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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．科学研究費補助金による研究

1. 科学研究費 : 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 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 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．

レーザー補助広角 3次元アトムプローブの開発と実デバイスの 3次元原子レベル解析

 教授 尾張 真則， 金沢工業大学准教授 谷口昌宏， 東京理科大学講師 野島 雅，        
 学術研究支援員 間山憲仁， 学術研究支援員 岩田達夫， 大学院学生（東大）伊藤聡子，     

 大学院学生（東大）金子哲也， 大学院学生（東大）三上素直  

高度情報化社会を根底で支えている電子デバイスは，ますます微細化，高密度化が進んでいる．その中で実際に信
号を処理しているトランジスターなどの素子には，数十ナノメートル（1 ミリの数万分の 1）のスケールで，半導体，
絶縁体，金属などの素材が整然と配置されている．このような素子が正常に機能するためには，狙い通りの原子配列
が正しく実現されていることが必要だが，そのことを実際に確かめる方法はいまだに十分に確立されてはいない．正
常に機能する素子と故障している素子の原子配列の違いを直接見ることが可能になれば，デバイスの信頼性向上，さ
らに高度なデバイスの開発などが格段に進展することにつながる．この研究では，実際のデバイスの中から特定の微
小部分を切り出し，その中に何の原子がどのように配列しているかを直接調べる方法を開発する．数十ナノメートル
の太さに絞ったイオンビームを，あたかもノコギリ，ノミ，カンナ，ヤスリ，さらにはハンダゴテなどのように使っ
てデバイス中の見たい部分を取り出し，次に高電圧とレーザーを用いてその試料から原子をひとつずつ順番にはがし
ながら何の原子であるかを調べる．さらに，原子が現れた順番を逆にたどることにより，もともとの並び方を三次元
で再現する．その結果，母材を作っている原子とその中に意図的・非意図的に含まれている微量原子の種類と並び方，
異なる材料の接触している部分での原子の並び方などを観察し，素子の性質と原子レベルでの構造との関係を明らか
にすることができる．実際に使用されている電子デバイスからの試料の適切な切り出し方，分析のための 適な仕上
げ方法，原子の精密な検出方法，正確な三次元構造の再現方法などを新たに研究・開発し，多様なデバイスに適用で
きる究極の原子レベル材料解析手法の実現を目指す．

2. 科学研究費 : 特定領域研究

荷電コロイドの電気泳動における多体効果による不規則な粒子運動の起源に関する研究 

 助教（田中（肇）研） 荒木 武昭， 教授 田中 肇      

荷電コロイド分散系の電気泳動で見られた不規則な粒子運動のメカニズムを，流体粒子ダイナミクス法を用いた粗
視化数値シミュレーションによって明らかにすることを目的とする．特に，荷電系における塩によって遮蔽された多
体的かつ動的な流体力学的相互作用，電場によって誘起される双極子相互作用の役割に注目し研究を行う．様々なパ
ラメータ（粒子濃度・塩濃度・電場強度など）の依存性を詳細に調べ，これらを軸にとった非平衡相図の作成を目指す．

ゲスト成分が誘起するソフトマターメソ構造の相転移ダイナミクス

 お茶の水女子大学・理学部・教授 今井 正幸， 教授 田中 肇，      
 お茶の水女子大学・理学部・教授 奥村 剛， お茶の水女子大学・理学部・助教 中谷 香織      

本研究の目的は，ソフトマターが形成する秩序メソ構造相に，少量の異種ソフトマターをゲスト成分として添加し
た場合，あるいは他の物質と界面で接触している場合等，エキゾチックな物質を系内に導入する事による新しい秩序
メソ構造の創成とその機構の解明である．系内に新たな物質を導入する事により誘起される相転移ダイナミクスの研
究は世界的にみてもまだ殆ど系統的に研究されていない．この異種物質（ゲスト場）が誘起するソフトマターの秩序
転移の統一的な理解を目指す．我々はすでに，このようなゲスト場が誘起するソフトマターの秩序構造転移について
研究を進めてきており，例えば，ラメラ状の分子膜にコロイド粒子を添加するとラメラ - ミセル転移が誘起される事，
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分子膜のつくるナノ球体に高分子鎖を閉じ込めると棒状膜に転移する事，膜のトポロジー転移によるコロイド粒子の
分別等，数々の興味深い現象を見出している．本研究はこのような研究成果を基に，より多様な現象を探索し，その
中から浮かび上がる普遍的なゲスト場が誘起するソフトマターの秩序構造転移のダイナミクスを明らかにする．この
様な研究を推進する為の実験・理論ないしはシミュレーション手法の開発はすでに，従前の研究から培ってきている．
実験的にはゲスト場がソフトマターの秩序構造に与える影響を中性子・X 線小角散乱および顕微鏡 3 次元観察法を用
いて解析する基本的な方法を確立しており，また，そのダイナミクスについても位相コヒーレント光散乱法・中性子
スピンエコー法を用いての解析技術を開発している．また，理論面でも仏国のグループとともに本申請に繋がる界面
効果の基礎的な共同研究をスタートさせている．このような背景をもとに，本領域の他のグループと連携しながら，
新しいゲスト場による秩序転移という物理像を構築する． 

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， 准教授 鈴木 秀幸      

本研究は，機能的脳研究と生理学的・分子生物学的・解剖学的脳研究の間の橋渡しとなる神経情報コーディング理
論を提供するために，「脳の高次機能システム」の情報論的数理モデル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，情報コーディング機構に着目しながら非線形ダイナミクスの観
点に立って数理モデルの形で記述することで，脳の情報統合処理の非線形システム的理解を可能にすることを目的と
する．本年度は，前年度に引き続いて脳内情報コーディングに関する情報理論的解析や動力学的解析を行なうととも
に，生理実験データ解析と非線形データ解析手法の開発や異種情報統合処理に関する計算論的解析などを行なってい
る．

ナノ MOSFET の揺らぎとデバイスインテグリティ

 教授 平本 俊郎， 助手（平本研）更屋拓哉    

大規模集積回路（VLSI）を構成する MOS トランジスタは，性能向上のため年々微細化されている．トランジスタ
の寸法が小さくなると，さまざまなばらつき要因が顕在化し，トランジスタの特性がばらつき，集積回路が動作しな
い，あるいは歩留まりが著しく低下する等の問題が発生する．本研究では，トランジスタ特性の実測とシミュレー
ションにより，トランジスタの特性ばらつき要因を解析し，さらに，ばらつきに強い微細 MOS トランジスタ構造を
提案することを目的とする．本年度は，65nm 技術で作製した 先端のトランジスタアレーを用い，ドレイン電流，し
きい値電圧，サブスレッショルド特性を実際に測定し，そのばらつきと相関を詳細に調べた．その結果，特に N 型ト
ランジスタにおいて，ドレイン電流，しきい値電圧，サブスレッショルド特性の相関が低いことを示した．

高い臨場感を用いた広い作業空間でのテレマイクロ細胞操作に関する研究

 准教授 橋本 秀紀   

金属酵素による小分子変換反応を範とする高効率錯体触媒反応の開発

 教授 溝部 裕司   

窒素，酸素，水素，二酸化炭素，一酸化炭素などの容易に入手できる原料を必要な基幹的化学物質に変換する反応
を，省資源・省エネルギー型のプロセスへと変換することは化学が緊急に解決すべき課題である．本研究では，生体
内金属酵素が，例えば窒素固定に見られるように，反応性に乏しい小分子をその特異な金属多核サイトを巧みに利用
して温和な条件下に効率よく反応させていることを範として，多様な種類の金属と配位子を用いて，様々な単核から
多核にわたる反応サイトを設計・合成し，その構造を明らかにするとともに，各種小分子との反応性を検討し，高効
率触媒反応の開発を行う．特に，硫黄に代表される 16 属元素を架橋配位子として含む金属クラスターについて，詳
細な検討を行う．

戦中および終戦直後の工学教育と産学連携の技術革新への効果

 教授 光田 好孝， 教授 前田 正史， 教授 浦 環， 教授 渡邉 正， 教授 中埜 良昭， 准教授 竹内 昌治             

東京大学生産技術研究所とその前身である東京大学第二工学部の研究成果および研究成果の活用状況を体系的に
収集し，各時代の社会背景また社会的要請と関連づけて整理することによって，我が国技術革新の歴史の貴重な資料
とする．近代日本の工学研究ならびに技術革新の歴史を理解し，これらが現代の工学分野の発展にどのように寄与し
てきたかを理解する上で，戦中および戦後直後また以降の工学研究と技術革新の関係を体系的に紐解くことができ
る．またこれら資料の効果的な展示方法についての検討を行うことを目的とする．本年度においては，これまでに現
在収集しているコンテンツに加え，1960 年代以降に開始された自動車工学の基礎技術開発，交通渋滞のメカニズム解
析と対策技術開発，1970 年代以降の多次元画像処理技術開発，環境科学の先導的研究，現代を代表する建築デザイン
などの研究に関して，資料収集を行った．また，政策大学院大学の協力を得て第二工学部を卒業後に企業トップと
なったOBにインタビューを行い，数多くのOBが企業トップとなった第二工学部の教育環境に関する情報収集を行っ
た．
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パルス励起堆積法による窒化インジウム系半導体の低温成長

 教授 藤岡 洋   

本提案の目的はパルス堆積法と呼ばれる新しい In 系窒化物半導体の低温成長技術を開発し，極めて高品質な InN や
その混 （InAlN，InGaN） を成長し，pn 制御や急峻なヘテロ接合をデバイス作製に供することである．

ヒト個体システムの制御応答研究ツールとしての培養細胞利用型オンチップ人体

 准教授 酒井 康行， 教授 藤井 輝夫      

本研究では，様々な組織・臓器からなるヒト個体のシステム制御応答メカニズム解明のための新たな実験計測手段
として，培養細胞を利用したオンチップ人体システムを開発する．具体的には，外部刺激として化学物質の経口投与
を想定，その体内動態（吸収・分配・代謝・排泄のうち前三者まで）を制御する臓器（小腸・肝・脂肪組織）や肺な
どの外部刺激に対する標的臓器由来の機能性細胞を，マイクロチップ上・生理学的灌流回路にて共培養を行うシステ
ムである．添加された化学物質の動態と細胞応答とは，蛍光・発光画像に基づいて経時的に可視化する．

国家的大規模プロジェクトにおける技術融合メカニズム

 教授 野城 智也   

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

ナノ構造界面に基づく光電気化学的エネルギー変換システムの構築

 准教授 立間 徹   

システムバイオロジーに向けた細胞活性リアルタイム分析用プラットホームの構築

 助教（藤井（輝）研） 山本 貴富喜， 特任助教（藤井（輝）研） 福場 辰洋， 教授 藤井 輝夫         

本研究では，数 10 マイクロメートル～数ミリメートルの微小な細胞培養チャンバと薬物・培養液などを供給する
マイクロポンプによって限りなく in vivo に近い環境を実現するマイクロ培養デバイスを開発し，蛍光イメージングに 
よって細胞や組織の局所部位に与える薬物刺激の細胞内伝搬をモニタすると共に，電気インピーダンス応答によって
細胞や組織の構造変化や細胞集団からの組織形成過程とその機能発現など，多彩な細胞活性のリアルタイム検出を行
うマイクロデバイスの開発を行う．

マイクロナノ加工技術を用いた膜タンパク質機能解明のためのプラットフォーム

 准教授 竹内 昌治   

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 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．

情報爆発時代におけるサイバー空間情報定量評価基盤の構築

 教授 喜連川 優   

近年人類の創生する情報は爆発的に増加しており，本研究では，膨大な情報源から真に必要とする情報を如何に抽
出するかという課題に挑戦しようとするものであり，情報源の中でも 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，サイバー空間からの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
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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．

人と車の安全・安心向上のための監視カメラ画像活用技術に関する研究        

 准教授 上條 俊介   

新規マイクロ波加熱法の高度利用による環境・省エネルギー・材料プロセスの開発

 准教授（東北大） 吉川 昇， 教授（東北大） 滝澤 博胤， 教授 森田 一樹         

ナノ機能元素制御高機能薄膜材料の創製

 准教授 枝川 圭一   

3. 科学研究費 : 基盤研究（S）

海洋における巨大波浪の予知と回避に関する研究                  

 教授 木下 健， 准教授 林 昌奎， （東大） 早稲田 卓爾， （東大） 川村 隆文， （東大） 稗方 和夫，             
 （東大） 影本 浩， （東大） 鈴木 克幸      

平均波高の 2 倍以上の大波が突然やってくる Freak Wave の発生メカニズム，観測法，予測法，回避法の研究を行っ 
ている．

世界の水資源の持続可能性評価のための統合型水循環モデルの構築          

 教授 沖 大幹   

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， 教授 浦 環， 助教 望月 将志， （独）海洋研究開発機構 浅川賢一           

海上保安庁海洋情報部と共同で海底地殻変動観測システムの開発を行ってきた．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．これまでの測量船を利用した観測システ
ムに代えて，海底ステーションを基地とする海中ロボットによる新たな観測システムを開発することで，こうした問
題を打破していこうとするのがこの研究である．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，即時性を持った観測を可能なものにしてくれる．このプロジェクトでは新たな観測シス
テムを構築するのに必要となる技術要素の開発を実施している．

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，助手 安宅 学， 教授（静岡大）橋口 原， 講師（立命館大）横川隆司        

本研究の目的は，これまで培ってきたナノマシン技術，位相干渉計測を含む高分解能透過電子顕微鏡技術等をナノ・
ハンド・アイ・システムへとさらに発展させ，極微領域の評価の技術として確立することである．これにより，ナノ
物体や構造の自在なハンドリングと，ナノ機能の計測制御が可能なシステムを創出し，ナノ領域における新しい科学
技術領域を切り開く手段を提供することができる．すなわち，ナノギャップを持つ対向ナノプローブやそれと一体化
したマイクロアクチュエータや変位センサなどのデバイス作製技術，及び位相差検出透過型電子顕微鏡や原子間力顕
微鏡（AFM）による「その場」観察技術を融合して，DNA 等の生体分子やカーボンナノチューブ，ナノ粒子，人工
合成した巨大分子のようなナノ物体を目で見ながら自由に取り扱う手段を提供するとともに，その機械的・電磁気的・
光学的な特性の計測技術を確立することを目標とする．

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

 教授 藤井 輝夫   

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
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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．

4. 科学研究費 : 基盤研究（A）

イタリアにおける歴史的な組積造建築と RC 建築の構造・材料と修復に関する調査

 准教授（名古屋市立大学） 青木孝義， 教授（名城大学） 谷川恭雄， 教授 中埜 良昭，       
 准教授（日本大学） 湯浅昇， 主任研究員（建築研究所） 濱崎仁， 助教（中埜研） 高橋 典之       

イタリアにおける歴史的な組積造建築と RC 建築の学術調査を実施して資料価値の高い調査報告書を作成し，劣化
現況調査・診断と構造解析による耐震性能の評価に基づき具体的な補修・補強方法を提案することを目的として，ヴィ
コフォルテ教会堂（1596 年建設開始，1880 年国宝指定）およびアウグスタ飛行船格納庫（1917 年建設，1987 年国宝
指定）を対象に，それらの基本的な振動特性を把握すべく，構造物とその周辺の概要調査とあわせて，構造物および
周辺地盤の常時微動測定を実施した．

先端機能材料を用いた機械素子の計算モデリングに関する研究

 教授 都井 裕   

先端機能材料を用いたアクチュエータ素子などの機械素子の設計を合理的に行うためには，電磁界，熱伝導，金属
相変態，電気化学反応などが連成した力学的挙動の計算予測が不可欠であるが，利用できる既存の研究成果は多くな
い．そこで各種の先端材料およびそれらを用いた機械素子に対する計算モデリングを総合的に推進することを全体構
想とする．形状記憶合金として NiTi（ニチノール），強磁性形状記憶合金として FePd（鉄・パラジウム系），多孔質形
状記憶合金として Porous NiTi，イオン導電性高分子として Nafion および Flemion，導電性高分子として PPy（ポリピ 
ロール）などの注目度の高い先端材料を選択する．これらの先端材料のマルチフィールド下（電磁場，温度場，相変
態場，電気化学反応場，力学場の連成下）における材料挙動のモデリング（構成式モデリング），それらの先端材料
を用いた機械素子設計に利用可能な有限要素連成解析アルゴリズムを構築する．

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．

量子ナノ構造系のテラヘルツダイナミクスの解明と制御に関する研究

 教授 平川 一彦， 教授 荒川 泰彦， 教授 藤田 博之         

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
等を明らかにする．

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， 教授 櫻井 貴康， 助手（平本研）更屋拓哉       

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， 極めて小さなドットを有しゲインの大きな単正孔トランジスタで，バイアス電圧によりクーロ 
ンブロッケード振動特性が平行移動する特性を新たに見いだし，回路応用上有利であることを示した．
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階層的ネットワーク構造に基づく道路の計画と設計

 教授 桑原 雅夫， 講師 田中 伸冶      

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， 准教授（東大） 小口 高， 准教授（東大） 丸山 祐造， 助教（東大） 生駒 栄司，            
 講師（東京理科大） 伊藤 香織， 准教授（関西学院大） 松村 寛一郎， 教授（北海道大） 池田 元美，         

 教授（東大） 立花 義裕， 准教授（立命館大） 中谷 友樹      

衛星解析による全球灌漑農地情報と陸面水・熱収支解析を活用した水資源管理支援

 教授 沖 大幹   

衛星観測により全球の灌漑マップを作成し，陸面水熱収支モデルにおいて灌漑地の影響を考慮した水資源量推定が
可能になるように改良を行う．

大規模音響数値解析技術による建築音環境シミュラークルデータベース構築

 准教授 坂本 慎一， 教授（大分大）大鶴 徹， 教授（九州大）藤野清次， 教授（関西大）河井康人，       
 教授（大分大）秋田昌憲， 准教授（東大）佐久間哲哉， 准教授（大分大）福田亮治，   

 准教授（大分大）富来礼次， 助教（京都大）堀之内吉成  

建築空間を舞台とする音響に関する実在の系とソノシミュラークルを科学的に比較するための基盤技術整備と
データの提供を行う．具体的には容積 10，000m^3 程度の建築空間の周波数 10 ～ 4，000Hz 領域にわたる音響数値解
析技術の確立（パラメータ設定と算定精度に関するデータベース，ソルバー・ライブラリ，プリ・ポストプロセッシ
ングライブラリの整備等），ホールや居室空間のシミュラークルに関わる音響データベースの作成を 終目的とする．

リバースシミュレーションによるソース同定解析手法の開発             

 教授 加藤 信介， 准教授 大岡 龍三， 助教 黄 弘， 助教 陳 宏            

本研究は建物及び市街地における流れ場の実用的な逆解析手法を開発し，大規模災害や日常災害における汚染源位
置と強度の特定と環境影響を明らかにし，その対策に貢献することを目的とする．本研究は，結果（現在）から原因

（過去）を推定する「逆解析（inverse analysis）」を流れ場に適用し，その実用手法を開発する．リバース CFD は，極 
めて詳細な情報を提供する．しかし，十分な空間解像がなされた 3 次元の非定常シミュレーションのため，莫大な計
算量が必要となる．本研究ではこの詳細かつ重い解析に加えて，原理的な精度と信頼性は同等程度に確保しつつ，よ
り計算量が少なくて済む解析法を新たに開発する．

分子計算の高精度化メカニズムとその評価系の構築

 教授 藤井 輝夫， 助教（藤井（輝）研） 野島 高彦， 大学院学生 金田祥平， 准教授（東工大） 村田智，          
 准教授（北陸先端大学院大） 藤本健造  

DNA 分子によるアルゴリズミックセルフアセンブリについて，次のような問題が明らかになってきている．（1）相
補塩基対の結合（ハイブリダイゼーション）は熱揺らぎに支配されるため，欠陥のない結晶を得ることが難しい．（2）
結晶化により多くの DNA 結晶断片が得られるが，ほとんどはランダム結晶片であり，収率がきわめて低い（3）計算
結果の読み出しは，AFM による直接走査像以外の方法がなく，手間がかかる上，再現性に乏しい，などである．本研
究では，DNA タイル結晶の抱えるこれら 3 つの問題について，（1）DNA タイルの高精度計算メカニズム（2）マイク
ロ流体デバイスによる結晶化環境の精密制御（3）AFM を用いないバルク結晶欠陥評価技術を確立することを目的と
する．

長期的津波監視の維持を重視した総合的津波防災戦略モデルの提案と発展途上国への導入

 教授 目黒 公郎   

太陽電池用シリコン基板の自己成長形態保持機能を利用した合金融液からの直接製造法

 教授（東大） 鈴木 俊夫， 教授 森田 一樹      
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5. 科学研究費 : 基盤研究（B）

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， 教授 黒田 和男， 助教（志村研） 佐藤 琢哉， 助教（黒田研） 藤村 隆史            

われわれはリラクサー系強誘電体 PZN-PT でフォトリフラクティブ効果をはじめて観測したが，さらなる機能向上
を目指し，ドメインの観察および制御を試みている．ポーリングの方位とドメイン構造の関係について，AFM による
観察を行い，本来大きなフォトリフラクティブ効果が期待される [001] 方向にポーリングされた結晶のドメイン構造，
フォトリフラクティブ効果，電気光学効果等の関係について明らかにした．

無補強組積造壁を含む RC 造建物の残存耐震性能の定量化と震災復旧に関する実験的研究

 教授 中埜 良昭， 助教（中埜研） 高橋 典之， 技術職員 山内成人， JSPS 研究員（目黒研） 崔琥          

途上国あるいは地震活動があまり活発ではない地域においては，経済性の面から，無補強組積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．これまでは，このような架構が稀に発生する巨大地震によって被災した際
に，架構が有する残存耐震性能の評価に必要な基礎的データが殆ど存在しなかったが，2003 年に実施したブロック造
壁を有する鉄筋コンクリート造骨組の実大静的載荷実験では，その貴重な基礎的データを得ることができた．この知
見を，実際の地震を想定した動的載荷に対する残存耐震性能の評価手法へと拡張させるため，計画している振動実験
に用いる同架構の縮小モデルの設計と縮小ブロックの試作を行うとともに，動的載荷時における残存耐震性能評価手
法について解析的な検討を行った．

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

 教授 福谷 克之， 教授 岡野 達雄， 助教 松本 益明， 教授（阪大）  笠井秀明，            
 大学院学生（福谷研）元島勇太， 大学院学生（岡野研）二木かおり  

本研究では，固体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．本年度は，磁場効果を調べるための光学系の構築と調整を行い，測定系を整備するとともに，新たに赤外光
電子増倍菅を導入しレーザー誘起蛍光法の感度向上を行った．構築したシステムを用いて，反強磁性体 Cr2O3（0001）
単結晶表面でのオルソーパラ転換における磁場効果の計測を行った．120K では顕著な効果が見られないことが判明
した．また金属表面に酸素分子を吸着させ，酸素常磁性スピンの転換への影響を考察した．

微小液滴射出・操作技術を用いたナノレオロジー計測工学の創生           

 准教授 酒井 啓司， 助教（酒井（啓）研） 美谷 周二朗      

本研究は，我々がこれまでに培ってきた微小液滴の吐出・衝突・融合化技術ならびにその変形・回転運動の高時間
分解能観察手法を用いて，μm サイズの流体のレオロジー物性を研究する「超高速変形ナノレオロジー計測工学」を
創生し，その基本要素技術を産業界における汎用の計測ツールとして供与することを目的とする．本年度は，複数の
微小液体の高速吐出・衝突に伴う変形から超高歪下の粘弾性と表面張力を計測するハイパーレオロジー技術を確立
し，従来の測定帯域を飛躍的に拡大することに成功した．さらに高速の分子吸着現象の観察を試みている．

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

 准教授 羽田野 直道   

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．

次世代マイクロリットル MQL 切削加工技術の研究

 教授 帯川 利之， 助教（帯川研） 釜田 康裕      

環境対応型切削加工技術として，MQL（Minimum Quantity Lubrication）切削の適用が期待されているが，本研究で  
は，1 時間当たりのオイル消費量を 1 ミリリットル以下に抑えたマイクロリットル切削加工技術を提案した．数値流
体解析によりオイルミストの流れを解析し，オイルミストの噴出方向，噴出距離等の 適化を行うことにより，典型
的な難削材であるニッケル基超合金 Inconel 718 の加工において，当初予定した極微小量の加工技術を実現した．

エネルギースパークリングを可能とする燃料電池／電池（FCB）の開発

 教授 堤 敦司   

アルカリ形燃料電池において，アノードに水素吸蔵材料を，カソードに酸素吸蔵材料をそれぞれ活物質および触媒
として用いて燃料電池に二次電池の機能を持たせることによりエネルギースパークリングを可能とする燃料電池／
電池（FCB: Fuel Cell Battery）を開発することを目的とする．通常の発電時には，外部供給の水素（酸素）を利用し   
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て，発電及び未使用水素（酸素）を貯蔵し，高出力時に外部供給分に加え各種貯蔵分を反応させてエネルギーを取り
出すことが可能であり，これを確認・実証する．

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   

押出しを利用した１パス超強加工によって，優れた機械的特性や機能性を持つ金属素材の製造を目的とした研究で
ある．本年度は，カーボンナノチューブを 1.0 重量パーセント含有したアルミ複合材料を，粉末からの一発押出し成
形によってい製造した．製品の電気伝導度が，アルミ基材より改善されることを確かめた．

粉末焼結積層造形法による高代謝臓器再生用担体の造形および培養に関する研究

 准教授 新野 俊樹   

小管径生 250 枸程度の 3 次元擬血管ネットワーク構造を内部にもち，全体で 90% 程度の空孔率を有し，さらに生
分解性樹脂からなる培養担体を粉末焼結積層造形法により造形することを目的の第 1 とする．さらにその有効性を実
証するため，そこに増殖性の高いブタ胎児肝細胞を播種，大幅な酸素供給量向上が期待できるヘモグロビンベースの
酸素供給体を用いた特殊な灌流培養法で臓器を in vitro 育成することを第 2 の目的とする．以上のアプローチに沿っ 
て，今まで誰も使ったことのない担体を用い，今まで誰も試みていないヒト全肝の 1/3 の体積（500cm3）規模の大型
かつ高機能の肝組織を in vitro で育成することを 終目標とする．

キャパシタで駆動される小型電気自動車による未来の車両制御技術に関する研究

 教授 堀 洋一   

環境に埋め込まれたセンサと協調する移動ロボットの制御に関する研究

 准教授 橋本 秀紀   

ナノプローブを用いた高精度電位測定とナノ構造中電子状態の解明に関する研究

 准教授 高橋 琢二   

集積構造変換型可逆発光スイッチの設計と新規な有機記録材料への展開

 教授 荒木 孝二， 助教（荒木研） 務台 俊樹      

固体中での分子集積構造の違いに基づく有機固体発光制御が可能であることを，複素環化合物であるテルピリジン
（tpy）で初めて実証している．本年度は，発光変化をもたらす要因の解析をさらに推し進め，その発光特性の詳細な
解析，結晶構造に基づく電子状態解析などを通して，分子内芳香環同士の角度あるいは分子間相互作用の違いという
二点に要因を絞ることができた．また，これらの要因をさらに詳細に検証するためには，異なる化合物群で同様の現
象を解析することが不可欠と判断し，新規な集積構造変換型可逆発光スイッチの探索を精力的に進めた．

フルオラス相互作用を用いる機能性糖鎖デバイスの構築

 教授 畑中 研一   

本研究では，フルオラスタグを有する糖鎖プライマーの細胞による糖鎖伸長について詳細に検討することを目的と
する．また，培地中に得られる糖鎖伸長化合物のアグリコン中に導入した複数のフッ素原子を利用してフルオラス材
料に固定化し，糖鎖に特異的に結合するタンパク質（毒素，ウイルスなど）を認識して除去する医用デバイスを構築
することを目的とする．現在，フッ素原子を有する糖鎖プライマー（フルオラスプライマー）の合成，細胞によるフ
ルオラスプライマーへの糖鎖伸長反応，フルオラスタグを有するグリコシドの溶解性の検討，フルオラスタグを有す
るグリコシドのフルオラス材料への固定化について研究している．

雰囲気制御型走査プローブ法によるダイヤモンド表面のナノ化学修飾

 教授 光田 好孝， 協力研究員（東海大講師） 葛巻 徹      

ダイヤモンド表面のダングリグボンドを水素終端した場合には，負の電子親和力・優れた p 型半導体特性・撥水性
を示すのに対して，酸素終端の場合には，正の電子親和力・高い絶縁性・親水性を示す．このため，表面電気伝導を
利用して，電界効果型トランジスターなどの電子デバイスが試験的に作製されている．しかし，表面構造をナノレベ
ルで制御する方法は未だ確立されておらず，デバイス作製プロセスとして表面終端構造の制御プロセスの開発が必要
不可欠ある．本研究では，ダイヤモンド表面の電気伝導特性を変化させる終端原子（水素・酸素）に着目し，走査型
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プローブ顕微鏡を利用した電子衝撃反応を用いて，ダイヤモンド表面への原子の吸着・脱離過程について動的に測定
することを目的とする．本年度は，高圧合成単結晶および CVD 合成多結晶ダイヤモンドの表面を用いて，雰囲気制
御走査型プローブ顕微鏡内において水素終端表面の電気伝導特性を導電AFMモードおよび STM モードを用いて測定
した．この結果，水素終端構造であっても欠陥のより少ない高圧合成単結晶では，表面電気伝導性に劣るため終端構
造を変化させる前に充分な前処理が重要であることが明らかとなった．現在，前処理の詳細な検討を行っている．

血流を積極的に導入する再構築形肝組織移植デバイスの実現可能性検証

 准教授 酒井 康行   

血流を積極的に導入する再構築形肝組織の構築を目指し，in vitro・in vivo における組織形成プロセスを相互に 適  
化することを通じて，その実現可能性を示すことを 終目的とする．具体的には，まずは，in vitro で移植に 適化さ 
れたデバイスを構築し，そのデバイス上で肝前駆細胞を育成することで，機能・組織形成の 適化をめざす．次に，
この in vitro 構築肝組織を生体内に埋め込むことにより，in vivo での組織のさらなる再構成を期待し，とくに，本研究  
ではデバイス内に血流を積極的に導入することにより，血管形成や組織形成により高次な肝組織の構築を目指す．

機能性錯体と無機微粒子の複合化による新規機能創出

 准教授 石井 和之   

本研究では，光機能性錯体フタロシアニンの示す大きな電子吸収・発光・磁気光学効果に着目し，シリカ，アルミ
ナ，無機磁性微粒子へフタロシアニン錯体を担持することで，新規有機－無機複合微粒子の科学の開拓を目的とする．

気液混在マイクロ・ナノ化学プロセスの開発

 准教授 火原 彰秀   

本研究では，「毛管現象 capillarity」をキーワードに，マイクロ空間とナノ空間の流体挙動・相転移現象を明らかに 
し，気液混在系マイクロ化学プロセス開発の基盤を構築することを目的とする．

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－

 助教（藤森研） 大田 省一， 教授 藤森 照信      

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（野城研） 西本 賢二， 教授 野城 智也      

交差点事故を減らせ！固定型と移動型センサによるリアルタイムネットワークセンシング

 教授 柴崎 亮介， 研究員（東大） 邵 肖偉， 教授（北京大） 趙 卉菁         

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，清田 隆    

砂質土の液状化挙動に影響を及ぼす要因について，主に堆積年代の違いと微小変形特性に着目して行った室内試験
の結果をとりまとめた．原位置で凍結させて採取した年代効果を有する試料と，これと同じ材料を用いて室内で再構
成した年代効果のない試料を対象として，動的および静的な測定方法で微小変形特性を計測しながら液状化試験を行
ない，さらに，一部の試験では数十パーセントを超える大ひずみ領域まで試験を実施した点に特徴がある．

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

 准教授 鼎 信次郎   

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

 准教授 立間 徹   
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高速水中音響ネットワークシステムの開発                     

 特任助教（浅田研） 韓 軍， 教授 浅田 昭      

海中ロボットからのデータ伝送を水中で行う際に，ケーブルを介したシステム構成では，水中着脱式コネクタを有
した大がかりな装置を設置しなくてはならず，海中ロボットの行動範囲に制約を与えることになる．これを回避する
手段として，水中音響通信によるデータ伝送手法を高度化させて，高速水中ネットワークシステムの開発を行うのが
本研究である．2M ～ 4MHz の搬送波を用いて，伝送速度 500k ～ 1Mbps の近距離伝送を行うことのできるネットワー
ク開発を行っている．

遠方銀河のディープサーベイ用近赤外分光器に搭載する MEMS シャッタアレイ

 准教授 年吉 洋   

本研究は，遠方銀河からの近赤外光を分光するマルチスリット型の分光器を ＭＥＭＳ 化し，天文観測を高効率化
することを目的とするものであり，科学研究費補助金・基盤研究（Ｂ）として行った．近年の観測的宇宙論・銀河天
文学においては，大規模なディープサーベイを行うことにより多数の遠方銀河を観測し，その赤方変位から天体まで
の距離を求めている．また，各種輝線の物理的性質を統計的に銀河進化や銀河構造の形成モデルを構築するための知
見としている．本研究では，シリコンマイクロマシニング・プロセスにより静電駆動型の ＭＥＭＳ シャッタを製作
し，その特性を評価した．また，実際の分光器使用条件（低温・真空）と同一条件のもとでの ＭＥＭＳ シャッタの
光学特性を測定した．

リポソームによる膜タンパク質チップ

 LIMMS ディレクター・外国人客員研究員（竹内（昌）研） Bruno Lepioufle， 准教授 竹内 昌治      

地中埋設管のライフサイクルコスト低減のための埋設・更新・維持管理方法の提案   

 准教授 桑野 玲子   

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

 准教授 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

溶融塩－シリコン交換反応による β －鉄シリサイド半導体創製の物理化学       

 教授 森田 一樹   

サブハライドを原料として利用するチタンの高速製造法

 准教授 岡部 徹， 教授（東北大）  佐藤  譲        

資源が豊富なチタンは，アルミニウムに次ぐコモンメタルになる可能性を有しているにもかかわらず，他の量産金
属に比して生産量は少なく，構造用の量産金属としては，ほとんど普及していない．この主な理由は，鉱石（チタン
酸化物：主な不純物は鉄）を還元して高純度の金属を製造することが非常に困難で，製造コストが高いためである．
本研究では，サブハライド（チタンの低級塩化物：TiCl2 あるいは TiCl3）を原料として用い，チタンを高速かつ低コ 
ストで効率良く製造する独創的な新しいタイプの還元プロセスの開発研究を行う．本プロセスは今後発生量の増大が
予想される塩化物廃棄物やチタンスクラップの処理にも応用できるため，高度循環型社会の構築を目指す上でも重要
な基盤プロセスとなり得るものである． 

6. 科学研究費 : 基盤研究（C）

単結晶酸化膜上の貴金属単原子層の作製および電子物性と反応性の研究        

 名誉教授（岡野研） 村田 好正， 教授 岡野 達雄， 教授 福谷 克之， 助教 松本 益明            

金属超薄膜は，膜垂直方向の閉じこめ効果により，バルクとは異なる電子状態が実現することが期待される．本研
究では，単結晶酸化膜上に原子層単位で制御した金属超薄膜を作成し，その電子状態と反応性を調べることを目的と
している．本年度は，試料作成のための試料ホルダー，蒸発源，ガス導入系と電子分光装置の開発を行った．下地に
用いる試料表面の清浄化，酸化膜の作成，予備試料の光電子スペクトルを測定し，動作の確認を行った．
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ナノ界面構造 適化のための実空間有限要素法による第一原理計算の高度化      

 教授 吉川 暢宏   

界面の力学的特質を原子スケールから的確に評価するため，有限要素による実空間離散化に基づく第一原理計算手
法を開発する．

電磁流体乱流のダイナモ効果の実証とモデリング                  

 准教授 半場 藤弘， 助教（半場研） 横井 喜充      

核融合工学や宇宙地球物理などの分野で見られる電磁流体乱流には，乱流拡散効果に加え，大規模な磁場が生成さ
れるダイナモ効果など興味深い現象が見られる．大規模磁場の発展を理解し予測するため，電磁流体乱流のレイノル
ズ平均モデルが提案されているが，十分な検証が行われていない．そこで本研究では，電磁流体の非一様乱流の数値
計算を行い，ダイナモ効果の実証とモデル化を行う．まず低レイノルズ数のチャネル乱流の DNS を行い電磁流体の
LES モデルを検証する．次に中レイノルズ数の LES を行い，乱流起電力などの統計量を求めダイナモ効果の実証を行
い，その効果を適切に表現するモデル方程式の構築をめざす．

ナノギャップ電極を用いた単一 InAs 量子ドットの電子状態の解明と素子応用の探索 

 助教（平川研） 柴田 憲治， 教授 平川 一彦      

自己組織化 InAs 量子ドットは，優れた光学特性を有する上に，軌道量子化エネルギーや g 因子が大きい等の利点を
有するため，量子情報通信への応用が期待されている．本研究では，単一の 10 nm 級の InAs 量子ドットに対して，そ 
の上から直接ナノギャップを有する極微細電極を形成して単一電子トランジスタ構造を作製し，輸送特性の観点から
単一自己組織化 InAs 量子ドットの電子状態を明らかにする．更に，この試料に対して，電極構造やクーロン相互作
用，電子スピン相互作用，テラヘルツ電磁波によって，系の電子状態が多彩に制御できることを実証するとともに，
新しい素子への応用を探索する．

可溶性交互共重合ポリイミドを用いる有機電子材料の開発              

 教授 工藤 一秋   

我々はこれまでに，位置選択的な反応性ゆえ容易に交互共重合ポリイミドの合成が可能な非対称循環式二酸無水物
を見出している．その秩序だった分子構造に起因する物性の向上を期待して，有機電子材料への応用を目指す．高分
子有機 EL 材料ならびに有機トランジスタ用ゲート絶縁膜を対象とする．

都市・建築空間における障害付ボロノイ問題に関する研究

 教授 藤井 明， 講師 今井 公太郎，助手 橋本 憲一郎， 立命館大学理工学部・教授 及川清昭          

領域に障害物を設けて空間の制御機構として活用する事例は枚挙にいとまがないが，必ずしも明示的でない境界の
作り方は，セキュリティやビジビリティ，アクセシビリティ等を考える上で今後ますます重要になっていくものと思
われる．こうした状況は障害付の領域分割としてモデル化することが可能である．障害付のボロノイ問題の一般的な
解法を用いた都市・建築空間の分析が成立すると，様々な空間の組成に関する，より現実的でかつ客観的な解析が可
能になる．母領域の性状や障害物，場の設定に関して障害付のボロノイ問題を定式化し，その一般的な解法を考案す
ると共に，その解の精度を検証する作業を行ない，分析手法としての完成度を高めることを目標にしている．

ナノヒーターの製作とその局部温度センシングによる分子熱力学的メカニズム分析   

 准教授 金 範埈   

サーファクタントエピタキシー法を用いた金属／セラミックス多層膜の構造制御と物性 

 助教（山本研） 神子 公男   

本研究では，下地となる薄膜の表面をサーファクタントと呼ばれる表面活性剤（原子あるいは分子）で被覆し，そ
の表面の性質を変化させることで，その上に蒸着する薄膜の成長の制御を行い，良質のヘテロ界面を有する金属 / セ
ラミックス界面を有する薄膜を作製し，トンネル型磁気抵抗効果や力学特性，光触媒機能等を向上させることを目的
として研究を行う．

光合成反応中心機能分子群のレドックス電位計測                  

 教授 渡邉 正，加藤 祐樹    

酸素発生型光合成生物は，光化学系 I・II と呼ばれる色素－タンパク質複合体で光化学エネルギーを電子エネルギー
に変換する．光化学系 II では水を酸化させるほど高い酸化力を，光化学系 I では高い還元力を生み出して化学エネル
ギー（NADPH）を産出するが，光化学系 II で酸化力を生み出す分子種はまだ明らかになっていない．理由のひとつ
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は，光化学系 II を構成する機能分子群の重要な物理化学的情報となるレドックス電位がおおよその見積もりでしかな
く，その上で光化学系 II の分子メカニズムが議論されてきたことである．本研究では，光化学系 II 反応中心を構成す
る機能分子群のレドックス電位を実測し，光化学系 II のエネルギー変換メカニズムに迫ることを目的とする．

7. 科学研究費 : 萌芽研究

ナノメートル領域における超微視的粘弾性スペクトロスコピー            

 准教授 酒井 啓司， 技術職員（酒井（啓）研） 平野 太一      

本研究は，液体をはじめとするソフトマテリアル表面をナノメートル分解能で観察する新規の手法の開発を行う．
これは我々が独自に開発した電界ピンセット技術を用いて材料に非接触・非破壊のまったく新しい走査ナノプローブ
手法を構築するものであり，またナノ領域のレオロジーという新規の研究領域を開拓する先駆となる技術を創生する
試みである．本年度は空間分解能数μm 程度の領域において，材料の表面張力，粘性および弾性を定量的に評価しつ
つ，プローブの走査によってこれら物性量の 2 次元マッピングを行う測定装置を作製した．さらにこれを用いて複合
系ソフトマテリアルの各相におけるミクロ物性測定や，ミセルや神経軸策あるいは DNA など高次の構造を有するミ
クロ分子集合体の力学物性の直接測定を試みている．

有機ピエゾクロミック発光材料創製に向けた双安定相のナノ構造設計         

 教授 荒木 孝二， 助教（荒木研） 務台 俊樹      

固体中での水素結合と分子パッキングを競合因子として用いて双安定相を発現させる，という新しい発想に基づき
ペリレンテトラアミド誘導体を分子設計した．この化合物は，圧力スイッチによりピエゾクロミック発光特性を示す
新規な機能性固体発光材料であることを実証するとともに，双安定相発現にともなうピエゾクロミズム特性の詳細を
解析した．さらに，発光ピエゾクロミズム発現の支配因子および新規な分子設計指針の汎用性を検討するために，新
たにペリレンビスアミド誘導体の設計・合成を行い，圧力応答性を示す発光材料であることを確認するとともに，そ
の発現機構の詳細を検討した．

細胞を用いる糖鎖生産と EGFR リン酸化阻害剤の開発

 教授 畑中 研一   

本研究は，EGFR のリン酸化を阻害する活性を有し，抗癌剤として有用な GM3 類似体及びリゾ GM3 類似体とその
オリゴマーを構築し，それらの化合物のリン酸化阻害やシグナル伝達について詳細に調べることを目的とする．現在，
細胞を用いた糖鎖生産の高効率化と体系化オリゴ糖のオリゴマー化糖脂質類似体およびそのオリゴマーの EGFR リン
酸化阻害について研究している．

超高分解能スリライン画像からの高精細三次元都市モデルの高効率構築手法      

 特任助教（柴崎研） 陳 天恩， 教授 柴崎 亮介      

豪雨と地震の同時期生起に対する盛土のマルチハザード分析             

 教授 古関 潤一， 足利工大・准教授 西村友良     

自然斜面や盛土のこれまでの設計においては，大きな地震動と大量の降雨の影響を同時に考慮することは行われて
いない．しかしながら，1968 年の十勝沖地震や 2004 年の新潟県中越地震で生じた盛土の大規模な崩壊は直前の豪雨
の影響を受けたと考えられている．以上の背景のもとで本年度は，盛土を構成する砂質土の繰り返しせん断強度変形
特性に及ぼす飽和度の影響を実験的に明らかにするために室内土質試験装置の改良を行い，また，改良後の試験装置
を用いて稲城砂の繰り返し三軸試験を実施した．

脳活動計測による音空間認知の学習メカニズムの解明

 助教（坂本研） 上野 佳奈子， 准教授 坂本 慎一， 准教授（京大） 伊勢史郎，        
 株式会社国際電気通信基礎技術研究所  竹本（能田）由紀子   

建築環境分野において，コンテクストによって異なる快適性を解明するための基礎研究として，" 環境への適応 " や
" 認知における学習 " という時変的な要素をヒトのモデルに取り入れることは重要な課題である．本研究は，fMRI（機
能的磁気共鳴画像）を用いて脳活動を計測することにより，聴覚による空間認知における学習のメカニズムを実証的
に解明することを目指している．方法として，聴覚による空間認知のうち音の方向の認知をタスクとして採用し，MRI
装置内でこのタスクを行うために VR（バーチャルリアリティ）システムを用いる．研究の初年度にあたる今年度は，
MRI 装置内で VR システムを用いた認知タスクを遂行するための実験システムとその設定条件を検討し，脳機能画像
の予備計測を行った．
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オブジェクト指向型データベースに構築する仮想ビルの環境シミュレーション     

 教授 加藤 信介   

オブジェクト指向型データベース（OODB：Object Oriented Database）に，実際の建物と同様にその環境計測の可能  
な仮想建物（Virtual Building）を実現する．検討する仮想建物は，建物の企画，基本計画・設計，実施設計など各種 
の段階で，室内の温熱環境，空気環境など様々な環境性能を評価し，その相互のトレードオフ関係などを容易に解析
するものとなる．サステナブル建築に真摯に対応するには，建物の形や構成，窓や外皮の形態など建物の枢要を決め
る過程で，これらを設計パラメータとする 適解の探査が行われ，建築主や建築家など環境シミュレーションに関す
る知識の薄い人々が統合的な判断を行うことが可能となるオブジェクト指向的な 適化ツールが必須となる．この課
題に応えるオブジェクト指向 適化ツール，「仮想建物（Virtual Building）」を提案する．

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， 助教（山本研） 神子 公男      

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．

3 次元フォトニック準結晶に関する研究                      

 准教授 枝川 圭一   

複雑な構造体中に微量分散する白金族金属の新規な高効率回収法           

 准教授 岡部 徹， 准教授（京大）  宇田  哲也        

自動車触媒の基幹素材である白金族金属の高効率リサイクルは緊急の課題である．しかしながら，湿式法は処理時
間が長く，また強力な酸化剤を必要とするため処理困難な廃液が発生する．このため，湿式法を実用化するためには，

「強力な酸化剤が不要で，かつ処理時間の短い白金族金属の新回収プロセス」の構築が必要不可欠となる．そこで本
研究では，強力な酸化剤を使用しなくても酸に溶解する白金複合塩化物を予め合成する手法を確立することを目的と
する．

8. 科学研究費 : 若手研究（A）

レーザー光による液体ナノ微粒子の生成技術の開発と微小表面物性の研究       

 助教（酒井（啓）研） 美谷 周二朗   

ナノテクノロジーの重要性の高まりとともに，液体をナノメートルオーダーで操作する技術の必要性が高まってい
る．本研究では，レーザー光の放射圧を用いることで直径 10nm の液体微粒子を生成する技術の開発を目的とする．
これは，高出力のレーザー光をパルス的かつ高精度に液面に集光することで液面に短時間で巨大な変形を誘起し，液
体を引きちぎることにより微粒子を生成させるものである．本年度は，液体表面に微小領域をつくりその内部で表面
変形を励起することで，表面波の共鳴状態を実現することに成功した．これにより表面変形の振幅を従来の倍程度に
することができ，液滴射出の実現に近づいたといえる．

量子ホール系端状態における局所的スピン偏極率決定

 准教授 町田 友樹   

分数量子ホール系においてはスピンが重要な役割を果たす現象が注目を集めている一方，その端状態描像が全く確
立しておらず，現象解明の鍵となる情報が局所的な電子スピン偏極率である．そこで本研究では，核スピンをプロー
ブとして利用することにより分数量子ホール系の局所的な電子スピン偏極率を実験的に決定する手法を確立する．

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     

 准教授 白樫 了   

部分放電診断に関する数理的研究

 准教授 鈴木 秀幸   

部分放電は，高電圧システムにおいて絶縁の劣化やエネルギーの損失をもたらす現象であるため，その解析・診断
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は高電圧システムの運用において実用上重要である．しかし，実際に測定される部分放電データのふるまいは非常に
複雑であり，データからの解析・診断は容易ではない．本研究は，この部分放電の複雑なふるまいを数理的な立場か
ら理解し，その数理的理解を基盤として既存の解析・診断手法を数理的に解析し，さらに新しい解析手法を構築する
ことを目的とする．また，本研究の目的を達成するために必要な，様々な部分放電モデルの数理的解析を行う．

新規階層型多孔質物質群の合成，体系化，機能                   

 准教授 小倉 賢   

シリコン拡張 CPG による MEMS デバイスの制御                 

 准教授 河野 崇   

ダイナミックマイクロアレイによる一細胞の網羅的解析デバイス           

 准教授 竹内 昌治   

単電子トランジスタを用いた単一光子発生素子                   

 特任准教授 中岡 俊裕   

9. 科学研究費 : 若手研究（B）

コロイドの凝集過程における流体力学的相互作用の役割に関する研究

 助教（田中（肇）研） 荒木 武昭   

コロイドとは，一般的に 1nm から 1μm 程度の固体微粒子が液体に分散している状態をいう．相互作用をしない粒
子が液体に分散しただけの単純な系でも，系全体は複雑で豊富なレオロジーを示すことが知られており，その起源と
なる粒子間の流体力学的相互作用はコロイドのダイナミクスを考える上で極めて重要な問題である．また，荷電コロ
イドに塩を添加すると分散状態を安定化させていた粒子間の静電斥力が遮蔽され，粒子自体が持つ van der Waals 力に  
よって粒子は凝集するようになる．この凝集状態がどのような構造を取るか，例えば全体がネットワーク構造（ゲル
状態）を形成しているか否か，またその境界となるコロイドの体積分率，イオン強度はどれくらいか，という問題は
コロイド科学において極めて重要である．そのため，これまで多くの理論・数値的研究がなされてきたが，それらの
多くは拡散モデルに基づくものであった．我々は，これまで粒子間の流体力学的相互作用を取り入れたコロイドの数
値シミュレーション法を開発し，二次元系において凝集構造が流体力学的相互作用の有無によってどのように変わる
か研究を行ってきた．その結果，コロイドが凝集する際，流体力学的相互作用という動的要因により，ネットワーク
構造を形成することが分かった．これは，流体力学的効果により凝集ダイナミクスの運動学的経路が変わったことを
示している．しかしながら，予備的な三次元数値シミュレーションを行ったところ，より現実的な三次元系では溶媒
の流れる自由度が二次元より高く，そのため流体力学的相互作用が二次元系ほど顕著でないことを示唆する結果が得
られた．そこで本研究では，これまで二次元系中心に行っていた研究を三次元系で行い，コロイドの凝集過程におけ
る流体力学的相互作用の役割について明らかにし，コロイドの凝集構造に関するより詳細な相図の作成を行うことを
主な目的としている．さらに，より現実的に扱うためにはイオンの空間分布を独立な自由度として扱うことが必要で
あり，この導入によって DLVO ポテンシャル粒子系と比べどういった違いが生じるかについても調べたい．

鉄筋コンクリート柱部材の地震時ひび割れ量進展過程における動的効果の解明

 助教（中埜研） 高橋 典之   

本研究では，約 1/3 スケールの鉄筋コンクリート造柱部材を用いた載荷実験を実施し，ひび割れ幅，ひび割れ長さ，
ひび割れ密度などのひび割れ量進展メカニズムを検討する．画像処理手法によって動的載荷実験中に取得可能なひび
割れ長さや部材の変形成分などの実測データに，幾何学的ひび割れ発生モデルを組合わせて，載荷中の計測が困難な
ひび割れ幅を計算する手法について検討を行った．

Au2 次元成長に見られるフラクタル性の起源の解明

 技術職員（福谷研） 小倉 正平   

本研究では，低温走査トンネル顕微鏡を用いた原子追跡法により Pt（111）． Ir（111）表面での Au 原子の拡散係数 
の温度依存性を実験的に測定するとともに，モンテカルロシミュレーションを利用して，Au ナノ薄膜のフラクタル
性の起源を明らかにすることを目的としている．本年度は原子追跡装置のための回路系の設計と製作，測定用のソフ
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トウエアの整備を行い，探針動作の確認を行った．またシミュレーションにより，成長時の核形成密度の解析を行っ
た．

単一電子トランジスタを用いた量子ホール系の局所核スピン偏極検出         

 特任助教（町田研） 川村 稔   

半導体低次元系の電子輸送現象を理解するうえで，核スピンが重要な役割を果たすことが明らかになってきてい
る．本研究の目的は，単一電子トランジスタを用いた局所的核磁気共鳴検出手法を確立することである．核スピン偏
極による電子系の化学ポテンシャルの変化を単一電子トランジスタを用いて局所的に検出する．本年度は，アルミニ
ウム／アルミニウム酸化膜を用いた単一電子トランジスタ素子作製技術を確立し，素子の特性評価を行った．

第一原理解析によるナノ薄膜の構造・機能的不安定性評価

 准教授 梅野 宜崇   

超微小薄膜構造を持つ機能性材料の強度および機能性の低下機構を明らかにすることは，微小電子デバイスなどの
設計・評価のために重要である．本研究では，ナノスケール微小薄膜（単層 / 多層）構造を持つ強誘電体・強磁性体
材料について，変形を受ける場合（機械的拘束条件）における原子構造の不安定性ならびに電気的・磁気的機能の不
安定性を，密度汎関数理論に基づく第一原理理論計算によって厳密に評価する．

CAE を利用した超微量 MQL 切削技術の研究

 助教（帯川研） 釜田 康裕   

数値流体解析により，環境対応型切削加工技術として注目されている MQL 切削のオイルミストの流れを解析し，
旋削と溝入れ加工において，大幅な切削油の消費量低減を実現した．いずれの場合においてもオイルミストの流れを
簡単に制御することで，効率的に切削油を供給することが可能なことを明らかにし，難削材の切削においても実用的
に十分適用できる結果が得られた．

センサと電源を用いないアクティブ振動制御システム

 准教授 中野 公彦   

アクティブ振動制御は，良好な制振性能を持つことが知られているが，アクチュエータにエネルギを供給すること，
センサを設置することなどが必要となるため，設置や運営コストの増大を招き，このことが実用上の欠点となってい
る．一方，振動は力学的エネルギであるため，アクチュエータによって振動から発電を行うことが可能である．また，
発電量は振動状態に依存するため，発電を通じて，振動の計測を行うこともできる．センサ機能と発電機能を持つア
クチュエータを利用して，センサと外部電源を用いることなくアクティブ振動制御を行うシステムを提案し，その計
測および発電能力評価を通じた有効性の検討と， 適なアクチュエータ配置法， 適な制御理論の選定など 適設計
手法の確立を目的とした研究を行う．

損傷検知・回復能力を有したスマートサンドイッチパネルの構築

 准教授 岡部 洋二   

航空宇宙分野で広く使用されているハニカムサンドイッチ構造において，その接着層内に光ファイバセンサを埋め
込み，センサからの出力を理論解析値と比較することで，任意の衝撃負荷点による衝撃損傷を検知可能にする．さら
に，その衝撃変形を回復させるため，ハニカムコアを形状記憶合金（SMA）箔で作製し，その形状記憶効果を利用す
ることで形状を修復する．これにより，自己損傷検知・回復機能を有したスマートパネルを構築する．

複素ニューラルネットワークの非線形ダイナミクス解析とその工学応用に関する研究  

 助教（合原研） 田中 剛平   

複素ニューラルネットワークは，振幅と位相を持つデータの情報処理に適しており，従来の実数ニューラルネット
ワークの持つ広範な機能をさらに進展させる可能性があるが，その特性はまだ十分分かっていない．そこで本研究で
は，複素ニューラルネットワークのダイナミクスを非線形性に着目して解析することにより，性能向上及び工学応用
を目指す．本年度は主に位相情報のみを扱う複素ニューラルネットワークの挙動を解析すると共に，多階調画像復元
への応用を行っている．

2 次元フォトニック結晶スラブとマイクロマシンを用いた機能性 3次元光集積回路の研究 

 准教授 岩本 敏   

2 次元フォトニック結晶スラブ間のエバネッセント結合を制御することで，組み替え可能な 3 次元的光回路に関す
る研究
124



1．研究課題とその概要

NenjiYouran2007.book  125 ページ  ２００８年５月１６日　金曜日　午後３時１９分
ナノ集積構造が誘起する非蛍光性オリゴビリジン固相発光の発現機構解析

 助教 務台 俊樹   

ナノ集積構造の異なるテルピリジン（tpy）固体（板状結晶，針状結晶，アモルファス固体）の発光機構解析を目的
とし，本年は特に，光励起状態からのエネルギー放射／非放 射過程を詳細に検討した．その結果，ほとんど発光しな 
い針状結晶とアモルファス固体の非放射失活速度定数 knr は，強い発光を示す板状結晶の約 10 倍大きいことがわかっ
た．一方，放射失活（＝発光）速度定数 kr は，いずれの固体も同程度の値であった．以上のことから，非放射失活過
程の違いが tpy 固体の発光特性を決定づける要因であることが判明した．この結果に基づき，tpy 分子のコンホメー
ションとの関連性や単分子レベルの分子軌道計算などを用いて種々検討をおこなったが，詳細なエネルギーダイヤグ
ラムの描写には至らず，分子間相互作用を加味したより広範囲の検討が必要であることがわかった．

無容器浮遊法による機能性チタン酸化物球状ガラスの開発

 助教（井上研） 増野 敦信   

エピジェネティクス制御を指向したヒストンテールペプチドライブラリの構築     

 助教（工藤研） 坂本 清志   

超分子ポリマーを用いたレドックス駆動センシング材料の開発

 講師 北條 博彦   

高い秩序性をもって配列した分子集合体においては，その電気化学特性が分子配列のかすかな乱れによって影響を
受けることが期待される．この作業仮説にもとづき本研究では超分子ポリマーをベースとした高感度分子センシング
材料の開発を試みた．高い対称性をもつ分子に水素結合部位を導入して分子構造と集積構造との相関を調べ，分子の
設計指針を検討した．

マルチエージェントシステムを利用したパニック発生のメカニズムに関する研究    

 助手（藤井（明）研） 鍋島 憲司   

イベント会場や都内の商業施設，休日の繁華街など，高密度に人が集積された状態で発生するパニックは，些細な
要因により引き起こされている場合がほとんどであり，こうした現象を回避しうる建築計画を行うことが重要であ
る． 本研究では，マルチエージェントシステムを利用して群衆を再現し，どのような状況においてパニックが発生す 
るのかを観察しそのメカニズムを明らかにした後，ある集客キャパシティをもった施設において，どれだけの通路幅
や出入口数を確保すれば群衆を安全に誘導できるのかについて検討を行う．

大スパン構造の新しいロバスト制振法に関する研究                 

 助教（川口研） 吉中 進   

バングラデシュにおえるプレモンスーン期のメソ擾乱の特性とその要因に関する研究

 産学連携研究員（沖研） 木口 雅司   

室内音響評価のための波動音場解析技術の適用性向上に関する研究

 准教授 坂本 慎一   

建築音響の分野では，室内音響特性の予測技術として各種の計算力学的手法を援用した技術がいくつか提案され，
その応用範囲が徐々に広がりつつある．本研究では波動数値解析技術をさらに発展させることを目的に，本研究では
聴感評価に耐えうる程度のインパルス応答を計算可能な音場予測方法の確立を目指す．本年は，特徴的な形状を有す
る仮想的な閉空間を想定して数値解析を行い，聴感的な評価を試みた．また，波動数値解析を壁体の遮音問題に拡張
するための基礎的な検討を行った．

金属ナノ粒子と酸化物ナノシートからなるナノ構造薄膜の構築と新規太陽電池の開発

 助教（立間研） 坂井 伸行   
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マイクロ加工技術を応用した現場型金属イオン定量分析装置の開発と実海域展開    

 特任助教（藤井（輝）研） 福場 辰洋   

本研究では，深海熱水活動に特異的なマンガンイオンの濃度を現場で定量的に分析できるマイクロ流体デバイスを
設計・製作し，その性能を評価する．具体的には，深海環境下において海水を取り込み，マイクロ流体デバイス内に
おいてルミノール反応を行うことで定量分析を行う．マイクロ流体デバイスは反応の為のマイクロ流路，鉄イオン除
去カラム，光検出部を備えたマイクロ流路チップを中核とし，送液ポンプ等を組み合わせて製作する．また，デバイ
スを制御する電装系に関しても独自に製作し，実際に現場環境で運用可能な装置を完成させる．それを海中探査機等
へ搭載，又は沿岸域の海中に投入するなどして，実海域における連続分析を試みる．

地震に弱い組積建物を廉価で簡単な方法で補強する設計ツールと普及のための教材の開発

 特任助教（ICUS） パオラ マヨルカ   

本研究は 2 つの目的を有している．一つの目的は研究者，専門技術者，施工者が，安く効果的に組積造構造物を耐
震するための設計ツールを開発することである．もう一つの目的は，耐震化を促進するための教育ツールを準備する
ことである．本研究では組積造構造物の耐震化促進のため，PP- バンドメッシュによる補強を提案している．なぜな
らば，材料が安価で長持ちし，広く利用可能で，強く，取り付け方法が非常に簡単であるため家の所有者自身が施工
できるからである．これまでの研究によって，この手法の適合性が実験的に確かめられ，異なる補強状況（メッシュ
のピッチや方向，PP- バンド特性等）における効果を調べるための応用要素法（Applied Element Method，AEM）に基  
づく計算手法がほぼ確立されてきている． 
　この計算手法を用いて，PP- バンドメッシュによって補強された組積造の壁の許容荷重（面内・面外）を測定する
ための単純な手法を提案する．これらの手法は，各エンドユーザ（研究者，専門技術者，施工者）がそれぞれの目的
に合った設計プロセスを開発するのに使用される．異なる難易度の設計手法を用意するため，数値シミュレーション
を通して耐震化した建物の挙動を明確に理解する． 
　設計手法を試験により確かめ，必要ならば調整する．このために，1/4 スケール模型の震動台実験を行う．設計手
法の確定後，現地での耐震化促進のための教材を準備する予定である．

危機対応図上訓練シミュレーターの開発

 産学官連携研究員（目黒研） 秦 康範   

近接光源下における物体の見えの解析とその認識・モデリングへの応用

 助教（佐藤（洋）研） 岡部 孝弘   

in silico 創薬スクリーニングのためのドッキング評価関数の開発

 助教（上條研） 小野寺 賢司   

バイオマス炭化物を燃料とする炭素駆動燃料電池の基礎研究             

 客員准教授 望月 和博   

10. 科学研究費：若手研究（スタートアップ）

線形・非線形磁気光学を用いた反強磁性磁化ダイナミクスの観測と超高速制御

 助教（志村研） 佐藤 琢哉   

反強磁性体の磁化ダイナミクスは強磁性体よりも桁違いに高速であることが理論的に予測されている．本研究では
反強磁性体 NiO を試料として，予測を実証するとともに磁化の超高速制御を試みる．本年度は低温設備の導入，NiO
の作製と整形，磁気複屈折によるドメイン観測，ポンプ - プローブ測定系の立ち上げ，および磁化ダイナミクスの測
定を行った．これまでに励起光の偏光状態に強く依存した信号を観測した．

プローブ型データ記録装置への応用を目指す超高性能 MEMS 静電インチワームモータ

 特定プロジェクト研究員（藤田（博）研） Sarajlic Edin， 教授 藤田 博之      

本研究の目的は，プローブ型データ記憶装置への応用に向けて，大きな出力と高い信頼性をもつインチワーム型静
電マイクロモータを開発することである．また，それを作製するための加工方法も併せて開発する．開発しようとし
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ているインチワーム型静電マイクロモータの主な仕様目標は以下の通りである．（1）1 mm2 以下の小さなサイズであ 
りながら，1 mm 程度の大きな駆動範囲と数 mN の大きな出力をあわせもつ．（2）10 nm 以下の位置決め精度と高い再  
現性をもつ．（3）数 mm/s の高速で動作する．（4）数千億ステップにもおよぶ長い寿命をもち，消費電力が低い．

11. 科学研究費：特別研究促進費

国際的流通・移転性を目指した運輸多目的衛星からの環境・災害情報基盤処理技術の確立

 講師 竹内 渉   

本研究は，運輸多目的衛星（MTSAT）による環境・災害情報観測を対象に，中期的展望を見据えた，アジア地域で
の標準技術の一つとなるべき国土基盤情報処理技術の確立を目的とする．3 年間という短い実施期間を考慮し，次の
3 点に焦点を絞り技術開発を行う．1） 放射量補正，幾何補正，地図投影といった重要でありながら軽視されがちな低 
次補正技術の精度を実用要求レベルまで引き上げる , 2） 統合的可視化，大規模火災と洪水情報の抽出，地図化処理済  
み画像および環境・災害情報の配信，といったアジアで需要の高い要求事項に焦点を絞り，一連の基盤処理技術を確
立する , 3） 国際的な流通・移転性を目指し，基盤処理技術をソフトウェアとしてパッケージ化し，既に一定の実績が  
あり，課題解決型の研究課題を有する国内外の研究協力機関に絞り込んで技術移転を行う．

12. 科学研究費：特別研究員奨励費（DC）

相互作用にフラストレーションを導入したモデルに基づくガラス転移現象の機構解明

 大学院学生（田中（肇）研） 新谷 寛   

ガラス転移現象とは，融点以下で過冷却液体の粘性率（緩和時間）が，温度の低下と共に急激に増大し，やがて緩
和時間が観測時間を超越した結果，運動が凍結する現象である．構造的には顕著な変化が見られないにもかかわらず，
なぜ運動のタイムスケールだけが 10 桁以上変化するかのメカニズムは未だにはっきりとしていない．近年，実験技
法・コンピュータシミュレーションの発達により，過冷却液体中では緩和は系で一様に起きるのではないこと（動的
不均一性）が明らかになってきており，ガラス転移現象を理解する鍵になると考えられている．我々は，長距離秩序

（結晶化）と短距離秩序（局所安定構造）とのフラストレーションを制御可能な相互作用ポテンシャルを導入して，分
子動力学シミュレーションを行った．この系は，2 次元・単一粒子系と解析しやすい系でありながら，ガラス転移現
象の主要な静的・動的特徴を再現できるという利点がある．このシミュレーションにより，過冷却液体中には結晶的
な中距離秩序を持つ，寿命の長いクラスターが生成消滅を繰り返していることが分かった．このことは，動的不均一
性の起源の一因が結晶的中距離秩序に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ことを
示唆するものである．

単成分液体における液体・液体相転移の外場制御

 大学院学生（田中（肇）研） 村田 憲一郎   

液体・液体転移とは単成分液体が別の液相（液体 I から液体 II）に一次転移するという極めて珍しい現象で，近年
液体の常識を覆す現象として注目を集めている．本研究では分子性液体の亜リン酸トリフェニル（TPP）について液
体・液体転移の相転移パターンと分子の動的構造を反映する誘電緩和の時分割同時測定を行った．その結果，相転移
の空間パターン（核生成・成長型，スピノーダル分解型）によって誘電緩和の時間発展が異なることを見出した．ま
た，液体 II の緩和時間が非常に広い分布を持つことも分かった．近年，他の研究者により液体 II に数 10nm 程度のメ
ソスコピック構造の存在が示唆されており，緩和時間の広い分布との関連に注目している．今後は誘電緩和法とラマ
ン分光法の同時測定を行い，液体・液体転移の微視的な起源に迫る予定である．

超高分解能スペクトロスコピーによる固体表面熱フォノンの研究

 大学院学生（酒井（啓）研） 與儀 剛史   

固体の表面弾性波は，圧電物質上で変圧器や整流器を実現する現象として広く用いられている．しかし圧電性をも
たない物質以外も含めた，表面弾性波を測定するための汎用的な手法は限られていた．そこで，動的光散乱手法を高
精度，高感度化することで，熱振動による表面弾性波を光散乱で検波する手法の開発を行っている．本年度は，可視
光を用いた前方光散乱において光散乱スペクトルの測定感度と測定精度を両立させるための装置の開発を行い，散乱
光が非常に微弱な気体においても熱揺らぎによる弾性波を精密に検波することに成功した．

量子ホール系における半導体核スピンの電気的コヒーレント制御に関する研究

 大学院学生（町田研） 増渕 覚   

量子ホール系における電子スピン―核スピン相互作用を利用して極めてコヒーレント時間の長い核スピン量子
ビット素子の開発を行う．
127



VI．研究および発表論文

NenjiYouran2007.book  128 ページ  ２００８年５月１６日　金曜日　午後３時１９分
複合現実感技術による飛鳥京の復元

 大学院学生 角田哲也  

屋外の遺跡に適用可能な，複合現実感技術による復元 CG モデルの表示システムを開発する．複合現実感における
合成画像の現実感を向上させるために，研究テーマとして光学的整合性の実現，幾何学的整合性の実現（位置合わ
せ），オクルージョン（遮蔽）対策の研究に取り組む．具体的な復元対象としては，飛鳥京および川原寺，飛鳥寺を
予定している．また，従来の HMD に代わる表示デバイスの開発を行う．

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（合原研） 冨岡 亮太   

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 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．

自動車の先進的運動制御技術の開発 - キャパシタ駆動小型電気自動車による実験的検証 -

 大学院学生（堀研） 河島 清貴   

室温動作シリコン単電子トランジスタの作製とその回路応用及び集積化

 大学院学生（平本研） 宮地 幸祐   

本研究は，室温で動作するシリコン単電子トランジスタの物性を生かし，その回路応用および集積化を目指すこと
を目的とする．実際にシリコン単電子トランジスタを試作し，その特性を詳細に評価することにより，これまで明ら
かでなかった新規物性を調べるとともに，これらの特性をモデル化して回路シミュレーションを行う環境を整備し
た．また，より機能的な回路を実現するために，クーロンブロッケード振動のピーク位置や半値幅を制御する方法を
考案し，実際に試作した単電子トランジスタでこれらの機能を実証することに成功した．

シングルマスタ・マルチスレーブ人間・ロボット協調遠隔微細作業に関する研究

 大学院学生（橋本研） 黄 吉卿   

人と知能化空間とのインタラクションとその観察に基づくサービス設計法の導出

 大学院学生（橋本研） 新妻 実保子   

中央アジア歴史都市サマルカンドにおける都市・建築の近代化の過程分析と意義考察

 大学院学生（村松研） 鳳 英里子   

家電製品等から放散する準揮発性有機化合物の放散量測定試験法開発に関する研究

 大学院学生（加藤（信）研） 徐 長厚   

本研究の目的は，家電製品など室内に設置される製品から放散される準揮発性有機化合物（SVOCs）の放散速度測
定試験法を開発・確立することである．実機の家電製品を実際の使用状態とし，家電製品からの SVOCs の放散速度
測定を可能とする．これにより，家電製品から室内に放散されるフタル酸エステルや燐酸エステルなどの可塑剤や難
燃剤などの SVOCs の室内空気への放散量を的確に評価する．このため，本研究の方法は，チャンバー内で放散され
た SVOCs の全量を捕集せず，まず，試験対象製品の放散速度とチャンバー内の濃度との関係を解析し，その関係か
らチャンバー内の特定の部分での濃度測定から試験対象製品の放散速度を求める二段階の測定法を実用化する．

多目的遺伝的アルゴリズムによる自然通風・省エネ・室内環境の 適化

 大学院学生（加藤（信）研） 樋山 恭助   

本研究では，サステナブルな都市形成を目指し，建築設計者一人一人がよりよい設計を実現する建築設計支援シス
テムを開発する．サステナブルな都市の実現の可否は，都市から排出されるエネルギーの削減や，テロや天災に強い
安全な都市計画が求められ，その都市を構成する建築郡を設計する一人一人の建築家の総合的な設計能力に担うとこ
ろが大きい．しかしながら，従来の設計では多くの部分を設計者の経験と勘に頼らざるを得ない状況であり，経験値
の大小による各建築の性能の斑が，都市全体のサステナビリティーを低下させる要因となっている．本研究では，遺
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伝的アルゴリズムや 3 次元解析（CFD）を組み込むことで，建築のエネルギー消費量や建築空間の快適性・安全性を，
設計段階にて高精度且つ迅速に事前予測を可能にする建築設計ツールを開発する．

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（立間研） 松原 一喜   

自律型水中ロボットを用いた水中環境の 3 次元画像マッピング手法

 大学院学生（浦研） 巻 俊宏   

 水中構造物や海底地形の調査は学術調査や資源探査・テロ対策などに重要であり，中でも画像による観測は情報量 
が大きいため非常に有効である．従来水中における画像観測は主にダイバーか遠隔操縦ロボットを用いて行なわれて
きたが，水中環境は電磁波の透過性が著しく悪いため撮影範囲が制限される．また GPS や無線が使えないため地上の
ように高精度なポジショニングは難しい．このため，水中の高精度な面的画像情報を取得することは困難であった．
そこで本研究では自律型水中ロボットによって自動的に広範囲（100m 規模）の画像撮影を行ない，さらに対象の形
状を同時に計測することで海底環境を 3 次元画像として明らかにする手法を研究開発する．観測対象は海底噴気帯と
する．海底噴気帯には独自の生物層が形成されていることが多く，地球上の生物起源・伝播を考える上でも重要であ
り学術的調査が求められる．そこで，噴気帯をロボットにより全自動で画像マッピングする手法を確立し，海底生物
コロニーなどの生物層や海底地形・表面堆積物等の経年変化の実態を面的に観測するシステムを構築する．またロ
ボットに搭載した音響センサによって噴気の位置を特定し，噴気の平面的な分布を明らかにすることで，海底噴気帯
における生態系の解明に寄与することを目指す．

たんぱく質一分子の制御と評価を目指すマイクロデバイス

 大学院学生（藤田（博）研） 新田 英之   

本研究は，MEMS 技術などを用い蚕白質一分子観測のためのマイクロシステムを構築することにより，従来の生物
学の分野における手法のみでは実現不可能であった実験系，測定系を実現し，全く新規の科学的成果を得ることを目
的とする． 
マイクロ加工により製作した微タグ等を用い，マイクロチャネル内で DNA 一分子を伸張し，RecA 蚕白質と結合した
際の DNA のねじれ動作のトルクを一分子単位で測定する．また，微小タグを回転型生体分子モータ F1-ATPase に回
転させることにより，無負荷高速回転実験を実現し，マイクロヒータで瞬間的（数 μs）に沸点まで温度を上昇させ，
高回転速度を記録する．鞭毛モータの 高速度（千数百 Hz）をこえる速度が観測されれば生物学的にセンセーショ

ナルな成果となる．

高耐圧 LSI 回路と MEMS 技術の高度集積化に関する研究

 大学院学生（年吉研） 高橋 一浩   

本研究は，貼り合わせ単結晶シリコン基板上に，先に耐圧４０ Ｖ の ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide  
Semiconductor）駆動回路を製作し，あとから半導体マイクロマシニング技術により ＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical  
Systems）マイクロアクチュエータを形成して両者をモノリシック集積化する技術について，その集積法の目的，集積
化の方法，製作技術，評価技術，集積回路技術との整合性，および，応用例について博士論文研究としてまとめたも
のである．

光駆動 MEMS アクチュエータの医療用内視鏡への応用

 大学院学生（年吉研） 中田 宗樹   

光ファイバの先端に設置した ＭＥＭＳ スキャナによってレーザ光を走査し，体内を観察する光ファイバ内視鏡を
提案した．従来の ＭＥＳＭ スキャナの駆動には数十ボルト程度の高電圧を必要とし，そのために，体外から電圧を
供給するリード線が必要であった．この問題を解決するために，本研究では光ファイバ中を伝搬する光でＭＥＭＳ ミ
ラーの駆動電力を送電する方法を検討した．また，シリコンマイクロマシニング技術によって製作したミラーを用い
て ＯＣＴ（光断層計測法）を行い，指先の指紋の断層写真を得ることに成功した．

数値解析によるヒートアイランド現象の予測及び評価手法の開発に関する研究

 大学院学生（大岡研） 川本 陽一   

ヒートアイランド現象対策の定量的な評価に関しては検討が不十分であると言える．研究グループでは都市を対象
とした温熱環境の解析では有効なツールを有しているが，このモデルの精度向上を目指す．現在用いているメソス
ケールモデルでは平均的な気象条件を想定している．しかし詳細な検討のためには様々な条件下での解析が必要であ
り，雲や雨の影響をモデルに組み込む必要が生じる．都市の温熱環境を詳細に再現できる予測ツールの開発は，ヒー
トアイランド対策案の効率的な検討に資することと考える．
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データベースシステムにおける動的環境適合・自己修復機構に関する研究

大学院学生（喜連川研） 星野 喬  

データベースシステムの管理容易化要求及び常時運用ニーズの増大を背景に， データベースのみならず，アプリ 
ケーション及びストレージも含めたシステム全体におけるデータ特性，負荷特性，及び性能特性の関係を分析し，シ
ステム状態のリアルタイム監視機構，及び，そこから得られる情報を統合して適切な状況判断に基づく自己修復・動
的環境適合を行う自立管理機構の構築を目的とする．自己修復機構では，これまで管理者の経験則による判断に多く
を頼っていたデータベース再編成判断の自立化を目的とし，性能低下の一因となる構造劣化を監視し，再編成をすべ
き空間および時間を自動判断する再編成スケジューラの構築を目指す．動的環境適合機構では，人間では対処が間に
合わないようなシステムの急激なデータ増大や負荷変動を監視機構によって検知し，性能を出来るだけ維持し，シス
テムを安定させる処置を自立的に行う機構の構築を目指す．

13. 科学研究費：特別研究員奨励費（PD）

顕著な内部構造を有する複雑液体における非平衡現象および相転移ダイナミクス

 日本学術振興会特別研究員（田中（肇）研） 古川 亮   

流体力学では，流れに伴う密度変化を無視できる，すなわち非圧縮性を仮定できる場合が多い．よく知られた例と
して，流れが圧力変化を伴わない単純剪断流がある．この場合には，粘性応力による体積変形がなく慣性効果も無視
できる．したがって，単純剪断流については，キャビテーションなどの流動誘起不安定性は起きないと考えられてき
た．今年度に発表した研究成果として，ずり粘性の密度依存性に起因する流量と密度揺らぎの結合を考慮に入れるこ
とによって，単純剪断流であっても，非圧縮性状態が破れうることを示した．ずり粘性の圧力に関する微分の逆数に
よって与えられる臨界剪断率を超えると，液体が力学的に不安定になりうることが示された．また，非常に粘性の高
い液体では，この剪断誘起不安定性が実験的に容易に実現しうる程度の剪断率でも起こると予測される．実際，高粘
性の潤滑剤において観察された異常な剪断誘起不安定性を，今回の結果により説明できる．この成果を踏まえて，剪
断流によって引き起こされるキャビテーション，気泡成長や液液転移，金属ガラスや地球マントルといった極めて粘
性の高い液体のシアバンド形成など，低レイノルズ数における液体の力学的不安定性について，発展的な研究を現在，
展開中である．そのほかに，過冷却液体の輸送の非局所性に関するマイクロレオロジー的な研究や界面活性剤等の複
雑流体に於ける構造形成の研究なども数値計算を主体として併せて行っている．

半導体量子ホール端状態を利用した核スピン制御と固体量子情報技術への応用

 日本学術振興会特別研究員（町田研） 浜屋 宏平   

量子ホール系端状態を利用して極めてコヒーレント時間の長い核スピン量子ビット素子の開発を行う．

マルチボディダイナミクスによる人と連携するパーソナルモビリティの制御に関する研究

日本学術振興会特別研究員（DC，大学院生）　中川　智皓

都市交通における新たな交通モードとして期待されるパーソナルモビリティビークルについてて，人との連携に関
してマルチボディダイナミクス解析および運動制御を検討する．

サウンドフィードバック制御を用いた動作解析および生成に関する研究

 日本学術振興会特別研究員（池内研） 白鳥貴亮  

「サウンドフィードバック制御を用いた動作解析と生成」というテーマの下で，音楽などの外部情報と同期を取り
ながらヒューマノイドロボットが人間の舞踊の能力を再現することと，そのためのより高度な身体運動の解析手法の
提案を目的として研究を進めていくことを考えている．CG アニメーションでは元の動きの持つ特徴を失うことなく
キャラクタに当てはめることを目的に，ロボティクスではバランスの取れた動きの生成を目的に多くの研究が進めら
れてきた．このような従来手法は，人間の認識能力や感情等はあまり反映されていないが， 近ではこういった人間
の持つ自然な能力を考慮する必要性が認められてきた．そこで，CG やヒューマノイドロボット上でこういった人間
の持つ知覚能力を再現し，よりハイレベルに動きを扱うことがこの研究の目的である．

土壌水分特性を用いたアジアモンスーン域における豪雨の季節予報

 日本学術振興会特別研究員（沖研） 山田 朋人   

音響行動観測に基づいた生物ソナーシステムの解明とその工学的応用

 日本学術振興会特別研究員（浦研） 飛龍 志津子   

 コウモリは高度に発達したソナーシステムを生得するほ乳類であり，その能力は既存の人工ソナーシステムをはる 
かに超える．一方，小型歯クジラ類（イルカ）は海洋生態系の頂点に位置する水棲ほ乳類であり，その生態や水中行
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動の解明は同時に海洋生態系の理解や海洋環境の保護につながる貴重な環境指標として期待される．また，イルカも
コウモリ同様に高度に発達したソナーシステムを生得する水棲ほ乳類として知られる．すなわち，音声の利用頻度の
高いコウモリやイルカに関しては，彼らが発する超音波音声を新たな生態指標として利用できる可能性が期待され
る．本研究においては，「生物ソナー」と呼ばれるコウモリやイルカが超音波を利用して行う効率的な音響計測アル
ゴリズム機構の解明を目指して音響計測を実施し，工学・生物学の両側面から解析・分析を進めて，両者のソナー機
構メカニズムの共通項と差違とを明らかにすることで，次世代に向けた新しいセンシング技術やロボット技術への応
用を目指している．

MEMS ナノ構造による生体物質の選択的認識ラベルフリー検出

 日本学術振興会特別研究員（竹内（昌）研） 尾上 弘晃   

持続可能な Water Security 政策を支援する統合的水資源評価モデルの開発

 日本学術振興会特別研究員（目黒研） 川崎 昭如   

片側開口建物の通風性状と室内循環流に関する研究

 日本学術振興会特別研究員（大岡研） 河野 良坪   

本研究は，集合住宅やオフィスなど，風上から風下室内に至る通風経路を確保できない場合でも，十分な通風量を
確保することを目的とする．夏季の居住環境冷房を用いて室内を快適にするには相当のエネルギー消費が必要であ
り，また，室外機からの排熱はヒートアイランド現象の原因にもなる．ここでは自然通風の利用を促進することで，
環境負荷の低減と快適性の確保を実現する．想定される成果は以下の通りである．・片面開口時の通風利用の居室に
対する設計指針・片側開口時の通風利用の場合の窓サッシュ等の設計指針・片側開口時の通風量の予測評価手法．本
研究成果により，居室の片面にしか開口をとれない場合にも，風という自然エネルギーを主体とした室内の換気・通
風による室内環境調節を行うことが可能となり，冷房排熱の抑止効果や電力コストの削減が期待される．また，各居
室の通風量を比較的簡易に予測することも可能となる．予め CFD（数値シミュレーション）で計算を行い，対象とす
る建物周辺の気流分布を求めるだけで，建物内の任意の居室における換気量を予測出来るところに意味がある．本研
究は，来たるべきサステナブル社会における，建物による環境調節の自然エネルギー利用の一翼を担う基礎となる．

14. 科学研究費：特別研究員奨励費（SPD）

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（竹内（昌）研） 原 陽子   

マイクロデバイスを用いた均一径リポソームアレイの作成と膜タンパク機能解析への応用

 日本学術振興会特別研究員（竹内（昌）研） 栗林 香織   

15. 科学研究費：特別研究員奨励費（外国人特別研究員）

様々な荷重条件下における傾斜機能性材料のき裂エネルギー密度理論による破壊解析

 教授 渡邊 勝彦， 日本学術振興会外国人特別研究員（渡邊（勝）研） SHIN， D．-C．      

非破壊検査情報を援用したプラントの安全性評価システムの開発

 教授 渡邊 勝彦， 日本学術振興会外国人特別研究員（渡邊（勝）研） JEONG， C．-S．      

ソフトマターの構造・ダイナミクスに対する空間拘束効果

 教授 田中 肇， 日本学術振興会外国人特別研究員 Regis Guegan      

Recently， an essential part of the effort in the innovation field concerns functional materials whose sizes are on the order of the    
mesoscopic scale． These nanomaterials present surprising and interesting properties． However， despite a large activity on this    
field， the understanding of these technologies raises some fundamental questions which are not well understood， moreover when    
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the use of complex fluids (liquid crystals， polymers…) is employed． For this purpose， we introduce the notion of confinement for    
understanding the effects of the interface (i．e． the role of the interactions with the surface)， the variation of the confinement    
geometry and scale， and finite size effects which play a significant role on the behaviour of the structure and transition of the    
phases． The confinement will be done at two different scales， one at a microscopic scale by the use of silica plates in order to get    
a 2D confinement geometry and another one at a mesoscopic scale by the use of porous materials such as aerogels． We focus on    
the use of some model lyotropic liquid crystals which present interesting phases such as the lamellar phase which can be represented    
as a classic thermotropic smectic A phase and a sponge phase whose structure is 3d continuous bilayer structure， which can be    
strongly affected by the confinement effects．

生物学的・毒性学的研究ツールとしての異種細胞を同時培養するマイクロ臓器デバイス

 准教授 酒井 康行， 学振外国人特別研究員 Fanny Evenou      

各種化学物質の効果・毒性のスクリーニングやヒト臓器モデルとして，臓器由来培養細胞とマイクロ化技術の組み
合わせが研究されているが，ヒト個体での影響予測に役立つものは極めて少ないのが現状である．そこで本研究では，
特に予測が困難である物質の臓器間分配の把握を目指して， 終的には同じマイクロ空間に由来臓器の異なる細胞集
団をパターン化する細胞アレイの開発と評価を行う．ここでは，正常臓器の応答を極力模倣するために，個別細胞を
なるべく in vivo の状態に近づけて培養することを目指し，自己組織化を誘導するような三次元構造や酸素供給等の工 
学的因子に着目した 適化を行う．

日本現代建築家を中心に建築にまつわる言説や作品の細部にわたる分析

 教授 藤森 照信， 日本学術振興会外国人特別研究員（藤森研） JACQUET，B．M．     

気候変動等に伴うアジア域の長期植生変動の観測と評価

 教授 安岡 善文， 日本学術振興会外国人特別研究員（安岡研） HASIBAGAN     

SOM ニユーラルネットワークとウェーブレット変換による ASTER 画像融合と分類アルゴリズムを開発した．また
部分空間法（Average Learning Subspace Method）によるハイパースペクトル画像の分類アルゴリズムを開発し，実際   
の画像を使って有効であることを確認した．SOM による分類方法では，時系列 MODIS EVI データによる土地被覆分 
類アプローチを提案し，中国全域の土地分類図を作成した．土地分類図から中国の耕作地面積を抽出し，県レベルの
中国耕作地統計データと比べた．

20 世紀におけるグローバルな陸面エネルギー水循環の年々変動に関する研究

 教授 沖 大幹， 日本学術振興会外国人特別研究員（沖研） NGO-DUC， T．      

気候変動と人間活動を考慮した総合地下水シミュレーションシステムの開発

 教授 沖 大幹， 日本学術振興会外国人特別研究員（沖研） HE， B．      

風の負圧による屋根の結露水の蒸散に関する風洞実験と数値解析による解明

 教授 加藤 信介， 日本学術振興会外国人特別研究員（加藤（信）研） BARTKO， M．      

この研究は，特に防湿材を使用せずに建設した古い屋根を葺き替えるための標準を策定する基礎となり，「平屋根
の結露の問題」の見地から，新しい平屋根の安全な設計のための標準要求を確立する一助となる．・気流速度に対す
る蒸発率の依存性を決定する．・材料の組み合わせと平屋根の形状に応じた平屋根構成の も都合のよいルーバと通
気口を設計する．・通気口の 大到達範囲を決定する．・屋根材料を乾燥するために必要な時間を決定する．

「ZERO － G 型 AUV」によるビジュアル観測システムの研究開発

 教授 浦 環， 日本学術振興会外国人特別研究員（浦研） THORNTON， B．      

 水中ロボット「IKURA」は，内部ジャイロアクチュエータ（CMG: Control Moment Gyro）を使うことにより今まで    
の AUV と異なりユニークな自由姿勢制御性が可能である．「クルーザ型」や「ホバー型」というこれまでの分類に当
てはまらない新しいタイプ，すなわち ZERO-G 型」AUV としての実用化を目指している．「ZERO-G 型」は高い運動
性を持つため小型化でき低コストで容易に任務を行える．しかしながら，重量分布に対する要求が厳しいため，実際
に海での任務をこなすためには，十分なエネルギーを蓄積し，搭載するセンサを 小限にとどめる必要がある．本研
究では，「ZERO － G 型」の CMG の回転で物理的に保存された運動エネルギーを利用することで，今までの AUV で
使われてきた化学電池や燃料電池を一切使用せず任務をこなすことができるシステムを開発している．さらに，ZERO
－ G 型の自由姿勢制御性を利用し，新たな水中任務を固定されたターゲットのマッピングと動いているターゲットの
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追跡という 2 種類のビジュアル観測に大別し，これらに対応できるステレオ・ビジョンを基本にした「ZERO － G 型
AUV のビジュアル観測システム」を研究開発している．

マイクロ・ナノ加工による生体一分子計測システムの製作と評価

 教授 藤田 博之， 日本学術振興会外国人特別研究員（藤田研） YAMAHATA，Christophe     

これまでに，マイクロマシーニング技術を用いて，アクチュエータと高感度センサーを内蔵するシリコンナノピン
セットを作製し，DNA 分子束の捕獲を行った．ピンセットに内蔵した変位センサーによって計測した値を統計的に計
算することにより，分子単位での DNA の電気的・機械的特性を評価した．同時に，ナノ開孔とナノチャネルを作製
するためのプロセス技術を開発した．本年度は，シリコンナノピンセットとナノ開孔などのマイクロ流体デバイスを
融合することを目標とする．これと平行して，高感度センサーを内蔵するピンセットを用いて，他の長鎖分子の捕獲
と電気・機械的特性評価を行う．

電気化学センサのアレイとマイクロ流体容器を集積化したデバイスによる一分子酵素活性の観測

 教授 藤田 博之， 日本学術振興会外国人特別研究員（藤田（博）研）  GILLOT， Frederic Nicolas        

本研究では，特別なイオン選択性電極と電界効果型トランジスタを一体化した半導体センサ（ISFET）のアレイを
設計し，製作することを提案した．今後インスリン生産能力に関連した膵臓細胞（β-Cell）の活性について詳細に調
査する．すなわち，インスリン濃度を間接的に測定するために，インスリンと生理学的に結びつきのあるカルシウム
イオン種を測定する．今年度は特に ISFET 膜の生化学的特性評価に注力する．高感度・高選択性を持つ ISFET デバイ
スの作成には，ISFET 膜の組成や大きさが重要になると予測されるため，これらについて検討する．

個別の生体分子や細胞を評価するバイオ MEMS

 教授 藤田 博之， 日本学術振興会外国人特別研究員（藤田（博）研） DUCLOUX， Olivier      

本研究の 終目標は，マイクロ流体チップ内で膵臓 β 細胞を培養し，その膵臓β 細胞が分泌したインシュリンを
動的にモニターするシステムを開発することである．本研究では特に，分泌されたインシュリンを動的にモニターす
るのに適した超高感度バイオセンサーを開発，実現，評価し，そのパッケージングを行なう．微量のインシュリンで
もモニターできるセンサーにするため，ラブ波技術に基づく表面音響センサーを設計，作製，評価し，それをマイク
ロ流体チップにパッケージングする予定である．GHz 帯高周波を用いたバイオセンサー，および，それをマイクロ流
体チップにパッケージングする技術に，このデバイスの独創性がある．

細胞組織の動的計測のための集積化マイクロ流体デバイスの研究

 教授 藤井 輝夫， 日本学術振興会外国人特別研究員（藤井（輝）研） PEREIRA RODRIGUES， N．       

マイクロ流体デバイス内部にセンサアレイ構造を集積化することによって，細胞の動的な挙動とデバイスの内部の
状態を計測を可能とするようなデバイスを研究開発し，「細胞・組織培養のための」マイクロ流体デバイスに関する
基礎技術の確立を図る．

マイクロ流体デバイス及び MEMS 技術の細胞毒性測定への応用に関する研究

 教授 藤井 輝夫， 日本学術振興会外国人特別研究員（藤井（輝）研） POLENI， P．-E．      

マイクロ流体デバイスを用いて細胞毒性測定を行うにあたり，微小空間内において培養される細胞が，その生理的
状態を分子レベルでどのように維持しているのかについては，未だ明らかでなく，詳細な検討が必要である．本研究
では，細胞を培養するマイクロ流路の寸法ならびにアスペクト比，を様々に変化させ，細胞の生理的機能との関係を
詳細に検討する．さらに，細胞を担持したゲル粒子をマイクロ流路内に導入する新しい方法を用いることによって，
細胞間の空間的な配置を制御する方法についても検討を行い，マイクロ流体デバイスを用いた細胞毒性測定技術の確
立を目指す．

機能性微小液滴を用いた高効率の物質導入細胞マイクロチップの開発

 准教授 金 範埈， 日本学術振興会外国人特別研究員（金研） FATTACCIOLI， J．      

膜タンパク質解析のための単一直径リポソームの研究

 准教授 竹内 昌治， 日本学術振興会外国人特別研究員（竹内（昌）研） UTADA， A．S      
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無補強コンクリートブロック造壁を有する鉄筋コンクリート造建物の耐震性能評価

 教授 目黒 公郎， 日本学術振興会外国人特別研究員（目黒研） CHOI， H．      

16. 科学研究費：研究成果公開促進費（データベース）

地球環境衛星画像データベース

 教授 喜連川 優   

地球観測衛星から得られるデータは，その観測範囲の広さや即時性を特長とし，地球上での現象を動的に把握する
ために非常に有効である．しかしながら，衛星データはサイズが大きいために取得に時間がかかる上，経時的変化の
研究，あるいは地上観測によるデータとの比較のためには大きな計算機パワーを必要とする幾何補正（地図化）処理
を施さねばならず，研究者が衛星画像を利用する際の大きな障害となっている．この様な背景を鑑み，本研究所，本
学地震研究所およびタイにおいて受信される衛星原画像，一次補正画像ともに，インデックス情報，ブラウジング用
縮小画像（クイックルック画像）をデータベース化する．

17. 科学研究費：研究成果公開促進費（学術図書）

乱れと流れ

 助教（半場研） 横井 喜充   

生活に身近な現実の乱流（工学での乱流）と数理的に解析可能な理想化された乱流（理学での乱流）との間には大
きなギャップがある．非一様性乱流の統計理論とそれに基づく乱流モデルは，工学的なアプローチと理学的なアプ
ローチを橋渡しする役割を果たしうる．つまり，工学の実用的乱流モデルに対してはその理論的基礎づけを与える．
一方，理学の天文学や地球科学などにおいては実在の乱流を記述する理論モデルを切実に求めている分野に対して，
矛盾しない仕方で乱れのダイナミクスを解く枠組みを提供する．本書は，現実の乱流である「非一様性乱流」を取り
扱う理論的枠組をその考え方から示し，理論結果を実現象に適用するためにどうやって乱流モデルを構成するかを，
さまざまな実例を通して解説する．第１部「乱流の基礎知識」，第２部「乱流を解析する手法」，第３部「乱流のさま
ざまな世界」，第 4 部「乱流とプラズマ」の 4 部からなる．培風館より 2008 年 6 月刊行予定．

Ｂ．民間等共同研究

1. 公的資金（文科省科研費以外：民間等との共同研究として受入）

オールブレードの非定常流体力の研究

 教授 木下 健， 大学院学生（木下研） 宮島広行， 大学院学生（木下研） 西澤慎也，       
 （独）海上安全技術研究所 日野孝則  

ブレードに働く非定常流体力特性を回流水槽，CFD 計算で調べブレード形状の 適化の研究を行っている．

MID 技術の高度化

 准教授 新野 俊樹   

射出成形品を金属等で修飾することにより微細メカトロデバイスを生産することを目指し，必要となる加工プロセ
スおよび材料の開発研究をおこなっている．

霞ヶ浦の流動・水質モデルに関する研究

准教授　北澤大輔　[代表者 ] , 霞ケ浦環境科学センター 小松伸行  

霞ヶ浦では，陸域からの汚濁物質負荷を抑制しているにもかかわらず，水質改善が見られない．そこで，流動場－
生態系結合数値モデルを用いて，霞ヶ浦の水質変動を再現するとともに，水質改善法を考える．

高構造物雷撃時の過渡電磁界および誘導過電圧の解析

 教授 石井 勝   

鉄塔に落雷した際に内部に生じる電磁界や電力配線，通信線等に生じる過電圧を，数値電磁界解析手法により検討
する．
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インパルス標準計測システムの性能向上に関する研究

 教授 石井 勝   

国家計量標準器としてのインパルス高電圧標準計測システムの性能向上をはかる．

（独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 複雑生命情報システムのモデル理論研究

 教授 合原 一幸， 准教授 鈴木 秀幸， 准教授 河野 崇， 助教（合原研） 田中 剛平，            
 教授（東大） 岡田真人， 教授（東大） 藤井眞理子， 准教授（東大） 有田正規， 准教授（東大） 渡辺正峰，        

 助手（東大） 島田尚， 特任助手（東大） 大塚一路， 博士研究員（合原研） 小林徹也      

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．

糖鎖機能活用技術研究開発（NEDO プロジェクト）

 教授 畑中 研一   

長鎖アルキルグリコシド（糖鎖プライマー）を原料として動物細胞を用いてヒト型糖鎖の生産を行う．新規な糖鎖
プライマーや新規な細胞を用いて糖鎖の種類を増やし，糖鎖プライマー構造や細胞培養法の改良などにより糖鎖の大
量生産を行う．得られた糖鎖を高分子化し，病原体・毒素との相互作用を解析するとともに，病原体・毒素の除去装
置を試作する．

培養細胞を用いた有害性評価手法の開発

 准教授 酒井 康行   

経産省の化学物質総合評価管理プログラムに基づき NEDO プロジェクト「培養細胞を用いた有害性評価手法の開
発」の一環として，簡易かつ迅速で高精度な化学物質のハザード評価を行うための手法の開発を目的とする．酒井ら
の分担課題は，化学物質の吸収代謝に関与する細胞との組織複合培養により，発ガン性試験の生体への外挿性を向上
させる研究開発である．

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   

本研究は，交通シミュレーションとドライビングシミュレータを接続したシステムを用いて，円滑化走行支援シス
テムの実用可能性に関するシミュレーション実験を行う．

二周波降水レーダに用いる表面参照法の開発

 教授 沖 大幹   

着衣，気流，環境の不均一性を活かした温熱環境の設計法構築

 教授 加藤 信介， 准教授 大岡 龍三      

空調排熱による都市気温上昇の結果，更なる空調を要する悪循環に陥っている．この解決法として，着衣，気流，
熱環境の不均一性を有効活用することが着目されている．本研究では，着衣，気流，熱環境の不均一性を如何に活用
していくことが適切か，設計の具体的手法を示すことを目的とする．多様な条件下での温熱環境の分布予測技術，そ
の環境下での，局所の熱・物質伝達の予測技術と，不均一温熱環境下での快適性心理モデル，3 次元人体熱モデル，
着衣の部位有効熱抵抗データベースを組み合わせ，数値計算上において，熱環境の分布を活用した空調システムの快
適性を予測，判別する手法を提案する．

管内調査ロボットの開発に関する研究（その 3）

 教授 浦 環， 特定プロジェクト研究員 能勢 義昭， 東京都水道局 植木 誠他         

 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． 
しかし，現状では，管外からの観測が中心のため，管内の観測が困難であり，また，手間がかかりコストも割高とな
る．しかし，水道管の管内を観測するロボットにより水道管内部を観察することができれば，水道管内部のメンテナ
ンス効率は格段に向上する．そこで，本研究においては，不断水の流れる水道管内を画像観察することができる遠隔
操縦式の管内ロボットの開発研究をおこなっている．
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海中モニタ用ロボットの実用化に関する研究

 教授 浦 環， 海上技術安全研究所 田村 兼吉      

 昨年度までの共同研究「深海モニタ用小型ロボットの設計に関する研究」を継続発展させ，開発したロボットを実 
用化のレベルまで高度化するために，1）海中センシング装置の開発研究，2）海中モニタ用ロボットの実海域試験，
3）海中モニタ用ロボットの信頼性向上を目的として，新たな装備品の開発研究や，ロボットの信頼性向上及び検証
のための実海域試験等を共同で実施する．

集積化マイクロメカニカルシステムに関する研究（LIMMS 日仏共同研究室）

 教授 藤田 博之， 准教授 年吉 洋， 教授 川勝 英樹， 准教授 金 範埈， 准教授 竹内 昌治，             
 教授 藤井 輝夫， 教授 荒川 泰彦， 教授 平本 俊郎， 准教授 酒井 康行， 准教授 河野 崇，             

 准教授（東大） 染谷隆夫， 准教授（東大） 三田吉郎    

本学とフランス国立科学研究センター（CNRS）との間に結ばれた学術交流協定に基づき創設された LIMMS/CNRS-
IIS（集積化マイクロメカトロニックシステム日仏共同研究室）は，1995 年の創設以来，これまでに約 60 名のフラン
ス人研究員を受け入れて，マイクロマシン（MEMS）の作り方や光技術・バイオ技術への応用に関して 250 件を超え
る学術論文や国際会議論文を発表している．その活動が評価され，2004 年度より CNRS の正式な国際共同研究組織
UMI（Unite Mixte Inernaionale）に昇格した．

原位置遺伝子検知装置の内，メタン酸化細菌用の検知デバイスの研究

 教授 藤井 輝夫   

メタンハイドレートからのガス漏洩を検知することを目的として，原位置バイオマーカー検出システムを開発す
る．

時空間 MRF モデルの研究

 准教授 上條 俊介   

安全運転支援を目的とした危険情報提供時のドライバー挙動に関する研究

 准教授 上條 俊介   

2. 民間等との共同研究

橋梁の斜坑基礎の健全性に関する研究

 教授 小長井 一男   

斜杭を有する橋脚は，通常の杭基礎上にある場合と異なり，基礎と橋脚が " く " の字に変形するモードが現れる．
このような橋脚の地震時の挙動を推定し，必要な対応を検討することを目的とし実際の橋梁の常時微動を計測し，そ
の地盤・構造物系の動特性を評価する．

ONO 積層構造中水素の挙動及び ONO トラップメモリ信頼性との関係

 教授 福谷 克之， 助教 ビルデ マーカス      

本研究では，核反応法を利用して表面・界面に存在する水素の絶対量を定量するとともに，振動分光法により化学
的性質を特定することで，表面・界面水素とデバイス特性との関連を明らかにし，デバイス特性の向上を目指してい
る．本年度は，昨年度までに開発した新たな評価法を利用して，プラズマ法および LP 法で作成した SiON/SiO2/Si 試
料について，界面水素量の定量と水素蓄積速度の測定を行った．水素量の飽和カーブを測定したところ，LP 法で作成
した試料の方が蓄積速度が遅く，同時に電気ストレス耐性も強いことが明らかになった．

燃料電池自動車用高圧水素容器の 適設計に関する研究

 教授 吉川 暢宏   

超高圧水素容器の 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， 適解の探索方法を検討する．
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金属材料の大規模原子シミュレーションのための数値解析アルゴリズム

 教授 吉川 暢宏   

溶接部等，不均質性の高い金属材料の強度評価を行なうための，原子スケールシミュレーション手法を開発する．

マイクロカテーテル編組構造の有限要素解析法に関する研究

 教授 吉川 暢宏   

マイクロカテーテルの補強材である平織材料の力学特性評価方法と 適設計方法の検討を行なう．

織布における表面加工シミュレーション手法の研究

 教授 吉川 暢宏   

高度な特殊加工であるクラッシュ加工プロセスのシミュレーション手法を開発し，デザイナーの意匠を忠実に実現
する加工プロセスの探索を行なう．

電場ピックアップ法表面レオロジーモニターの実用化研究

 准教授 酒井 啓司   

当研究室で開発された電界ピンセット技術を，局所的粘弾性を測定するレオロジー顕微鏡としてシステム化し，広
く産業界に汎用の測定手法として提供する試みを進めている．本手法は非破壊・非接触の新規材料評価手法としてす
でに試作機が素材メーカーや研究機関において試験運用されている．本年度はさらに測定精度を向上させるための新
しい技術である表面共振スペクトル計測技術の開発に成功した．

コーティング薄膜の構造及び損傷の数値解析技術の研究

 教授 都井 裕   

損傷力学モデルに基づくコーティング薄膜の構造および損傷の数値予測モデルを開発し，従来，実験や実機での経
験に頼っていた被膜設計技術を，損傷メカニズムや寿命の評価に基づくより演繹的なものとし，高耐用な被膜の実現
を目指す．対象を薄板用ロール表面のコーティング被膜とし，機械的（板とロールの接触），熱的繰返し負荷に対す
る被膜の損傷・劣化，および耐久性に関する解析評価技術を開発する．コーティング材質はセラミックス，あるいは
サーメット系とし，実験を通して実用的なモデルを構築，検証する．

損傷力学による疲労強度予測に関する研究

 教授 都井 裕   

これまで材料試験でしか確認できなかった疲労強度を，損傷力学を適用して予測し，エンジン・作業機などの実部
品を強度評価する技術を開発する．具体的には，シリンダヘッドなどに用いられる鋳鉄材料への損傷力学の適用と検
証，動力伝達軸・クランク軸などに用いられる高周波焼入れ材料への損傷力学の適用と検証を実施する．

" 超 " を極める射出成形

 教授 横井 秀俊， 助手 金藤 芳典， 技術専門職員 増田 範通， CCR 協力研究員 瀬川 憲，遠藤 優，             
阿部 昌博，高橋 正樹， 大学院学生 吉村 洋平     

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）毎秒 100 万コマで撮像
可能な超高速ビデオカメラによるゲートからの樹脂飛び出し挙動，シルバーストリーク生成過程のフロント部での気
泡破裂挙動の可視化解析，（2）ガラスインサート金型と長距離顕微鏡，高速ビデオカメラを用いた微細矩形溝パター
ンの転写過程における溝内部への樹脂充填挙動の直接可視化解析，（3）新規に製作した離型抵抗計測金型による微細
転写成形品の転写率等と離型抵抗との相関解析，（4）超高速射出成形に射出圧縮成形を組み合わせた超高速射出圧縮
成形による限界部分薄肉成形技術の確立，以上の各研究課題についてそれぞれ重点的な検討を行った．

パルプ射出成形現象の実験解析

 教授 横井 秀俊， 技術専門職員 増田 範通， 民間等共同研究員 丸野 満義，松坂 圭祐，          
 大学院学生 山脇 靖広   

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．本研究では，技術的な課題が多いパル
プ射出成形について，その成形現象の解明および成形技術の高機能・高度化を課題としている．本年度は，実用的な
研究としてハイサイクル化を目的に 適シリンダ，スクリュの検討や射出時に伴う材料温度計測を実施した．また，
金型内での充填現象の解明を目的に，新たな可視化・計測方法を提案し，予備実験に基づいた新たな実験金型の設計・
製作を行った．一方，パルプ射出成形の製品展開として梱包材への摘要について検討し，それに向けた成形方法や材
料の改良を行った．それにより，強度を維持しつつ現状に比べて形状を小型化できる優位性が確認された．
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COC 拡大流における型内流動の可視化

 教授 横井 秀俊， 技術専門職員 増田 範通， 民間等共同研究員 渋谷 篤，吉本 絵美，加藤 久博           

新しい光学素子用の透明プラスチック材料 COC は，その優れた光学特性により，PC や PMMA に代わる有望な成
形材料としてその適用が広がっている．新しい材料には，成形性等でまだ未解明な特性を伴い，多様な成形不良現象
に対する緻密な実験解析が必要である．本研究では，外観不良が多く発生する拡大流領域での現象について，可視化
観察により生成メカニズムを解明することを課題として実施する．

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， 民間等との共同研究員 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等を実施する．

ゴム材料と金属表面との摩擦係数評価方法の研究 

 教授 横井 秀俊   

コプロダクションの評価解析手法開発と概念設計手法開発

 教授 堤 敦司   

エクセルギー損失 小化を目指すモジュール化 適の概念で設計理論を構築し，設計手法を確立する．

フューエルセルバッテリーの研究

 教授 堤 敦司   

高エネルギー密度の新型電池の開発を行う．水素ー酸素系蓄電池の基本特性を把握する．

新しいメスバウアー分光測定装置の開発

 准教授 小田 克郎   

高磁場中，温度可変メスバウアー効果測定装置の開発

電子機器ファンダクト系の空力騒音の数値解析

 教授 加藤 千幸   

サーバ装置の騒音低減および騒音設計 適化技術に関する研究

 教授 加藤 千幸   

非定常渦構造の特性解明と，それに基づく根本的な空気抵抗の低減

 教授 加藤 千幸   

新幹線車両の空力音響シミュレーションに関する研究

 教授 加藤 千幸   

風の流れ場における研究

 教授 加藤 千幸   
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ターボ機械の限界性能解析～（1）ポンプ不安定特性の解析

 教授 加藤 千幸   

車載用次世代フライホイールバッテリの研究

 教授 須田 義大， 准教授 中野 公彦      

車載用次世代フライホイールバッテリについて，車両の省エネルギ推進を目的に，走行エネルギをブレーキ時に回
生し，加速時に利用する方式への適用について，その特性について検討した．

PMV の安全性と魅力性能に関する研究

 教授 須田 義大， 准教授 中野 公彦      

パーソナルモビリティビークル（PMV）について，実交通環境下における安全性と，利用者への魅力向上方策につ
いて，走行実験などによる検討を行った．

大型車両のねじり剛性を考慮した電磁サスペンション制御に関する研究

 教授 須田 義大， 准教授 中野 公彦      

大型車両では旋回時などにおいて車体のねじれ特性が課題となるため，電磁サスペンションによる制御を検討し
た．大型車両のねじり剛性を考慮した車両モデルを構築し，制御手法を提案した．

電磁サスペンションの四輪連携制御に関する研究

 教授 須田 義大， 准教授 中野 公彦      

自動車用の電磁サスペンションについて，四輪連携制御手法について検討した．力学系および電気エネルギーフ
ローについて詳細なモデル化を行い，実験により特性を検討した．

エレベータ用回転マスダンパに関する研究

 教授 須田 義大， 准教授 中野 公彦      

エレベータの制振装置への適用を念頭に，回転マスダンパ方式の制御手法を検討した．模型制振装置とエレベータ
模型による実験とシミュレーション解析により，制振性能を把握した．

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， 教授 加藤 信介， 教授 満渕 邦彦， 准教授 曲渕 英邦            

自動車車内の快適性評価手法の構築を検討した．Discomfort を軽減する手法の検討，車内空間の検討，車内コミュ 
ニケーションによる快適性評価に着目し，実験を通じて評価手法の検討を行った．

鉄道車両のイノヴェーティブ・デザインを実現するための官能評価実験

 教授 須田 義大   

鉄道車両のイノヴェーティブ・デザインを実現するために，乗り心地の評価手法について検討を行った．モーショ
ンシミュレータを用いて視覚と体感に関連した乗り心地評価方法の実験を行い，乗り心地評価手法について検討し
た．

鉄道車両の車輪・レール接触モデルに関する研究

 教授 須田 義大   

ライトレール等における実軌道走行条件を想定した車輪・レール接触モデルの解析手法を検討した．路面・フラン
ジ背面・フランジ先端部における多点接触を模擬可能な車輪・レール接触力モデルの構築を行った．

車両運動性能と人間の感覚の基礎的研究と車両開発への応用

 教授 須田 義大， 教授（東大） 満渕 邦彦， 准教授 曲渕 英邦， 准教授 中野 公彦            

車両運動性能と人間の感覚を力学的・生理学的に解明するために，車両運動性能の官能評価と解析手法の構築につ
いて模索を行った．
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タイヤの限界特性に関する研究

 教授 須田 義大   

自動車の走行性向上のためスリップ角，キャンバー角及び微小スリップ制御に関するタイヤの限界特性を，自動車
用タイヤ試験機及び模型タイヤ試験機を用いて実験により検討した．

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，准教授　中野　公彦   

実路の走行下において路面の状態を精度良く固定し駆動力制御に反映するための手法について検討した．乾燥路
面，雪氷路などにおいて走行実験を実施し，タイヤ振動の計測手法，評価手法について検討するとともに，解析モデ
ルを構築した．

鉄道における車両・レール間の摩擦制御に関する研究

 教授 須田 義大   

鉄道車両の運動性能は車輪とレール間の摩擦特性に大きく依存し， 近の研究によりこの摩擦特性を制御する技術
が確立されてきた．本研究では，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
車走行実験を行った．

高速鉄道におけるセミアクティブ・ダンパー特性に関する走行シミュレーションの研究

 教授 須田 義大   

高速鉄道における空力特性および車両運動特性の検討を行った．シミュレーションモデルの構築を行い，そのモデ
ルを使用して，既存の高速鉄道において空力特性を効力に入れた動特性と振動特性の解析を行った．

センシング技術活用による乗り上がり脱線検知に関する研究

 教授 須田 義大   

センシング技術により車輪の乗り上がり及び脱線を検知し，乗り上がり脱線の未然防止及び万一発生した場合の二
次被害防止を図るシステムの構築を検討した．模型走行試験装置の製作および実験を行った．

高精度ミクロマクロ連成モデルの高機能化

 教授 柳本 潤   

転位密度を媒介とした材料内部組織解析モデルを利用することで，材料組織変化と材料組織変化に起因した降伏応
力変化の両立解析を，高圧下圧延加工について可能とすべく研究を実施した．

材質予測モデルと制御の研究

 教授 柳本 潤   

材料内部組織の，塑性加工時の変化を予測することを目的とした，理論解析モデルの研究と，そのための境界条件
となる材料組織変化のデータの実験による取得方法について研究を行った．

金属線材の繊維状組織を分断する塑性加工メカニズムの研究

 教授 柳本 潤   

金属細線に強いひずみを与える工法の開発を目的とする．伸線加工における塑性加工解析および線材の断面方向に
せん断力を与えるような塑性加工方法の確立を行う．

情報学環研究助成のため

 教授 大島 まり   

SLS 法による ABS 系樹脂部品の製作に関する研究

 准教授 新野 俊樹   

一般に非晶性樹脂を粉末焼結積層造形した場合，焼結が十分に行われないため，十分な強度が得られないことが多
い．本研究では，非晶性樹脂の一つである ABS 系の樹脂を粉末焼結積層造形して実用強度得ることを目指し，樹脂の
材質と粉末焼結積層造形プロセスの関係に関する研究を行っている．
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フルーツおよびソフトクリームミックスの凍結技術

 准教授 白樫 了   

合流挙動による本線交通流への影響解析に関する研究

 准教授 鈴木 高宏   

航空機翼 BOX 構造の損傷モニタリングシステムの開発

 准教授 岡部 洋二   

複合材料製のスキン / ストリンガ接着構造において，PZT アクチュエータと FBG センサを用いて超音波を送受信す
ることで，ストリンガ端部から発生する剥がれ損傷を検知する，構造ヘルスモニタリングシステムの開発を行う．

落雷位置標定技術の高精度化研究

 教授 石井 勝， 技術専門職員 齋藤 幹久      

現在実用化されている LF 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．

超超高層建築物における避雷・接地設備の調査研究

 教授 石井 勝   

600m 級鉄塔が雷撃を受けたときに各部に生じる雷過電圧，過電流について評価を行う．

次世代 ITS 計測車両の共同開発

 教授 池内 克史， 教授 桑原 雅夫， 教授 須田 義大， 准教授 鈴木 高宏， 講師 田中 伸冶             

次世代の安全・安心，走行支援の基礎データとなる三次元デジタルデータ，周辺車両挙動データ，ドライバー特性
などのデータを総合的かつ統合的に収集できる次世代 ITS 計測車両の試作，ならびにその上でのアプリケーション開
発を行う．

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 次元反射特性取得技術の研究を行う．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． 

Physics-Based Vision に基づく次世代医用画像処理技術の開発

 教授 池内 克史   

Physics-Based Vision の考え方に基づいた超音波画像 CAD 用の基礎技術の開発を目的とする．超音波画像の三次元 
画像再構成のためのトラッキング，レジストレーション技術の開発を行う．

複数 3次元物体の認識性能の向上

 教授 池内 克史   

複数物体が乱雑に置かれた状況下で対象物体の位置・姿勢を認識する 3 次元物体認識手法の性能向上を行う．

次世代デジタルアーカイブのための画像処理技術の研究

 教授 池内 克史   

カメラ等による 3D 物体モデリングの画像処理技術をマルチメディア検索・マイニング技術に適用し，3D 物体を中
心とした次世代デジタルアーカイブの構築から検索・分析といった利活用までの一連の基盤技術を研究開発する．

ナノ量子情報エレクトロニクスに関する研究

 教授 荒川 泰彦   
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ナノ光電子デバイスおよびナノ量子情報に関する研究

 教授 荒川 泰彦   

量子もつれを利用した量子デバイス，システムの研究開発

 教授 荒川 泰彦   

量子情報ビジョン策定

 教授 荒川 泰彦   

塗布型トランジスタ印刷プロセス技術の研究

 研究担当（荒川研） 染谷 隆夫， 教授 荒川 泰彦      

微細化，低電圧化された素子環境でのばらつきと設計信頼性向上のための基礎的な回路的研究開発

 教授 櫻井 貴康   

本共同開発では設計の観点からばらつき問題を解決すべく，ばらつき考慮設計や DFM（Design For Manufacturing：  
製造を考慮した設計）に関連する技術を開発することを目的とし，ばらつき対策を通して特にリーク電力を対象とし
た低消費電力回路技術の開発等を行った．

低電力を実現する回路技術に関する研究開発

 教授 櫻井 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．さらに，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した．

次世代 SoC 低電力技術の研究

 教授 櫻井 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 重要研究課題の一つとなっている．本研究では，SIP
などシリコンテクノロジ以外の技術も活用した従来のシリコン LSI 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した．

次世代三次元積層技術開発の先導研究

 教授 櫻井 貴康   

KGD チップテスト技術と三次元積層 SiP 用インターポーザへのパワーインテグリティ（PI）・シグナルインテグリ
ティ（SI）の概念設計．チップテスト技術及び共通基盤技術の確立

ディープサブミクロン世代の設計法の研究

 教授 櫻井 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

脳のシステム的理解に基づく相互作用型学習システムの構築

 教授 合原 一幸   

環境や人と相互作用しながら適応・成長する工学システム開発のため，脳のシステム的理解，素子としての神経細
胞工学モデル化，およびシステム評価手法構築を行うことを目的とし，非線形システム的理解に基づく脳のシステム
モデルに関する研究，抑制性細胞の神経細胞情報処理モデルに関する研究，および相互作用型学習システムの構築と
その評価を行なっている．
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電気二重層キャパシタを動力源とする小型電気自動車の車両制御技術に関する研究

 教授 堀 洋一   

時間属性とコンテンツに着目したフィルタ技術の研究

 准教授 松浦 幹太   

ネットワークビヘイビアに着目した不正プログラム検知技術に関する研究

 准教授 松浦 幹太   

不正プログラム対策技術の研究

 准教授 松浦 幹太   

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   

イヌリンの用途を化粧品・医薬原料などに拡大させるための技術を開発することを目的として，イヌリンの化学修
飾によって得られる新たな物質の有効性を検証する． 

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   

非晶質材料の構造物性解析に関する研究

 教授 井上 博之   

染料の劣化メカニズム解析のための技術確立

 准教授 石井 和之   

染料の劣化メカニズムを同定するため，固相状態における染料の過渡吸収・発光スペクトル測定法の確立，および
染料劣化に影響する活性酸素種の特定を行う．

ヒエラルキカル均質細孔構造を有するナノ多孔質セラミックスの創製

 准教授 小倉 賢   

サスティナブル ITS の展開研究

 教授 桑原 雅夫， 教授 須田 義大， 教授 池内 克史， 准教授 鈴木 高宏， 講師 田中 伸冶             

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．

環境改善のための，センター連携を考慮したプローブ交通情報利用方法の検討に関する，交通流シ
ミュレーションの実施及び評価

 教授 桑原 雅夫   

各車両の出発時間を前後にずらすことで，時間上の分散による 適状態を達成するための時間のずらし幅や施策へ
の参加車両割合の目安値を導出する．また，昨年度の評価で導出されたパレート 適状態との比較を行う．
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信号制御の損失時間評価に関する研究

 教授 桑原 雅夫   

信号制御パラメータ決定に不可欠な要素である損失時間の定義及び実態に関する研究

事故発生リスク予測手法に関する研究

 教授 桑原 雅夫   

映像と車両感知器のデータをもとに事故に至った状況を解析し，ある交通状況における事故の発生しやすい状況を
予測する手法を開発する．

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情報を用いて，突発事象発生時における走行所要
時間情報を作成する方式を研究開発する．

環境改善のためのプローブ交通情報利用方法の検討（第 2ステップ）

 教授 桑原 雅夫   

パレート 適状態の確認と，それを実現するためのプローブ交通情報を用いた具体的方策の検討．

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   

JR 東日本安全安心工学技術寄付講座における研究．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．  

レーザスキャナによる移動体追跡などに関する研究

 教授 柴崎 亮介   

国土空間データ基盤の形成政策に関する研究

 教授 柴崎 亮介   

都市空間における自然監視性と防犯性に関する調査研究

 教授 柴崎 亮介   

TLS データを利用した高精細都市 3D モデルの自動構築に関する技術開発

 教授 柴崎 亮介   

DSM の精密化に関する研究

 教授 柴崎 亮介   

住宅地図の利用に関する研究

 教授 柴崎 亮介   

住宅地図の時系列アーカイブ

 教授 柴崎 亮介   
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歩行者流動計測システムの実建物での適用性検証に関する研究

 教授 柴崎 亮介   

未来型総合水利用システムの開発 - 流域の観点から -

 教授 沖 大幹   

薄肉中型リブ付きコンクリート住宅（臥梁付）の振動台実験

 准教授 腰原 幹雄   

薄肉中型リブ付きコンクリート住宅は 1962 年建設省主導のもと量産公営住宅として開発されたもので，現在まで
約 15 万戸建設されている．しかし，本構法はいまだに振動台実験等が行われておらず，必ずしも耐震性が十分に検
証されているとはいえない．このため，実大の建物を振動台上に製作し振動台で加振を行い，強震動に対する応答を
確認し本構法の耐震性能を検討する．

室内化学物質空気汚染に関する研究

 教授 加藤 信介   

本研究は，室内空気質の改善のため，建材からの化学物質の放散と臭気の関係を評価する手法を開発することを目
的としており，室内における建材由来の臭気とその原因になる化学物質の放散の関連性を，化学分析と知覚試験の両
面から評価し，適切な評価方法を開発するものである．

紫外線による空気殺菌の研究

 教授 加藤 信介   

本研究室では，都市・建築環境工学の一環として，健康で衛生的な居住環境を整備・設計する為に，建築物・住宅
内の空気質や空気汚染や換気性状に関する研究を行っている．本研究は，紫外線による病室の殺菌・消毒効果，空調
機内のカビ・細菌の除去効果の検証のために，紫外線ランプの特性や殺菌効果を測定し，病室や空調機内の流体シ
ミュレーションにより安全性と殺菌効率を考慮した紫外線殺菌装置の仕様について検討を行うものである．

モチベーション向上とストレスフリーを実現する人にやさしい空間の研究

 教授 加藤 信介   

本研究は，オフィスの環境設計に関する研究であり，「空間からの刺激をどのように感じるのか」という生理・心
理学や医学などの知見に基づき，モチベーションを向上させ，不要なストレスから解放する空間の「あり方」や「姿」
を，空気・熱・光の側面から明らかにすることを目的とするものである．

省エネ型ドレンレス空調システムの開発

 教授 加藤 信介， 准教授 大岡 龍三      

本研究は，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行うものである．（1）ダンプハ
ウス問題の解明及び対策の検討（2）省エネ型ドレンレス空調システムの開発及び性能検証（3）空調と調湿材を併用
した室内環境調整モデルの開発及び検証

リバース CFD による拡散源追跡手法の開発

 教授 加藤 信介， 准教授 大岡 龍三， 助教 黄 弘         

本研究は，任意の形状及び流れ場を持つ空間の汚染源及び発生シーケンスの同定を目的とする．建物及び市街地に
おいて，時間逆転リバース CFD シミュレーションにより，大規模災害や日常災害における汚染源位置と強度を特定す
る実用的な手法を開発するものであり，BC テロ対策や鳥インフルエンザや SARS などの大規模感染の対策に非常に
有用である．

高層住居ビルの臭気対策に関する研究

 教授 加藤 信介   

ダイニング及び居間臭気制御のための清浄換気システム適用性の検討を行う．高層住居ビルにおける臭気，主に炊
事や食事によるにおいの問題を解決するために，脱臭フィルタが付いている空気清浄ユニットの設計変数を，CFD 等
を用いて解析し， 適な設計変数を導出する．
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農業用水路等緩勾配流（非落差流）水力発電技術の開発

 教授 加藤 信介   

勾配流を利用する高い経済性を持つ水力発電システムの開発を行い，農業用水等各種用水を電源として利用するこ
との可能性を拡大する事を目的とし，CFD シミュレーションにより，設計データを取得し，高効率カスケード水車の

適機構の設計及び，水力発電システムの経済性評価・実用性評価を行い，流れ全体の水力を効率よく吸収すること
が可能な新しい方式の水車（カスケード水車）の実現性，実用性を実証する．

人体の温熱生理・心理の予測法に関する研究

 教授 加藤 信介   

暖房されている室内に滞在している人を対象として温熱生理をシミュレーションによって予測し，予測された生理
量（皮膚温分布や濡れ率分布など）から人が感ずる快適性を予測する方法を研究する．

金属ナノ粒子と半導体ナノ粒子を用いた光機能材料の開発

 准教授 立間 徹   

無機系フォトクロミック材料の研究

 准教授 立間 徹   

海底地殻変動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， 教授 浅田 昭      

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．海底火山
活動などが活発なプレートが重なりあう海底地殻変動地帯の観測は，ロボットの能力が も活かされるところであ
り，そこでの観測に必要なロボット技術を研究している．

水中音に親しむための音響システムの共同研究

 教授 浦 環   

 駿河湾に棲息する水中生物などの発する音を定点において持続的に収録し，HP などを通じて多くの人が水中音に 
親しむことができるような音響システムを構築していく．

音響ビデオカメラを用いた港湾構造物劣化診断装置の研究開発

 教授 浅田 昭   

岸壁や橋脚といった港湾を形成する水中構造物の劣化診断は，対象物が水中となるが故に容易なものではない．こ
の問題に対して暗視下や濁水中でも高精度の音響映像を取得することができる音響ビデオカメラ DIDSON を用いて，
水中構造物表面の劣化状況を，広範均一高精度にとらえるシステムの開発を行う．

海底地殻変動観測技術の高度化に関する研究

 教授 浅田 昭， 助教 望月 将志， 上席研究官 （海上保安庁） 小野寺健英，         
 主任研究官 （海上保安庁） 松本良浩， 衛星測地調査官 （海上保安庁） 佐藤まりこ，      

 衛星測地調査官付 （海上保安庁） 齋藤宏彰   

日本列島周辺の海底に海上保安庁が展開している音響基準局の位置を，GPS 海上高精度測位と海中音響測距とを組
み合わせて測定し，海底地殻変動を検出する手法について，現状の精度を劣化させる原因，特に，GPS 測位の問題，
音響測距の問題を明らかにするとともに，さらに高精度かつ効率的な観測システムの構築を目指し，観測方法の改善
方策を検討する．これと並行し，データ解析・位置推定ソフトウェアの高度化のための研究を行う．

鉄道設備監視に関するセンサネットワーク要素技術の基礎研究

 教授 藤田 博之， 東日本旅客鉄道（株） JR 東日本研究開発センター 福田 和人       

鉄道制御・設備監視の高度化を目指し，センサネットワーク技術の鉄道への適用を研究する．
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プローブアレイ型超精密位置決め機構実現に向けた調査研究

 教授 藤田 博之， （株）東芝 研究開発センター 秋葉 敏克， （株）東芝 研究開発センター 古賀 章浩           

従来のストレージメディアを超える超記録密度，かつ高転送レートを実現する為に，X － Y 面内での超高精度位置
決め機構を，摩擦摩耗特性の影響などを考慮して，MEMS 技術で実現することを目指す．

次世代ユビキタス光 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，助手 安宅 学， 技術職員 （年吉研）高橋 巧也，        
 株式会社 富士通研究所 光モジュール研究部  河合 正昭，      
 株式会社 富士通研究所 光モジュール研究部  山本 毅，      
 株式会社 富士通研究所 光モジュール研究部  山下 真司      

波動光学 MEMS デバイスの構造設計，試作，評価を行う．試作・評価過程で抽出した課題を設計にフィードバッ
ク，改良試作を行い，将来の製品化に向けた基盤技術を確立する．

AFM の高感度検出技術に関する研究

 教授 川勝 英樹   

「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」

 教授 藤井 輝夫， 助教（藤井（輝）研） 山本 貴富喜， 助教（藤井（輝）研） 野島 高彦，         
 技術専門職員 瀬川茂樹  

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
応用への展開を図る．

集積化マイクロ流体システムの実用化

 教授 藤井 輝夫   

マイクロ流体デバイスの産業応用への検討を行う．

マイクロ流体チップにおける流体制御方法に関する研究

 教授 藤井 輝夫， 産学官連携研究員 木下晴之， 助教（藤井（輝）研） 山本 貴富喜，        
 技術専門職員 瀬川茂樹  

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．

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

 教授 藤井 輝夫， 産学官連携研究員 木下晴之， 助教（藤井（輝）研） 山本 貴富喜，        
 技術専門職員 瀬川茂樹  

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．

マイクロ加工技術と細胞・組織の先進的培養法に関する研究

 教授 藤井 輝夫， 准教授 酒井 康行， 民間等共同研究員 Serge Ostrovidov         

マイクロ加工技術を用いて培養デバイスを製作し，これを用いて細胞培養，組織構築を行うことにより，従来の方
法では困難であった培養組織の実現に取り組む．

微細加工技術を用いた特定タンパク質測定システムの開発

 准教授 金 範埈   

超小型モータ用マイクロパターンコイルに関する研究

 准教授 金 範埈， 教授 藤田 博之      

超小型モータ用マイクロパターンコイルおよび関連技術を開発する
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光メカトロニクスに関する研究

 准教授 年吉 洋   

財団法人神奈川科学技術アカデミーの流動研究プロジェクトとして，平成１７年４月から平成２０年３月までの３
年間，ＭＥＭＳ 技術の微小光学応用関連の研究開発を行った．研究テーマとして，ミラー型のスキャナを用いてレー
ザ光を走査し，水溶液中にレーザブレイクダウン・プラズマを発生することで３次元ビットマップ画像を表示する３
次元ディスプレイ研究や，光電変換素子と ＭＥＭＳ プローブの集積化，および，それを用いたデータストレージの
原理検証実験，光ファイバ型の ＭＥＭＳ 内視鏡の試作などを行った．

MEMS 技術の高周波デバイス応用に関する研究

 准教授 年吉 洋   

シリコンマイクロマシニング技術を用いて貼り合わせ ＳＯＩ 基板の両面を加工し，静電駆動型のマイクロ波導波
路スイッチを試作した．本デバイスは，高周波測定器やマルチバンド型携帯電話のバンク切り替え等に応用可能であ
る．本研究の成果は，ヒロセ電機株式会社との共同研究による．

MEMS 技術の光コンポーネントへの応用に関する研究

 准教授 年吉 洋   

シリコンマイクロマシニング技術を用いて静電駆動型のマイクロミラーを製作し，それを光ファイバ型可変減衰機
（ＶＯＡ，Variable Optical Attenuator）として光通信応用に実用化する研究を行った．本研究の成果は，サンテック株  
式会社との共同研究による．

MEMS 技術を応用した光コンポーネントの開発

 准教授 年吉 洋   

誘電体多層膜を形成した一辺１ミリメートル角のガラスキューブを静電駆動型 ＭＥＭＳ マイクロステージの上に
搭載し，ファブリ・ペロ型の光ファイバ通信用波長可変フィルタを製作した．本研究の成果は，山一電機株式会社・
光伸光学工業株式会社との共同研究による．

光スキャナの開発

 准教授 年吉 洋   

ＰＺＴ 圧電薄膜を堆積したシリコン基板を追加工し，圧電駆動型の共振，非共振ミラーを製作した．また，そのミ
ラーを用いて ＶＧＡ クラスのレーザ走査型画像ディスプレィシステムを構築した．本研究の成果は，スタンレー電
気株式会社との共同研究による．

超小型ディスプレイ用 MEMS の開発

 准教授 年吉 洋   

ＭＥＭＳ 光スキャナを ＲＧＢ 三原色レーザ光の走査に用いて，ＶＧＡ クラスの画像投影システムを構築した．本
研究の成果は，株式会社日立製作所との共同研究による．

線路構造物の大変形動的挙動解析

 教授 目黒 公郎   

鉄道施設などの線路構造物の大変形挙動を 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．

基礎杭を利用した地中熱空調システム採熱量予測シミュレーション

 准教授 大岡 龍三， 協力研究員 関根 皆太郎， 教授 加藤 信介， 助教 黄 弘            

地中熱利用空調システムは，諸外国ではその有効性が認められているものの，わが国では，地中熱交換器のための
地盤掘削費用とその埋設費用が高価なために，実用化しているとは言いがたい．本研究では，地中熱交換器として建
物基礎杭を兼用することにより，地盤掘削コストを抑え，経済的に成り立つシステムの開発・実用化を目指す．具体
的には，実大実験装置などを用いて，基礎杭を利用した地中熱空調システム採熱量予測シミュレーションを行い，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検証および，未利用エネルギーである地中熱を地域冷暖房
システムに導入した場合の採熱効果の検証を行う．

分散型電源や空調機器からの排熱や排ガスが地域・広域環境に与える影響に関する研究

 准教授 大岡 龍三， 教授 加藤 信介， 助教 黄 弘         

熱および大気汚染物質分布予測解析ツールの開発をするとともに，これらのツールを用いて，分散型電源や空調機
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器からの排熱や排ガスがその地域とともに広域環境に与える影響を定量的に求める．

サウジアラビアにおける省エネモデル住宅の環境性能に関する研究に係る評価業務

 准教授 大岡 龍三， 助教 黄 弘      

サウジアラビアにおける省エネモデル住宅の省エネルギー性，温熱環境についてシミュレーションを行い，その性
能の基礎的な評価を行い，高温乾燥地域における省エネルギー住宅の基礎資料を整備する．

コンクリートの体積安定性の即時判定システムの開発

 准教授 加藤 佳孝   

製造直後のフレッシュコンクリートの品質から，当該コンクリートの収縮量を 3 段階程度に区分できる統合システ
ムを開発し，現場実験により実用性を検証する．

ネットワークコンテンツでの曖昧名称検索

 教授 喜連川 優， 助教（喜連川研） 相良 毅      

ホームページや携帯電話のコンテンツで名称による検索を行う際 に，利用者の記憶が曖昧であったり，タイプミス 
など入力が不正確であっても，正しい名称で検索を行う高速な曖昧検索手法を開発した．また駅名検索サービスの実
利用ログを用いて有効性を検証した．

先進的なストレージ技術とデータベース技術の融合技術の研究開発フェーズ 5

 教授 喜連川 優   

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，本研究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．

「e-Society 基盤ソフトウェアの総合開発」に係る先進的な Web 解析技術の開発

 教授 喜連川 優   

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， 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，本研究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．

非順序型実行原理に基づく超高性能データベースエンジンの開発

 教授 喜連川 優   

情報爆発時代に突入し，情報の戦略的利活用のためには，従前より巨大なデータを著しく高速に解析可能とする技
術の開発が必須である．本委託業務では，関係データベースシステムにおける問合せ処理の飛躍的な性能向上を達成
するべく，関係データベースの処理結果は読出すレコード順序に拠らないという点に着目し，二次記憶に対する大量
の非同期読込みの発行と，非決定的な到着順序での処理を特徴とする非順序型実行原理に基づく超高性能データベー
スエンジンの設計・実装を行うとともに，当該エンジンを支える周辺システム技術として資源調整技術および挙動モ
ニタリング技術を開発し，加えて実証評価基盤システムを構築し，解析指向の超巨大データ活用アプリケーションを
用いてその有効性を実証することを目的とする．

情報家電等操作のためのジェスチャ認識技術の研究

 准教授 佐藤 洋一， 助教（佐藤（洋）研） 岡部 孝弘      

屋内や車内での利用を想定し，照明や背景などの変化に対して頑健なジェスチャ認識手法の開発と，情報家電操作
のためのインタフェースシステムの開発に取り組む．

動画像からの顔表情認識に関する研究

 准教授 佐藤 洋一   

一台のカメラ映像を入力とし，頭部を自由に動かした状態で顔表情を実時間で認識できる技術の実現を目的とす
る．具体的には，変動輝度テンプレートというモデルを用いることにより，頭部姿勢と顔表情の同時推定を可能とす
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る手法を開発する．

運転動作時におけるドライバの内部状態推定技術の開発

 准教授 佐藤 洋一， 教授 須田 義大，助教（須田研） 山口大助       

運転動作時におけるドライバの内部状態推定として，視線，運転操作量，車両周辺環境など，複数モダリティの情
報を統合することによりドライバの脇見度合いを定量的に推定するための技術を開発する．

対話時における人物内部状態推定のための画像処理技術の開発

 准教授 佐藤 洋一   

表情変化や頷きなどの身体動作を手がかりに，対話時における人物の感情などの内部状態を推定するための技術を
開発する．

日常生活空間における視線情報計測

 准教授 佐藤 洋一   

照明環境が変化する日常生活空間で機器を操作するユーザを非装着型カメラで撮影し，頭部姿勢推定および視線を
推定することで，高精度に視線を計測する技術を開発する．

不審行動人物検出セキュリティ監視システムの開発

 准教授 佐藤 洋一   

車載応用向け動画像認識技術に関するテーマ検討

 准教授 上條 俊介   

タンパク質の部分構造の可換性と蛋白工学への応用に関する情報科学的及び実験的解析   

 准教授 上條 俊介   

タンパク質のドメイン構造の下位構造を明らかにする．このような下位構造については，郷通子博士の提唱してい
る「モジュール構造」などがあるが，蛋白工学への実用的な基盤には未だなり得ていない．本研究は，郷モジュール
のアイデアに触発されてタンパク質のドメイン構造について検証を行う

電子ビーム精製法による低コストシリコン原料供給プロセスの開発

 教授 前田 正史   

真空精製技術による未利用シリコンスクラップの太陽電池原料への高度再生技術の開発

 教授 前田 正史   

シリコンの精製に関する研究

 教授 森田 一樹   

アルカリ土類金属系水硬性材料の高温物性にかかる基礎的調査研究

 教授 森田 一樹   

SrO-CaO-Al2O3 系水硬性材料にかかる高温物性調査

SiCl4-Al 気相不均化反応に関わる反応条件基礎検討

 准教授 岡部 徹   

四塩化珪素とアルミニウム反応の高温反応によるサブハライドの生成，およびそのサブハライドの不均化によるシ
リコンの析出に関して反応機構，熱力学的平衡計算，シミュレーション，実験装置作製および実験検討を実施する．
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レアメタル粉末の製造技術の開発

 准教授 岡部 徹   

生産技術奨励会が保有するプリフォーム還元特許のフィージビリティスタディー（FS:実行可能かどうかの調査研究）
を行い，レアメタル粉末の新しい製造技術の開発および調査を行う．

Ｃ．受託研究

1. 公的資金（文科省科研費以外：受託研究として受入）

文部科学省 科学技術振興調整費（重要課題解決型研究等の推進） 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

 教授 小長井 一男   

（独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 水素のナノスケール顕微鏡の開発と応用

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

本研究では，固体中の水素の挙動を明らかにするために，実環境下で水素の 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，ビームサイズの細絞化をはかるため，収束電磁石系
の再構築を行い，10μm 系のビームを実現し，これを用いて Y 細線構造中の水素の面内分布計測に成功した．また，
各種ガス雰囲気下での測定に成功し，ガスの阻止能の見積もりを行った．Pd 膜水素透過時の水素分布計測を行うた
め，新たに試料ホルダーとガスハンドリング系の構築を行った．

（独）科学技術振興機構 独創的シーズ展開事業 電場ピックアップ法表面レオロジーモニターの実用化

 准教授 酒井 啓司   

当研究室で開発された電界ピンセット技術を，局所的粘弾性を測定するレオロジー顕微鏡としてシステム化し，広
く産業界に汎用の測定手法として提供する試みを進めている．本手法は非破壊・非接触の新規材料評価手法としてす
でに試作機が素材メーカーや研究機関において試験運用されている．本年度はさらに測定精度を向上させるための新
しい技術である表面共振スペクトル計測技術の開発に成功した．

（独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 多体系における導線の自己エネルギー

 准教授 羽田野 直道， 助教 （羽田野研） 西野 晃徳， 特任助教（羽田野研） 今村 卓史          

電子間相互作用がない場合，導線を通して電子がメゾスコピック系に出入りする効果を「自己エネルギー」という
複素ポテンシャルの形で表現できることがわかっている．この従来の一体問題としての散乱・共鳴機構の特徴を，複
素ハミルトニアンの方法を用いてさらに明らかにする．また，この手法を相互作用がある多体系へ拡張する．2 体系
や 3 体系で自己エネルギーがどのような形になるかを検討してきているが，その研究をさらに進め，多自由度の情報
の伝送という問題にも挑戦し，新しい量子情報操作の開発を目指す．

（独）国立環境研究所 地球環境研究総合推進費 平成 19 年度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委託業務

 教授 木下 健， 阪大 高木 健， 国立環境研究所 植弘崇嗣， 国立環境研究所 内山政弘，          
 国立環境研究所 江嵜宏至， マリンフロート推進機構 岡村秀夫， マリンフロート推進機構 佐藤増穂      

環境負荷が小さく EPR が化石燃料と同じくらい大きい，将来の日本の基幹エネルギーの一つとしてセーリング型洋
上風力発電の研究をしている．

（財）電力中央研究所 電源開発促進対策特別会計委託事業 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．
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コプロダクション設計手法開発と設計支援ツールの研究開発

 教授 堤 敦司   

本研究では，石油・石油化学分野に対して，プロセスシステム自信の技術革新を進め，他のプロセスと組み合わせ
エネルギーの一層の有効活用を図るシステム，すなわちエクセルギー損失 小化を図るコプロダクションの体系的な
導出を可能とする設計理論の開発を行い，その理論に基づく設計手法を確立する．更に，その設計手法を標準化した
設計支援ツールを開発し，具体的なコプロダクションの導出を図る．

燃料技術開発プログラム戦略的石炭ガス化・燃料技術開発次世代高効率石炭ガス化技術開発

 教授 堤 敦司   

種々の燃料にも対応可能な高効率発電プロセスを開発するため，これに必要な粒子循環システムの要素技術を開発
する．特に大量粒子循環システム，ダウナー反応器についての開発を行う．

革新的シミュレーションソフトウェアの研究開発

 教授 加藤 千幸， 教授 大島 まり， 准教授 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， アドバンスソフト代表取締役 小池 秀耀，     
 財団法人高度情報科学技術研究機構 中村 壽， 教授（東大） 吉村 忍， 教授（東大） 奥田 洋司，         

 特任教授（東大） 寺坂 晴夫， 教授（北海道大） 大島 伸行， 教授（東北大） 山口 隆美，         
 教授（慶応義塾大） 谷下 一夫   

文部科学省次世代 IT 基盤構築のための研究開発の一環として 2005 年度から新たに開始された「革新的シミュレー
ションソフトウェアの研究開発」プロジェクトでは，「戦略的基盤ソフトウェアの開発」プロジェクトの成果を更に
発展させ，地球シミュレータ等の超高速コンピュータで稼働する世界 高水準のマルチスケール・マルチフィジック
ス現象のシミュレーション技術を核にした，以下の分野における革新的ソフトウェアの研究開発を推進している．生
命現象シミュレーション，マルチスケール連成シミュレーション，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（超高速演算ライブラリ及び 適化プラットフォーム）． 本プロジェクトは，東京大学生産技術研究所計算 
科学技術研究センターを中核拠点に全国の大学（東京大学大学院工学系研究科，東京大学人工物工学研究センター，
北海道大学大学院工学研究科，東北大学大学院工学研究科，慶應義塾大学理工学部），国立研究機関（国立医薬品食
品衛生研究所，（独）物質・材料研究機構）および民間企業（（財）高度情報科学技術研究機構，アドバンスソフト

（株））などから総勢 120 名の優れた研究者が結集し，ソフトウェアの理論設計・概念設計を実施するとともにプロト
タイプ・ソフトウェアの開発を進めている．一方，東京大学国際・産学共同研究センター（通称：CCR）においてイ
ンキュベーションプロジェクトの認定を受けてユーザーインターフェースなど具備した実用的ソフトウェアの開発
やマニュアルの作成などをベンチャー企業のアドバンスソフト（株）が実施している．また，スーパーコンピュー
ティング技術産業応用協議会とも連携し，開発したソフトウェアの実際の開発に対する有効性を検証するために，産
業界と連携し実証解析や普及活動を推進している． 2007年 12月には 終バージョン 26本のソフトウェアを公開した． 
また，事業化をおこなう企業（現在 16 社）へは商用化ライセンスを許諾しソフトウェアの普及を推進している． 

先端研究者による青少年の科学技術リテラシー向上

 教授 大島 まり， 教授 渡辺 正， 教授 光田 好孝， 教授 藤井 輝夫， 准教授 岡部 徹，             
 准教授 鈴木 高宏， 准教授 廣野善幸， 産学官連携研究員 坪井京子， 産学官連携研究員 本間栄男，         

 産学官連携研究員 和田重雄  

本研究では，日本を代表する研究機関，企業，メディアが協力してアウトリーチ活動を展開し，ブラックボックス
化された科学技術を平易に紐解いて青少年に見せることにより， 新の科学技術の素晴らしさや複雑さを通して，青
少年の科学技術リテラシー，特に工学リテラシーの向上を図る．現段階の研究者の情報発信およびアウトリーチ活動
は，研究者個人の努力，経験によるところが大きい．本プロジェクトを通して，まず理工系研究者領域，産業界領域，
社会との接点領域の 3 分野の研究者・研究協力者が円滑に連携を進めることにより，各領域の研究の動向を把握し，
相互の知見および専門知識を共有することを目指す．また，このような研究に基づいて継続的なアウトリーチ活動を
実践し，その結果を教育および社会科学的な観点から分析・評価することにより，科学技術リテラシーの向上を効果
的に具現化できるシステムおよび双方向のコミュニケーション手法を構築する．

「革新的シミュレーションソフトウェアの研究開発」プロジェクトにおける器官・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（継続） 

 教授 大島 まり， 教授（東北大） 山口隆美， 教授（慶應義塾大） 谷下 一夫，        
 アドバンスソフト（株）  小池 秀耀， アドバンスソフト（株）  畝村 毅， 産学官連携研究員 福成 洋           

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． 
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医療工学技術者創成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， 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
学分野および工学の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

次世代生命体シミュレーションソフトウェアの研究開発（次世代低侵襲治療に向けたシミュレー
ションツールの開発）

 教授（東大） 松本 洋一郎， 教授 大島 まり， 助教（東大） 竹内 伸太郎， 講師 葭仲 潔，            
 大学院学生（大島研） 坂東 佳憲， 大学院学生（大島研） 前川 利満， 大学院学生（大島研） 藪崎 仁史，         

 准教授（東大） 高木 周， 教授（藤田保健衛生大） 早川 基治      

 生体で起こる種々の現象を理解し医療に結びつけるため，基礎方程式に基づく解析的アプローチと大量の実験デー 
タから未知の経路と法則に迫る実験的アプローチの二つを同時に進めることで，ペタスケールという桁違いの性能を
持つスーパーコンピュータの性能をフルに発揮できるソフトウェアを開発する． 解析的アプローチとしてはナノス 
ケールからメートルスケールまでの各スケールにおけるシミュレーションを行い，それぞれ隣り合うスケール間をつ
なぐモデル化によりマルチスケール解析を構築する．実験的アプローチではジーンチップやハイスループットなどの
実験計測データを用いて，方程式が未知の現象に対する解析技術の開発に役立てる． また，当研究開発を通じて，次 
世代計算科学を担う人材を養成する．

21 世紀 COE プログラム 機械システムイノベーション

 教授（東大） 拠点リーダー：笠木 伸英， 教授 大島 まり      

本プログラムは，人の豊かな生活を実現する様々な科学技術の中でも も重要度の高い，エネルギーとバイオ・医
療の分野に注目し，そこでのブレークスルー，イノベーションを目標に，機械工学の英知を結集する．情報・バイオ・
医学などの異分野との融合を積極的に進め，ナノ・マイクロテクノロジーのインテグレーションによって独創的かつ
先進的な機械システムの創成研究を進展させ，同時にこれらの研究活動を通じて優れた人材の育成を目指し，21 世紀
の目標達成に大きく貢献することを課題とする． 具体的には，多モードのエネルギー変換や環境負荷低減，資源・環 
境モニタリング，そしてテーラーメード医療，在宅医療などの新技術を構築する．さらに，これらの先導設計を可能
とするために，機械システムの内外で生じるマルチフィジックス・マルチスケール現象のモデリングとシミュレー
ションの学術を飛躍的に進展させ，体系化することを目的としている．

「革新的シミュレーションソフトウェアの研究開発」プロジェクトにおける創薬・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（継続）

 准教授 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シミュレーションシステムを開発する．これによりタンパク質の
電子状態を解明し，これらの情報に基づいて薬剤やバイオ素子などの設計に応用できる新基盤技術の確立を目指す．

沖合沈下式養殖生け簀・給餌システムの研究

 教授 木下 健， 准教授 北澤 大輔， 助教 佐野偉光， 助手 藤野正俊， 技術官（木下研） 板倉博，            
 大学院学生（木下研） 伊藤翔， 大学院学生（北澤研） 角田友将， 東京海洋大学・准教授 秋山清二，      

 日本水産 白須邦夫  

環境汚染の心配の小さい沖合に設置する耐波性能の優れた沈下式養殖生け簀・給餌システムを開発する．

琵琶湖水質の長期予測数値シミュレーション

准教授　北澤大輔　[代表者 ] , 滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター 熊谷道夫  

琵琶湖では，気候変動により冬季の鉛直循環が弱まっており，溶存酸素濃度の低下が顕在化するようになった．そ
こで，流動場－生態系結合数値モデルを用いて，過去 20 年間の琵琶湖の水質予測計算を行い，池田湖など他の湖沼
とも比較しながら数値モデルの検証を行う．また，今後の気候変動を考慮に入れて，20 年間の水質変動を予測する．

ITS 新サービスの普及に向けた統合交通シミュレータの活用に関する先端的研究

 教授 池内 克史， 教授 桑原 雅夫， 教授 須田 義大， 准教授 鈴木 高宏， 講師 田中 伸冶             

国土交通省国土技術政策総合研究所委託研究
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（独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 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．

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      

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．

文部科学省 科学技術振興調整費（先端融合領域イノベーション創出拠点の形成） ナノ量子情報エレ  
クトロニクス連携研究拠点

 教授 荒川 泰彦   

しきい電圧制御方式の基本設計に関する研究開発

 教授 櫻井 貴康   

「低電力を実現するデバイス構造に関する研究開発」で得られる新構造トランジスタと前提とし，製造後のしきい
電圧制御によりリーク電流を抑止し，求められる LSI 性能に対し必要 低限の電力に抑制することで，将来のスー
パーコンピュータの電力を削減するしきい電圧制御回路技術を研究開発する．特に従来の敷居電圧制御が LSI 全体，
もしくは LSI の内部の纏まった機能単位に対する一括制御に留まっていることに対し，スーパーコンピュータの LSI
への適用を前提に，動作パタンに合わせた木目細かい精度でのしきい電圧制御を実現し，大規模技術計算において性
能を落とさずに低消費電力を提言する技術を研究開発する．

（独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 ナノギャップ電極 / ナノ量子系接合の作成とその  
物理と応用の研究

 教授 平川 一彦， 准教授 町田 友樹， 講師（東大） 大岩 顕，         
 東京理科大・教授 高柳 英明， 教授（早稲田大学） 塚田捷     

単一分子や量子ドットなどナノ量子系の状態を金属電極により電気的に制御・読み出すことができれば，演算や記
憶を司る情報処理デバイスに革新をもたらすことができると期待されている．本研究では，精密に構造制御したナノ
ギャップ電極により単一分子，InAs 量子ドット，グラフェンへの接合を作製し，金属接合を介した 1 電子の注入と金
属／ナノ量子系接合が発現する新規な物理現象の解明とその高機能デバイスへの展開について研究を行う．

（独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 結晶成長

 教授 平川 一彦， 教授 （東大） 小宮山 進， 産学連携研究員 上田剛慈，長井奈緒美         

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．

（独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 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，多座配位子をリンカーとして用いるほか，配位子間の水素結合
などをも利用して規則正しく連結することにより，特異な 1 次元～ 3 次元構造をもつナノ集積体を合成し，その反応
性や機能の飛躍的向上をめざす．
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農林水産省　地域バイオマス事業　関東都市近郊農業地域におけるバイオマス利用モデルの構築・
実証・評価

 教授 迫田 章義， 客員准教授 望月 和博      

メタンガスの民生利用および資源作物を原料とするバイオエタノールの利用モデルの開発を行う．

（独）科学技術振興機構（科学技術連携施策郡の効果的・効率的な推進）バイオマス利活用システム
の設計・評価手法－要素モデル群の開発と統合システムの構築に関する研究

 教授 迫田 章義， 客員准教授 望月 和博      

既存の輸送や化学プラントシミュレータ，陸域表層及び土壌内の水・元素循環を表現する要素モデルをベースとし
て，バイオマス利活用システムの設計・評価のための統合モデル（ソフトウェア）を開発している．

（独）科学技術振興機構 戦略的国際科学技術協力推進事業 持続可能な流域水環境保全 / 物質・エネ  
ルギー生産融合システム及びその基盤技術の開発

 教授 迫田 章義   

中国における水環境の改善，バイオ燃料の生産，天然有価物の生産が同時に行える多機能物質循環システムの開発
を中国側と共同で行っている．

生物系特定産業技術研究支援センター　生物系産業創出のための分野融合研究支援事業　受精卵育
成に適した基礎マイクロバイオリアクターの開発

 准教授 酒井 康行， 教授 藤井 輝夫， 准教授 竹内 昌治         

マイクロバイオリアクターを基礎とした家畜受精卵の効率的育成システムの開発をめざした（独）家畜改良セン
ター・大日本印刷（株）とのコンソーシアム型共同研究で，東大生研グループは全体のコーディネートを行うと共に，
マウス受精卵を材料とし，生体内の培養環境を模倣しつつ 1000 個の受精卵を個別管理しながら育成するための新規
システムの基礎開発を担当する．

文部科学省キーテクノロジー研究開発の推進「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」「ナノ環境機能触媒の開発」

 准教授 小倉 賢   

研究代表：堂免一成（東京大学工学系研究科化学システム工学専攻）

マイクロ流体界面計測法の開発

 准教授 火原 彰秀   

化学操作を数 cm 角のガラス基板に集積化するマイクロチップ化学では，水と有機溶媒が平行に流れるマイクロ多
相流を利用している．本研究では，マイクロ多相流の流体力学モデルの構築および流体界面を計測する新規レーザー
分光法の開発を目的とする．以上の研究により，高効率マイクロ化学システムの実現および流体界面の基礎科学的現
象解明を目指す．

（独）科学技術振興機構 SORST プロジェクト「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．

文部科学省：人・自然・地球共生プロジェクト「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．
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科学技術振興調整費：地球観測データ統合・情報融合基盤技術の開発「衛星観測データの自動収集，
品質管理，アーカイブシステムの開発」

 教授 安岡 善文   

NOAA/AVHRR，TERRA ＆ AQUA/MODIS など生産技術研究所が東京，バンコクで受信する衛星データを受信，処 
理，蓄積し，WEB を通じて配信するシステムを構築する．また，得られたデータから得られる環境等に関する種々
の主題図を効率的に統合処理・解析するシステムを構築する．

ITS 新サービスの普及に向けた統合交通シミュレータの活用に関する先端的研究

 教授 桑原 雅夫   

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   

本研究では，都市内交通流予測モデルを用いて新たな実用モデルの研究開発を行う．

家歴書システムにおける情報管理手法及び項目に関する要件調査

 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．

文部科学省 経済活性化のための研究開発プロジェクト（リーディングプロジェクト） 廃棄物・バイ  
オマス情報プラットフォームの構築のうち廃棄物・バイオマスシステムの物流システムの開発

 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

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．

「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」課題 3（2）地盤災害解析

 教授 古関 潤一   

振興調整費重点課題研究（代表者小長井一男）の中の一課題として，重点的研究対象地すべり地で採取した土質試
料の室内試験を系統的に実施し，その結果を利用した斜面の安定解析を行っている．本年度は小千谷市横渡地区で
ボーリングにより採取した不撹乱試料と旧山古志村東竹沢地区でブロックサンプリングにより採取した不撹乱試料
の室内試験を系統的に実施した．これらの結果を利用した斜面の安定解析を行うことにより，降雨による強度変化や
地震動による繰り返し載荷に対する，弱層を挟む斜面の安定性と地震時のすべり量について検討した．さらに，本年
度は 終年度であるため，これまでに実施した研究結果のとりまとめを行った．
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（独）科学技術振興機構 戦略的国際科学技術協力推進事業 黄河の将来政策シナリオを評価するため  
の「次世代」生態文モデルの開発

 教授 沖 大幹   

（独）国立環境研究所 環境省地球環境研究総合推進費 総合的気候変動シナリオの構築と伝達に関す  
る研究 - 気候変動シナリオに基づく水文・水資源の未来像の描出 -

 教授 沖 大幹   

文部科学省 地球観測技術等調査研究 地球観測による効果的な水管理の先導的実現

 教授 沖 大幹， 産学官連携研究員 小森 大輔      

東北大学 環境省地球環境研究総合推進費 温暖化各レベルに対応する洪水リスクの増減評価

 教授 沖 大幹， 産学官連携研究員 木口 雅司      

「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」として，
温暖化シミュレーションデータのダウンスケーリングにより将来の洪水発生頻度の変化を推定し，その対策とコスト
について検討する．

文部科学省 21 世紀機構変動予測革新プログラム「不確実性を考慮に入れた近未来予測に基づく水災
害リスク変化の推定」

 教授 沖 大幹， 産学官連携研究員 Hyungjun KIM      

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構＿ H19 年度産業技術研究助成事業費助成金＿流
域での生活排水処理における GHG 排出等環境負荷推定・モデル開発 

 教授 沖 大幹， 産学官連携研究員 守利 悟朗      

（独）日本学術振興会 平成 19 年度人文・社会科学振興プロジェクト振興事業 都市の持続性に関す  
る学融合的研究

 准教授 村松 伸   

「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）」

 准教授 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．

翠小学校校舎及び附属棟 耐震調査診断及び診断

 准教授 腰原 幹雄   

築 75 年を経過した伊予市翠小学校の耐震性のための調査と耐震診断を実施しエコ改修設計のための基礎データと
する．

国土交通省 気象庁 気象研究所（環境省地球環境研究総合推進費） 温暖化影響評価のためのマルチ   
モデルアンサンブルとダウンスケーリングの研究

 准教授 鼎 信次郎   
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環境センチネルアジア（生態系・気象分野）に関する研究業務委託

 講師 竹内 渉   

本研究業務委託は，宇宙航空研究開発機構（JAXA）において構想されている，アジア各国の国土環境情報の管理
に寄与することを目的とした，衛星観測ネットワーク及び衛星データを利用したアジア地域の環境を監視・評価する
システムの総称であり，具体的には衛星データセットと衛星データを用いた高次プロダクトの提供の機能を有するこ
とを想定している．主に生態系・気象分野に関するデータセット配信サイトの試作と試行運営，及び提供すべき高次
プロダクトの検討を通じて，アジア各国に対する 適な環境関連衛星データ提供のあり方についての研究を行うこと
を目的とする．

熱輸送解析，基本構造設計並びに基本設計の力学的構造解析

 教授 加藤 信介   

熱輸送解析と基本構造設計・ 圧縮空気を封入した膜材（風船）をフィラーとし，真空となるべき部分を必要であれ 
ば脱気して，フィラーをラミネートした真空断熱材を実現するため，熱的性能のシミュレーションを行った上で，真
空断熱材の構造設計を行う．・ 断熱性能の目標値は，発泡プラスティック系断熱材の約 1/10 程度の熱伝導率を満たす 
こととする（なお断熱性能は，断熱材単体での断熱性向上と併せ，熱伝導率が高い圧縮空気部分（加圧部分）の熱橋
対策を行うことが必須）．基本設計の力学的構造解析・ 膜構造の力学解析プログラムを用いて，膜に働く張力と変形 
量を計算する．この解析により 適な真空断熱材の構造及び形状の設計改良を行う（模型作成等）．・ 力学的検討に 
関しては，加圧部分と真空部分と大気圧により，膜面がどのような形で釣り合うかという，膜面にかかる荷重とその
形態に関する力学シミュレーションが考えられる．これは，構造力学での膜構造の応力，変位解析シミュレーション
を適用する．

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  
定方法及び測定装置開発に関する研究

 教授 加藤 信介   

本研究開発の目的は，実機の家電製品からの準揮発性有機化合物（SVOC）の放散量測定を可能とすることである．
これにより，家電製品から室内に放散されるフタル酸エステルや燐酸エステルなどの可塑剤や難燃材などの SVOC の
室内空気への放散量を，実際の使用状態で測定することを可能とし，その化学物質空気汚染を的確に評価することを
可能とする．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 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．

（独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 金ナノ粒子とナノシートを集積化したナノ構造薄  
膜の構築とその機能化

 助教 （立間研） 坂井 伸行， 准教授 立間 徹       

（独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 局在プラズモンを利用した電荷分離

 准教授 立間 徹   

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト エネル  
ギー貯蔵型光触媒の研究開発

 准教授 立間 徹   

（独）日本学術振興会 二国間交流事業 自律型海中ロボット（AUV）の先進的航法研究

 教授 浦 環   

 本課題の主目的である AUV の先端的航法開発，すなわちセンサフュージョンによる航法の開発のために，東京大 
学生産技術研究所では，主に開発した水中ロボット「トライドッグ 1 号」を用いた航法開発を進める．一方，韓国グ
ループは，製作した AUV をテストベッドとして用いて，カルマンフィルタを用いた航法アルゴリズムを検証して，
適な航法の開発を進める．また，海底ステーションとのドッキングのための航法の開発を進める．
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文部科学省 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） アジア水圏観測ロボット  
システムの開発戦略

 教授 浦 環， 東大海洋研究所・教授 宮崎 信之， 東京海洋大学・准教授 近藤 逸人，         
 滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター・上席総括研究員 熊谷 道夫，   

 水産総合研究センター水産工学研究所・主任研究員 赤松 友成，   
 海洋研究開発機構・グループリーダー 浅川 賢一， 小笠原ホエールウォッチング協会・主任研究員 森 恭一      

 2005 年度から 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．

文部科学省 科学技術振興調整費（重要課題解決型研究等の推進） 水中セキュリティソーナーシステ  
ムの開発

 教授 浅田 昭， 教授 （海上保安大学校）倉本和興， （株）日立製作所 南利光彦       

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ー
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している．水中の監視をより確実なものとするために，レー
ダーや赤外カメラといった海面監視を行うための装置を取り入れた監視システムの開発を行っている．

有限要素法（FEM）を用いたライザー挙動予測プログラムの開発・評価

 准教授 林 昌奎， 教授 （東大）鈴木英之     

ライザーの VIV 挙動を三次元 FEM で解析できるプログラムの作成，プログラムの基本機能を検証するためのライ
ザー全体の縮尺模型による流れ中での挙動を計測する水槽実験を行った．

（独）科学技術振興機構 先端計測分析技術・機器開発事業 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， 教授 （静岡大）橋口 原      

電界の力，化学結合力，把持力，応力などを利用して，ナノ物体を操作するツールを提供するとともに，走査型プ
ローブ顕微鏡，電子顕微鏡の『見る』機能と組み合わせて，ナノ物質の機械的特性及び電気的特性を，ナノ物質を見
ながら計測する技術を開発する．

高集積・複合 MEMS 知識データベースの整備「高集積化 MEMS 解析手法に関する知識データベースの
研究開発」

 教授 藤田 博之， 特定プロジェクト研究員 （藤田（博）研）エディン サラジュリック      

（1）研究目的：電子回路等の異機能要素を MEMS と高度に集積化したデバイスやシステムの解析とモデル化には
様々の手法があるため，これまで実績のある代表的な解析手法やモデルの例について，それが有効である対象や条件
の範囲について検討し，高集積化 MEMS のさまざまな解析手法とモデル化に関して体系的に知識情報化を行う． 
　（2）内容：高集積化 MEMS の解析手法を検討するため，多くのマイクロアクチュエータとマイクロ機構が集積化さ
れたデバイスに着目し，その動作モデルを作成し，そのモデルに基いて動作の解析を行う．実験結果との対比による
解析の有効性の検討を試みる．これを有用なデータベースとして記述する．データベース構造を考え，その中に得た
データを蓄積する．

（独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 再生・分化誘導のためのバイオナノプラットホー  
ム技術の構築

 教授 藤田 博之， 教授 （京大）小寺 秀俊， 教授 （東大）鷲津 正夫， 講師 （東大）小穴 英廣，            
 助手 （東大）ゲル ムラト， 教授 （静岡大）橋口 原， 講師 （立命館大）横川 隆司， 准教授 竹内 昌治            

生体から分離した細胞を配置し，長期間培養でき細胞間相互作用の因子分析が可能なマイクロ流体デバイスと細胞
保持構造の構築を行う．それを用いて，異なる種類の細胞を所望の位置に配置し，その活性を維持しつつ，細胞個々
に各種刺激（化学的・物理的）を加え，細胞間伝達物質を拡散させてしまうことなく隣接する細胞に制御された形で
導き，1 細胞レベルでの細胞間相互作用の計測を行う．また，1 分子計測と分子配列技術を組み合わせる．さらに，こ
れらデバイスを集積化し，臓器組織の人為的な構築技術を開発する．
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（独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 超高速・超並列ナノメカニクス

 教授 川勝 英樹   

（独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 マイクロ生化学の計測実験のまとめ

 教授 藤井 輝夫， 教授 大島 まり， 准教授（早稲田大） 高松敦子，        
 助教（藤井（輝）研） 山本 貴富喜， 拠点形成特任研究員 岡本拓士， 産学官連携研究員 木下晴之，       

 大学院学生 金田祥平， 技術専門職員 瀬川茂樹， 研究実習生 海津新      

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の研究」（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．

（独）日本学術振興会 二国間交流事業 組織培養リアクターにおけるドラッグキャリア粒子の挙動に  
関する研究

 教授 藤井 輝夫， 産学官連携研究員 木下晴之， 拠点形成特任研究員 岡本拓士， 教授 大島 まり，          
 准教授 酒井 康行， 助教（藤井（輝）研） 山本 貴富喜      

本日仏共同研究では，日本側およびフランス側双方の研究グループが有する固有の技術を組み合わせることによっ
て，新たな薬物送達（ドラッグデリバリー）技術を開発すると同時に，臓器モデル上において，その効果を評価，向
上することを目的とする．具体的な課題として， 1） 微細構造内部におけるマイクロカプセルの挙動と変形に関する実  
験的検討及びモデル構築 2） バイオリアクター内部の臓器モデルにおけるマイクロカプセルを用いた局所的薬物送達  
について検討を進める．

多重スケールが混在するパターンマスターの製作

 准教授 金 範埈   

高マイクロ波帯アンテナ技術の高度化技術の研究開発

 准教授 年吉 洋   

平成１８年度総務省プロジェクト（電波利用料技術試験「高マイクロ波帯用アンテナ技術の高度化技術の研究開発」
研究代表者：ＪＡＸＡ 高野教授，研究分担者：年吉　洋）として，平成１８年５月から平成２２年３月の４年間の受
託研究を遂行中である．このプロジェクトの目的は，航空機，船舶，緊急車両と通信衛星をつなぐ指向性フェーズア
レイ・アンテナを小型化，低価格化するための技術開発である．うち，東大生産研は，アンテナ用移相器の特性を飛
躍的に向上するための ＭＥＭＳ 導波路型スイッチの研究開発を担当する．

（独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 さきがけ研究 リポソームアレイによるタンパク   
質の機能解析法

 准教授 竹内 昌治   

地方公共団体防災担当者等のための耐震診断・耐震改修事例集の作成に関する研究

 教授 目黒 公郎   

イラン・イスラム共和国「ポリプロピレン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」に係る提案型調査

 教授 目黒 公郎   

首都直下地震対策

 教授 目黒 公郎   
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地下水循環型空水冷ハイブリッドヒートポンプシステムの研究開発

 准教授 大岡 龍三   

地中熱ヒートポンプシステムは省エネルギー技術として期待されているが，イニシャルコストの問題から普及がす
すんでいない．本提案では，高い採熱量が期待される地下水を熱源として利用し，設置費用の低コスト化のための地
下水循環方法の確立や，空気熱源とのハイブリッド化によるマルチヒートポンプの高効率化を目的とした技術開発を
行う．システム COP の目標値は，冷暖房平均で 5.0 とする．

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

 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．

文部科学省 地球観測技術等調査研究 データ統合・解析システム

 教授 喜連川 優   

衛星観測，海洋観測，陸上観測などの様々な手段で得られた観測データや数値予報モデルの出力，関連する社会経
済情報を統融合し，地球環境分野における科学的・社会的に有用な情報へと変換し，その結果を社会に提供するため
のシステムのプロトタイプを開発し，実証することを目的とする．また，このシステムの長期的・安定的な運用のた
めの基礎技術開発もあわせて実施する．

地域完結型地燃料システムの構築と運営

 客員准教授 望月 和博   

でんぷん系のみならず草木質系バイオマスをも糖化して，エタノール発酵，蒸留，エタノール自動車の走行試験に
至る一連の地燃料生産システムを開発・構築する．地燃料に要求される簡便型の糖化方法として，スローセルロース
糖化を新たに開発・導入する．技術開発に加えて，地域行政や住民参加による地域バイオマスの収集や既存設備・施
設との連動を中軸とする地域システム運営手法を，いくつかの実証サイトで確立する．

2. 受託研究（公的以外）

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   

量子ドット／強磁性電極接合による新機能の研究

 准教授 町田 友樹   

単一の量子ドットに強磁性電極を接合したスピンバルブ素子におけるスピン伝導の制御を行う．

送電線避雷装置の海外技術動向調査

 教授 石井 勝   

海外での雷性状，送電線用避雷器の適用可能性について調査を行う．

雷放電の電磁気的研究

 教授 石井 勝   

電磁界観測によって，雷放電の性状を研究する．

シミュレーションによる特性ばらつき評価

 教授 平本 俊郎   

線幅 45nm を下回る超微細領域のシリコン LSI では，加工寸法のスケーリングと共にトランジスタ特性や配線特性
のばらつきがますます顕著になり，特性ばらつきが正常な回路動作の大きな障害になると予測される．本研究では，
シミュレーションにより特性ばらつきの定量的評価とばらつき要因の究明を行うことを目的とする．本年度は，ばら
つき要因の一つであるポリシリコンゲートのランダムなグレインに注目し，ランダムグレインがトランジスタ特性に
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与える影響をシミュレーションにより調べた．グレインとグレイン境界における不純物濃度の差により，局所的にし
きい値電圧がかわり，この効果がトランジスタの特性ばらつきを引き起こす可能性があることを明らかにした．また，
離散不純物のランダムな分布による影響もシミュレーションにより評価した．

情報セキュリティシステム構築技術の研究

 准教授 松浦 幹太   

ペアリングを利用した電子署名に関する調査

 准教授 松浦 幹太   

IBE 暗号の多機能化及び情報セキュリティ実施効果に関する調査

 准教授 松浦 幹太   

人の動きに関わる空間データ連携の検討

 教授 柴崎 亮介   

韓国空間構造学会と東京大学空間構造研究者による空間構造物の構造設計法に関する調査研究

 教授 川口 健一   

韓国空間構造学会の技術者，研究者と東京大学の空間構造研究者が空間構造関連規準に関する技術と空間構造物の
構造設計法に関する情報交換を行う．

綿帯橋経年変化

 准教授 腰原 幹雄   

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

低層住宅の耐震性能評価

 准教授 腰原 幹雄   

木造住宅を中心とした低層住宅の耐震性能と地震時の被害状況の理論化を行うもので，過去の地震被害の性状を整
理・把握するとともに実験における変形と被害の関係，加速度と被害の関係などから被災状況と建物性能の関係を導
き出す．

フォトクロミック材料の開発

 准教授 立間 徹   

マイクロ波レーダによるリアルタイム海洋波浪観測システム

 准教授 林 昌奎   

船舶，海岸等に設置する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システムの 適制御・解析アル
ゴリズムを研究する．

機器分析に関する研究

 教授 藤田 博之   

メッキ等で付加した金属層の接着や拡散などを，電子顕微鏡観察や元素分析で明らかにする研究．

高集積・複合 MEMS 製造技術に関する研究

 准教授 年吉 洋   

ＳＯＩ 基板上に製作した耐圧４０ Ｖ の高電圧ＣＭＯＳ レベルシフタ駆動回路（８チャンネル，５ｍｍ 角）のチッ
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プ上に，線幅４ μｍ，厚さ８ μｍ，長さ５００ μｍ の静電駆動型シリコン回折格子を ＭＥＭＳ ポストプロセスに
よってモノリシック集積化した．また，この回折格子に波長６３３ ｎｍ の赤色レーザ光を照射し，ＭＥＭＳ 回折格
子の静電駆動（４０ Ｖ）によって±１次光のビームスポットを空間変調できることを示した．試作した回折格子の共
振周波数は５０ ｋＨｚ 程度であるが，回折格子ビームの長さを短縮して１５０ μｍ 程度にすれば，共振周波数を
１ ＭＨｚ 以上に設計可能であることを，ＦＥＭ（有限要素法）その他の構造解析によって示した．本研究の成果は，
株式会社東芝研究開発センターとの共同研究による．

ひび割れ発生条件と環境条件が中性化進行に及ぼす影響の基礎的検討

 准教授 加藤 佳孝   

極若材齢に発生したひび割れが，鉄筋コンクリート構造物の耐久性に及ぼす影響を検討するために，ひび割れ発生
時期とその後の環境条件を変化させて，ひび割れからの二酸化炭素の侵入とそれに伴う中性化の進行状況を実験的に
検討する．

高度画像センサネットワーク技術の研究開発

 准教授 上條 俊介   

Ｄ．所内措置研究費

1. 展開研究

高密度培養を目指した Engineered Tissue の形状・物質輸送システム設計・生産に関する研究

 准教授 白樫 了   

ＲＦ-ＭＥＭＳ とマイクロ波回路のモノリシック融合化

 准教授 年吉 洋   

モノリシック・マイクロ波集積システムを ＭＥＭＳ 技術によって実現する方法として，ＲＦ-ＭＥＭＳ スイッチの
設計，製作方法の研究開発と，ＭＥＭＳ 駆動回路と ＭＥＭＳ アクチュエータの集積化手法について研究を行った．
両技術は，本研究グループが将来のステップとして計画している ＭＭＩＣ（Monolithic Microwave Integrated Circuit）   
のマルチユーザー・マルチチップサービス取りまとめ事業と，ＭＥＭＳ と ＭＭＩＣ との集積化プロセス・サービス
のための基盤技術開発として位置づけられる．本研究グループでは，日本国内のマイクロ波研究者が共同利用できる
ＲＦ-ＭＥＭＳ 開発センターの立ち上げを企画予定である．

光合成の分子メカニズム解析

 教授 渡邉 正   

太陽光はポスト化石資源時代に人間が頼れるエネルギー源の 右翼となる．利用形態の一つとして，光合成系にな
らった光エネルギー変換分子システムの開発が期待できる．しかし，光合成の分子レベル機構にはまだ不明な点が多
く，とりわけ，数十段階のエネルギー・電子伝達を経ながら量子収率 100% という驚異の効率を支える機能分子間の
電子エネルギー準位チューニングと，強烈な酸化力を生み水 H2O から電子を引き抜く仕組みは大半がブラックボック
スにとどまる．本研究ではその全容解明を中期的目標として，主要機能分子の電子エネルギー準位（電子授受電位）
精密計測と，H2O 酸化を担うタンパク質複合対中の機能分子（群）の特定の 2 点を掘り下げる．

2. 選定研究

Quantitative field evaluation of ground water contents' relation to landslide occurrence    
for improved disaster mitigation measures．

 講師 ヨハンソン ヨルゲン   

実環境下で利用可能な脳活動計測法

 准教授 中野 公彦   

ドライビングシミュレータなどを用いた，機械と人間の高次機能の相互作用を解明する研究が行われている．その
ためには，脳活動計測が有効な方法であるが，ドライビングシミュレータ内は，ノイズレベルが高く，脳波計測が困
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難な場合は多い．多チャンネル計測をベースとした新しい信号処理体系を用いて，上記のようなノイズレベルの高い
環境でも脳機能計測が可能になるシステムの構築を目指す．

広帯域弾性波を用いた複合材料構造中の損傷検知システム

 准教授 岡部 洋二   

複合材料積層板に Lamb 波を伝播させ，その波形変化から損傷を検知する構造ヘルスモニタリング手法において，
本研究では，Lamb 波の発振側に MFC アクチュエータ，受振側に FBG センサを用いたシステムの構築を試みる．こ
れらはバルク状の PZT 素子と比べて，共振周波数が無く，指向性を持っているため，広帯域の Lamb 波を効率良く送
受振可能となる．このシステムを構築することで，受振波形からより多くの情報を取得し，より精度の高い損傷評価
を目指す．

マスター鍵更新可能なフォワードセキュア ID ベース暗号方式の開発

 准教授 松浦 幹太   

公開鍵暗号のうち，公的基盤との親和性の高い標準的な公開鍵基盤（PKI）に基づく方式は，技術的に実用レベル
に達し近年普及が進んでいる．しかし，PKI の運用等に関する制約のため，民間の多様な独自サービスで利用するに
は必ずしも相応しくない．一方，人間が見て理解できる情報（例えば電子メールアドレス）を公開鍵として利用でき
る ID ベース暗号（IBE）の場合，通信可能な基盤さえあれば原理的には独自の公開鍵暗号利用システムを迅速に整備
できる．その基本技術は実用レベルへ近づきつつあるが，脅威発生時の被害を 小限度に抑えるフォワードセキュリ
ティに関する研究が不十分である．本研究では，フォワードセキュア IBE としてもっとも進んだ「マスター鍵更新可
能な方式」を世界に先駆けて開発し，IBE の本格的な実用化への道を開く．

新規メタロポリマーの開発と機能材料への応用

 講師 北條 博彦   

電子デバイスにおける有機材料は，導電体，半導体，絶縁体としての利用用途がある．本研究では絶縁体として，
特に数 100MHz ～ GHz 帯の高周波回路での利用を意識した材料開発に取り組む．高周波帯域では高分子鎖の揺らぎに
よりインピーダンスが低下するほか，誘電損失による発熱が問題となる．この問題の解決策としてわれわれは芳香族
イミン系メタロポリマーの利用に着目した．

耐震補強工事に伴い大量取得されるボーリングコアを用いた耐久性評価体系に関する研究

 准教授 岸 利治   

新しい蛋白質設計パラダイム構築へ向けた基礎研究

 准教授 上條 俊介   

3. 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  

 准教授 半場 藤弘， 教授 加藤 千幸， 教授 大島 まり， 准教授 北澤 大輔， 教授 加藤 信介，             
 准教授 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 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．

「知の社会浸透」ユニット

 教授 大島 まり， 教授 渡辺 正， 教授 志村 努， 教授 光田 好孝， 教授 川口 健一， 教授 藤井 輝夫，             
 准教授 岡部 徹， 准教授 鈴木 高宏      

  現代社会において科学技術は，国の経済および文化の発展を左右する重要かつ支配的な役割を果たしている．特  
に 近では著しい速度で科学技術が進歩しており，各専門分野において多様な科学研究が積み重ねられ，先鋭化して
きている．このようなことから，創生された新たな研究成果を次世代技術として実社会に結実するには， 先端の科
学技術研究をさらに発展させていくことが必要である．また，その一方で，広い視野で先端科学技術・産業技術の
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「知」について正しく，かつ有意義な情報を，それらを受け入れる社会に発信・普及・啓発し，教育にも活かすこと
が重要である． このような「科学技術リテラシー」の向上に対する取り組みは，欧米諸国で盛んに行われて，先駆し 
ている． 近，日本国内でもその重要性がようやく認識され，国としての取り組みが始まっている．そこで，所長の
トップダウンプロジェクトとして 2005 年に発足した「知の社会浸透」ユニットは，「科学技術リテラシーの向上」に
関する課題について生研として積極的に取り組み，実践していくことを目的としている．

工学とバイオ

 教授 渡邉 正， 准教授 立間 徹， 教授 藤井 輝夫， 准教授 酒井 康行， 准教授 白樫 了，             
 准教授 竹内 昌治， 教授 溝部 裕司， 准教授 吉江 尚子， 准教授 佐藤 文俊， 教授 工藤 一秋，             

 准教授 石井 和之， 教授 畑中 研一， 教授 川勝 英樹， 教授 合原 一幸， 准教授 鈴木 秀幸， 准教授 河野 崇，             
 准教授 金 範埈， 教授 大島 まり， 准教授 鈴木 高宏， 教授 荒木 孝二， 准教授 上條 俊介， 教授 川口 健一，             
 教授 黒田 和男， 教授 迫田 章義， 教授 志村 努， 准教授 土屋  健介， 准教授 中野 公彦， 准教授 新野 俊樹，             

 教授 平川 一彦， 教授 藤田 博之， 講師 北條 博彦， 教授 柳本 潤， 教授 吉川 暢宏， 准教授 火原 彰秀             

工学とバイオ技術との接点は飛躍的に拡大しており，人工システムを主な対象としてきた工学の，バイオ関連分野
への応用可能性を議論することはきわめて重要である．本研究グループでは，生体における構成要素の構造と機能と
の関係を明らかにした上で，それをいかに利用するかを問う，という姿勢を念頭におきながら，工学とバイオ技術と
の接点を広く探るための活動を展開している．

4. 所長裁量経費

熱駆動ナノデバイスの開拓の理論と実験

 准教授 羽田野 直道， 助教（東大） 遠藤 彰      

羽田野は 2 年ほど前から中村（核融合研）・白崎（横国大）とともに，低温でのナノデバイスにおける量子的な熱
電効果を理論的に研究して来ました．特に，強磁場下の 2 次元半導体へテロジャンクションでは，x 方向に温度差を
つけると y 方向に電位差が発生する現象を定量的に理論予測し，これを「量子ネルンスト効果」と名付けました．こ
れは，ナノスケールで熱を電気に変換するという，全く新しい機能のデバイスにつながる研究です． 近フランスで，

（本来の理論予測の対象とは違う）3 次元のビスマス単結晶において似た現象が実験的に観測され，これから世界的に
注目されると大いに期待されます．将来的にナノデバイスへと結びつけるためには，我々の本来の予測対象である 2
次元半導体へテロジャンクションにおいても実験的に観測する必要があります．そこで，強磁場下半導体へテロジャ
ンクションの実験に熟達している物性研究所の遠藤氏と協力して，理論と実験の両面から「量子ネルンスト効果」を
検証することを目指します．

戸田御浜再生プロジェクト

 教授 木下 健， 准教授 北澤 大輔， 教授 （東大）日野明徳， 教授 （東大）橘和夫，          
 教授 （日大）石川稔矩， 准教授 （東大）多部田茂， 准教授 （東大）岡本 研， 大学院学生（木下研） 伊藤翔，         

 大学院学生（日野研） 藤木宣成， 大学院学生（日野研） 村上奈央子， 大学院学生（日野研） 大瀧健太      

近年貝類の減少している戸田御浜の生態系を種の数と個体数の両面で豊かさを取り戻す方策を原因を究明して探
る．何時の時点に戻すかは，漁業，観光，自然保護等の観点の相違で簡単に決められないが，地元の要望の意識調査
等を行い合意形成についてのフィールドワークを行う．

所長裁量プロジェクト　マイクロ化技術を用いたマウス ES 細胞の心筋・肝細胞への高効率分化誘導

 准教授 酒井 康行， 教授 藤井 輝夫      

ES 細胞は，再生医療やモデル細胞の供給源として期待されているが，未分化状態を維持したままの増殖，特定の臓
器細胞への分化，のいずれも in vitro での完全な制御には程遠い．本申請では，特定臓器への高効率の分化誘導を目指 
し，様々なマイクロ化技術（マイクロ流体デバイス技術やマイクロパターニング技術，マイクロ三次元培養等）を駆
使したマイクロバイオリアクターを開発し，その評価を行うことを目的とする．

機能性錯体磁気光学効果とナノ磁性微粒子磁気ヒステリシスの融合

 准教授 石井 和之   

本研究では，光機能性錯体フタロシアニンを酸化鉄ナノ磁性微粒子へ担持し，フタロシアニンの持つ磁気光学効果
と酸化鉄の磁気ヒステリシスをカップリングすることで，分子磁性・分子スピトンロニクスの新たな局面を開くこと
を目的とする．

油水分散系および多段階マイクロ溶媒抽出システムの開発

 准教授 火原 彰秀   

マイクロ分析システムは，幅 100 µm 程度のマイクロ流路を利用した分析システムである．これまでに水と油がマ 
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イクロ流路内で平行して流れるマイクロ多相流の研究を進め，分析化学における分離操作として非常に重要な溶媒抽
出の研究に取り組んできた．この技術は，血液や尿などの生体試料から，薬物などの目的化合物を選択的に取り出す

「分析前処理」の自動化に貢献すると期待できる．本研究の目的は，マイクロ空間の特徴を利用した新規な流体制御
法を実現により，油水分散系を利用した溶媒抽出操作を開発し，さらにその操作を多段階化することである．

Ｅ．その他

1. その他公的資金

複層鋼板プロジェクト－複層鋼板のプレス成形性

 教授 柳本 潤   

高強度鋼板のサンドイッチ構造である複層鋼板のプレス成形性について研究を開始した．本研究は，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：複層鋼板プロジェクトの一部であり，今後は各種複層
鋼板のプレス成形性について明らかにしていく予定である．

科学技術インタープリター養成プログラム 

 教授（東大）  黒田 玲子， 教授（東大）  石浦 章一， 教授（東大） 長谷川 寿一， 教授 大島 まり，             
 教授（東大） 佐倉 統， 准教授（東大） 廣野 喜幸， 准教授（東大）  藤垣 裕子， 准教授（東大） 岡本 拓司，             

 特任講師（科学技術インタープリター養成プログラム） 橘 由里香，   
 特任助教（科学技術インタープリター養成プログラム） 水沢 光，   

 特任助教（科学技術インタープリター養成プログラム） 金 凡性， 教授（国際基督教大） 村上 陽一郎，      
 教授（東大）  松井 孝典， 教授（東大） 中須加 真一， 教授（東大） 佐藤 勝彦，          

 東大宇宙線研究所長 鈴木 洋一郎， 客員教授（東大総合研究博物館） 洪 恒夫， 教授（江戸川大） 境 真理子，         
 朝日新聞科学エディター 高橋 眞理子， NHK 科学環境番組部チーフプロデューサー 松本 俊博，      

 講師（明海大） マイケル・レイナー  

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プリターの養成を行なう．

カスピ海の産業活動の生態系への影響解明と広域環境保全に関する研究

 准教授 北澤 大輔   

カスピ海の海底には，多くの石油・天然ガス資源が存在し，今後海上資源開発がますます進むものと予想される．
そこで，カスピ海における石油・天然ガス資源開発が生態系に及ぼす影響を解明し，周辺 5ヶ国共同の環境保全シス
テムを考える．

「ユビキタスネットワーク～電子タグ技術等の展開」・電子タグを用いた測位の安全と安心の確保

 准教授 瀬崎 薫， 教授 柴崎 亮介， 国土地理院 神谷泉， 国土地理院 小荒井衛， 国土地理院 松坂茂，            
 情報通信研究機構 滝澤修， 消防庁予防課 細川直史， 消防庁消防大学校 高梨健一， 科学警察研究所 原田豊，        

 科学警察研究所 島田貴仁  

屋内外を問わずユビキタスサービスが利用可能となるためには，位置情報をいつでもどこでも利用出来るようにす
ることが必須である．このためには，位置情報の参照点となる電子タグ付きの基準点を国土に展開することが有効で
あるが，そのための基盤技術から応用までを統合的に研究し，電子タグ配備のための戦略と電子タグ応用の将来像を
描くことを研究の目的とする． 具体的には，電子タグ付きの基準点の安価な構成・配備技術，基準点を元に位置情報 
を得た端末群がそれを交換すると共に他の情報等も加味して高精度の位置同定を行うための技術，得られた情報を元
に安全・安心の向上を図るための応用システムの 3 つを総合的に研究する．

無機磁性材料と光機能性錯体の融合による新規磁気光学機能の創出

 准教授 石井 和之   

本研究では，光機能性錯体フタロシアニンの示す強発光性・磁気円偏光二色性と無機磁性材料の持つ磁気ヒステリ
シスを結合することで，有機－無機複合型磁性材料における新規磁気光学物性の発現を目指す．

フタロシアニン色素を用いた新規光リミッティング効果

 准教授 石井 和之   

本研究では光リミッティング材料として期待されているフタロシアニンを用い，多量化や磁気光学効果などの併用
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による新規光リミッティング効果の創出を目的とする．

大規模集客施設内部の非構造材の落下安全性評価法の開発

 教授 川口 健一， 助教（川口研） 吉中 進      

研究の目標 1）非構造材の設置位置や面積，重量などによる安全性のクライテリアを構築する．（高さ，重量などの
数値により分類可能なクライテリア．）2）材質，設置方法などによる実際の安全性の違いを明確にする試験方法を構
築する．（材質，取り付け方法など数値化の難しいものの試験方法．）研究方法ケ）現在，自動車などの安全性能判断
に用いられている HIC（Head Injury Criteria）等の判定手法を精査し応用を試みることにより，非構造材の設置高さや  
面積，重量の安全性にかかわる基礎的データを集積し，数値による安全性クライテリアを構築する．2）数値計算と
して，静的非線形解析，動的解析（接触を含む）及び人体数値モデル，を用い，材質と安全性の確認試験方法を提案，
有効性を調査する．さらに必要に応じてダミーモデルを用いた落下型衝撃試験方法を開発，有効性を調査する．

AGS プロジェクト推進経費

 准教授 村松 伸   

「都市文化の多様性のサスティナビリティ」

COE 戦略研究費　インドネシアにおける都市文化遺産・資産調査

 准教授 村松 伸   

COE 戦略研究費　東南アジアにおける都市文化遺産ストックの保全活用

 准教授 村松 伸   

住宅に対する建物被害調査・再建支援統合パッケージの開発（国土交通省建設技術研究助成）

 准教授（富士常葉大学） 田中聡， 教授（富士常葉大学） 重川希志依， 教授（京都大学） 林春男，      
准教授（京都大学） 牧紀男， 講師（富士常葉大学） 高島正典， 教授 中埜 良昭，      

研究員（防災技術研究所） 堀江啓， 研究員（京都大学） 吉富望， 特認准教授（新潟大学） 田村圭子，     
研究員（京都大学） 浦川豪 

災害時において自治体が実施する建物被害認定被害調査からり災証明発行へ至る一連の業務について，阪神・淡路
大震災および，新潟県中越地震での事例を分析し，内閣府の調査指針を補完し，かつ，被災者の住宅再建支援への円
滑な移行を可能にするシステムを構築するとともに，これらをまとめた自治体向けの標準的なパッケージを開発す
る．

有害危険物質の拡散被害予測と減災対策研究

 教授 加藤 信介   

国および自治体の NBC 防災対策を効率的に推進するために，市街地の建物およびセンサー情報を利用した拡散予
測技術および減災対策を開発する．PC で計算可能な高精度の有害危険物質の屋内・屋外における拡散予測および避
難誘導支援システムを開発し，予測精度を野外拡散実験結果および模型実験結果で検証した後，自治体の防災訓練に
適用する．

バイオセンサーによる室内空気質の毒性評価に関する研究

 教授 加藤 信介   

一般的に行われている高度な機器（GC － MS，HPLC など）を用いた空気質評価方法では，未知の物質に対応する
ことはできず，また気中に含まれる物質の毒性を包括的に評価することはできない．本研究では，維持管理の容易な
水中生物の持つ優れた物質認識機能を利用して気中に含まれる物質の危険性を直接検知することができるセンサー
を作製することを目標とする．

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）

 教授 藤井 輝夫， 准教授 酒井 康行， 大学院学生 木村啓志        

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．
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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」

都市基盤安全工学国際研究センター（ICUS）， 教授 魚本 健人， 客員教授 天野 玲子， 教授 目黒 公郎，         
 助手 吉村 美保   

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．

2. その他（公的以外）

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， 客員准教授 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っている．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している．

リアルオプション分析による新エネルギーおよび非在来型資源の技術開発投資の評価

 准教授 安達 毅   

本研究は，プロジェクトに含まれる不確実性を明示的に算入し，投資の柔軟性による価値を評価できるリアルオプ
ション分析の手法を用いて，太陽光発電，マンガン団塊といった新エネルギー・非在来型資源の政策的な技術開発プ
ロジェクトの評価を行う．それによって，より効率的な投資と 適な投資タイミングおよび非在来型の技術開発の収
益性ならびに方向性を打ち出すことを目標とする．

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

 准教授 岸 利治， 横国大・助教授 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．

光電気化学技術の基礎と応用に関する研究

 准教授 立間 徹   

MEMS 技術を用いたマイクロ光学部品の製作に関する研究

 准教授 金 範埈   

環境および材料非均質性による鉄筋コンクリートのマクロセル腐食の時間依存性に関する実験的検
討

 准教授 加藤 佳孝   

環境や品質の非均質性により鉄筋コンクリート構造物中の鉄筋には，マクロセル腐食が発生するが，この機構は明
らかとなっておらず，特にその時間依存性の検討は皆無である．本研究では，これらの課題に対して実験的に検討し，
機構解明を目的としている．

ナノデバイスの熱駆動による動作特性

 准教授 羽田野 直道， 准教授（核融合研） 中村 浩章， 准教授（横国大） 白崎 良演，         
 准教授（北大） 古賀 貴亮   

ナノデバイスに温度差をつけた場合の新しい動作特性を研究します．熱流によってメゾスコピック系に出現する新
しい量子効果を発見し，それを利用したナノデバイスを提案します．現在のナノデバイスは基本的に試料に電流を流
すことによって駆動します．それに対して我々は量子ネルンスト効果（低温で試料の左右に温度差をつけると，試料
の上下に電位差が発生する効果）を予言しました．これを用いると，ナノスケールで熱と電気の間の変換が可能にな
ります．本研究ではこの方向をさらに押し進め，温度差による熱流が起こす様々な量子現象「熱量子効果」を探索し
ます．例えばナノリングを挿んで温度差をつけると，アハラノフ・ボーム効果による干渉によって熱伝導率が磁場と
ともに激しく振動する現象などが考えられます．理論の専門家である羽田野・中村・白崎と実験の専門家である古賀
の共同研究によって，熱量子効果を利用した新しいナノデバイスを考案の上，実験的に動作確認を行うことを 終的
な目標とします．
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オンチップレギュレータ及び低消費 LOGIC 回路の研究 

 教授 櫻井 貴康   

完全空乏型SOIデバイスおよびWCSP技術というチップ上再配線技術を用いたオンチップの電源回路開発および低
消費電力高速 LSI 設計の基礎研究を行う． 

国際・産学共同に関する研究助成

 教授 櫻井 貴康   

国際・産学共同に関する研究助成

MEMS 無線センサネットワークの鉄道への応用

 教授 藤田 博之， 助手 安宅 学      

MEMS センサや MEMS 電源を含む無線センサチップに関する研究において，鉄道の安全や快適性の向上に利用す
る試みを支援する研究．

MEMS 技術の研究助成

 教授 藤田 博之   

超小型の運動システムを作る研究（マイクロメカトロニクス）における，マイクロマシン加工した構造の形状観察
と組成分析に関する研究

生産技術に関する研究助成

 教授 藤田 博之   

超小型の運動システムを作る研究（マイクロメカトロニクス）における，マイクロマシンの光応用に関する研究

生産技術に関する研究助成

 教授 藤田 博之   

超小型の運動システムを作る研究（マイクロメカトロニクス）における，マイクロメカトロニクスを応用した次世
代超高密度ハードディスク装置の研究．

生産技術に関する研究助成

 教授 藤田 博之   

超小型の運動システムを作る研究（マイクロメカトロニクス）における，半導体技術に基づくマイクロ・ナノ加工
の研究とその応用に関する研究．

3. グローバル連携経費

国際ネットワークの活動支援．NAMIS ネットワークの運営と拡大

 教授 藤田 博之， 特任教授 アラン・ボスブフ     

マイクロ・ナノシステムに関する技術と応用を共同で討議し，研究するネットワークを運営し，その活性化と拡大
に努める．

4. 東京大学ナノバイオ・インテグレーション研究拠点

バイオナノメカトロニクス

 教授 藤田 博之， 准教授 竹内 昌治， 産学官連携研究員 （藤田（博）研） 久米村 百子          

半導体技術に基づくマイクロ・ナノ加工で作った MEMS（マイクロマシン）を使って分子や細胞を個別に操作し，
可視化観測，化学・機械・電気特性の評価を可能とするメカニズムに関する研究を行う．機械，電気・電子，化学，
ライフサイエンスなどを融合することで，この分野を総合的に扱う学問領域（バイオナノメカトロニクス）を確立し，
従来の実験系では不可能であった知見をもたらすことを目標とする．
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5. 三好研究助成金

Information exchange on disaster mitigation of rapidly moving landslides， establishing    
contacts with future research collaborators， and making advertisement for exchange studies    
at University of Tokyo

 講師 ヨハンソン ヨルゲン   

Population and infrastructure increase， and increase in local severe rains storms due to global climate change， are augmenting    
the risks related to landslides and slope failures around the world． To improve mitigation measures， and increase preparedness by    
e．g． creating warning systems and updating design codes， we need understand better the mechanisms and processes of failure of    
landslides， slopes and road/railroad embankments． The Scandinavian countries have dealt with landslides and slope instabilities    
for more than 100 years． Landslides that occur in so called sensitive (quick) clays can occur very suddenly and quickly， and    
therefore are very difficult to deal with． The sliding masses become consistencies of heavy liquids， which can flow over large    
distances and cause extensive damage to anything in their path． Thus flow slides e．g． in Japan and quick clay slides in Scandinavia    
have physical similarities and an exchange of technical information would be very useful．

6. 土木学会地震調査旅費

Pisco Peru Earthquake reconnaissance

 講師 ヨハンソン ヨルゲン   

We investigated damages due to the Pisco Peru earthquake． I was partially supported by JSCE．

7. 文部科学省：キーテクノロジー研究開発の推進 次世代 IT 基盤構築のための研究開発

新型トランジスタ構造の基本設計に関する研究開発

 教授 平本 俊郎   

本プロジェクトは，将来のスーパーコンピュータシステムにおける高速化の 大の障壁となる LSI の消費電力を削
減することを目的とし，産学連携体制により低電力を達成できるデバイス構造を提案し，更に回路技術，論理方式を
研究開発する．本研究では，このうち新しいトランジスタ構造の検討を行っている．提案するトランジスタは，10nm
という極めて薄い埋込酸化膜を有する SOI 基板上に作製した MOS トランジスタである．基板電圧印加によりしきい
値電圧を制御して消費電力を大幅に削減する．本年度は，この極薄埋込酸化膜を有する SOI 基板上に実際に MOS ト
ランジスタを作製し，測定により大きな基板バイアス係数を確認した．さらに，この SOI 基板上に三次元構造トラン
ジスタも併せて試作し，本デバイス概念が将来のトランジスタ構造にも有効であることを示した．

8. 経済産業省：ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発

シリコンナノワイヤトランジスタの物性探究とその集積化に関する研究開発

 教授 平本 俊郎   

本研究開発は，将来のナノスケールシリコン MOSFET の一形態として注目されるシリコンナノワイヤトランジスタ
につき，その物性探究，高性能化ためのデバイス設計指針提案，および集積化デバイスとしてのフィージビリティ
チェックを行うことを目的とする．ここで，シリコンナノワイヤトランジスタとは，ワイヤ径が 15nm 程度以下のナ
ノワイヤチャネルを有するトランジスタで，量子閉じ込め効果等のナノ構造特有の物理現象によってデバイス特性が
変化するトランジスタをいう．本年度は，ナノワイヤ幅が 7-40nm のシリコンナノワイヤのアレー構造をチャネルと
する FET の試作した．スプリット CV 法を改良した手法で，シリコンナノワイヤ FET の移動度を正確に測定すること
に成功した．
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