生ずる海面付近水粒子の運動特性によって，周波数が変化する．その特性を解析す
ることで，波浪による水面付近水粒子の運動速度，即ち波浪の軌道速度と変動周期を得ることが出来，海洋波浪の波
長及び波高の情報を導出することが可能である．現在は，実海域でのアルゴリズムの有効性の検証を行っている．

40 .大水深ライザーの動的応答特性に関する研究

 助教授 林 昌奎 [ 代表者 ]， 教授（東大） 鈴木 英之

ライザーは比較的単純な構造物であるにもかかわらず，作用する流体外力，構造自体の応答特性も一般に非線形で
ある．また，外部流体および内部流体は，密度や流速さらには構造の変形に応じて複雑な力を構造に及ぼす．これら
の問題は，対象となる水深が深くなりライザーが長大になるに従い，強度が相対的に低下したり，ライザー自体が相
対的に柔軟になり動的挙動が顕著になることにより，強度設計，安全性確保の観点からより重要になる．そのため，
これらの応答特性を正確に把握し，諸課題を解決することが大水深掘削システムを実現する上で重要となる．現在は，
海洋ライザーに働く非定常流体力を推定する実用手法の開発を行っている．

41 .氷海域における流出油拡散・移動シミュレーションモデルの開発

 助教授 林 昌奎 [ 代表者 ]， 教授（東大） 山口 一

海氷が水面を覆う氷海域での流出油は，油が海氷の下に隠れるなどにより，その流出範囲の特定及び回収は非常に
困難である．氷海域での流出油は流氷と共に移動し，その範囲を広げる．回収のは長い時間を要し，その間，周辺海
域の環境に及ぼす影響は計り知れない．海洋モデルとの連成を考慮した氷海域における流出油の中長期拡散・移動シ
ミュレーションモデルの開発を行っている．
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マイクロメカトロニクス国際研究センター

1 .超微小チャンバーを利用した生体分子 1 分子実験

 教授 藤田 博之 [代表者 ]， 教授（大阪大）  野地 博行， 助教授 竹内 昌治

生体反応を超微小空間に閉じ込め，超高感度検出を行い，その反応機構を明らかにする．

2 .半導体微細加工による並列協調型マイクロ運動システム（継続）

 教授 藤田 博之 [代表者 ]， 助手 安宅 学， 外国人客員研究員 イブ アンドレ シャピュイ

半導体マイクロマシーニング技術の利点の一つである， 「微細な運動機構を多数同時に作れる」という特徴を生かして， 多
数のマイクロアクチュエータが協調してある役割を果たす， 並列協調型マイクロ運動システムを提案した． アレイ状に並べた
多数のアクチュエータでシリコン基板の小片を運ぶことができる． 制御回路とアクチュエータを含むモジュールを平面的に並
べ， 物体の形状による分別を行う機構の設計と制御法と制御アルゴリズムを開発した． 流体マイクロアクチュエータのアレイ
を歩留まりよく作るプロセスを考案し，搬送動作を確認した．今後は，別途作った VLSI チップと一体化することを試みる

3 .マイクロアクチュエータの応用（継続）

 教授 藤田 博之 [代表者 ]， 助教授 年吉 洋， 技術専門職員 飯塚 哲彦，協力研究員 三田 信，
受託研究員 アレクシス ドゥブレー，博士研究員 エディン サラジュリック，博士研究員 ヴァンサン アガシュ

VLSI 製造用の種々の微細加工技術によって可能となった， 微細な電極パターンや高品質の絶縁薄膜を利用して， 静
電力や電磁力などで駆動する超小型アクチュエータを開発し， 種々の応用デバイスを試作している． 半導体レーザや
発光ダイオードと光ファイバの光軸合わせ用微動機構， マイクロ光スキャナ， データ記録装置の微細位置決め用マイ
クロアクチュエータ， 超小型振動子，マイクロ機構による乱数発生デバイスなどを対象に研究を進めている．

4 .真空トンネルギャップ中の極限物理現象の可視化観測（継続）

 教授 藤田 博之 [代表者 ]， 助教授 年吉 洋， 教授（香川大） 橋口 原， 協力研究員 三田 信，
大学院学生 石田 忠， 大学院学生 仲島 祐樹

マイクロマシニング技術を用いて， 走査トンネル顕微鏡の（STM）の探針とそれを動かすマイクロアクチュエータ
を一体で製作している． 断面の寸法が数十ナノメートルのナノ探針を安定して作製できるようになった． このマイク
ロ STM を， 電子位相検出方式の超高分解能透過電子顕微鏡（TEM）の試料室に入れ， トンネル電流の流れるギャップ
を直視観察する計画である． 電界電子放出デバイスについて，電流電圧測定と針先形状観察を同時に行い，ある電圧
で針先が丸くなるとともに電流が急に減少する現象を見いだした．また，対向針を接触させ融着した後，伸張してナ
ノブリッジを形成し，その破断までを TEM で可視化観察した．

5 .マイクロマシニング技術のバイオ工学への応用（継続）

 教授 藤田 博之 [代表者 ]， 助教授 年吉 洋， 外国人客員研究員 ティクシエ アニエス，
教授（香川大） 橋口 原， 外国人客員研究員 フィリップ コケ， 講師（立命館大） 横川 隆司，

大学院学生 新田 英之， 研究機関研究員 久米村 百子，産学官連携研究員 榊 直由，
特任教授 ドミニク コラール，博士研究員 クリストフ ヤマハタ

バイオ工学のツールをマイクロマシニングで作る研究を行っている． 特定のタンパクを認識する分子を固定した
パッチのアレイを作り， そこに細胞を選択的に吸着することができた． また， マイクロ構造内でニューロンを培養し，
人工的結合をさせることも試みている． チップ上に生体分子モータを固定し， その回転が温度により変化する様を一
分子レベルで観察した． また， リニア分子モータによりマイクロ構造をマイクロ・ナノ流路内で望みの方向に搬送で
きた． 更に DNA 分子を可動マイクロ構造で把持した

6 .生体分子用特異結合ナノ標識

 教授 藤田 博之 [ 代表者 ]， 外国人客員研究員 ティクシエ アニエス，
助手（医学部廣川研） 岡田 康志， 外国人協力研究員 アンドレア レイン

シリコンのナノ加工を利用し，細長い標識の一端のみに金を付加して生体分子への特異的結合を可能とした構造を
作った．この標識により生体分子モータの回転を可視化した．

7 .ブラウン運動で駆動するマイクロアクチュエータ

 教授 藤田 博之 [ 代表者 ]， 助教授（ワシントン大） カール ブーリンガー，
大学院学生 エリスィン アルチンタシ

水中の微小な物体に生ずるブラウン運動を，マイクロ流路内への機械的閉じ込めとその近傍に配置した電極で発生
する微弱な電界によって一方向に整流し，回転運動や並進運動を得るデバイスを研究している．理論解析と基礎実験
により，考案したデバイスが動作可能と考えられることを示した．
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8 .分析用 MEMS デバイス

 教授 藤田 博之 [代表者 ]， 教授（東大工学部） 相田 卓三， 大学院学生 伊藤 晃太

人工的に合成した鎖状高分子を，MEMS デバイスによって把持し，評価する研究を行っている．本年度は，電界に
よって対象分子を微小電極間へ集合させることができた．

9 .大面積 MEMS 技術と整合する黒板型ディスプレイ

 教授 藤田 博之 [代表者 ]， 助教授 年吉 洋， 大学院学生 重松 路威

本表示デバイスは，駆動電極付きスラブ光導波路，スペーサ，柔軟な導電性磁気フィルムを積層した構造であり，
新たな駆動方式（手動プルイン）で人手による書込みを実現し，永久磁石でフィルムを引き付けて部分的に消去可能，
駆動電圧の除去で全面消去可能である．簡単な構造のため，将来は印刷技術などを援用した大面積 MEMS 技術で安価
に製作できると期待される．

10 .シリコンマイクロマシニングによる微小振動子の製作に関する研究

 教授 川勝 英樹

100MHz レンジの高い周波数で振動するメカニカル共振器をシリコンマイクロマシニングで製作する方法を検討した．

11 .ナノ振動子とマルチカンチレバーアレーの作製

 教授 川勝 英樹

シリコンの異方性エッチングを用いて探針を有する微小なカンチレバーを作製した．小型化により固有振動数を高
めるとともに，使用目的に応じたバネ定数を実現することに成功した．質量や力の検出分解能を高める上で重要な，
振動子の Q 値を向上させるための処理方法や，振動子の設計を行った． 

12 .ナノメートルオーダの 3 次元構造物の動的機械特性の計測 

 教授 川勝 英樹

10nm オーダの 3 次元構造物の固有振動数や振動の Q 値を光学的方法により計測する方法の研究を行っている．現
在 100MHz，10pm の計測が可能で，現在，1GHz までの計測を計画している． 

13 .ナノメートルオーダの 3 次元構造物の特性評価と応用 

 教授 川勝 英樹

ナノメートルオーダの機械振動子などの． 3 次元構造物の機械・電気特性の測定と． その応用の研究を行っている．
そのために． 走査型電子顕微鏡内にマウントする走査型プローブ顕微鏡を実現している． 

14 .ナノメートルオーダの機械振動子による質量と場の計測 

 教授 川勝 英樹

サブミクロンの機械振動子を作製し，それを AFM の探針に用いて力や質量の検出を行う．現在，大きさ 2 ミクロ
ン，バネ定数 10N ／ m 程度，固有振動数 40MHz，Q 値 8000 のものを作製している．計測には，高真空用ヘテロダイ
ンレーザドップラー振動計を組み込んだ AFM ヘッドを用いた． 

15 . 100 万本の原子間力顕微鏡カンチレバーのパラレル検出の研究 

 教授 川勝 英樹

各カンチレバーと基板の構成するフィーゾー干渉計マイクロキャビティの輝度を CCD カメラ等の受像器に導くこ
とにより，各カンチレバーの変位や振幅を計測する研究を行っている．液中応用を目的に，倒立顕微鏡にカンチレ
バーアレーと光学顕微鏡，干渉計を組み込んだ． 

16 .結晶格子を基準としたリニアエンコーダ 

 教授 川勝 英樹，助手 星 泰雄

走査型トンネル顕微鏡や． 走査型力顕微鏡を用いて結晶の周期性を読み出してリニアエンコーダのスケールとして
用いる研究を行っている． 大気中において黒鉛の結晶周期を反映した鋸波形を接触モードの走査型力顕微鏡により読
み出しながら，同時に結晶を固定した試料台の変位をレーザー干渉計で測定したところ，レーザー半波長分の変位に
対応する鋸波の数は，黒鉛の格子間隔から計算される数よりも 3 割多かった．この違いの主な要因は格子列の読み外
しと考えている．幅を持った範囲を観察することにより，格子列の読み外しを検出・補正した上で，精度検証を行う
予定である． 
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17 .走査型力顕微鏡の探針の軌跡の計測 

 教授 川勝 英樹

本研究は走査型力顕微鏡探針の xyz 空間内での動きを原子レベルの分解能で求めることを目的としている． 装置構
成としては． 光てこ 2 個を用いてカンチレバーの異なる 2 点での傾きを求めた． その結果． 探針の試料面内方向の変位
と法線方向の変位を分離することが可能となり． より正確な探針の軌跡を求めることが可能となった． この測定法は
原子レベルの摩擦現象を可視化するのに有効であると伴に． 走査型力顕微鏡を用いた形状計測の精度向上に役立つも
のである． 

18 .走査型力顕微鏡のカンチレバーのねじれ固有振動の自励を用いた探針の面内位置変調と，それに
よる散逸のマッピング 

 教授 川勝 英樹，助手 星 泰雄

走査型力顕微鏡のカンチレバーのねじれ振動を自励により励起し，それにより探針の面内位置変調を実現した．一
定の加振力でねじれ振動を励起し，ねじれ量を検出することにより，試料の場所によるダンピングを検出した．ねじ
れの自励を実現したことにより，固定周波数励起による，コントラストの反転等の問題点が解消された．

19 .結晶格子を基準とした位置決め 

 教授 川勝 英樹，助手 星 泰雄

結晶格子の規則正しい原子のならびを走査型トンネル顕微鏡の探針でサーボトラッキングすることによって． 結晶
構造を 2 次元的な動きとして取り出し． xy ステージの位置決め制御に用いることが可能となる． 現在． ミクロンオー
ダの範囲での変位制御を目指している． 

20 .マイクロ放電加工に関する研究（継続）

 教授 増沢 隆久 [代表者 ]，助手 藤野 正俊， 大学院学生 内村 明高

 数 μm から数百 μm の寸法領域の三次元的形状加工において， 放電加工は最も高精度で加工できる方法の一つで
ある． 本研究では， 微細軸加工のために当研究室で開発したワイヤ放電研削法（WEDG）をもとに， 超微細穴加工， マ
イクロ加工・組立システム， さらに 3 次元的微細形状加工やマイクロ金型への応用に関する研究を行っている．本年
は逆テーパを含む任意のテーパ穴加工が可能な旋盤型マイクロ放電加工装置の開発を行った．

21 .機械的マイクロ加工に関する研究（継続）

 教授 増沢 隆久 [ 代表者 ]，助手 藤野 正俊

 打ち抜き， 切削， 研削等の機械的加工法は生産性， 加工精度ともに優れた方法であるが， 微細寸法の場合は工具の製
作， 調整が容易でない． 本研究では， 工具製作を組込んだシステムにより，  数十 μm の寸法の打ち抜き， ドリル加工，
エンドミル加工， 超音波加工， 研削などの実用化を進めている． 本年は微細ピンの表面仕上げ法として，ギャップ制御
を取り入れたラッピングシステムを開発し，実用性を確認した．

22 .三次元的微細形状測定法の開発（継続）

 教授 増沢 隆久 [ 代表者 ]，助手 藤野 正俊

 微細な三次元的形状測定の新しい手法として， 電気的接触検知を用いたバイブロスキャニング法（VS 法）及びピ
エゾ抵抗素子を用いた手法（SDAPPLIN 法）を開発し， 細穴内部形状測定等への応用研究を行っている．

23 .電解加工を応用したマイクロ加工の研究（継続）

 教授 増沢 隆久 [ 代表者 ]，助手 藤野 正俊

 パルス電流による電解加工の応用技術として極短パルスを用いたマイクロ3次元形状加工および微細表面の平滑化
の研究を行っている．

24 . Hole Area Modulation 法による 3D マイクロ加工

 教授 増沢 隆久 [ 代表者 ]，助手 藤野 正俊

 マスクパターンに加工深さ情報を入れ込んで，単純な操作により三次元形状のマイクロ加工が行える新しい手法，
Hole Area Modulation （HAM） 法を考案し，エキシマレーザによる方法と，化学エッチングによる方法の開発を進めて
いる．

25 .「マイクロメカトロニクス国際研究センターの項目を参照」

 教授 増沢 隆久
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26 .機能性自己組織化単分子膜を用いたマイクロ・ナノコンタクトプリンティング 

 助教授 金 範埈 [代表者 ]，技術専門職員 高間 信行， 大学院学生 金 長吉

最近， サブマイクロメータースケールでのパターニングは， マイクロ電子回路， デジタル記憶媒体， 集積化マイク
ロ・ナノシステム， バイオ・有機材料デバイス等の数多くの応用にとって重要である．本研究は， 機能性自己組織化
単分子膜（Self-assembled Monolayer: SAM） をサブマイクロメータースケールでパターニングするための，新しいマイ
クロ・ナノコンタクトプリンティング法を開発する．

27 .ナノシャドウマスクを用いた広面積のナノパターニング技術の開発

 助教授 金 範埈

従来のリソグラフィ法においてプロセスの複雑さ，材料の選択性等の観点から見るとシャドーウマスクを用いた直
接パターンする方法は優れている．マイクロマシン加工を応用した多機能パターンの装置の製作に関するもので，
MEMS 技術を用いた微細シャドウマスクと多機能噴射システムの設計と製作に関する技術開発を行う．

28 .単一細胞の電気及び物理的特性を測る MEMS デバイスの開発に関する研究 

 助教授 金 範埈 [代表者 ]， 助教授 藤井 輝夫， 教授 藤田 博之， 助教授 酒井 康行，
技術専門職員 高間 信行，博士研究員 趙 永学

単一細胞（赤血球）の変形と電気的特性の関係について調べる．そのために細胞の濾過用のマイクロチャンネルと
単一細胞の電気的特性の測定用のツインマイクロカンチレバーアレイを持つ新しいバイオ MEMS デバイスを開発し
た．今後単一細胞の Electoporation 用デバイスへの応用のため，新にデバイスを開発する． 

29 .機能性自己組織化単分子膜を用いた新しいナノパターン，ナノ構造の製作に関する研究 

 助教授 金 範埈 [代表者 ]，技術専門職員 高間 信行， 大学院学生 金 長吉， 協力研究員 Peter LOW

本研究の目的は，高い装置などを使えずにより簡単な方法で機能性自己組織化単分子膜（Self-assembledMonolayer:SAM）
をサブマイクロメータースケールでパターニングする新しい方法を提案し，その方法を用いてナノ構造を製作，さらにナ
ノ機構自体（例え，ナノカンチレバー）をツールとして各種の生体蛋白分子らの結合や反応を直接観察できるバイオセン
サーを製作することである． 

30 .層流を用いた電気鍍金法によるマイクロ構造物の製作 

 助教授 金 範埈 [代表者 ]，技術専門職員 高間 信行， 大学院学生 齊藤 毅

マイクロ水流と電気めっき法を融合させ，マイクロチューブ，またはナノパターンを持つ金属薄膜といったマイク
ロ・ナノ構造物を製作・複製した．電気めっき条件の最適化，数値解析などを基づいて安価での金属マイクロ構造物
アレーを製作する．

31 .膜タンパク質チップ

 助教授 竹内 昌治

膜タンパクが組み込まれた，脂質 2 重膜アレイの研究

32 .均一直径リポソーム

 助教授 竹内 昌治

リポソームの直径を MEMS を利用して均一化させる研究

33 .マイクロ流体デバイスによる細胞アレイ

 助教授 竹内 昌治

マイクロ流路を利用して細胞をアレイ状に配置する研究

34 .生体分子モータによる高速ナノ物質搬送

 助教授 竹内 昌治

アクチン・ミオシンを利用した物質搬送の研究

35 . MEMS とフォトニック結晶の融合（継続）

 助教授 年吉 洋 [ 代表者 ]， 教授 藤田 博之， 教授 荒川 泰彦， 講師 岩本 敏， 大学院学生 肥後 昭男

フォトニック結晶導波路上に MEMS デバイスを集積化して，超微細な光変調器を製作する．
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36 .静電アクチュエータの設計に関する研究（継続）

 助教授 年吉 洋 [代表者 ]， 教授 藤田 博之， 技術職員 高橋 巧也， 大学院学生 肥後 昭男，
大学院学生 山下 清隆， 大学院学生 高橋 一浩， 大学院学生 Yuheon Yi，

大学院学生 泰井 祐輔， 大学院学生 中田 宗樹

シリコンマイクロマシニング技術を用いて静電アクチュエータを設計する際に重要となるプロセスウィンドウに
ついて理論的に考察する静電アクチュエータの設計に関する研究．

37 .プラスチック MEMS による電子ペーパーライクな画像表示器

 助教授 年吉 洋 [代表者 ]， 教授 藤田 博之， 大学院学生 泰井 祐輔， 大学院学生 肥後 昭男

PEN フィルムに金属薄膜を蒸着したものをファブリ・ペロ干渉型のカラーフィルタ上にマイクロ加工し，静電駆動
によって干渉長を変化させることにより透過光の色を制御するカラーピクセルを開発した．

38 .マイクロ静電ミラーの超小型内視鏡応用

 助教授 年吉 洋 [代表者 ]， 教授 藤田 博之， 大学院学生 中田 宗樹

シリコン半導体マイクロマシニングにより直径 2 ～ 3mm の静電駆動型光スキャナを製作し，それを光ファイバ型
医療用内視鏡に応用する研究を行った．

39 .高電圧回路と MEMS の集積化に関する研究（継続）

 助教授 年吉 洋 [代表者 ]， 教授 藤田 博之， 大学院学生 高橋 一浩， 大学院学生 Yuheon Yi

MEMS アクチュエータと，それを駆動する高耐圧ドライバ回路，および変位検出用のセンサ回路などをシリコン基
板にモノリシック集積する技術を研究する．

40 .静電駆動型マイクロレンズスキャナに関する研究（継続）

 助教授 年吉 洋 [代表者 ]， 教授 藤田 博之， 大学院学生 高橋 一浩，
外国人協力研究員 Ho Nam KWON

シリコン製の微小なレンズをマイクロアクチュエータで駆動して赤外光の偏向角度を制御し，光ファイバスイッチ
に応用する．

41 .光照射による静電アクチュエータの駆動原理に関する研究．（継続）

 助教授 年吉 洋 [代表者 ]， 教授 藤田 博之， 大学院学生 肥後 昭男， 大学院学生 中田 宗樹

静電アクチュエータとフォトダイオードをシリコン基板上に集積化して，光照射によってアクチュエータの動作を
制御する機構を検討する．また，同機構をデータストレージ，光スイッチ，光ファイバ内視鏡などへ応用する研究を
行う．

42 .赤外線天文台望遠鏡用のマイクロシャッタアレイ（継続）

 助教授 年吉 洋 [ 代表者 ]， 技術職員 高橋 巧也，東京大学理学部天文センター

赤外分光を行う天文台望遠鏡の時間利用効率を高めるため，一度に数十個の星のスペクトルを観測できるように，
マイクロマシニング技術を用いて可動シャッタアレイを製作している．

43 .真空マイクロエレクトロニクスと MEMS の融合（継続）

 助教授 年吉 洋 [代表者 ]， 教授 藤田 博之， 大学院学生 山下 清隆，
学振外国人特別研究員 Winston Sun ， 外国人客員研究員 Benoit Charlot

微小な真空管を MEMS 技術によって製作し，高周波通信機器用の周波数フィルタなどに応用する．

44 .マイクロメカニカル振動ジャイロの製作（継続）

 助教授 年吉 洋 [ 代表者 ]， 教授 藤田 博之，
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部宇宙探査工学研究系 三田 信

航空宇宙慣性航法用の高精度ジャイロスコープをマイクロメカニカル振動子として製作する方法について検討した．
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都市基盤安全工学国際研究センター( ICUS)

1 .コンクリート道路橋のモニタリング・システムの開発に関する研究

 教授 魚本 健人 [代表者 ]， 講師 加藤 佳孝， 民間等共同研究員 恒國 光義

コンクリート道路橋のモニタリングによる維持管理の高度化および効率化をはかるため，各種センサーによる実橋
のモニタリングを実施している．構造物のたわみ，変形，振動等をレーザ，光ファイバー，加速度計で計測し，使用
性能，安全性能等に関する健全度の評価方法，およびモニタリング・システムの開発を行なっている．

2 .劣化予測モデルに基づく不確実性を考慮した補修のライフサイクルコストに関する研究

 教授 魚本 健人 [ 代表者 ]， 大学院学生 サンチャラン パカワット

繰り返し荷重や環境条件による劣化によって構造物の品質は損なわれる．そこで構造物の耐用年数の間に構造物の
安全を保障するため，維持管理，点検および補修，補強する必要がある．しかしコスト算出，劣化予測などは不確実
性を含むため，最適な維持管理手法を決定することは困難であると言える．本研究は，ライフサイクルコストの最小
化手法を，劣化予測の不確実性を考慮した構造性能の信頼性評価を用いて提案している．

3 .補修を行ったコンクリート構造物の耐久性評価に関する研究

 教授 魚本 健人 [代表者 ]， 助教授 岸 利治， 講師 加藤 佳孝， 民間等共同研究員 伊藤 正憲，斉藤 仁，
渡部 正，元売 正美，竹田 宣典，平間 昭信，河原崎 広，伊藤 学，深津 章文，松田 敏，森本 丈太郎，
椎名 貴快，弘中 義昭，小川 彰一，槙島 修，宇野 祐一，里 隆幸，北澤 英宏，榊原 弘幸，戸田 勝哉，

技術専門員 星野 富夫

劣化した鉄筋コンクリート構造物を断面修復材によって補修する場合，補修材料の耐久性に関わる要求品質が明ら
かでなく，使用される材料や施工方法によって耐久性がまちまちである．そのため，特定の材料や施工方法によって
補修を行った場合に，補修した構造物の耐久性を予測することができないのが現状である．そこで，補修した鉄筋コ
ンクリート構造物の耐久性を評価することを目的として，断面修復工法を対象に，補修材料の耐久性を明確にし，施
工方法が耐久性に与える影響についても明らかにする． 

4 .コンクリート構造物の次世代型非接触・非破壊検査手法に関する調査研究 

 教授 魚本 健人 [代表者 ]， 講師 加藤 佳孝，大学院学生 小根澤 淳志，研究生 石川 幸宏

これまでにも，超音波，AE 法，レーダ法など様々な非破壊検査が，構造物の現状の性能を把握するツールとして
用いられてきた．しかし，提案されている手法のほとんどがひび割れ，内部空洞などに代表される欠陥検知であり，
コンクリート構造物の耐久性能の低下を予測する情報としては不足しているのが現状である．これまでは，情報の補
完のために局部破壊検査を実施している．局部破壊検査は，コンクリートの現状を精度良く評価することはできるが，
あくまでも局部的な情報であるため構造物全体の性能を評価するには多大な労力を必要とする．このような現状に対
して，本研究では鉄筋コンクリート構造物の代表的な劣化現象である鋼材腐食の支配因子である塩害・中性化に着目
し，検査の効率性を重要視した非接触かつ非破壊で検査する新たな手法を確立することを目的としている． 

5 .マルチスペクトル法のコンクリート構造物劣化調査への応用

 教授 魚本 健人 [ 代表者 ]， 研究生 石川 幸宏

コンクリート構造物の劣化調査は一般に，外観調査等の目視点検，コア等を採取し，コンクリート中の成分を測定
する方法，コンクリートのかぶりをはつり，内部の鋼材の腐食状況の確認，自然電位法による腐食の推定等が行われ
ている．また，一部破壊型調査ではなく，各手法による非破壊検査も行われている．本研究では，ハイパースペクト
ルリモートセンシングの技術を用い，非接触でコンクリート表面の劣化因子物質の検出を試みる．本手法の適用によ
り，短時間，大断面の診断が可能になり，調査費用の低減が期待できると考えられる． 

6 .コンクリートの品質に対する化学混和剤の作用効果に関する研究

 教授 魚本 健人 [ 代表者 ]， 共同研究員 松本 利美

コンクリートの品質，特に硬化コンクリートの耐久性を論じうる上で，使用材料や配合条件がコンクリートの空隙
構造に与える影響を検討することは非常に重要である．また，近年コンクリート製造に欠かせない材料の一つになっ
ている化学混和剤に関しては，空隙構造に対する作用効果が明確になっていない． そこで，化学混和剤の持つ種々の
特性が，硬化コンクリートに及ぼす影響を明らかにすることを目的とし，様々な化学混和剤，中でも最も頻繁に用い
られている減水剤系の混和剤を中心に，減水性，凝結遅延性，空気連行性等の特性が，硬化体の空隙構造形成過程に
与える影響を明確にする
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7 .アルカリ骨材反応を生じたコンクリート構造物の鉄筋破断に関する研究

 教授 魚本 健人 [ 代表者 ]，技術専門職員 西村次男

アルカリ骨材反応を生じたコンクリート橋脚等において鉄筋破断が報告されている．この原因として鉄筋の品質と
曲げ加工時の塑性加工が問題と考えられる．脆性破壊現象がなぜ生じるかを明らかにし，その対策を考案することを
目的とした研究である．

8 .損傷を受けたエポキシ樹脂塗装鉄筋の耐久性に関する研究

 教授 魚本 健人 [ 代表者 ]，技術専門員 星野富夫

エポキシ樹脂塗装鉄筋は塩害に対し高い耐久性を有しているが，塗膜が損傷を受けると耐久性が損なわれる．どの
程度の損傷が問題になるかを明らかにするため，海洋暴露試験を実施し継続的な調査を行っている．

9 .老朽化構造物の寿命予測，簡易で精度の高い管理手法の構築

 教授 魚本 健人 [ 代表者 ]， 講師 加藤 佳孝，
都市基盤安全工学国際研究センター( ICUS)， 特任助手 金田 尚志，

特定プロジェクト研究員 ラクティポン サハミットモンコン，永井 正和，滝川 正則，菅野 安男，岡本 卓慈，
松井 義昌，藤田 久和，菊池 禎二，石田 辰英，山根 立行，北村 隆理，寺田 晃，佐藤 登，柴 慶治，

栗田 守朗，安藤 慎一郎，和田 直也，肥田 研一，山本 郁夫，玉置 一清

老朽化構造物の寿命予測を可能とする簡易で精度の高い管理手法の構築に向けた検討および提言を行う．構造物の
寿命の定義や予測手法に関して，研究者の論文，事業者・学協会等のマニュアル等の文献調査，ならびに有識者への
ヒヤリング調査を行い，課題の抽出，整理を行った．

10 .環境・災害の予測と対策を実行するために必要となるデータの抽出とその整理

 教授 魚本 健人 [代表者 ]， 客員教授 天野 玲子， 教授 目黒 公郎， 助手 吉村 美保，
都市基盤安全工学国際研究センター( ICUS)，二木 重博，今村 遼平，三富 創，加藤 康広，野田 浩二，

深沢 哲也，山崎 淳，高橋 郁夫，平間 敏彦，志波 由紀夫，田中 芳行，高田 励，松本 由美子，貫井 泰，
福島 誠一郎，山田 哲也

自然災害が発生した場合には，どのような事象が時系列に発生し，それに対して我々はどのように対応していった
らよいのかをシミュレーション等によって明らかにする場合，必要となるデータベースの構築に向けた検討を行う．

11 .アジアにおけるメガシティ化がもたらす環境への影響変化

 教授 魚本 健人 [ 代表者 ]， 教授 安岡 善文， 助教授 大岡 龍三， 助教授 沖 大幹， 講師 須崎 純一，
遠藤 貴宏，都市基盤安全工学国際研究センター( ICUS)，瀬戸島 政博，船橋 学 ，河合 雅巳，岡田 敬一，

川村 哲也，中井 秀信，高田 励，中嶋 まどか

アジアにおける大都市問題を評価するためには，環境，安全，健康など様々な側面からデータを収集し，その持続
性，健全性を指標化し，更に対策を講ずることが必要となる．しかしながら，多くのアジアの国々では，どのような
視点から都市を評価するかの基準が定まっておらず，また，信頼性の高いデータを収集することも容易でない．そこ
で，環境への影響評価を行い，それに基づく対策を講じる．

12 .大規模災害に対する防災対策の研究

 教授 魚本 健人 [代表者 ]， 教授 目黒 公郎， 客員教授 天野 玲子， 助手 吉村 美保，二木 重博，
今村 遼平，三富 創，加藤 康広，深沢 哲也，山崎 淳，高橋 郁夫，平間 敏彦，田中 芳行，

松本 由美子，高田 励，貫井 泰，福島 誠一郎，山田 哲也

地震や台風などの自然災害は都市基盤の安全性を脅かす驚異の一つである．このような大災害に対する減災の観点
から，災害のシミュレーション等に活用可能なデータベースの構築に向けた検討，都市における住宅の耐震補強促進
のためのビジネスモデルの作成と検証を行っている．

13 .災害の現地調査

 教授 目黒 公郎 [代表者 ]，助手 吉村 美保，博士研究員 高島 正典・Mayorca Arellano Julisa Paola・
大学院学生 近藤 伸也

 地震や洪水などの自然災害，大規模な事故などが発生した場合，国内，国外を問わず，現地調査を行っている．最
近では，以下のような調査を行い，災害の様子を記録するとともにその影響を分析している．（1） 2004 年 12 月イン
ドネシアスマトラ島地震津波災害，（2）2005 年 10 月パキスタン地震災害．
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14 .地下の地震断層変位が地表地盤に与える影響度評価

 教授 目黒 公郎 [代表者 ]， 大学院学生 WORAKANCHAN Kawin

 1999 年に発生したトルコ・コジャエリ地震や台湾・集集地震では， 地震断層運動による表層地盤の変状が， 多くの
土木構造物や建築構造物に甚大な被害を与えた． 本研究は， 破壊現象を高精度に追跡できる AEM（Applied Element
Method）を用いたシミュレーションから， 地下の断層運動が表層地盤に与える影響を分析するものである．

15 .地震災害環境のユニバーサルシミュレータの開発

 教授 目黒 公郎

 本研究の目的は「自分の日常生活を軸として」，地震発生時から，時間の経過に伴って，自分の周辺に起こる出来
事を具体的にイメージできる能力を身につけるためのツールの開発と環境の整備である．最終的には，地震までの時
間が与えられた場合に，何をどうすれば被害の最小化が図られるかが個人ベースで認識される．地震災害に関係する
物理現象から社会現象にいたるまでの一連の現象をコンピュータシミュレーションすることをめざしている．前者の
物理現象編は，AEM や DEM などの構造数値解析手法と避難シミュレーションを中心的なツールとして，後半の社会
現象編は，災害イマジネーションツール（目黒メソッド）や次世代型防災マニュアルを主なツールとしている．

16 .衝突や火災による構造物の崩壊過程のシミュレーション解析

 教授 目黒 公郎 [ 代表者 ]， 博士研究員 ELKHOLY Said Abd Elfattah Said

 米国同時多発テロ事件では，ニューヨーク市のマンハッタンにある 110 階建ての WTC ビル 2 棟が旅客機の衝突と
それを原因とする炎上で，完全に崩壊した．この崩壊で消火活動及び避難誘導をしていた消防士を含め，2800 余の尊
い人命が奪われた．この事件は，高層ビルの崩壊過程の解明の重要性を強く認識させた．本研究は衝突や火災による
高層建築物の破壊挙動を，時間的・空間的な広がりを考慮した上で再現するシミュレーション手法を開発している．
この手法とは，目黒研究室で開発した応用要素法（AEM）を大規模で複雑な部材断面を有する構造物に適用しても大
幅な自由度の増大なしに解析を行えるように改良を加えたものである．そしてこの改良型 AEM を用いて衝突や火災
から高層ビルの完全崩壊を防ぐ対策を探っている．

17 .構造物の地震時崩壊過程のシミュレーション解析

 教授 目黒 公郎 [ 代表者 ]， 博士研究員 MAYORCA ARELLANO Julisa Paola，ELKHOLY Said Abd Elfattah Said，
大学院学生 伊東 大輔

 平成 7 年 1 月 17 日の兵庫県南部地震は， 地震工学の先進国と言えども構造物の崩壊によって多数の犠牲者が発生
しうることを明らかにした． 本研究は地震による人的被害を軽減するために， 地震時の構造物の破壊挙動を忠実に（時
間的・空間的な広がりを考慮して）再現するシミュレーション手法の研究を進めている． すなわち， 破壊前の状態か
ら徐々に破壊が進行し， やがて完全に崩壊してしまうまでの過程を統一的に解析できる手法を開発し， 様々な媒質や
構造物の破壊解析を行っている． そして解析結果と実際の地震被害の比較による被害発生の原因究明と， コンピュー
タアニメーションによる地震被害の再現を試みている．

18 .非連続体の挙動シミュレーションに関する研究

 教授 目黒 公郎 [ 代表者 ]，大学院学生 岡本 睦

 少し離れた位置からは「連続体の挙動」のように見えるが， 実はばらばらなある大きさの運動単位が， 適当な約束
（必ずしも物理的な法則のみではない）に従って， 全体として挙動している現象が多く見られる． 砂時計の砂の運動や
朝夕の通勤客， 自動車の流れなどはその典型である． これらの「挙動」は， 連続体の運動として近似できる場合もある
が， 適当な大きさの非連続な物体の集合体の挙動として扱わないと， その現象を適切に理解することはできないこと
も多い． 本研究室では物理的な約束に支配される現象の代表として， 「土石流」や「砂地盤の液状化現象」， 「地震時
の家具の動的挙動」を非連続体解析手法を用いてシミュレーションしメカニズムを研究している． 避難行動など人間
に絡んだ挙動については， 「災害時の避難行動特性のシミュレーションと空間の安全性評価」を参照されたい．

19 .地域特性と時間的要因を考慮した停電の都市生活への影響波及に関する研究

 教授 目黒 公郎 [ 代表者 ]，大学院学生 飯田 亮一

 近年， 都市生活の電力への依存が高まる一方で， 自然災害や事故などの様々な原因による停電被害が発生し， 都市
機能に大きな影響を及ぼしている． 停電の影響は， 電力供給システムの構造から， 配電所の供給エリアを単位として
相互に影響し合い， しかもエリアごとの「電力需要状況・住民特性・産業構成などの地域特性」「停電の原因となる災
害の規模」「停電発生時刻や継続時間などの停電特性」等によって， 大きく変化する． そこで本研究では， 配電所の供
給エリアを単位とした地域特性と， 停電の発生時刻・継続時間を考慮した都市生活への停電の影響評価法の研究を進
めている． 今年度は， 地理情報システムを用いて， 東京 23 区の 314 箇所の配電用変電所の電力需要と地域特性のデー
タベースの構築とその分析を行い， 供給エリア内の大口需要家の影響を含めた考慮した地域特性と， 停電の発生時刻・
継続時間を考慮した停電の影響評価モデルの構築を進めている．
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20 .電力供給量の変化を用いた地震被害状況と復旧状況の把握に関する研究

 教授 目黒 公郎 [ 代表者 ]，大学院学生 飯田 亮一

 地震直後の被災地域の特定と被害量の把握は， 防災関連機関の初動を決定する上で極めて重要である． 本研究は地
震前後の電力供給データを用いて， 地域ごとの被害推定を試みるものである． すなわち， 配電用変電所の供給エリア
を地域単位として， 地震前の電力需要から地域特性を把握するとともに， 地震後の電力供給量の落ち込み具合から供
給エリア内の建物被害を推定する手法を提案するとともに， 両者の関係について分析している． 分析結果からは， 地
震後の電力供給量の低下は地域の建物被害と高い相関を持つことが確認されるとともに， 提案手法が， リアルタイム
評価が可能， 新たな設備投資がほとんど不要， 天候や時刻に左右されない観測が可能， など有利な点を多く有し， 実用
に向けて大きな可能性があることが示されている．

21 .効果的な地震対策支援システムの開発に関する研究

 教授 目黒 公郎 [代表者 ]， 助手 吉村 美保， 大学院学生 近藤 伸也， 客員教授 林 省吾

 兵庫県南部地震以降， 「雨後の竹の子」的に全国の自治体を中心として様々な「地震防災システム」が生まれた．
しかしこれらの多くは， 既存のシステムを（ブラックボックス的に？）違う場所に適用しただけの早期地震被害予測
システムであり， 地域の地震防災力を高めることに具体的に貢献するとは思えないものもである． このような状況を
踏まえ， 本研究では効果的で投資効果の高い地震対策を講じるための地震対策支援システムの開発を進めている． 地
震防災システムが持つべき機能の整理に基づいて， 地域の弱点の抽出や異なる事前対策に対する投資効果の評価が可
能であるなどの機能を有する「最適事前対策立案支援ツール」の開発を行っている．

22 .実効力のある次世代型防災マニュアルの開発に関する研究

 教授 目黒 公郎 [代表者 ]，大学院学生 近藤 伸也， 客員教授 林 省吾

 本研究は地域や組織の防災ポテンシャルを具体的に向上させる機能を持つマニュアルを開発するものである． 具体
的には， 現状のマニュアルの性能分析機能， 目的別ユーザ別編集機能， 当事者マニュアル作成支援機能などを有した
マニュアルである． このマニュアルによって， 災害発生以前に地域や組織が有する潜在的危険性の洗い出し， その回
避法， 事前対策の効果の評価などが可能となる． このコンセプトを用いた防災マニュアルの作成を，内閣府，首都圏
の自治体，東京大学生産技術研究所を対象として進めている．

23 .組積造構造物の経済性を考慮した効果的補強手法の開発

 教授 目黒 公郎 [ 代表者 ]， 博士研究員 Mayorca Arellano Julisa Paola，
大学院学生 NAVARATNARAJAH Sathiparan，GURAGAIN Ramesh， 博士研究員 NASROLLAHZASEDEH Kooroush

 世界の地震被害による犠牲者の多くは，耐震性の低い組積造構造物の崩壊によって生じている．本研究の目的は，
耐震性の低い既存の組積造構造物を，それぞれの地域が持つ技術と材料を用いて，しかも安く耐震化できる手法を開
発することである．防災の問題では，「先進国の材料と技術を使って補強すれば大丈夫」と言ったところで何ら問題
解決にはならないためだ．一つの目的は，上記のような工法や補強法を講じた構造物とそうでない構造物の地震時の
被害の差を分かりやすく示すシミュレータの開発であり，建物の耐震化の重要性を一般の人々に分かりやすく理解し
てもらうための環境を整備するためのものである．

24 .既存不適格構造物の耐震改修を推進させる制度 / システムの研究

 教授 目黒 公郎 [代表者 ]， 助手 吉村 美保， 客員教授 林 省吾， 客員教授 天野 玲子

 我が国の地震防災上の最重要課題は，膨大な数の既存不適格構造物の耐震補強（改修）対策が一向に進展していな
いことである．既存不適格建物とは，最新の耐震基準で設計 / 建設されていない耐震性に劣る建物であり，これらが
地震発生時に甚大な被害を受け，多くの人的・物的被害を生じさせるとともに，その後の様々な 2 次的，間接的な被
害の本質的な原因になる．このような重要課題が解決されない大きな理由は，震補強法としての技術的な問題と言う
よりは，市民の耐震改修の重要性の認識度の低さと，耐震補強を進めるインセンティブを持ってもらう仕組みがない
ことによる．本研究は，行政と市民の両者の視点から見て耐震補強をすることが有利な制度，実効性の高い制度を提
案するものである．

25 .途上国の地震危険度評価手法の開発

 教授 目黒 公郎 [代表者 ]， 助手 吉村 美保， 博士研究員 Mayorca Arellano Julisa Paola

 世界の地震被害による犠牲者の多くは，途上国に集中している．この大きな原因の 1 つに，政府や中央省庁の高官
達をはじめとして，多くの人々が地域の地震危険度を十分に把握していないことが挙げられる．この研究は，そのよ
うな問題を解決するために，簡便な方法で対象地域の地震危険度，予想される被害状況，経済的なインパクトなどを
評価する手法を構築するものである．イランやトルコ，ミャンマーやバングラデシュなどを対象として，研究を進め
ている．
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26 .水幕式火災防災システムの開発

 客員教授 天野 玲子

都市再生を目指した大深度地下利用法の施行に伴い，地下空間の利用の可能性が高まっている．地下空間を利用す
るに際しては，火災防災システムを確立することが求められている．このため，水幕による火災防災システム及び熱・
煙流予測システムを開発する． 

27 .地域防災計画及び防災拠点のあり方に関する検討

 客員教授 天野 玲子

28 .屋外温熱環境の最適設計手法に関する研究（継続）

 助教授 大岡 龍三 [代表者 ]， 教授 加藤 信介， 研究機関研究員 陳 宏

屋外放射解析を CFD 解析に基づき，屋外の温熱環境の最適設計を行う手法について検討を行う．本年度は景観，温
熱環境，経済などの要因を含めて，樹木配置に関する多目的最適化問題について検討した．

29 .人体生理に基づく屋外の温熱環境評価手法に関する研究

 助教授 大岡 龍三

夏季における屋外空間の熱中症等の防止を目的として，人体生理に基づく屋外の温熱環境評価手法の開発を行な
う．本年度は，暑熱環境下，労働環境化に対する被験者実験を行ない，従来の人体の温熱生理反応モデルに無視し得
ぬ予測誤差が生じることを発見した．またその改善策についても検討を行なった．

30 .基礎杭利用による地中熱空調システムの実用化に関する研究（継続）

 助教授 大岡 龍三 [代表者 ]， 教授 加藤 信介，協力研究員 関根 賢太郎， 大学院学生 黄 錫鎬

基礎杭を利用した地中熱利用空調システムの実用化に向けて，実大実験装置などを用いて研究し，システムの有効
性・省エネルギー性・環境負荷低減効果等の研究を行い，設計手法などを構築する．本年度は，事務所ビルでの空調
運転を想定したヒートポンプの運転を行い，場所打ち杭を用いた地中熱利用空調システムの地中熱採熱量等の検討を
行った．

31 .都市のヒートアイランド緩和手法に関する研究（継続）

 助教授 大岡 龍三 [代表者 ]， 教授 加藤 信介，助手 黄 弘，大学院学生 川本 陽一， 客員教授 瀬戸島 政博

メソスケールモデルと精緻な GIS データを利用した都市気候解析モデルを開発・利用し，各種ヒートアイランド緩
和手法の効果について検討を行う．本年度は 2020 年度までの東京都区部の将来人口予測を基に同地区の建物延床面
積の増加率を推定し，その結果から人工排熱量の増加を算出することにより，それが都市気候変化に及ぼす影響につ
いて検討した．

32 .建物周辺の乱流構造に関する風洞模型実験と数値シミュレーションによる解析（継続）

 助教授 大岡 龍三 [代表者 ]， 教授 加藤 信介，技術専門職員 高橋 岳生，協力研究員 飯塚 悟

建物周辺で発生する強風や乱れの構造に関して，風洞実験や数値シミュレーションにより検討している．建物のよ
うな bluff body 周りの複雑な流れ場を予測する場合，標準 k-εモデルは種々の問題を有する．特に，レイノルズ応力
等の渦粘性近似は流れ場によりしばしば大きな予測誤差の原因となる．本年度は，境界層流中に置かれた高層建物モ
デル周辺気流の解析に LK 型をはじめ，各種の k-ε モデルや応力方程式モデルによる解析を行い，その予測精度を比
較，検討した．

33 .都市城の大気汚染発生構造の解明

 助教授 大岡 龍三 [代表者 ]， 教授 加藤 信介，技術専門職員 高橋 岳生， 助手 黄 弘，大学院学生 渡辺 壮亮

道路や建築物から発生する大気汚染物質の拡散現象についての検討を行なった．特に本年は様々な大気安定度のも
とでの拡散現象の風洞実験を行ない，その構造について考察した．更に数値シミュレーションとの比較を行い，その
予測精度を検討した．

34 .火災煙流動数値解析手法の開発（継続）

 助教授 大岡 龍三 [代表者 ]， 教授 加藤 信介， 助手 黄 弘，研究員 林 吉彦

建築物，地下街，船舶等における火災時の煙流動の数値解析手法を開発している．本年度も昨年に引き続き，都市
火災の伝搬要因の一つである火の粉飛散による飛び火現象の物理モデルを作成し，建物周辺の風の流れを再現する
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CFD 解析と火の粉飛散を連成させて都市火災伝搬を解析した．特に，火の粉が完全な球状であると仮定した時の火の
粉の粒子の流体力学直径を，実スケール火災風洞実験において生成された火の粉を対象として測定実験を行った．

35 .都市・建築エネルギーシステムの最適化手法の提案

 助教授 大岡 龍三

都市・建築の省エネルギー並びに，環境負荷の低減をはかるために，非線形な設備機器特性を考慮して，遺伝的ア
ルゴリズムを利用して，都市・建築のエネルギーシステムの選定から運用までをトータルに最適化する統合最適化手
法を開発した．

36 .アジアモンスーン地域の水文環境の変動と水資源への影響 

 助教授 沖 大幹 [代表者 ]， 助教授 鼎 信次郎， 助手 芳村 圭， 技術専門員 小池 雅洋， 特任助手  宮崎 真，
研究員 小森 大輔， 大学院学生 Tang Qiuhong， 大学院学生 石崎 安洋， 大学院学生 趙 在一，

大学院学生 犬塚 俊之

亜熱帯地域のインドシナ半島，及び半乾燥地域の中国北東部を対象として，当該地域のアジアモンスーンにおける
役割を解明すること， および当該地域の降水と水資源の季節予報を向上させることを目的とし，タイ潅木地帯及び中
国灌漑農地の熱・エネルギー・二酸化炭素フラックス観測タワー（それぞれ 100m と 25m）を用いた観測，及び地表
面過程のモデリングを中心に研究を進めている．

37 .グローバルな水の間接消費( Virtual Water) の解明 

 助教授 沖 大幹 [代表者 ]， 助教授 鼎 信次郎， 大学院学生 林 梅云， 大学院学生 犬塚 俊之，
大学院学生 久保 賢一

穀物生産や畜産，工業製品の生産には水資源が大量に消費される．それを輸入して日本国内で消費するということ
は，仮想的な水を輸入し間接的に他国の水資源を消費していることと同じである．この実態を解明するため，灌漑プ
ロセスに基づく農業生産における水消費原単位推定，その結果を利用しつつ配合飼料等の割合を考慮して作製した畜
産における水消費原単位，そして，工業統計に基づく工業用水の出荷額あたりの水消費原単位を定め，穀物，食肉，
工業製品の主要品目について，もし日本において生産したとするならばどの程度の水資源が必要であったか，という
間接消費の流れを抑えた．さらに今年度は，昨年度までと比較して，プロセスに立ち戻ることによって算定手法の精
度の向上を行い，一つの確定した水の間接消費原単位データセットを構築した．続いて，世界各国における輸出入量，
単収，生産量などのデータセットを基に，農業生産物のみが対象ではあるが，世界の Virtual Water の国際フラックス
と，その数十年間の経年変動を算定した． 

38 .全球土壌水分プロジェクト ICC/DDC の構築 

 助教授 沖 大幹 [ 代表者 ]， 助教授 鼎 信次郎， 助手 芳村 圭， 大学院学生 花崎 直太， 大学院学生 咲村 隆人

本研究グループが中心となって進めている，同一の地表面気象状態において世界各研究機関の地表面過程モデルが
どのように応答するのかといった特徴を抽出・比較するための全球土壌水分プロジェクト（GSWP）について，Web
上において入力・出力データの品質管理及び比較検討用 GUI を提供する相互比較センター（Inter-Comparison Center）
及びデータダウンロードセンター（DDC）の構築を行った．現在， http://gswp2．tkl．iis．u-tokyo．ac．jp/GSWP2/ に
おいて運用されており，プロジェクトメンバーを始め多数の研究者に利用されている． 

39 .グローバルな水資源アセスメント 

 助教授 沖 大幹 [代表者 ]， 助教授 鼎 信次郎， 研究員 Magnus Bengtsson， 研究員 沈 彦俊，
大学院学生 花崎 直太， 大学院学生 咲村 隆人， 学部学生 内海 信幸

世界の水危機が叫ばれているが，現在巷間に溢れている情報はほとんど欧米発信である．これに対し，日本独自の
グローバルな水資源アセスメントをきちんと行なって世界に発信するべく研究を進めている．これまでは自然系のグ
ローバルな河川流量シミュレーションのみが主流であったが，そこに人間活動の影響，特に貯水池操作の影響を入れ
た地球陸域水循環シミュレーションを行った．世界規模での灌漑用水需要のモデル化も進めているが，少々手法を変
えても必ずインド付近の過剰推定が問題となることが分かりつつある．さらに，グローバル推定の検証として，タイ
やパキスタン，イランといった地域レベルでの詳細な水資源アセスメント検証を進めている．また，全球土壌水分推
定プロジェクトの推進とともに利用可能となった複数の全球地表面過程モデルデータを用い，モデル平均的な地球水
循環システムの全体像を描出した．

40 .リアルタイム河川流量予測システムの構築に向けて 

 助教授 沖 大幹 [代表者 ]， 助教授 鼎 信次郎， 助手 芳村 圭， 大学院学生 花崎 直太，
大学院学生 小岩 祐樹， 大学院学生 碇 大輔， 学部学生 新井 裕子

2004 年は，洪水が多発した年であった．その被害を軽減することを目標に，信頼できる予報システムの構築を目指
した．具体的には，現在活用されている日本域気象予報システムの出力データを用いて，尤もな地表面過程を考慮し
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た上で降水流出を算出し，さらに高解像度日本域河川流路モデルを用いて河川流量を求めるシステムである．ここで
のポイントは，日本域の全河川の流量が同時に予測されるということであり，そのようなシステムはかつて存在して
いなかった．本研究も，まだ過去の予測データを用いた検証段階ではあるが，まずまずの精度があることが確認され
ている．今後は，リアルタイム予報シミュレーションシステムの構築と，その情報提供システム・ポリシの構築を進
めていく． 

41 .軽元素安定同位体比を用いた水循環過程及び物質循環過程の解明

 助教授 沖 大幹 [代表者 ]， 助教授 鼎 信次郎， 技術専門員 小池 雅洋， 助手 芳村 圭，
研究員 小森 大輔，大学院学生 石崎 安洋， 学部学生 児玉 健

水の安定同位体と呼ばれる重水素と重酸素を含む水分子（HDO，H2-18O）は，地球を循環するその水の経路と相変
化の履歴の積分情報を持つ．また，溶存有機成分の窒素安定同位体（15N）や炭素安定同位体（13C）は，混入物質の
起源を同定するトレーサーになりうる．本グループは，タイを中心とした東南アジア地域における降水同位体の観測
ネットワークの構築及び全球同位体輸送循環モデルの開発などにより，同位体比の時間・空間変動が指し示すアジア
モンスーンのメカニズムについて研究している．

42 .地球温暖化等気候変動下における水循環の変動 

 助教授 沖 大幹 [ 代表者 ]， 助教授 鼎 信次郎， 助手 芳村 圭， 研究員 沈 彦俊， 大学院学生 山田 朋人，
学部学生 内海 信幸

複数の大循環モデルを用い，陸面状態を固定した数値実験を行うことによって，陸面が大気に及ぼす影響の大きい
地域を抽出することに成功した．サヘル地域やアメリカ南西部といった，半乾燥地域がそれにあたり，そのような地
域では，陸面状態の観測を強化することによって降水の予測可能性が上がることが考えられている．この結果は，
Science 誌に掲載された．また，現在の温暖化シミュレーションモデルに内在する時間・空間バイアスを除去した，よ
り『現実的な』温暖化予測結果の抽出手法を構築した．具体的には観測データとシミュレーションデータの固有振動
（EOF）パタンを様々な形で組み合わせることによって，例えば，観測に含まれる振幅の大きな年々変動が，シミュ
レーションによる将来の降水増加トレンドに加味される，というような結果が得られた．さらに，現在から将来に向
けて大雨の頻度はどのように変化するのか，についても研究した．その結果，例えば東京については，平均降水量の
若干の増加に加え，変動振幅の増大により，現在 30 年に一度の降水はそれよりも高頻度で訪れる，ということが分
かった． 

43 .降水量時間・空間ダウンスケーリング手法の開発と極値統計への適用 

 助教授 沖 大幹 [代表者 ]， 助教授 鼎 信次郎， 大学院学生 Nasiri Saleh Farzin

近年，全球及び長期間での降水量データが入手可能であるが，例えば，洪水を引き起こす直接の原因となる年最大
時間雨量などを求める際など，目的に応じてそれらの高解像度化を図る必要がある．本研究では，マルチフラクタル
理論を用いた降水量データの時空間ダウンスケーリング手法の開発を行った．タイにおいて 2．5 度グリッド・5 日単
位スケールの降水量データのダウンスケールを試みたところ，現地での雨量観測データによる降水生起頻度と多くの
地点において一致した結果が得られた．そのようして生成された現実的なピークを持つ時空間降水データを用いるこ
とにより，多くの災害の要因となる降水極値に関する知見が得られるようになった． 

44 .水資源の持続可能性に関する検討

 助教授 沖 大幹 [代表者 ]， 助教授 鼎 信次郎， 助手 芳村 圭， 大学院学生 久保 賢一

地球温暖化や人口増加をはじめ，技術革新・生活習慣の変化・環境に対する概念の変化などの影響を考慮した上で，
降水・河川水・地下水・化石水といった水資源は，どのくらいのスケールでどのように持続可能なのかを検討する．
ケーススタディとして，アメリカの穀倉地帯として知られるオガララ帯水層地域での灌漑農業にスポットを当てたと
ころ，温暖化排出 A1 シナリオでは世間で喧伝されているほど危機的な状況にはないということがわかった．

45 .水質を考慮した水資源アセスメントのための物質循環モデリング

 助教授 沖 大幹 [代表者 ]， 助教授 鼎 信次郎， 技術専門員 小池 雅洋， 助手 芳村 圭，
大学院学生 須賀 可人，大学院学生 林 梅云， 学部学生 児玉 健

必要な水質を満たさない水は，水資源とはみなされない．しかし，水質までを考慮したアセスメントはまだ行われ
ていない．農業施肥や生活排水に由来する大量の窒素化合物の溶解の見積もりや，排出された化学物質の大気中拡散・
移流を推定するモデル群を開発する．また，水の同位体比に加えて窒素同位体比や炭素同位体比を分析し，物質の流
入起源の逆推定を行っている．
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46 .地表面過程モデルの相互比較・検証・改良

 助教授 沖 大幹 [代表者 ]， 助教授 鼎 信次郎， 助手 芳村 圭， 特任助手 宮崎 真， 研究員 小森 大輔，
研究員 Ngo Duc Thanh， 大学院学生 花崎 直太， 大学院学生 Tang Qiuhong

大気気象現象に対する地表面の応答及び地表面からの大気への影響を定量的に解明するため，地表面の物理過程を
詳細にモデル化し，複数のモデルの性能を比較する．また，中国・タイで行っている水・エネルギー循環観測及び全
球の衛星データ等を利用し，モデルの検証・改良を行う．

47 .赤外線法を用いた既設コンクリート構造物の品質評価手法の提案

 講師 加藤 佳孝 [ 代表者 ]， 大学院学生 小根澤 淳志

コンクリートの物質移動特性は耐久性能を支配する重要な要因であり，これまで多くの研究がなされている．しか
し，既設構造物のコンクリートの品質（例えば水セメント比など）を定量的に把握することが難しいため，既設構造
物の物質移動特性を予測する手法が無いのが現状である．そこで，本研究では非破壊試験を活用して既設構造物の物
質移動特性を定量的に評価する手法を開発することを目的としている．

48 .リスク評価による効率的な維持管理計画論

 講師 加藤 佳孝

膨大な社会資本ストックを効率的に維持管理していくことが，今後の重要なミッションであることは疑うことの無
い事実である．維持管理の基本は，個々の構造物の現在および将来の性能予測結果をもとに，管理施設全体としての
費用対効果を最大化するような維持管理計画を策定することにある．しかし，コンクリート構造物の予測は，劣化外
力の不確実性，コンクリート品質の不確実性（施工，材料非非均質）などに代表される，様々な不確実な要因が影響
し，実構造物を適切に予測することは難しい．本研究では，このような不確実性を確率量として定量的に表現し，そ
の結果をもとに，将来予測，検査および対策（主に補修）の費用対効果をリスク量として表現することで，管理施設
全体のリスクを最小化するような維持管理計画を作成する手法の確立を目指している．

49 .複合非破壊検査手法を用いたコンクリートの品質評価

 講師 加藤 佳孝 [ 代表者 ]， 大学院学生 小根澤 淳志

これまで，コンクリート構造物の検査は主に，内部欠陥，ひび割れ，鉄筋位置，鉄筋腐食を対象として，技術開発
がなされてきた．一方，コンクリート構造物の劣化は，そのほとんどが，劣化因子の侵入によって引き起こされる．
つまり，コンクリートの物質抵抗性を把握することが，構造物の耐久性を適切に把握するためには必要不可欠となる．
本研究では，コンクリートの熱移動特性と拡散現象を実験的に関連づけ，赤外線法を活用することで，既存コンク
リート構造物の拡散係数を予測する手法の開発を行ってきた．限定された範囲内であれば，ある程度拡散係数を推測
することができるが，その精度は必ずしも高くない．そこで，第二段階として，従来から比較的広く用いられている，
レーダ法，超音波法，自然電位測定法をプラスし，複合的にコンクリートの品質を推測する検討を進めている．

50 .局所的環境外力シミュレーションによるコンクリート構造物の境界条件設定法

 講師 加藤 佳孝 [ 代表者 ]， 大学院学生 竹下 直樹

コンクリート構造物の劣化は，様々な環境外力によって支配されている．温度，湿度，降雨などの基本的な気象条
件や，二酸化炭素，塩素，硫酸などの化学物質等々，その要因は非常に多い．このような劣化メカニズムを実験的に
解明し，種々のモデルが提案されている．これらのモデルは対象とした実験結果に対する推定精度は比較的優れてい
るが，実構造物への適用となると，その精度は必ずしも高くない．これは，実験で想定している環境条件は，人為的
にコントロールされたものであり，劣化予測をするときの境界要件としての取り扱いも容易にできる．一方，実環境
は？と考えれば，どのように環境外力を境界条件として設定するのが妥当であるのか？という疑問が残る．本研究で
は，局所的な環境外力をシミュレーションによって再現し，対象とする構造物が受ける環境外力を定量化し，適切な
境界条件設定に資する情報を提供することを目的としている．

51 .施工がコンクリート品質のばらつきに及ぼす影響の確率量化

 講師 加藤 佳孝 [代表者 ]， 大学院学生 藤野 学

実構造物のコンクリートの品質は，施工の影響によって設計時に想定したものとは異なることは知られている．このよう
な影響を設計作業においては，安全係数を導入することで，実構造物の性能が要求する性能を下回る可能性を低くすること
で対応している．しかし，実際にできあがった構造物の品質およびそのばらつきが，どの程度あるかを把握しない限り，そ
の後の維持管理を適切に実施していくことは困難となる．検査によって品質を評価することも一つの手段ではあるが，膨大
な既存構造物を一つ一つ検査していくことは現実的ではない．結果的に全ての構造物を検査するとしても，どの構造物から
優先的に検査をすべきか？を決定することが重要な事項となる．本研究では，施工がコンクリート品質のばらつきに及ぼす
影響を実験的に明らかとし，配合および構造物条件（配筋やかぶり等）から品質のばらつきを推測できる手法を確立するこ
とを目的としている．また，これらの影響を定量的に把握することは，施工がコンクリートの品質に及ぼす影響度の感度を
把握することになり，研究成果は施工品質の管理および管理後の検査計画の策定において重要な役割を果たすものである．
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52 .景観性能を重視した新しい補修材料の開発

 講師 加藤 佳孝 [ 代表者 ]， 大学院学生 竹下 直樹

コンクリート構造物にも，文化的，技術的に価値が高い構造物があり，これらの構造物は後生に受け継いでいく重
要な資産である．当然のことながら，これらの構造物は劣化し，一部コンクリートが剥落するようなことも生じる．
長い年月をかけて培われてきた構造物の風格，周辺環境との調和は，コンクリート表面の色合いや汚れも，欠くこと
のできない要素となっている．このような構造物を通常の補修材料で補修した場合，周りとの調和が保てず，結果と
して歴史的価値の高い構造物の価値を損ないかねない．本研究では，既存構造物の汚れを定量化し，その結果を補修
材料の色合いに反映させることにより，補修後，できるだけ早い段階で周辺のコンクリートとの調和を保つような補
修材料の開発を目的としている．

53 .完全分散系ペーストを活用した凝集構造の解明

 講師 加藤 佳孝

フレッシュコンクリートの流動性や材料分離抵抗性は，水セメント比などの配合条件の影響を受けて変動する特性
であり，特に，セメントペーストの凝集構造は，これらの性能にとり支配的な要因である．これまでにもセメント
ペーストの凝集構造に関する検討が行われてきているが，凝集構造を適切に評価する方法が確立されていない．本研
究では，通常のペーストと完全分散系のペーストを用いて遠心脱水を行い，両者の脱水量からペーストの凝集程度を
求め，材料・配合条件が凝集構造に及ぼす影響を明らかにすることを目的としている．

54 .材料および環境の非均質性がマクロセル腐食に及ぼす影響の実験的検討

 講師 加藤 佳孝 [ 代表者 ]， 大学院学生 ナナヤカラオミンダ

コンクリート中の鋼材は，材料や環境の非均質性によりマクロセル腐食が生じることが知られている．本研究では，
これらの現象を実験的に定量化し，環境外力シミュレーションおよび材料非均質性を考慮したコンクリートの拡散モ
デルとの結果と連携し，鋼材のマクロセル腐食を定量的に評価することを目的としている．

55 .材料非均質性を考慮したコンクリートの拡散モデル

 講師 加藤 佳孝

コンクリート中の物質移動現象はコンクリート構造物の耐久性能を支配する主要な現象であり，これまでに，数多
くの研究成果が報告されている．しかし，何れのモデル化もコンクリートの移動特性を示す指標（拡散係数など）は
実験結果を用いている場合がほとんどであり，空隙量や代表空隙径との関係から一般化を試みている研究も存在する
が，コンクリートの構成材料を適切に評価したモデル化は少ない．本研究では，コンクリートの構成材料の空間的な
ばらつきに着目し，物質移動のモデル化として単純な拡散現象を対象として，コンクリートの拡散係数を予測する手
法を構築することを目的としている．

56 .リモートセンシングデータと気象データを活用した東南アジアの農業旱魃( agricultural
drought) のモニタリング

 講師 須崎 純一

タイやカンボジアなど東南アジアの国々が旱魃に直面するたびに，ため池や灌漑施設の設立などの対処がなされて
いるが，部分的な対処にとどまっている．東南アジア全体で，特に農業旱魃の影響を評価し，有効な対策を講じるた
めに，リモートセンシングデータを中心としたモニタリングシステムを構築する．

57 .中分解能衛星画像に基づく地表面プロダクト処理のための定常的・高精度手法の開発

 講師 須崎 純一

東京大学生産技術研究所では MODIS センサを受信し，特に陸域を中心に地表面温度，アルベドといった物理量か
ら，森林火災地域の抽出など高次プロダクトまで生成している．しかし，生成されたプロダクトの中には，定常的か
つ高精度という観点で不十分なものもある．本研究では，タイを中心とした地上計測を元に，定常処理に必要な安定
的な処理を実現し，同時に精度を高めるアルゴリズムを開発する．
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計算科学技術連携センター

1 .創薬・バイオ新基盤技術開発へ向けたタンパク質反応全電子シミュレーション・システムの研究
開発

 助教授 佐藤 文俊

密度汎関数法による大規模タンパク質の量子化学計算ソフトウエアを開発し，公開する．すでに開発したプログラ
ム ProteinDF に，自動計算法，量子分子動力学法，超大規模タンパク質計算，タンパク質波動関数データベースに関
する諸研究開発成果を統括したシステムである．

2 .「戦略的基盤ソフトウェアの開発」および「戦略的革新シミュレーションソフトウェアの研究開
発」プロジェクトで開発したソフトウェアの普及

 特任教授 寺坂 晴夫

文部科学省 IT プログラム「戦略的基盤ソフトウェアの開発」ならびに「戦略的革新シミュレーションソフトウェア
の研究開発」プロジェクトは，最先端の実用的シミュレーションソフトウェアの開発に止まらず，これらを産業界に
広く普及させることが重要なミッションとなっている．このために，産業応用推進協議会を通じ強力な産官学連携体
制の下で，試計算・実証計算による実用性の評価，ユーザニーズのフィードバック，ソフト普及セミナー等を実施し
ている．
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ナノエレクトロニクス連携研究センター

1 .分子線エピタキシィと走査型プローブ顕微鏡の完全合併装置の開発および本装置による化合物半
導体量子ドット成長素過程とその表面構造の解析・制御に関する研究

 特任助教授 塚本 史郎

通常は STM が別容器のため，ドットが発生する瞬間を原子レベルでしかも 3D 的にその場で観察することは不可能
だが，われわれが開発した MBE と STM を一容器内に完全合併した装置を用いることにより，それが可能となる．ま
たドットを積層することにより不均一性が増大することが知られている．本装置により，そのメカニズムを明らかに
することが出来れば，この不均一性を如何に抑えて積層出来るかがポイントとなっている QD レーザ等のデバイス特
性の向上に繋がる． 
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荏原バイオマスリファイナリー寄附研究ユニット

1 .バイオマス物質変換技術の開発とバイオマスリファイナリープロセスの設計

 客員助教授 望月 和博 [代表者 ]， 寄付講座教員 佐藤 伸明， 教授 迫田 章義

バイオマスリファイナリーの創成を目指し，物質変換から分離精製に至る一連の技術開発に取り組んでいる．種々
のバイオマス（もみ殻，トウモロコシ茎など）から，バイオマス化学原料（フルフラールなど）を生産するための蒸
煮爆砕と膜分離の統合による反応・分離同時プロセスの開発を行なっている．また，そのバイオマス由来副産物に対
して物理化学的処理を用いた材料や燃料の製造方法に関する研究も行なっている．これらの技術を統合した生産プロ
セスの設計をし，バイオマスリファイナリープロセスのフィジビリティに関する評価を行なっている．

2 .プロセスシミュレータを用いたバイオマス多段階利用プロセスの解析・評価

 客員助教授 望月 和博 [代表者 ]， 教授 迫田 章義， 研修生（東京理科大） 中西 陽介

バイオマスリファイナリーの実現には，物質・エネルギーの多段階，カスケード利用が不可欠である．ここでは，
バイオガスプラントを中心に，バイオガスの生成設備，発酵残渣の炭化設備，排水の再資源化設備などを組み合わせ
た統合システムをシミュレータ上に構築し，解析することで，多段階プロセスの効果の定量的な評価を試みている．

3 .バイオマスタウン設計における収集・輸送モデルの構築

 客員助教授 望月 和博 [代表者 ]， 教授 迫田 章義， 研修生（東京理科大） 山口 教光

地域内で必要な製品やエネルギーをバイオマス資源でまかなう「バイオマスタウン」のシステムを設計・評価する
ため，GIS を利用したバイオマス資源の発生分布の整理および収集・輸送モデルの構築を行い，地域システムの最適
化を検討している．

4 .膜分離を用いたメタン発酵消化液の再資源化プロセスの開発

 客員助教授 望月 和博， 寄付講座教員 佐藤 伸明 [ 代表者 ]， 教授 迫田 章義

メタン発酵（バイオガスプラント）の問題点の一つに，消化液の処分が挙げられる．消化液は各種栄養成分を含ん
でいるため，液肥として利用可能であるが，国内，特に都市近郊においては需要先が限られることから，バイオガス
プラントの普及には消化液の有効な利用法が求められている．ここでは，膜分離等を利用した窒素の分離回収と回収
された窒素の再利用技術の開発を行っている．
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次世代ディスプレイ寄付研究部門

1 .次世代ディスプレイ基盤技術の研究

 客員教授 篠田 傳 [ 代表者 ]， 客員助教授 梶山 博司

次世代ディスプレイ寄付研究部門では，PDP の発光効率向上と信頼性向上を目指して，（1）次世代 PDP 生産プロセ
ス，（2）次世代保護膜材料，（3）放電基礎過程，（4）材料基礎過程，などの研究に取り組んでいる．以上の目的のた
めに，次世代 PDP 生産プロセス研究装置，材料プラズマ劣化解析装置，二次電子計測装置，ラインプラズマ発生装置
などを新規に設計・製作し，研究を進めている．

2 .次世代ディスプレイ基盤技術の研究

 客員助教授 梶山 博司 [ 代表者 ]， 客員教授 篠田 傳

次世代ディスプレイ寄付研究部門では，PDP の発光効率向上と信頼性向上を目指して，（1）次世代 PDP 生産プロセ
ス，（2）次世代保護膜材料，（3）放電基礎過程，（4）材料基礎過程，などの研究に取り組んでいる．以上の目的のた
めに，次世代 PDP 生産プロセス研究装置，材料プラズマ劣化解析装置，二次電子計測装置，ラインプラズマ発生装置
などを新規に設計・製作し，研究を進めている．
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先進モビリティ( ITS) 連携研究センター( ITS センター )

1 . Traffic performance and safety indicators

 客員教授 チュン エドワード [ 代表者 ]， 教授 桑原 雅夫， EPFL Ashish Bhaskar， EPFL Emmanuel Bert，
EPFL Minh-Hai Pham， 助手 田中伸治

The key objective of this research is to develop algorithms to estimate traffic performance and safety indicators， which provide
a snapshot of the transport system performance for both efficiency and safety．  Data from different traffic， probe and weather
sensors are combined using data fusion and used for estimating traffic  performance and safety．
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国際・産学共同研究センター

1 .車両・軌道システムにおける運動力学と制御に関する研究（継続）

 教授 須田 義大 [代表者 ]， 技術専門職員 小峰 久直， 協力研究員 道辻 洋平， 大学院学生 松本 耕輔，
大学院学生 王 文軍， 大学院学生 林 世彬

高速性，安全性，大量輸送性，省エネルギー性などの点で優れている， 軌道系交通システムについて， 主として車
両と軌道のダイナミクスの観点から， より一層の性能向上や環境への適用性を改善することを目標に検討している．
本年度は，新方式アクティブ操舵台車， 模型走行実験による曲線通過特性， 摩擦制御，空気ばねの制御などを行った．

2 .マルチボディ・ダイナミクスによるヴィークル・ダイナミクス（継続）    

 教授 須田 義大 [代表者 ]， 研究員 曄道 佳明， 研究員 中代 重幸， 協力研究員 椎葉 太一，
協力研究員 道辻 洋平， 特任助手 竹原 昭一郎，研究機関研究員 杉山 博之， 大学院学生 王 文軍，

大学院学生 林 世彬

マルチボディ・ダイナミクスによる運動方程式の自動生成， さらにダイナミック・シミュレーションなどの自動化
は， 宇宙構造物， バイオダイナミクスなどの複雑な力学系において有用なツールである． 本年度は，タイヤのモデリン
グ，レール・車輪接触系のモデリング，リアルタイムシミュレーションなどを検討した．   

3 .セルフパワード・アクティブ振動制御システムに関する基礎研究（継続）  

 教授 須田 義大 [代表者 ]， 研究員 中代 重幸， 研究員 中野 公彦，
大学院学生 林 隆三

振動エネルギーを回生し， そのエネルギーのみを利用した外部からエネルギー供給の必要のない， 新しいアクティ
ブ制御を実現するセルフパワード・アクティブ制御について， 研究を進めている． 船舶の動揺装置への適用について
検討を継続し， 模型船での実証実験にひきつづき，実船におけるシミュレーション評価とエネルギーの一時貯蔵シス
テムについての検討を行った．さらに，新たに新交通システムへの適用についても検討した．

4 .磁気浮上系における浮上と振動の制御（継続）  

 教授 須田 義大 [代表者 ]， 研究員 中代 重幸， 協力研究員 道辻 洋平

永久磁石を併用した吸引式磁気浮上システムにおいて． 浮上のための電流ゼロ制御と防振制御を両立させる手法に
ついて検討を行っている．

5 .車両空間の最適利用に関する研究（継続）  

 教授 須田 義大 [代表者 ]， 技術専門職員 小峰 久直， 大学院学生 金保 忠正， 民間等共同研究員 林 哲也

快適で効率のよい公共交通機関の実現には， 走行性能の向上， 振動乗り心地特性の改善とともに， 交通空間の効率
のよい利用が大切である． 動揺模擬装置を用いた快適性評価手法の検討，鉄道および自動車車内の乗客・乗員の行動
調査などについて検討を進めた． 

6 .自動車における電磁サスペンションに関する研究（継続）  

 教授 須田 義大 [代表者 ]， 大学院学生 林 隆三， 大学院学生 川元 康裕， 大学院学生 日比野 暢彦

ITS の進展に伴う自動車における電子化， 情報化の背景を踏まえ， サスペンションの機能向上， 性能向上， 乗心地向
上， 省エネルギー化などを目標に， 電磁サスペンションの検討を進めた． アクティブ制御系への展開，大型車両への応
用，エネルギー回生特性に関する検討などを行った．

7 .都市交通向け自転車に関する研究（継続）  

 教授 須田 義大 [代表者 ]， 研究員 曄道 佳明， 特任助手 竹原 昭一郎， 大学院学生 中川 智皓

自転車をエコロジカルな交通システムととらえ，都市交通における公共交通機関との連携を図った新たな自転車の
可能性を検討している．本年度は，小径自転車の低速走行時の安定性に着目し，マルチボディダイナミクスによる解
析と実験による検討を進めた．

8 .自動車用タイヤの動特性に関する研究（継続）  

 教授 須田 義大 [代表者 ]， 協力研究員 椎葉 太一， 特任助手 竹原 昭一郎， 大学院学生 多加谷 敦

走行安全性を向上させるための車両運動制御，ITS に対応した新たな自動車制御のためには，タイヤの動的な特性
を詳細に把握することが重要である．本年度は小径タイヤについての検討，キャンバ角の影響を評価可能な試験機の
設計製作などを行った．
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9 . ITS 車両による路面情報収集と車両制御に関する研究（継続）  

 教授 須田 義大 [代表者 ]， 技術専門職員 小峰 久直， 産学官連携研究員 高橋 良至， 研究機関研究員 杉山 博之

車両の運動性能向上，安全性の向上のためには，路面情報収集が有効である．ITS（高度道路交通システム）への
適用として，車両に取り付けたセンサーによる路面情報収集手法を提案し，実車両における走行試験を行い，その手
法の評価を行った．

10 .サスペンション系のコントロール・フュージョンに関する研究 

 教授 須田 義大 [代表者 ]， 大学院学生 林 隆三， 研究員 中代 重幸，
研究員 中野 公彦

単一の電磁デバイスを用いて，運動・動揺・振動制御の融合の実現と，センサー・アクチュエータ・スプリング・
パッシプダンパ・エネルギー回生などの複数の機能を融合した制御を構築する新たなサスペンション系を実現するた
め，コントロール・フュージョン，すなわち機能融合制御を提案し，その基礎的，展開的研究を行った．

11 .バーチャル・ブルービンググラウンドの研究（継続）  

 教授 須田 義大 [ 代表者 ]， 外国人客員教授 Steaven SHLADOVER ， 協力研究員 椎葉 太一，
民間等共同研究員 大貫 正明， 特任助手 高橋 良至， 技術専門職員 小峰 久直， 大学院学生 松下 晃介

マルチボディ・ダイナミクスの車両運動モデルを用いたドライビングシミュレータによるバーチャル・プルービン
ググラウンドを提案している．リアルタイムシミュレーション手法の改善，タイヤ試験機との連携，ステアリング特
性，ドライバ特性，道路交通環境の高度化などを検討した．

12 .車載フライホイールに関する研究

 教授 須田 義大 [代表者 ]， 技術専門職員 小峰 久直， 大学院学生 林 世彬， 大学院学生 小谷 学

省エネルギー交通システムにおいて，エネルギ貯蔵方式の一つであるフライホイールについて，その適用性，車両
動特性との関係について検討を行った．

13 .射出成形における型内流動計測システムの開発

 教授 横井 秀俊 [代表者 ]， 助手 金藤 芳典， 外国人客員研究員 陳 静波， 大学院研究生 姜 開宇

基礎計測技術の研究として型内樹脂流動挙動を計測する各手法の開発と成形現象の実験解析を目的としている．本
年度は，型内ランナー切替装置により流動中の一部の溶融樹脂を着色する可視化手法を用いて，厚さ方向に段差を有
するキャビティにおける段差部近傍の転写不良が，段差角部を起点とした非対称湧き出し流れにより表面に露出した
樹脂に起因することを明らかにした．また，ガラス繊維充填樹脂，エラストマーとポリカーボネートを用いた多数個
取り金型におけるランナー内の樹脂温度変化と充填バランスとの相関解析を実施し，汎用樹脂とは異なる相関関係が
確認された．樹脂温度変化だけでなく，分岐部の内部樹脂の流動挙動も充填バランスを支配する重要な要因であるこ
とが具体的に示された．

14 .超高速複合射出成形の研究

 教授 横井 秀俊 [代表者 ]， 助手 金藤 芳典， 大学院学生 宿 果英，和知 忠道

本研究では，超高速射出成形を複合射出成形へと適用することにより，超薄肉複合成形品など，これまでの工法で
は達成できない新しい機能成形品実現の可能性を探索することを目的としている．本年度，2 基のホットランナーを
用いた超薄肉サンドイッチ成形では，板厚 0．15mm の矩形キャビティおよび板厚 0．5mm の 3 次元カップ形状キャ
ビティにおける超薄肉サンドイッチ構造体が実現可能であることを実証的に明らかにした．各種樹脂における，キャ
ビティ板厚と限界流動との関係も具体的に明らかにした．また，スライドコア方式による薄肉被覆成形では，PP を用
いた超高速射出条件下で，二次材厚さ 0．15mm の強固な接合強度を有する被覆層が実現可能であることを実証的に
明らかにした．超薄肉被覆成形品の機能性用途の一つとして電磁シールド性に着目し，二次材に導電性フィラーを混
入した成形品の電磁シールド特性の評価も実施した．

15 .射出成形金型内におけるキャビティ面圧力分布計測

 教授 横井 秀俊 [ 代表者 ]， 研究員 村田 泰彦

射出成形金型内における樹脂圧力分布を計測することは，成形プロセスおよび成形不良現象の解明に対して重要と
考えられている．本研究では，樹脂圧力をキャビティ全域における面分布として詳細に同時計測できる，圧力伝達ピ
ンアレイと触覚センサから構成されるキャビティ面圧分布計測手法を用いて，型内成形現象の解明を行うことを目的
としている．本年度は，（1）キャビティおよびゲート形状を変化させた場合のキャビティ面圧力分布計測，（2）汎用
樹脂および液晶ポリマー，ガラス繊維充填材等の各種成形材料における面圧力分布計測，（3）ウェルドライン生成現
象と面圧力分布との相関解析を行った．
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16 .微細発泡射出成形現象の実験解析

 教授 横井 秀俊 [ 代表者 ]， 研究員 村田 泰彦

近年，射出成形機加熱シリンダ内において，CO2 あるいは N2 ガスを超臨界状態にして樹脂に含浸させ，成形品内
部に 50μm 以下の微細な気泡を生成させる微細発泡射出成形が実用化され，成形品の軽量化およびひけ・そりの低減
が試みられている．しかし，型内発泡プロセスには未解明の部分が多く残されている．本研究では，ガラスインサー
ト可視化金型およびキャビティ面圧力分布計測を用いて，型内発泡現象の解明を行うことを目的としている．本年度
は，発泡成形品厚み方向に気泡直径の異なる 7 層の発泡層構造が形成されることを確認し，そして，ガラスインサー
ト可視化金型を用いた型内発泡挙動の直接観察を通じて，その形成機構の実証的な解明を行った． 

17 .射出成形スクリュー用耐食耐摩耗素材の開発

 教授 横井 秀俊

近年，射出成形用プラスチックの性能向上のため，ガラス繊維などの補強材（硬質フィラー）や難燃剤（塩素系，
臭素系，窒素化合系など）が増量添加されている．また，成形法においては超高速・高圧成形となっており，スク
リューなどの射出成形機部品の使用環境は益々過酷となる一方で，従来のスクリュー素材では寿命を確保できない状
況となってきている． このような使用環境に耐え得る耐食・耐摩耗性に優れた素材開発を課題として，実際のスク
リュー可塑化過程を模擬した新しい摩耗促進試験方法を提案し，樹脂中で腐食摩耗を促進させる試験機の開発を行っ
た．本試験機の適用によって，新しい Fe-Cr-V 合金の開発に成功した．

18 .射出成形におけるタイガーストライプ・フローマーク生成現象の実験解析

 教授 横井 秀俊 [ 代表者 ]， 産学官連携研究員 大和田 茂

射出成形における外観不良現象に関して，各種計測・可視化実験手法を開発し解析を行ってきた．本研究では自動
車バンパー等の大型成形品表面に現れる典型的な不良現象であるターガーストライプ・フローマークの生成過程およ
び生成機構の解明に焦点を絞り，系統的な可視化実験解析を通して統一的なモデルと有効な改善策の確立を行うこと
を目的としている．本年度は，同フローマークの生成パターンと成形品表面性状の関連を検討するために，成形品表
面反射光強度，SEM 観察，表面粗さ測定，断面 TEM 観察を行った．

19 . LSI の動的 IR-Drop 評価・抑制技術開発

 教授 桜井 貴康

半導体プロセスの微細化に伴って，信号の正当性（シンナルインテグリティ）や電源品質の確保（パワーインテグ
リティ）を考慮した設計が必要となっている．従来の EDA（コンピュータによる設計支援ソフト）を用いて予測され
る結果の正当性が疑問視されている現状では，実シリコンを用いた検証が必要不可欠である．特に LSI 動作時におけ
る動的な電源変動（IR-Drop）は大きな問題である．そこで，その評価のための要素技術の開発，新たな LSI 設計のフ
ローの構築および将来の課題の発掘・解決策の提示を行うべく研究を推進している．

20 .低電力プロセッサの設計

 教授 桜井 貴康

技術の進歩にともなってひとつのチップに詰め込まれるトランジスタの数が増え，消費電力を下げる回路技術が重
要になってくる．桜井研究室では電源電圧を下げることが低消費電力化に効果の高いことに着目し，電源電圧 0．5V
という低電圧下において 400MHz で動作するプロセッサを設計した．0．25μm，デュアル VTH，完全空乏型 SOI 技
術を使って検証し，電源電圧 0．5V 世代における VLSI 設計の一つの方向性を示した．また，ソフトウェアと協調し
て低電力化を達成する，電圧ホッピング技術の開発も行っている．負荷に応じて電源電圧を動的にコントロールする
ことにより，携帯電話への応用を視野に入れている．

21 .アクティブリークを削減するナノサーキットの研究

 教授 桜井 貴康

トランジスタがオフの時に流れる電流を漏れ電流と呼ぶ．トランジスタの寸法がナノメートル領域に入るにした
がって，漏れ電流が動作時でさえも支配的になってくることがわかった．この漏れ電力を減らすために，統括的設計
手法などの設計指針を確立するとともに漏れ電力をカットオフ制御する zigzag 方式を提案し，有効性を実証した． 

22 .ユビキタスコンピューティングに対応した無線 / アナログチップ技術

 教授 桜井 貴康

電子システムの複雑化するにつれて LSI 間の接続が高速・大容量化している．本研究では，「スーパーコネクト
（チップの高性能接続）」を提唱し，15μm 角のパッドで 5Gbps/1mW を実現し，将来の新しいシステム実装方法を提
案した． ユビキタスコンピューティングを実現するために必要な，低コストのアナログ回路や極短距離ワイヤレス回
路についても研究をしている． 
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23 .有機トランジスタのシート型点字ディスプレイへの応用

 教授 桜井 貴康

現在のシリコンで作られた集積回路は堅く，高価であるため大面積応用には向かない．本研究では，機械的にフレ
キシブルで安価な有機トランジスタを，プラスチックアクチュエータと集積し，大面積のシート型点字ディスプレイ
を実現した．回路技術の工夫により，有機トランジスタとアクチュエータの動作の遅さの問題を克服し，実用的な点
字の書き換え時間（2 秒）を達成した．

24 .体外循環による血中病原性微粒子除去装置の開発

 教授 畑中 研一 [代表者 ]， 助手 粕谷 マリアカルメリタ， 大学院学生 宮川 淳

血液透析膜を用いて血中の病原性細菌やウイルスを選択的に吸着・除去する装置を開発することを目的としてい
る．具体的には，化学合成した糖質高分子や細胞を用いて合成したオリゴ糖鎖（病原性微生物や病原性たんぱく質に
特異的に結合するもの）を元に調製される糖質高分子を中空糸に固定化し，血液の体外循環によって，血中の病原性
微粒子濃度を著しく低下させる装置を開発している．血中の病原体数を減少させることにより，その後の治療効果を
上げると考えられ，抗生物質の過大投与を避けることも可能となる．

25 .細胞を用いる糖鎖生産

 教授 畑中 研一 [代表者 ]， 助手 粕谷 マリアカルメリタ， 大学院学生 室塚 淑美

長鎖アルキルアルコールのグリコシド（糖鎖プライマー）を培地中に添加して細胞を培養すると， 糖鎖プライマー
は細胞の中に取り込まれ， 糖鎖伸長を受けた後に培地中に出てくる． 本研究では， 長鎖アルキルの末端にアジド基や
二重結合などの官能基を導入した糖鎖プライマーを用いて， 細胞内における糖鎖伸長を観察し， 糖質高分子の構築を
試みている．

26 .糖鎖合成における含フッ素化合物の利用

 教授 畑中 研一 [代表者 ]， 助手 粕谷 マリアカルメリタ， 大学院学生 伊藤 文香

糖鎖合成には，化学合成，酵素合成，細胞内合成などがあるが，フッ素を含む化合物を用いて，化学反応の制御や
含フッ素溶媒による抽出などを行い，糖鎖合成の簡略化を目指す．

27 .生体内で機能する糖鎖高分子の合成

 教授 畑中 研一 [代表者 ]， 助手 粕谷 マリアカルメリタ， 大学院学生 片山 麻美

糖鎖高分子を合成する際に，別の機能分子を共重合することによって糖鎖が作用する部位を特定したり，生体内ラ
フト構造を再現したりすることを目的として研究している．

28 .バイオマスを原料としたポリエステルの合成

 教授 畑中 研一 [代表者 ]， 助手 粕谷 マリアカルメリタ， 大学院学生 佐藤 直子

バイオマスを原料として得られるヒドロキシメチルフルフラールを還元し，天然のジカルボン酸と反応することに
より，新規なバイオベースプラスチック（ポリエステル）を合成している．

29 . Development of a dynamic multimodal transport simulation model

 教授 桑原 雅夫 [代表者 ]， 助手 田中 伸治， 大学院学生 Shamas ul Islam Bajwa

This research focuses on the development of a dynamic multi-modal transport simulation model． Conventionally， multi-modal
transportation system analysis is only carried out in a static framework and dynamic framework is limited to the single mode i．e．
road traffic． The decision making process of an individual regarding use of transport system involves mainly three types of
decisions namely， departure time choice， mode choice and route choice． This research models these three choice processes in a
dynamic framework． Departure time choice along with mode choice provides the time dependent demand for each of the mode．
This fact should also be appreciated that the transport supply also changes with time for example the supply of the public transport
changes with change in frequency during different times of day and the road traffic which is a non-stationary phenomenon
especially during the congested time periods due to evolution and dissipation of queue is also a dynamic process which changes
over time． Static analysis ignores these time-dependent variations which prohibits the application of such models to analyze the
policies which are time-dependent such as time-varying road pricing． This research extends the dynamic modeling from a uni-
modal （i．e． road traffic） case to a multimodal case in addition to the departure time choice modeling．
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30 .路上駐車車両の交通流に与える影響の分析（継続）

 教授 桑原 雅夫 [ 代表者 ]，助手 田中 伸治

都市内の道路交通渋滞は依然として大きな問題であり，その主要な原因の一つとして，路上駐車車両による交通容
量の低下があげられる．本研究では，包括的な駐車管理施策を実現するための根拠として必要な，路上駐車車両によ
る交通流への影響を定量的に評価することを目的としている．そのため，路上駐車により渋滞が発生している幹線道
路における現地観測調査や現行の駐車規制・取締り方法の問題点の把握など，実証面・制度面等様々な角度から検討
を行っている．

31 .交通流シミュレータに用いるパラメータの自動調整方法（継続）

 教授 桑原 雅夫 [ 代表者 ]，教授（千葉工業大学） 赤羽 弘和，助教授（京都大学） 吉井 稔雄

交通環境改善施策による効果を事前に評価するツールのひとつとして交通流シミュレータが挙げられる．シミュ
レータには交通容量に代表されるネットワークパラメータが必要だが，渋滞状況などの交通状況を忠実に再現するた
めにはパラメータの微妙なチューニング作業が必要となる．チューニング作業では多くのパラメータを人手によって
同時に調整しなければならないため，シミュレータ利用者にとって大きな負担となっている．本研究は，ボトルネッ
ク容量と旅行時間の関係に着目することにより，パラメータのチューニング作業がシステマティックかつ自動的に進
む効率的なアルゴリズムの構築を目的とするものである．

32 .都市街路網の交通流シミュレータの開発（継続）

 教授 桑原 雅夫 [代表者 ]，助教授（京都大学） 吉井 稔雄，民間等共同研究員 堀口 良太，助手 田中 伸治

本研究では， SOUND （a Simulation model On Urban Networks with Dynamic route choice）と AVENUE （an Advanced
& Visual Evaluator for road Networks in Urban arEas）という 2 種類の交通シミュレーションモデルを開発している．と
もに，経路の選択行動を内生化しているモデルで，新たに交通規制・制御などの政策が実施された場合の，利用者の
経路の変化を表現できる構造を持つ．また，利用者層を交通情報（旅行時間情報，渋滞情報など）に反応して経路を
選択するかどうかによって，いくつかのグループに分けてシミュレーションを実行することができる．SOUND は，リ
ンク数・ノード数が数百から数千の規模のネットワークに，AVENUE は，リンク数・ノード数が数十から数百の規模
のネットワークに適用するモデルである．ともに，数多くの適用事例を通して，その実用性が検証されている．

33 .交通流変化を考慮した自動車排出ガス量評価手法の研究（継続）

 教授 桑原 雅夫 [ 代表者 ]， 准教授（首都大学） 大口 敬

本研究では，道路交通による大気環境への影響評価を行うために，道路交通流の渋滞状況や交通量，交通制御（交
通信号）などの影響を適切に考慮した NOX，CO2 などの自動車排出ガス量の定量的な評価手法を確立する．車両の走
行挙動特性と排出ガス量の関係及び道路交通流の状態量と個々の車両の走行挙動特性との関係を分析し，排出ガス量
を推定するモデルを構築するとともに，交通シミュレーションモデルへの適用により，交通流改善政策による排出ガ
ス削減効果を評価する．

34 .個人属性を考慮した歩行者交通流シミュレーションモデルの開発

 教授 桑原 雅夫 [代表者 ]， 客員教授 チュン エドワード， 助手 田中 伸治， 大学院学生 浅野 美帆

近年，バリアフリー等の歩行者への交通施策が進められ，また商業施設の導入など駅空間の用途が多様化する中，
施設の導入に伴う歩行者空間の評価方法の不在が問題となっている．本研究では，駅やイベント空間などの大規模歩
行者空間において，通勤客のみならず買い物客や高齢者の行動も考慮した流動評価シミュレーションモデルを作成す
る．実測データから，歩行者同士の錯綜についてモデリングを行うほか，任意の空間における歩行者の経路認識方法
や経路選択のアルゴリズム構築も行っている．

35 . ETC データを用いた首都高速道路のトリップ分析

 教授 桑原 雅夫 [代表者 ]， 助手 田中 伸治， 大学院学生 西内 裕晶

首都高速道路における ETC（Electronic Toll Collection system）は，平成 18 年 1 月現在で利用率が 60％を超えるほど
普及が進んでいる．また，その利用者の通行記録を用いることにより，これまで取得が困難であった利用者単位の長
期的な高速道路利用データの取得とその分析が可能となっている．具体的には，OD 交通量の日変動・時間変動の分
析や料金施策に対する実際の利用者交通行動分析などが挙げられる．そこで本研究では，平成 15 年 10 月から平成 16
年 12 月までの首都高速道路 ETC 入り口データを用いて，ETC 利用者の旅行時間データ，OD 交通量の変動，価格に
対する弾力性に着目し分析を行った．
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36 .歩行者信号表示方式の変更に伴う横断挙動分析

 教授 桑原 雅夫 [代表者 ]， 助手 田中 伸治， 大学院学生 浅野 美帆， 大学院学生 村田 啓介

歩行者信号の青点滅現示は，現在の日本の設定方式では歩行者が青点滅現示終了までに渡りきることを保障してい
ないが，諸外国の設定方式では保障している．本研究では，この諸外国の方式を参考にした上での新しい方式を提案
するために，歩行者が青点滅に渡りきるために必要な付加情報となりうる現示の残り時間情報を表示した歩行者信号
を実フィールドに設置し，設置前後での歩行者の横断挙動の変化について分析した．
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情報学環・学際情報学府

1 .文化財のサイバー化（形や見えのモデル化）

 教授 池内 克史

日本には数多くの文化財が存在しています．それらは，いつ何時火災，地震などの災害のため失われてしまうかも
知れません．これらの貴重な文化財をコンピュータビジョンの最新の技術を使用して，サイバー化する研究をおこ
なっています．主な研究テーマは，形のモデル化，見えのモデル化，環境のモデル化などです．最近，鎌倉や奈良の
大仏をモデル化しました． 

2 .無形文化財のデジタル化（動きのモデル化）

 教授 池内 克史

日本には，仏像や建築物などの「静的」文化遺産と同様に，民族舞踊などの「動き」による形の無い文化遺産も各
地に存在しています．しかし後継者不足などの理由から，これらの貴重な文化遺産が失われている事も事実です．我々
の研究は，これら失われつつある無定形文化財を計算機内にデジタル保存し，いつでも再現・人に後継できる手法を
構築することを目指しています．具体的な研究テーマとしては，・ 人の動きの入力方法とその解析・ 動きのシンボル
化・ シンボル化された動きの編集と生成・ CG やロボットによる動きの再現などが挙げられます． 

3 .ロボットによる匠の技の学習（動きの実現）

 教授 池内 克史

幼児の学習の大部分は，親の行動を見て真似ることから始まります．我々の研究室では人間の行動を見て，これを
理解し，同じ行動を行うロボットプログラムを生成する研究を行っています．この研究を行うことで人間の行動学習
過程のヒントが得られればと考えています．さらに，人間国宝の業をロボットに再現させることで，貴重な匠の業を
永久保存したいと考えています． 

4 .高度交通システム（ITS：状況の認識とモデル化）

 教授 池内 克史

21 世紀に向けて高度交通システムの開発が盛んです．そこでは，車は， 運転者やその周辺の車の行動を見て，その
状態を理解し， 周辺の道路環境を比較しながら， さらに上位のコントロール系からの情報にもとづいて， 最適な行動
が取れる必要があります． こういったシステムのために，人間の行動を連続的に観測した画像列から行動を理解する
手法， 地図情報と周辺の状況から現在の位置を決定する手法， 位置情報， 地図情報を現在の実画像上に付加する手法
などを研究しています． 

5 .物理ベースビジョン（色の解析と見えのモデル化）

 教授 池内 克史

現実世界をコンピュータ上の仮想空間に再現する際，現実世界のモデル化や仮想空間とのそれらの融合法など，さ
まざまな研究課題があります．我々は，現実物体の観察に基づいて，現実感を高める要素となる物体の見えを解析す
る研究を行っています．具体的な研究テーマとしては，・偏光解析による透明物体の形状モデリング・鏡面反射成分
と拡散反射成分の分離・光源色と物体色の分離・3 次元モデルへの高精度テクスチャ貼付などが挙げられます．  
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