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VI．研究および発表論文

研究部・センターの各研究室における研究2. 

基礎系部門
 CED（き裂エネルギ密度）概念による破壊力学の構築（継続）1. 

教授 渡邊 勝彦

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

 圧電材料の破壊力学に関する研究（継続）2. 
教授 渡邊 勝彦，技術専門職員 土田 茂宏，準博士研究員 Kim， Sang-wong

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

 核共鳴 X線散乱による表面近傍原子拡散過程に及ぼす水素吸蔵効果の研究3. 
教授 岡野 達雄，名誉教授（中央大）深井 有，技術職員 河内 泰三，大学院学生（岡野研）笠井 秀隆，

教授 福谷 克之，助教（岡野研） 松本 益明，助教（福谷研） ビルデ マーカス，
研究所講師（KEK）張 小威，助教（KEK）亀卦川 卓美

　固体表面近傍の数 nmの領域における原子拡散過程は，固体内部と異なった特性を示すことが考えられる．本研究
では，高圧水素雰囲気における鉄薄膜試料と超高真空下で水素原子吸蔵させた表面について，核共鳴 X線散乱の時
間スペクトル測定を行い，原子拡散の素過程であるジャンプ頻度を明らかにすることを目的としている．本年度は，
SPring-8 BL09ビームラインを利用し，高圧セルを用いた放射光時間スペクトルの測定を行い，キュリー点以上の温
度領域での時間スペクトルが，原子拡散過程を考慮した時間スペクトルの理論式によい一致を示すことを明らかにし
た．

 半導体超格子界面の二次元電子系からの電界電子放射に関する研究4. 
大学院学生（岡野研）板倉祥哲，教授 岡野 達雄，教授 平川 一彦，教授 福谷 克之，技術専門職員 河内 泰三

　半導体超格子界面に局在する二次元電子系からの電子放射を観測することを目標にして，装置の開発を始めた．真
空容器，へき開装置などを試作し，改良点を検討した．

 低温固体表面における水素原子の拡散過程に関する研究5. 
大学院学生（岡野研）池田 暁彦，助教（岡野研） 松本 益明，教授 岡野 達雄，

教授 福谷 克之，助教（福谷研） ビルデ マーカス

　金属表面での水素原子の拡散過程に関する実験的研究を開始した．低温走査トンネル顕微鏡による水素原子の観測
を試みている．また，マクロ尺度の表面における拡散速度の測定方法について検討を行い，実験装置の設計を進めた．

 極高真空領域における真空ポンプの性能評価6. 
教授 岡野 達雄

　非蒸発型ゲッタポンプの排気性能の評価をコンダクタンス変調法により行うことを目的として，装置の整備を行っ
た．また，真空系内のガス放出速度の測定限界を検討した．

 CaO/Pd 積層膜中の極微量Pr の測定7. 
理研 木寺 正憲，教授 岡野 達雄，教授 福谷 克之，助手 松本 益明，

助手 ビルデ マーカス，教授（東大）山崎 泰規

　パラジウム表面層に存在するセシウム原子と重水素の反応によりプラセオジムが生成するという「低温核変換現象」
の再現性を確かめるために一連の実験を進めている．ECR-AMS法による測定を Prイオン打ち込み試料について測
定し，充分な感度を有することを確認した．
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 ワイドバンドギャップ半導体のフォトリフラクティブ効果8. 
教授 黒田 和男，教授 志村 努，助教（黒田研）藤村 隆史

　半導体はフォトリフラクティブ材料の中でも高速な応答を示す材料である．我々は青紫色領域で動作する高速な
フォトリフラクティブ素子の実現を目指し，ワイドバンドギャップ半導体の窒化ガリウム（GaN）結晶に着目して研
究を行っている．これまでにわれわれは，ヘリウムイオンを注入した薄膜 GaN結晶において，紫外領域において電
界吸収効果によるフォトリフラクティブ効果をはじめて観測し，また Fe添加のバルク結晶においてもポッケルス効
果由来の 2光波混合ゲインの観測に成功している．今年度は，Fe添加 GaN結晶における 2光波混合特性を説明すべ
く，Fe3＋の励起状態を考慮した新しいフォトリフラクティブモデルを構築し，その解析解と実験結果を比較するこ
とで，フォトリフラクティブ効果の発現機構を明らかにした．

 反強磁性体の超高速磁化ダイナミクスの研究9. 
教授 黒田 和男，教授 志村 努，助教（志村研）佐藤 琢哉，

大学院学生（志村研）趙 成鎭，大学院学生（志村研）飯田 隆吾

　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ものの，測定
の難しさからその報告例はわずかであり，予測が実証されたとはいえない．我々は，反強磁性体の磁性の観測法とし
て磁気複屈折効果を用いる手法を開発してきた．これまでは，超短光パルスを用いたポンプ &プローブ法を立ち上げ，
反強磁性体 NiOの磁化ダイナミクスの測定し，励起光のヘリシティーに依存したプローブ光のファラデー回転を観
測した．さらに RCrO3（R=希土類）の磁化ダイナミクスの測定を開始した．

 有機結晶DASTを用いた差周波発生による中・遠赤外超短光パルスの発生10. 
教授 黒田 和男，教授 志村 努，助教（志村研）佐藤 琢哉，

技術専門職員（志村研）小野 英信，大学院学生（黒田研）遠矢 祥弘

　波長域 10～50 µmには有機分子やフォノンなどの振動モードが数多く存在し，それらの超高速ダイナミクスを明
らかにすることは物理的に興味深いが，代表的な非線形光学結晶では自身の吸収のために発生させることが困難であ
る．そこで我々は大きな非線形性，広い周波数応答を持つ有機非線形結晶 DAST（4-dimethylamino-N-methyl-4-stilba-
zolium tosylate）を用いた．得られた光パルスのスペクトルはフーリエ変換分光によって 10～40µm，パルス幅は強度
相互相関法によっては 300～600fsと見積もられた．また，パルスエネルギーは最大 200nJであった．

 地震断層沿いの砂礫斜面と土石流による河床変動（継続）11. 
教授 小長井 一男，研究員（小長井研）池田 隆明，

大学院学生（小長井研）Ahsan Sattar，大学院学生（小長井研）Zaheer Abbas Kazmi

　活動した地震断層沿いに数多くの崩壊斜面が現れ，これらを源とする土石流が河床の高さや地形を大きく変化させ
ることがある．1999年の台湾集集地震や 2005年のパキスタン・カシミール地震の後の台風やモンスーンによる地形
変動が近年の代表的な事例であり，河床が 8mも上昇した場所もある．これら地形変動のパターンを抽出することは
国土保全戦略を立てる上で大きな情報をもたらすものである．今年度はパキスタンムザファラバード市内の土石流の
状況を調査し，ムザファラバード市の一部移転候補地の選定に関わるアドバイスを行った．

 活褶曲地帯の山岳トンネルの地震被害12. 
教授 小長井 一男，研究員（小長井研）池田 隆明，大学院学生（小長井研）冨安 由里子，

大学院学生（小長井研）Zhao Yu，大学院学生（小長井研）藤田 智弘

　2004年 10月 23日の中越地震では活褶曲地帯の斜面崩壊地を縫うように建設されていた道路トンネルに亀裂が生
じた．これらのトンネルは地盤とともに変形するため，見方を変えればこれらは地盤の動きを記録する歪ゲージと見
ることができる．これまでに木沢トンネル，十二平トンネルなどの変形をディジタルデータとして作成し，振興調整
費重点課題研究「「活褶曲地帯における地震被害データアーカイブスの構築と社会基盤施設の防災対策への活用法の
提案」（代表者 土木学会 小長井一男）で実施しているボーリング調査も併せて，このような施設の防災性向上策につ
いて昨年度に引き続き検討を進めた．さらに台湾の断層沿いの基礎構造物の変形状況の精密な 3次元モデルの構築も
行った．

 2008 年中国四川省の巨大地震と地震災害に関する総合的調査研究13. 
教授 小長井 一男

　2008年 5月 12 日に中国四川省汶川県付近を震源とするマグニチュード（M）8.0（中国地震局）の巨大地震が発生
し，死者 7万人を超えると推定される甚大な被害がもたらされた．この巨大地震は，四川盆地とチベット高原の境界
部に位置し，北西―南東方向の圧縮力による逆断層運動によって生じたと考えられる．断層の長さは 200km以上と
推定され，内陸部で発生した地震としては最大級の地震である．この地震は，インド大陸の北上に伴ってユーラシア
プレートの内部が広域にわたって変形することが原因で発生したと考えられるが，プレート内部の変形の詳細は必ず
しも明らかになっていない．内陸部でM8級の巨大地震が発生する可能性は，我が国でも指摘されているが，近年発
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生した最大規模の被害地震は平成 7年兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）で，M7.3，断層の長さ 50km程度であり，
M8級の巨大地震の発生機構は十分に明らかにされていない．中国四川省の巨大地震によってもたらされた地震災害
を，我が国の学術的知見を活用し，内陸の巨大地震の発生機構の解明，巨大地震によって生じる地殻変動の解明，さ
らに巨大地震の地震動による山間部での斜面災害の発生機構の解明，建築物・土木構造物の被害の実態解明などの観
点から総合的な調査する．これらによって，中国における二次災害の軽減と復興戦略策定に貢献するとともに，将来，
我が国で発生し得る内陸巨大地震の発生機構の解明とその地震災害の軽減，および合理的な復興戦略の策定に資する
データを得ることが，本研究の目的である．

 軟弱地盤中のトンネルの地震時挙動に関する研究（継続）14. 
教授 小長井 一男，技術専門職員（小長井研）片桐 俊彦

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

 Fault induced permanent ground deformations and damage to infrastructure15. 
教授 小長井 一男，准教授 ヨハンソン ヨルゲン，大学院学生（小長井研）Sven Peter Teodori

　Surface rupturing earthquakes occur every 6-7 years in Japan causing severe infrastructure damage. To obtain design formulas 
for estimating tectonic fault offset required for a surface rupture inversion analysis data were used. Ratios of the maximum slip at 
an asperity and the distance along the fault dip from the asperity to the ground surface (overall strain) and was compared with 
maximum ground surface slips. Overall strain lower and upper bounds to cause surface rupture were proposed.

 From earthquake reconnaissance lessons to disaster mitigation and preparedness strategies16. 
教授 小長井 一男，准教授 ヨハンソン ヨルゲン

　We have been doing many reconnaissance trips to earthquake affected areas. Lesson’s learned should be converted in to strate-
gies for future disaster mitigation and preparedness. Recently we have been to Pakistan (November 2006) A M 7.6 earthquake 
causing wide-spread devastation in North Eastern Frontier Area of Pakistan， about 90 km NNE of Islamabad Oct. 8, 2005 and al-
most 80,000 people were killed. Japan Society of Civil Engineers (JSCE) dispatched a several teams to help in rehabilitation proj-
ects. The fi fth team’s task was to evaluate the stability of Hattian Bala landslide dam and obtaining soil profi les in Muzaffarabad 
to understand damage distributions.

 水平層地盤内の斜杭基礎上の高架橋の地震時応答を支配するパラメータの感度解析17. 
教授 小長井 一男，准教授 ヨハンソン ヨルゲン，大学院学生（小長井研）Pinar Yilmaz

　A Semi-analytical approach for solving the problem of interaction of pile withssemi-infi nite layered soil medium in axial vibra-
tion is presented here. The methodsis similar to the Thin Layered Element Method which was originally developed forssolving 
pile-soil interaction problem in lateral vibration. The results are in agree-sment with other available methods. The effect of Pois-
son’s ratio on axial vibrationsof piles is examined. Then a simplifi ed expression for pile-head stiffness is derivedsand compared 
with the solution of the semi-analytical method for different param-seters. An application of the combined effect of lateral and 
axial stiffness of batterspiles in horizontal vibration is also presented in this paper. Modal parameters ofsa pier supported by batter 
piles is studied for different batter angles. A frequencysdomain analysis of the pile-pier system considering the kinematic interac-
tion of thespiles is performed for horizontal free-fi eld motion. Predominant mode of vibrationsof the system is discussed.

  Quantitative fi eld evaluation of ground water contents’ relation to landslide occurrence for im-18. 
proved disaster mitigation measures

教授 小長井 一男，准教授 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. updating design codes, we need understand better the mechanisms and processes of failure of landslides, slopes and road/
railroad embankments. To this end we are using infrared imaging to evaluate moisture distributions of landslide scarps.

 古地震の公的，私的記録の性格とその変遷19. 
教授 小長井 一男，大学院学生（小長井研）松村 有見子

　1847の善光寺地震では地震の被害と復興にかかわる様々な公的，私的記録が残されている．公的記録はその記述
の正確さをもって幕府の支援に繋げる意図があるものであったり，また瓦版などの巷間に流布した記録は公的機関が
なしえない民間への情報伝承の意味で興味深い役割を果たしたと考えられる．この情報伝達の有り様はインターネッ
トの発達した現在でも共通するものがあり，2008年の中国四川大地震の状況にも繋がる．地震災害の教訓を的確に
次世代に繋げる情報伝承のあり方を検討する．
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 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20. 
教授 田中 肇，助教（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．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．

 流体力学的相互作用を考慮した高分子鎖のダイナミクスの研究21. 
教授 田中 肇，技術職員（田中（肇）研）鎌田 久美子

　高分子溶液などのソフトマターは，内部に流体を含んでいるため，流体を介した長距離の相互作用がそのダイナミ
クスに大きく影響していることが知られている．我々は特に高分子鎖の凝縮ダイナミクスにおいて流体効果が果たす
役割について注目し，本研究室で開発された流体効果を取り入れたシミュレーション手法である FPD法を高分子鎖
が扱えるように拡張し，研究を行なっている．我々はこれまで，高分子鎖が持つ初期のコンフィギュレーションによっ
て，流体は凝縮を加速する場合と減速する場合などの複数の働きを持つという結果を得た．たんぱく質は粗視化する
ことで高分子鎖として扱えることから，この研究テーマに関する結果は，未解明であるたんぱく質の折り畳み問題に
おいて基礎的な知見を与えるものであると考えられる．

 高分子溶液系における粘弾性相分離現象の研究22. 
教授 田中 肇，特任研究員（田中（肇）研）小山 岳人

　動的に非対称な混合系とは，一方の成分の微視的な運動性が他方の成分に比較して著しく低い，という系である．
このような系の相分離現象では，これまで知られてきた（動的に対称な）相分離現象の空間的特徴とその時間的発展
とはまったく異なる相分離過程が発現する．これを粘弾性相分離現象という．特にその構造的特異性は，運動性の低
い（遅い）成分が非常に希薄な場合であっても，遅い成分の濃厚相が細く連結し，ネットワーク状の構造を形成する
というものであり，界面張力を起源として発展する通常の相分離では説明できない特徴である．この構造の特異性は，
拡散による相分離構造の発展に追随できない遅い成分の粘弾性的性質が引き出され，遅い成分の濃厚相に相分離の発
展に抵抗する力学的応力が自発的に生ずるため，この相の分裂（相分離構造の発展）に著しい遅延が生ずるために発
現すると，理論的に予想されている．この相分離過程を時分割偏光解消光散乱の手法を用いて測定し，遅い成分への
力学的応力の発現を直接的に観測することにより，特にこの力学的応力の相分離構造の時間発展への影響を定量的に
測定することで，粘弾性相分離現象の本質的現象の実験的検証を行っている．

 コロイド系相分離の実空間解析23. 
教授 田中 肇，講師（ブリストル大）Paddy Royall

　It is often said that while gases and crystals may be easily described, and well-understood， liquids are far more challenging. 
Strongly interacting, with no long-ranged order, liquids are a law unto themselves. We use a model system of micron-sized col-
loids, whose thermodynamic properties mirror those of simple liquids, to probe long-standing fundamental questions of con-
densed-matter science. Because these colloids can be seen directly in 3D, at the single particle with a (confocal) optical micro-
scope, far more information is available than from reciprocal space scattering techniques applied to molecular systems. In 
particular We recently resolved the gas-liquid interface at the single-particle level. Since much of our understanding of the gas-
liquid interface dates back to van der Waals and continuum theory, to actually identify the individual particles from which the in-
terface is comprised has challenged the concept of the gas-liquid interface, and is hoped to stimulated new theoretical develop-
ment. Simultaneously, We have shown that critical theory, which operates at lengthscales of many hundreds of particle diameters, 
in fact remains valid right down to the single particle level. Our current work is aimed at demonstrating new ways to measure 
colloid-colloid interactions, and studying the connection between fi ve-fold symmetry and dynamical arrest. Although fi ve-fold 
symmetry can be directly seen in the microscope, it is very hard to test for any other way.

 位相コヒーレント光散乱法による複雑流体の測定24. 
教授 田中 肇，講師（武蔵工業大学）高木 晋作

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

 コロイド分散系におけるゲル化のメカニズム25. 
教授 田中 肇，講師（ブリストル大学）Paddy Royall，

大学院学生（田中（肇）研）鶴沢 英世，大学院学生（田中（肇）研）Mathieu Leocmach

　ゲルとは溶液中で粒子が全空間のネットワークを形成した状態である．本研究室での数値計算から，ゲル化には粒
子間に働く流体力学的相互作用が重要であると考えられており，これを実験的に検証することでゲル化の理解が進む
と期待される．実験系にはコロイド分散系が用いられ，共焦点レーザー顕微鏡で観察することでコロイドの構造と運
動を単一粒子レベルで調べることが可能である．本研究では，ゲル化の過程を直接観察するために，ゲル化に必要な
物質が半透膜を介して観察セル内に取り込まれる実験系を新しく構築した．その結果，セル作製直後においてコロイ
ドは液体状態だったが，時間が経過するとネットワーク構造を作り，ゲル化の過程を直接観察することに成功した．
今後，単一粒子レベルでの解析により，ゲル化における流体力学的相互作用の役割を明らかにしていきたい．

  Investigation of the link between dynamics and structure in colloidal glass by confocal mi-26. 
croscopy．
教授 田中 肇，講師（ブリストル大）Paddy Royall，大学院学生（田中（肇）研）Mathieu Leocmach

　A glassy state of matter results if crystallization is avoided upon cooling or increasing density. However, the physical factors 
controlling the ease of vitrifi cation and nature of the glass transition remain elusive. The possibility of a correlation between me-
dium range crystalline ordering and the dynamic heterogeneities which characterizes the glass transition was brought into light by 
recent simulations and 2D driven granular matter experiments in our laboratory. In such systems, the transient slow regions tend 
to correspond in space and time to ephemeral crystal-like regions. The local ordering gets averaged out in large scale experimen-
tal measurements. Tracking colloids in real space by confocal microscopy, we extract each particle coordinates and obtain mean-
ingful statistics at the medium range, like bond orientational order, relaxation time, etc.

 液体・液体転移への閉じ込め効果27. 
教授 田中 肇，大学院学生（田中（肇）研）野口 裕雅，大学院学生（田中（肇）研）北村 鉄人

　これまで液体は密度のみで記述できるユニークな相と考えられていたが，最近の研究で高温・高圧下でリンの二つ
の液体相の間の相転移が観察された．我々は常温常圧で液体・液体転移を起こす Triphenylphosphite（TPP）という物
質を用いて，液体・液体転移について研究をおこなっている．TPPの揺らぎの特徴的な長さである相関長は臨界点近
傍で増大し，液体・液体転移の様子に大きな影響を与える．一般的に系を相関長と同程度に空間拘束すると，融点や
ガラス転移点などの転移温度が大きく変化することが知られている．我々の研究で，TPPの相関長は数百 nmから数
µmと長く空間拘束が比較的容易であることがわかった．実際に µmレベルに閉じ込めると，臨界温度が下がり，ま
た系の相関長が短くなることがわかった．この実験から得られた結果と理論式からは，nmレベルに閉じ込めると臨
界温度であるスピノーダル温度が数十 Kと急激に下がり，相関長が分子サイズ以下になることが示唆されたが，実
際にはそのようなことが起こるとは考えにくく，液体・液体転移が起こらなくなる可能性もある．それらのことを実
験的に確かめることを目的とした．

 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28. 
教授 田中 肇，助教（田中（肇）研）古川 亮，大学院学生（田中（肇）研）野口 宗之

　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
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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．

 可逆重合フォトポリマーによるホログラム記録材料29. 
教授 志村 努，教授 黒田 和男，助教（黒田研）藤村 隆史，准教授 吉江 尚子，

特任助教（吉江研）石田 一樹，博士研究員（志村研）劉 應良，大学院学生（黒田研）野村 文裕

　現在，ホログラム記録材料としてのフォトポリマーが盛んに研究されているが，消去あるいは書き換え可能な材料
は少ない．われわれは，可逆重合フォトポリマーを用いた，書き換え可能ホログラム記録材料の研究を行っている．
第 1段階として温度履歴により可逆重合するポリマーに着目し，光を熱源として用いて屈折率変化を生じさせる試み
を行っている．これまでのところ熱で可逆重合するポリマーが，レーザー光により変化することを確認している．今
後は屈折率の変化の定量的測定を行う予定である．直接的な光反応による可逆的フォトポリマーを用いた新たな書き
換え可能ホログラム記録材料の実現を目指す．

 コリニアホログラフィックメモリーにおける材料収縮とノイズ解析30. 
教授 志村 努，教授 黒田 和男，助教（黒田研）藤村 隆史，

大学院学生（黒田研）角 洋次郎，大学院学生（志村研）鳥取 潤一朗

　コリニアホログラフィックメモリーは，Blu-ray Diskに続く次世代の光メモリーとして期待されている技術である．
本研究では，コリニアホログラフィックメモリーの記録再生特性を解明し，情報の高密度化に向けた最適化を目指し
ている．今年度は，記録メディアが体積収縮を起こしたとき再生像に与える影響について，シミュレーションによる
定量評価を行った．また，メディア収縮による SNR低下を改善する方法として「メディア収縮に強い参照光パターン」
や「ランダム位相マスク」を提案した．

 広帯域光源を用いた体積型ホログラムの非破壊再生方法31. 
教授 志村 努，教授 黒田 和男，助教（黒田研）藤村 隆史，

技術職員（黒田研）千原 正男，技術専門職員（志村研）小野 英信

　ホログラフィックメモリーには，再生時に記録媒体やすでに記録したホログラムに影響を与えてしまうといった破
壊再生の問題がある．われわれはこの問題を解決するために，広帯域光源を用いて体積ホログラムを記録時とは異な
る波長で再生する新しいホログラム再生法を提案している．本手法では，従来の単色光再生時とは異なり，多色光再
生に起因したノイズや画像の歪が予想される．そこで今年度は，広帯域光源を用いたホログラム再生法の再生特性に
ついて考察を行い，再生に必要な波長帯域，最適な記録配置，再生画像の歪，ページ内・ページ間クロストークノイ
ズなどに関する理論解析を行った．

 光駆動型微粒子ソーティングシステムの研究32. 
教授 志村 努，教授 黒田 和男，准教授 竹内 昌治，助教（志村研）佐藤 琢哉，助教（黒田研）藤村 隆史，
大学院学生（志村研）林 靖之，大学院学生（志村研）西 悠二，大学院学生（竹内（昌）研）岩井 孝介

　光放射圧を用いてサイズや光学特性の異なる微粒子を選択的に抽出する微粒子ソーティング技術の開発を行ってい
る．本手法では空間光変調器をもちいて 2次元的に広がった光強度分布を形成し，微粒子の動的な操作を行う．これ
までに，複数種類の微粒子を捕捉した状態下において，サイズごとの並列ソーティングに成功している．また，流れ
を有する系でのソーティング方法を発案し，マイクロ流路デバイスを用いて実験検証を行った．

 無補強組積造壁を含むRC造建物の残存耐震性能評価手法と震災復旧方法に関する研究（継続）33. 
教授 中埜 良昭，助教（中埜研）高橋 典之，助教（中埜研）崔 琥，大学院学生（中埜研）晉 沂雄

　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，組積体の面外方向へ
の破壊に影響すると考えられる境界拘束条件をパラメータとし，剛梁型と柔梁型の縮小模型の静的載荷実験を行い，
その破壊メカニズムについて検討を行った．

 津波を経験した建物の耐力に基づく設計用津波荷重に関する研究（継続）34. 
教授 中埜 良昭

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

 残留変位に着目したRC構造物の修復性能および残存耐震性能評価に関する研究（新規）35. 
教授 中埜 良昭，助教（中埜研）高橋 典之，助教（中埜研）崔 琥，大学院学生（中埜研）桑原 里紗

　近年頻発している地震の被害を教訓に，被災した建築物の復旧に要する費用などの修復性能，および被災した建築
物に残存する耐震性能（残存耐震性能）をともに満足する合理的な設計手法の確立が重要な課題となっている．その
中で，地震応答終了時の残留変位δrは構造物の耐震性能を把握する際の重要な指標の一つである．従来，残留変位
δrは非線形地震応答解析により直接計算するか，あるいは予め異なる周期ごとに残留変位δrを求める残留変位ス
ペクトルを用いるなどして推定するしかなかった．本研究では，地震動の位相特性および構造物の非線形性のうちど
のような因子が残留変位δrに影響を与えるのかについて解析的な検討を行い，また通常の弾性応答スペクトルに加
えて，最大応答経験後にそれと符号を異にする最大値をプロットした応答スペクトル（第 2ピークスペクトル）を新
たに定義することにより，弾性応答スペクトルを用いた簡便な残留変位δrの推定手法を提案している．

 弱小モデルによる地震応答解析（継続）36. 
教授 中埜 良昭，助教（中埜研）高橋 典之，助教（中埜研）崔 琥

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

 2008 年 6 月 14 日岩手・宮城内陸地震による建築物の被害調査37. 
教授 中埜 良昭，准教授（東北大学）前田 匡樹

　2008年 6月 14日に発生した岩手・宮城内陸地震で被災した建築物のうち，主として学校建築物の被害調査を行い，
その被害原因と復旧方法に関する検討を行った．

 2008 年 5 月 12 日中国四川大地震による建築物の被害調査および復旧技術支援活動38. 
教授 中埜 良昭，准教授（東北大学）前田 匡樹，

助教（東北大学）迫田 丈志，助教（京都大学）坂下 雅信

　2008年 5月 12日に発生した中国四川大地震では，中国国内の死者・行方不明 8万人以上，倒壊家屋 21万 6千棟
という極めて甚大な被害が発生した．四川省・西南交通大学の協力のもと，被災地域の建築構造物に関する被害調査
を実施するとともに，「四川大地震復旧技術支援連絡会議」の活動の一環として，被災建物の具体的な復旧方法に関
する検討および技術支援，ならびに耐震工学に関する特別講義などの活動を実施した．

 鉄筋コンクリート建物の耐震修復性能評価法および性能設計法に関する研究（継続）39. 
助教（中埜研）高橋 典之，教授 中埜 良昭

　本研究は，供用期間中に発生が予想される中小地震のレベルと頻度を考慮した複数回の地震動を対象とすることに
よって，鉄筋コンクリート建物の修復性能のみならず，安全性能，使用性能を統合的に評価する手法を開発している．
その際，供用期間を通じた損傷の累積やユーザーの意思による補修の要否判断を評価できるようにし，また，これを
非構造部材に対しても適用できるように拡張し，最終的な評価結果を性能設計に活用できるように表示する一連の方
法について検討を進めている．

 鉄筋コンクリート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（継続）40. 
教授 中埜 良昭，助教（中埜研）高橋 典之，大学院学生（中埜研）高橋 絵里

　鉄筋コンクリート構造部材について，地震時の損傷量（ひび割れ幅のほか，ひび割れ長さ，ひび割れ密度などが挙
げられる）の進展過程に着目した静的載荷実験を実施し，損傷量の測定方法について検討を行うとともに，ひび割れ
量の進展過程について定量的評価モデルを開発した．

 イタリアにおける歴史的な組積造建築およびRC建築の構造調査（継続）41. 
准教授（名古屋市立大学）青木 孝義，教授 中埜 良昭，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．
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 水素のオルソ - パラ転換過程の研究42. 
教授 福谷 克之，教授 岡野 達雄，助教（岡野研） 松本 益明，特任研究員 二木 かおり，

大学院学生（福谷研）樫福 亜矢，大学院学生（福谷研）杉本 敏樹

　固体の表面では水素分子の核スピン状態が転換することが知られており，本研究ではその微視的な機構解明と新た
なスピン計測法の開発を目指して研究を進めている．今年度は，Ag表面における磁性不純物効果，氷表面での誘電
効果，Au表面での磁気効果の研究を行った．磁性不純物として O2分子を共吸着させたところ，転換が著しく促進
されることがわかった．水素分子の拡散を考慮したシミュレーションを行うことで，不純物近傍での転換時間の見積
もりに成功した．このことから Ag表面で O2分子のスピンが保持されていることが明らかとなった．続いて Ag表
面にアモルファス氷を作製し，昇温脱離共鳴イオン化法を用いて，氷表面での転換時間の測定に成功した．さらに，
新たに Xeセルを利用した真空紫外光発生装置を開発し，B状態を利用した（1＋ 1’）共鳴イオン化スペクトルの測
定に成功した．

 水素の拡散・非局在化と水素化過程関する研究43. 
教授 福谷 克之，教授 岡野 達雄，助教（福谷研） ビルデ マーカス，

助手 松本 益明，特任研究員 米村 博樹，技術職員 小倉 正平

　水素の拡散と水素化過程について，窒素イオンと水素との共鳴核反応を利用した研究を進めている．本年度は，Pd
膜における水素拡散と PdHのα―β相転移に関する研究を行った．共鳴核反応法により表面下での水素量を定量し，
その時間変化を測定したところ，時間とともに徐々に相転移が進行する様子が観測された．一方で面内を空間分解し
て相転移の様子を観測したところ，膜の外側から内側に向かって相転移の生じるタイミングが異なり，面内で不均一
に進行することが明らかとなった．また，同位体効果を調べるために，重水素測定用の加速器を導入し，測定系の設
計を行った．

 金属酸化超薄膜と金属クラスターの水素反応性44. 
教授 福谷 克之，助手 ビルデ マーカス，Prof. / Director （Fritz-Haber Institut. Germany） H.-J. Freund

　本研究では，酸化物薄膜とその上に形成した金属クラスターの性質を調べている．本年度は，単結晶アルミナ酸化
膜上に形成される Ptクラスターへの水素吸着および吸収過程の研究を行った．Ptはバルク的には水素をほとんど吸
収しないが，ナノサイズのクラスターになると吸収する可能性が指摘されている．また燃料電池触媒としても利用さ
れる．共鳴核反応法を用いて水素の深さ分析を行ったところ，クラスター表面への吸着に加え，クラスター中に取り
込まれた水素に起因すると考えられる実験結果が得られた．

 金属超薄膜の形成過程と電子状態・反応性45. 
教授 福谷 克之，技術職員 小倉 正平，教授（山梨大）川村 隆明

　固体表面に金属を蒸着すると層状の薄膜や量子ドットなどが形成され，特有の電子状態や反応性の発現が期待され
る．これまでの研究で，Ptおよび Ir上で Au薄膜が樹枝状成長し，フラクタル構造を呈することを明らかにした．本
年度は，表面での成長モードの解析を行った．STM測定を行ったところ，Ir上で，Auは低温では島状成長するが，
室温にアニールすると平坦な層が形成されることがわかった．表面での成長形が島状になるか層状になるかは，高温
では表面エネルギー，低温では層間の原子拡散で決まる．モンテカルロシミュレーションを行い，ステップでの拡散
エネルギーを求め，それが 1層目と 2層目とで異なることを明らかにした．

 炭素系材料表面への水素吸着46. 
教授 福谷 克之，技術職員 小倉 正平，大学院学生 岩田 晋弥，大学院学生 渡部 伸一朗，

外国人客員研究員 李 相吉，教授（東北大）田路 和幸，助教（東北大）佐藤 義倫

　炭素は軽量かつポーラスな構造をとるため，吸着材料として利用される．また特異なナノ空間を有するため，そこ
での分子の凝縮相が興味を持たれている．これまで，高純度かつ低欠陥密度の単層カーボンナノチューブ合成・精製
に成功し，この表面での水素分子の吸着状態と吸着エネルギーを明らかにしてきた．今年度は，このカーボンナノ
チューブに酸化処理を施した試料での窒素および水分子の吸着状態を，極低温熱脱離分光法と赤外吸収分光を用いて
調べた．窒素分子吸着に対して，熱脱離スペクトルは 3つの特徴的なピークを示し，それぞれ多層に凝縮した分子層，
チューブのグルーブサイトに吸着した窒素，チューブ内部に吸着した窒素に帰属されることがわかった．一方，水分
子のスペクトルは，1つのピークが観測され，次数解析からチューブ外側に凝縮した分子層に対応することがわかっ
た．

 吸着分子の振動状態と相転移47. 
教授 福谷 克之，助教（福谷研） ビルデ マーカス，大学院学生（福谷研）山川 紘一郎，

大学院学生（福谷研）風間 吉則

　固体表面に形成される分子吸着層は擬 2次元的な系であり，分子の持つ内部自由度も含めて低次元特有の相転移が
起こることが期待される．本研究では，赤外吸収分光と電子線回折を用いて分子吸着状態と相転移に関する研究を行っ
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ている．本年度は，NaCl単結晶表面，NaCl蒸着膜，カーボンナノチューブへの CO2と H2分子吸着，Ag（111）表
面への O2分子吸着の研究を行った．NaCl蒸着膜表面では，表面電場に起因すると考えられる誘導双極子のため，
赤外不活性な CO2対称伸縮振動および H2伸縮振動のモードが赤外吸収スペクトルに観測されることを見いだした．
さらに表面電荷分布を解析するため，ケルビン法を用いた表面仕事関数測定装置の開発を行った．O2分子は基底状
態でスピン 3重項であり，吸着層での幾何学的構造に加え，磁気構造が興味深い．極低温で O2分子を Ag（111）表
面に吸着させたところ，30K以下で物理吸着層が形成されることを明らかにした．

 多自由度が競合する複雑流体における分子緩和現象の研究48. 
教授 酒井 啓司，技術職員（酒井（啓）研）平野 太一，

協力研究員（酒井（啓）研）細田 真妃子，大学院学生（酒井（啓）研）竹内 惇

　流れ場に加えて濃度場や分子配向，温度勾配などの自由度が相互にカップルする複雑流体においては，各自由度の
緩和過程が他の自由度からの影響を受けて特異なスペクトルを示す．この緩和スペクトルを精密に測定することによ
り，各自由度間の結合の起源を分子レベルで明らかにする試みを行っている．本年度は超高歪下におけるポリマー絡
み合い系の粘弾性緩和挙動の研究を行った．現在，液晶・ミセル・高分子など幅広い複雑流体系での自由度競合緩和
現象の測定を行っている．

 複雑流体表面の超高分解能マイクロスペクトロスコピー49. 
教授 酒井 啓司，助教（酒井（啓）研）美谷 周二朗，大学院学生（酒井（啓）研）永島 嵩之

　液体表面の力学的物性，特に分子吸着に伴う表面エネルギーと表面粘弾性の動的変化を調べる新しい手法の開発を
行っている．本年度は局所的な電場印加によって液体表面の変形を励起し，その応答から表面の力学物性を調べる電
界ピンセット技術，ならびにリプロン光散乱法を用いて，液晶等方相 -秩序相間界面の微小界面エネルギーの測定を
試みた．さらに水／界面活性剤／油相溶系界面における表面エネルギーの臨界挙動観察を行った．

 フォトン・フォノンによる分子操作と分子配向素過程の研究50. 
教授 酒井 啓司，助教（酒井（啓）研）美谷 周二朗，

技術職員（酒井（啓）研）平野 太一，協力研究員（酒井（啓）研）山本 健

　異方形状分子からなる液体について，レーザー光を用いた分子配向制御を試みている．熱平衡状態ではランダムに
配向する分子の集団に偏光制御されたレーザーを導入して分子配向秩序をもたらし，その秩序の程度を複屈折計測に
より定量評価する．本年度は，ずり歪場中で回転する複数の球の間に作用する引力ー斥力相互作用を用いた動的結晶
化モデルの研究を行った．この技術はフォトニック結晶などの自己組織化的な形成などに応用が可能である．

 ナノ・マイクロ流体ダイナミクスの研究51. 
教授 酒井 啓司，大学院学生（酒井（啓）研）山田 辰也

　近年，直径数 µm程度の微小流体粒を用いた新たなデバイス作製技術の研究が盛んに行われている．この程度の粒
径では，マクロスケールに比べて無視できなくなる表面エネルギーや表面粘弾性，あるいは流体内イオンによる静電
相互作用により，そのダイナミクスはマクロな液滴とは極めて異なったものとなることが予想される．本研究では，
これまで精密な測定が困難であった微小複雑流体粒の静的構造や粒子運動を観測する新たな手法の開発を行ってい
る．本年度は界面活性剤溶液滴の高速射出・衝突によりマイクロ秒オーダーで起こる界面活性剤分子の表面吸着現象
の観察，及び極小領域での動的濡れ現象の観察を行った．

 2 次元凝集体の相転移と臨界現象の研究52. 
教授 酒井 啓司，助教（酒井（啓）研）美谷 周二朗

　界面活性剤分子や液晶性分子が液体表面に形成する薄膜は，環境に応じて相転移を起す．この相転移について，レー
ザー光による非接触・非破壊観察を行うとともに，薄膜を 2次元流体とみなすモデルによる説明を試みている．本年
度は微小液滴形成技術を用いて，同種液体の液滴間に過渡的に形成される界面の観察を行い，その起源について分子
レベルからの考察を行った．

 液体表・界面構造と動的分子物性53. 
教授 酒井 啓司，助教（酒井（啓）研）美谷 周二朗，

協力研究員（酒井（啓）研）吉武 裕美子，大学院学生（酒井（啓）研）山崎 祐太

　液体表面や液液界面など異なる相が接する境界領域での，特異的な分子集合体の構造や現象に関する研究を行って
いる．本年度はとくにゲル表面における振動モードの顕微直接観察手法の研究に着手した．これにより，表面張力及
びずり弾性率を復元力として伝搬する複雑流体上の表面振動モードの定量的解析が可能になる．さらに当研究室で開
発した EMS粘度計を，複雑流体の粘弾性スペクトル計測に応用する試みを進めた．
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 フォノンスペクトロスコピーと物性研究54. 
教授 酒井 啓司，大学院学生（酒井（啓）研）南 康夫

　光散乱手法を用いて物質中のフォノンの位相速度と減衰を測定し，液晶・溶液・ゲル・生体系など複雑流体のダイ
ナミックな物性の研究を行っている．今年度はフォノン共鳴観察により，散乱能の小さい固体ならびに気体試料中に
おいても超音波測定に匹敵するフォノン位相速度・吸収測定精度を実現した．さらに，ゆらぎ信号の実時間補足によ
るフォノンスペクトルの迅速測定に成功した．

 ハイブリッド乱流モデルの研究55. 
教授 半場 藤弘

　高レイノルズ数の壁乱流のラージ・エディー・シミュレーション（LES）を行うには，格子点数の制約から滑りな
し条件が困難なため壁面モデルが必要となる．レイノルズ平均モデルと組み合わせるハイブリッド計算が精度のよい
壁面モデルとして期待される．本研究では，二つのモデルをつなげる際に生じる速度不整合の原因を調べそれを取り
除く数値計算法を提案し，チャネル流に適用して検証した．また基礎方程式に立ち戻り，その修正項と速度不整合と
の関係を調べ一般的な定式化を試みた．さらに乱流モデル方程式の融合法に着目し改良を進めている．

 乱流の非局所的非等方的な渦粘性56. 
教授 半場 藤弘

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

 電磁流体乱流のダイナモ機構57. 
教授 半場 藤弘，助教（半場研）横井 喜充

　地球や太陽などの磁場はダイナモ機構すなわち天体内部の電導性流体の運動によって駆動され維持されていると期
待される．本研究では統計理論を用いてクロスヘリシティーと残留エネルギーの乱流モデルを導き，太陽風乱流に適
用して考察した．また，より正確なグリーン関数を用いて理論解析を進め，乱流起電力のモデルの改良を試みた．さ
らに電磁流体チャネル乱流の LESを行い乱流統計量を求めダイナモ機構を調べた．

 回転・旋回乱流の解析と LESのモデリング58. 
教授 半場 藤弘，助教（半場研）横井 喜充，技術専門職員（半場研）小山 省司

　円管内の流れに旋回を加えると中心軸付近で主流分布が凹んだり逆流が生じる，また回転剪断乱流では絶対渦度が
ゼロとなる平均速度分布が見られるなど，回転・旋回乱流は興味深い性質を示すがそれらの機構は十分に解明されて
いない．本研究では回転チャネル乱流の絶対渦度ゼロ状態について考察した．さらにチャネル流における乱流エネル
ギーの非等方性に着目し LESモデルの改良を行った．

 量子力学的共鳴状態の解明と数値解析59. 
准教授 羽田野 直道，准教授（核融合科学研究所）中村 浩章，

University of Texas at Austin， Senior Scientist Tomio Petrosky，
University of Texas at Austin， Graduate Student Sterling Garmon，教授（北海道大学）加藤 幾芳

　量子力学的共鳴状態は，多くの量子力学の教科書では散乱行列の極として定義されています．しかし，開いた量子
系に対するシュレーディンガー方程式の固有状態として 定義することが可能です．その波動関数は（固有エネルギー
の虚部のために）時間的に減衰しますが，（固有波数の虚部のために）空間的には遠方で発散するという形をしてい
ます．一見，不思議な波動関数ですが， それに対して粒子数保存を議論しました．また，共鳴状態の位置を正確に求
めたり，時間発展を正確に追跡する数値計算法を提案しました．

 量子ドットの多体の散乱状態と電流の計算60. 
助教（羽田野研）西野 晃徳，特任助教（羽田野研）今村 卓史，准教授 羽田野 直道

　相互作用のある量子ドットに導線が接続された開放量子系において，多体の散乱波動関数を厳密に得ました．それ
に基づいて，量子ドットを流れる電流を計算しました．最も著しい特徴は，散乱波動関数の中に多体の束縛状態が現
れる点です．この束縛状態が電流の中で相互作用に依存する成分を引き起こすことが明らかになりました．最新の成
果としては，入力の電流中でエンタングルしていない電子対が，量子ドットを通過後にエンタングルする電子対とし
て出力されるという現象も解析しました．
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 ビスマスにおける量子ネルンスト効果61. 
大学院学生（お茶の水女子大）松尾 まり，准教授 羽田野 直道，
助教（東大）遠藤 彰，准教授（横国大）白﨑 良演，杉原 硬，
准教授（核融合研）中村 浩章，准教授（埼玉大）長谷川 靖洋

　ネルンスト効果とは，試料の z方向に磁場，x方向に温度勾配をかけたときに y方向に電場が発生する熱電効果で
す．我々のグループでは近年，低温強磁場においてネルンスト効果に量子振動が現れることを予言し，「量子ネルン
スト効果」と名付けました．最近になってビスマス単結晶での実験で実際に量子ネルンスト効果が観測され，注目を
集めています．我々はビスマスの半金属としての性質の詳細を取り入れた計算を行い，実験で観測されたデータを，
フィッティングパラメータなしで定量的に再現しました．

 量子系における熱交換に関する揺らぎの定理62. 
大学院学生（羽田野研）赤川 志帆，准教授 羽田野 直道

　2つの量子系の間の熱交換に関する揺らぎの定理が Jarzynskiらによって提案されていました．我々はその定理を検
証し，最初の提案の通りには成立しないことを具体的な例で示しました．一方，定理が成立するための条件として新
たに「交換カップリング条件」を提示しました．

 複雑ネットワークにおける中心性・通信性とコミュニティー検出63. 
Chair Professor（Strathclyde大）Ernest Estrada，准教授 羽田野 直道

　人間社会やコンピュータ・ネットワーク，生体内のタンパク質ネットワークなどは，共通の性質を持っており，そ
れらをまとめて「複雑ネットワーク」と呼んで，世界的に研究されています．我々のグループでは，ネットワークの
中でどのノードが中心性を強く持っているか，あるノードと別のノードはどれくらい強く通信性を持っているかなど
を定量的に議論するための指標を，統計力学の原理に基づいて導入しました．特に後者を用いて，複雑ネットワーク
の中でどのようなコミュニティーが存在するかを検出するアルゴリズムを提案しました．

 量子ホール系を利用した半導体核スピンのコヒーレント制御64. 
准教授 町田 友樹

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

 第一原理計算による結晶材料の理想強度解析65. 
准教授 梅野 宜崇

　理想強度とは，完全結晶に理想的（均一）な変形を加えた場合の限界強度と定義される．マクロ材料では欠陥が破
壊の起点となるため理想強度と比べはるかに小さな強度しか持たない．しかし，欠陥を含まない微小材料の強度は理
想強度に近くなることが指摘されている．また，たとえば完全結晶からの転位発生応力は理想せん断強度に近くなる
など，塑性変形の素過程の理解のためにも重要な指標となる．本研究室では，このような材料の基本的力学特性を明
らかにすることを目的として，第一原理密度汎関数理論による計算を用いて結晶材料の理想強度解析を行っている．

 ナノ構造体の機械的特性についての原子・電子モデルシミュレーション66. 
准教授 梅野 宜崇

　一般に，材料は理想結晶ではなくさまざまな不均質構造（粒界，界面，表面，格子欠陥，etc.）を含んでいるが，
強度はこのような構造の影響を強く受けるため，構造が強度に与える影響を明らかにする必要がある．これまで，た
とえば亀裂が強度に与える影響など，マクロな構造についての検討は数多くなされてきたが，ナノスケールあるいは
原子レベルの構造についての研究は十分には行われていない．近年ナノスケールの超微小デバイスなどの開発・応用
が急速に進められていることからも，こうしたナノ・原子レベルの現象の解明は重要である．そこで，本研究室では
構造が強度に及ぼす影響を原子・電子レベルから明らかにすることを目的とした第一原理シミュレーションを行って
いる．

 原子モデルによる固体材料の不安定変形クライテリオンおよび変形モード評価67. 
准教授 梅野 宜崇

　材料の破壊（不安定変形）クライテリオンを明らかにすることは重要である．この問題について原子レベルからア
プローチする試み，すなわち原子構造体の不安定変形クライテリオンを明らかにする試みは，これまでも行われてお
り，仮想的な局所格子を導入した局所格子不安定理論や，結晶のフォノンソフトモードの解析が提案されている．し
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かしこれらの方法では，不均質な原子構造体や任意の外力条件への適用が難しかったり，クライテリオン評価の厳密
性に欠けるなど問題が指摘されている．そこで本研究室では，原子構造体の全自由度に対するヘッシアン行列を考え，
その行列固有値問題を解くことにより任意の構造体・外力条件のもとでの不安定クライテリオンを厳密に評価する方
法を提唱している．

 微小材料のマルチフィジックス解析68. 
准教授 梅野 宜崇

　機能性デバイスは微小化の一途を辿っており，その特性の解明が急務となっている．超微小デバイスでは界面体積
比が大きくなるためその影響が無視できず，界面が機能性に与える影響を明らかにする必要がある．また，拘束の影
響により局所的に高ひずみ状態となることが考えられるため，高ひずみ状態での特性を知る必要がある．電子構造に
起因する電気的・磁気的特性と，変形や局所ひずみは密接に関係しており，これに注目すること，すなわちマルチフィ
ジックス解析が重要である．そこで，本研究室では強誘電体材料や磁性材料，カーボンナノ構造体などを対象に，第
一原理計算によるマルチフィジックス解析を行っている．

機械・生体系部門
 ピエゾアクチュエータを用いた精密生産施設の床構造のアクティブ微振動制振システム1. 

教授 藤田 隆史，技術専門職員 嶋崎 守

　近年，半導体工場などの精密生産施設に，振動し易い大スパンの床構造を持った鉄骨造構造が用いられるようにな
り，床構造の微振動が生産性に悪影響を及ぼす場合が多くなっている．本研究では，床のトラスはりにピエゾアクチュ
エータを装着して床構造の微振動を制振するシステムを研究している．本年度は，実大床構造に適用する場合のピエ
ゾアクチュエータの仕様を検討するために，床構造に装着されたピエゾアクチュエータを模擬する部分モデル実験の
方法について研究し，中型ピエゾアクチュエータを用いた部分実験を行って，実大アクチュエータの仕様の概略を得
た．

 波浪中浮体の位置保持に関する研究2. 
教授 木下 健，助教 佐野 偉光，教授（九大）吉田 基樹，助教（阪府大）二瓶 泰範，

技術専門員（木下研）板倉 博，大学院学生（木下研）陳 ショウ亭

　潮流，風，波浪中での浮体の位置保持は作業船，調査船の設計上で， 最も基本的かつ重大な課題の一つであるが， 
非線形性が強く重要な研究課題が数多く残されている．その中で波漂流力と波漂流減衰力，波漂流減衰力と位相が異
なる波漂流付加質量についての推定はこれまでの当研究室の研究でほぼ可能となった．それらを取り入れた新しい位
置保持制御法の開発を開始している．

 北太平洋における FREAK WAVEの解明と克服のための研究3. 
教授 木下 健，教授 林 昌奎，教授（東大）影本 浩，准教授（東大）早稲田 卓爾，

准教授（東大）川村隆文，准教授（東大）鈴木 克幸，技術専門員（木下研）板倉 博，
助教（東大）稗方 和夫，講師（上智大）冨田 宏

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

 沖合沈下式養殖生け簀・給餌システムの研究4. 
教授 木下 健，准教授 北澤 大輔，助教 佐野 偉光，助手 藤野 正俊，技術専門員（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，
准教授（東京海洋大学）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．

 戸田御浜再生プロジェクト5. 
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，

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）村上 奈央子

　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．
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 エネルギー問題に関するビジョン牽引型プログラム6. 
教授 西尾 茂文

　エネルギー有効利用率を飛躍的に向上させ，これと併せて国内再生可能エネルギー資源・利用技術の開発を促進す
ることにより非化石資源利用率を高めることにより，文明（物的側面），文化（事的側面）の両面で知に立脚し充実
した成熟社会を目指すとともにエネルギー自給率を高め，再生可能エネルギーを含むエネルギー資源に関する国際
ネットワークを重視しつつ，これらエネルギー利用技術の国際的普及・産業競争力育成につとめ，様々な側面で覇権
に組みしない自立性と自律性とを目指すための技術開発プログラムを検討している．

 マイクロ・インクリメンタル・フォーミングによる極薄膜の三次元造形7. 
教授 帯川 利之，大学院学生 （東工大）伯谷 知美

　微細な薄膜構造を創出するため，薄膜のマイクロ・インクリメンタル・フォーミング技術を開発した．薄膜の塑性
限界は工具の回転の影響を大きく受けることが明らかとなったので，高速スピンドルを用いて工具を高速で回転させ
ることにより，加工条件を最適化した．現時点では，厚さ 0.8ミクロンのアルミ箔に 50ミクロンの大きさの微細形
状を塑性加工することが可能である．

 航空宇宙エンジン材料の環境調和型極微量MQL切削加工技術8. 
教授 帯川 利之，助教（帯川研）釜田 康裕

　航空宇宙エンジンの加工においては大量の切削油が消費され，環境負荷が極めて大きい．そこで切削油の消費量を
極微量に抑えたマイクロMQL切削加工技術を開発した．切り込み，送りの小さい超合金の高速仕上げ切削に，マイ
クロMQL切削を適用し，工具寿命の改善，仕上げ面粗さの向上に効果があることが明らかとなった．この場合の切
削油の消費量は 1時間当たり 1ミリリットルである．

 微細形状を有するセラミックス薄膜の作製9. 
教授 帯川 利之，大学院学生（帯川研）松本 憲幸

　微細なシェル構造を有するセラミックス薄膜をコーティングとエッチングにより作製する技術を開発した．シェル
構造の大きさは，200ミクロン程度まで微小化することが可能であり，各種センサーへの適用が考えられる．

 局面三角形パッチモデルを用いたCAMの開発10. 
教授 帯川 利之，大学院学生（東工大）関根 勉

　加工対象物を高次の曲面三角形パッチで表すことにより，精度と能率を兼ね備えた CAMを実現した．

 完全な工具モデルによるボールエンドミル切削シミュレーション11. 
教授 帯川 利之，助教（帯川研）釜田 康裕

　すくい面と逃げ面を有する完全なボールエンドミルモデルを用いた幾何学的な切削シミュレーションを実現した．
本シミュレーションにより，ボールエンドミル切削された仕上面の幾何学的特徴と切削条件の関係，チゼルや逃げ面
と工作物の干渉状態が明らかとなり，最適な切削条件の選定や適切な工具刃先形状の設計等に本解析の適用が可能で
ある．

 薄膜熱電対内蔵型インテリジェント工具の開発12. 
教授 帯川 利之，大学院学生（東工大）神尾 和明，（横国大）篠塚 淳

　コーテッド工具によるアルミニウム合金の超高速切削技術を確立するため，ニッケル／ニクロム薄膜熱電対により
切削温度の測定が可能なインテリジェント工具を開発した．薄膜熱電対はアルミナ母材の上に 0.5ミクロンの厚さで
作成され，さらにハフニアの絶縁膜の上に硬質膜のコーティングを施している．この工具により測定された切削温度
により，切削温度解析のモデリングの妥当性が検証された．

 難削材のエアブロー援用高速切削加工技術13. 
教授 帯川 利之，助教（帯川研）釜田 康裕

　チタン合金やニッケル基超合金などの難削材の高速切削を実現するため，エアブローを援用した切削加工技術を開
発した．工具寿命の 1－ 2割の増加が確認された．

 微細テクスチャを有する高性能切削工具の開発14. 
教授 帯川 利之，大学院学生（東工大）神尾 和明

　切削工具には，タングステンの他，多種多量のレアメタルが使用されており，レアメタルの使用効率を上げるため
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には，工具の高性能化が不可欠である．そこで工具と切りくずが接触する工具面の特性を制御することにより，切削
工具の高性能化を図った．具体的には，リソグラフィ技術を用いて，工具面に微細なテクスチャを作成し，工具の摩
擦特性を制御する．微細なテクスチャを有する工具面に，DLCや TiNなどの硬質膜をコーティングしたところ，テ
クスチャによる切削状態の改善が確認された．

 形状記憶合金アクチュエータ素子の計算モデリングに関する研究（継続）15. 
教授 都井 裕，大学院学生 崔 大坤 ，大学院学生 何 劼，大学院学生 塚本 和典

　形状記憶合金（SMA）アクチュエータ素子の超弾性変形挙動，形状記憶挙動に対する材料モデルおよび有限要素
解析ソフトの開発を進めている．本年度は，衝撃・振動解析を実施するとともに，トラス解析について検討した．

 導電性高分子アクチュエータ／センサ素子の計算モデリングに関する研究（継続）16. 
教授 都井 裕，大学院学生 鄭 祐尚，大学院学生 望月 一希

　イオン導電性高分子材料（Nafi on，Flemionなど）および導電性高分子材料（Polypyrrolなど）によるアクチュエー
タ素子の電気化学・力学連成挙動の有限要素解析に関する研究を進めている．本年度は，Polyanilineアクチュエータ
の電気化学・力学挙動解析を実施するとともに，Polypyrrolセンサの電気化学・多孔質弾性挙動解析について検討した．

 工学構造体の計算損傷力学に関する研究（継続）17. 
教授 都井 裕，助教 高垣 昌和

　連続体損傷力学に基づく構成式モデルと有限要素法による局所的破壊解析法を各種の工学構造体の損傷破壊挙動に
応用するための基礎研究を行っている．本年度は，高温構造物溶接部の Type Ⅳクリープ損傷挙動に対する計算ツー
ルの開発を目的として，溶接継手試験片のクリープ疲労挙動の有限要素解析を行い，実験結果と比較検討した．

 数値材料試験と構造物の疲労寿命評価への応用に関する研究（継続）18. 
教授 都井 裕，助教 高垣 昌和，再雇用教職員 岡田 和三

　材料の損傷・破断を含む構成式挙動をシミュレートするための連続体損傷力学モデルによる数値材料試験，および
有限要素法を併用した部分連成解析法の構造要素・疲労寿命評価への応用に関する研究を行っている．本年度は，
ディーゼルエンジンなどに使用される鋳鉄材の損傷力学モデルを用いて，ノッチ付き試験片の疲労挙動に対する部分
／完全連成解析を実施した．

 自己修復材料のモデリングと有限要素シミュレーションに関する研究19. 
教授 都井 裕，大学院学生 住吉 寛紀

　材料あるいは構造の安全性，信頼性，経済性を一層向上させることを目的として，生物と同様の自己修復機能を付
与した自己修復材料の開発が活発化している．本研究は，高分子，金属，セラミックス，コンクリート，複合材料な
どの様々な材料分野における自己修復材料のモデリングおよび構造挙動の有限要素解析法の確立を目的としている．
本年度は高分子材料（ポリスチレン，ポリカーボネート）の自己修復解析を実施した．

 空間骨組構造の順応型有限要素解析手法に関する研究（継続）20. 
教授 都井 裕，研究員 石鍋 雅夫

　海洋構造物，機械構造物，土木・建築構造物などに見られる大規模・空間骨組構造の様々な崩壊問題に対し，順応
型 Shifted Integration法（ASI法と略称）に基づく合理的かつ効率的な有限要素解析手法を開発し，静的・動的崩壊を
含む各種の非線形問題に応用している．今年度は 3次要素による弾塑性損傷解析について検討した．

 射出成形における型内流動計測システムの開発21. 
教授 横井 秀俊，助手 金藤 芳典，大学院外国人研究生 姜 開宇

　基礎計測技術の研究として，型内樹脂流動挙動を計測する各手法の開発と成形現象の実験解析を目的としている．
特に，多数個取り成形における各キャビティでの非対称な充填挙動に着目し，T字型等長ランナーによる 2個取りキャ
ビティを用い，充填バランスとランナー・キャビティ部温度分布との相関解析を実施している．本年度は，ランナー
部の樹脂温度分布をさらに高精度に計測するため，プローブ径φ1mmの赤外線放射温度センサを新たに採用し，ラ
ンナー・キャビティ部の樹脂温度分布を計測している．プローブ径φ3mmの従来のセンサと比べ，分解能が向上す
ることで高温度領域と低温度領域の差が顕著に示された．本計測手法は，幅広い射出条件下において，各領域の樹脂
温度分布を高精度に計測可能な方法であることが示唆された．
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 超高速複合射出成形の研究22. 
教授 横井 秀俊，助手 金藤 芳典

　本研究では，超高速射出成形を複合射出成形へと適用することにより，超薄肉複合成形品など，これまでの工法で
は達成できない新しい機能成形品実現の可能性を探索することを目的としている．本年度は，スライドコア方式の複
合成形金型を用いて，非晶性樹脂 PCにおける超薄肉被覆成形および熱可塑性エラストマーを被覆層とした異材薄肉
被覆成形を行った．PCによる二次材厚さ 0.2mmの被覆成形実験では，ホットランナーバルブを開くタイミングを制
御することが，二次材充填量の増加に効果的であることを明らかにした．また，異材被覆成形では，PC／エステル
系エラストマーの組合せにおいて，成形温度が低いエラストマーを二次射出する手法でも高い接合強度が得られるこ
とを具体的に明らかにした．

 光ファイバ単一センサによる型内樹脂の流動先端速度センサの開発23. 
教授 横井 秀俊，技術専門職員 増田 範通

　本研究では，単一の光ファイバセンサを用いて，金型内でフローフロント通過速度を直接，高精度に計測する小径
センサを新たに開発し，その有効性を実証的に明らかにすることを課題としている．本年度は，一般的な条件下での
単一の光ファイバセンサでのフロント移動速度計測法の有効性について検討した．また，計測原理に基づいて新規に
φ2mmの小径エジェクタピン型センサプローブを設計・製作した．

 車両・軌道システムにおける運動力学と制御に関する研究（継続）24. 
教授 須田 義大，技術職員 小峰 久直，協力研究員 道辻 洋平，大学院学生（須田研）林 世彬，
大学院学生（須田研）洪 介仁，大学院学生（須田研）仁科 穣，大学院学生（須田研）辻 隆史

　高速性，安全性，大量輸送性，省エネルギー性などの点で優れている， 軌道系交通システムについて， 主として車
両と軌道のダイナミクスの観点から， より一層の性能向上や環境への適用性を改善することを目標に検討している． 
新方式アクティブ操舵台車， 独立回転車輪台車，模型走行実験による曲線通過特性， 摩擦制御，空気ばねの制御，防
振一軸台車などの研究を行った．

 エコライド評価試験25. 
教授 須田 義大，特任助教 山口 大助

　ジェットコースターの技術を応用した省エネルギ交通システムとして研究開発を進めている「エコライド」システ
ムにおいて，台車システムおよび公共交通としての乗り心地評価等を行った．

 マルチボディ・ダイナミクスによるヴィークル・ダイナミクス（継続）26. 
教授 須田 義大，研究員（須田研）曄道 佳明，研究員（須田研）中代 重幸，研究員（須田研）椎葉 太一，

研究員（須田研） 田島 洋，協力研究員（須田研）道辻 洋平，協力研究員（須田研）竹原 昭一郎，
協力研究員（須田研）杉山 博之，大学院学生（須田研）林 世彬

　マルチボディ・ダイナミクスによる運動方程式の自動生成， さらにダイナミック・シミュレーションなどの自動化
は， 宇宙構造物， バイオダイナミクスなどの複雑な力学系において有用なツールである． 本年度は，タイヤのモデリ
ング，レール・車輪接触系のモデリング，空力特性を考慮した車両運動解析などを検討した．

 セルフパワード・アクティブ振動制御システムに関する基礎研究（継続）27. 
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦，研究員（須田研）中代 重幸，協力研究員（須田研）林 隆三

　振動エネルギーを回生し， そのエネルギーのみを利用した外部からエネルギー供給の必要のない， 新しいアクティ
ブ制御を実現するセルフパワード・アクティブ制御について， 研究を進めている．  船舶の動揺装置をはじめ，自動車，
鉄道車両，新交通システムなどへの適用について検討を継続した．

 自動車における電磁サスペンションに関する研究（継続）28. 
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦，大学院学生（須田研）平山 勝彦，大学院学生（須田研）鈴木 啓祐

　ITSの進展に伴う自動車における電子化， 情報化の背景を踏まえ， サスペンションの機能向上， 性能向上， 乗心地向
上， 省エネルギー化などを目標に， 電磁サスペンションの検討を進めた． アクティブ制御系への展開，大型車両への
応用，エネルギー回生特性に関する検討などを行った．

 パーソナルモビリティ・ビークルに関する研究29. 
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦，特任研究員 古賀 誉章，
特任研究員 鍋島 憲司，大学院学生（須田研）中川 智皓

　エコロジカルな都市交通システムの構築のために，公共交通機関との連携を図った新たな自転車や，新方式のパー
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ソナルモビリティ・ビークルの可能性を検討している．小径自転車の低速走行時の安定性に着目した，マルチボディ
ダイナミクスによる解析と実験による検討などを進めた．

 自動車用タイヤの動特性に関する研究（継続）30. 
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦，特任助教 山邉 茂之

　走行安全性を向上させるための車両運動制御，ITSに対応した新たな自動車制御のためには，タイヤの動的な特性
を詳細に把握することが重要である．本年度はタイヤ試験機を用いたキャンバによるタイヤ力効果評価を行った．

 路面情報収集と車両制御に関する研究31. 
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦，協力研究員（須田研）杉山 博之，

協力研究員（須田研）林 隆三，特任助教 山邉 茂之

　車両の運動性能向上，安全性の向上のためには，路面情報収集が有効である．ITS（高度道路交通システム）など
との連携を考慮して，車両に取り付けたセンサーによる路面情報収集手法を提案し，実車両における走行試験を行い，
その手法の評価を行った．

 サスペンション系のコントロール・フュージョンに関する研究（継続）32. 
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦

　電磁デバイスを用いて，運動・動揺・振動制御の融合の実現と，センサー・アクチュエータ・スプリング・パッシ
プダンパ・エネルギー回生などの複数の機能を融合した制御を構築する新たなサスペンション系を実現するため，コ
ントロール・フュージョン，すなわち機能融合制御を提案し，その基礎的，展開的研究を行った．

 ドライビング・シミュレータによるバーチャル・ブルービンググラウンドの研究33. 
教授 須田 義大，技術職員 小峰 久直，特任助教 山口 大助

　マルチボディ・ダイナミクスの車両運動モデルを用いたドライビングシミュレータによるバーチャル・プルービン
ググラウンドを提案している．リアルタイムシミュレーション手法の改善，タイヤ試験機との連携，ステアリング特
性，ドライバ特性，交通信号などを含む道路交通環境の高度化などを検討した．

 車載用フライホイールに関する研究34. 
教授 須田 義大，技術職員 小峰 久直，大学院生 林 世彬，大学院学生（須田研）安藤 孝幸

　省エネルギー交通システムにおいて，エネルギー貯蔵方式の一つであるフライホイールについて，その適用性，車
両動特性との関係について，実際にフライホイール装置を導入し，検討を行った．

 自動車のドライバ特性に関する研究35. 
教授 須田 義大，協力研究員（須田研）竹原 昭一郎，大学院学生（須田研）下山 修

　ステアバイワイヤ技術の進展など，自動車の運動制御技術の進展に伴い，ドライバの好みに合わせた操縦系の構築
が可能となってきた．このような背景のもと，ドライバモデルの構築を目標に，実車両実験，ドライビングシミュレー
タ実験を通じてドライバ特性に関する検討を進めた．

 エコドライブに関する研究36. 
教授 須田 義大，准教授 佐藤 洋一，特任助教 山口 大助，大学院学生（須田研）市原 隆司

　自動車交通における省エネルギー，炭酸ガス削減は急務であり，エコドライブを推進することで効果が見込まれる．
エコドライブ評価手法，エコドライブ支援システムについて検討を深めた．

 車両の快適性評価に関する研究37. 
教授 須田 義大，研究員　田淵 義彦，協力研究員 竹原 昭一郎，

特任助教 山口 大助，特任研究員 古賀 誉章，特任研究員 鍋島 憲司

　車両の車窓内の快適性の評価手法として，シートアレンジメントと視覚的な効果に着目した検討を行った．実験車
両やドライビングシミュレータを用いた評価実験を行い，定量的な評価手法と快適性向上方策について検討した．

 エネルギーITS に関する研究（自動運転・協調運転に向けた研究開発）38. 
教授 須田 義大，准教授 鈴木 高宏，准教授 中野公彦，特任助教 山邉 茂之

　道路交通における省エネルギー達成，炭酸ガス削減を目標に自動運転・協調運転に向けた研究開発を NEDOプロ
ジェクトとして実施している．今年度は，エコドライブモデルの構築，ドライバ受容性などについての検討を行った．
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 スプリングバックフリー成形を実現するための熱間・温間プレス加工39. 
教授 柳本 潤，大学院学生 池内 健義

　薄板プレス成形後のスプリングバックは，この技術分野における永遠の課題であり，その低減技術の学術的・経済
的効果は非常に大きい．近年，地球環境維持のための車両軽量化のために比強度の高い金属素材の利用が増加してい
るが，これらの素材のスプリングバックは大きく，製造加工において大きな問題となっている．本研究の過程で，高
張力鋼板でも 500℃といった温間温度域でスプリングバックをゼロにできることを，世界で初めて見出した．さらに
高温多段圧縮試験設備に水冷設備を内蔵した金型を設置し，高精度にプレス焼入れ時の温度履歴を制御できる試験を
行うことで，ダイクエンチ加工時の諸特性の解明を可能とした．

 高温変形加工時の降伏応力と材料組織変化に関する研究40. 
教授 柳本 潤，民間等との共同研究員 山川 武史，民間等との共同研究員 森本 敬治

　熱間加工時の降伏応力は，負荷特性に影響する主たる要因であり，また CAE解析における材料条件ともなるため，
定量的な把握とデータベース化が強く求められている． 熱間加工においては塑性変形により誘起される再結晶を利
用した結晶構造制御が行われる．この分野は，加工技術（機械工学）と材料技術（材料工学）の境界に位置してるた
め，重要度は古くから認知されてはいたものの，理論を核とした系統的な研究が極めて少ない状況にあった．本研究
室では，再結晶過程についての実験的研究と，FEMを核とした理論の両面からこの問題に取り組んでおり，既に数
多くの成果を得ている．

 鉄系合金およびマグネシウム系合金の半溶融加工と半溶融球状化処理による常温延性の改善41. 
教授 柳本 潤，助教 杉山 澄雄，大学院学生 福島 周作（柳本研）

　オーステナイト系ステンレス，展伸用マグネシウム合金について，セミソリッド状態での内部組織変化ならびに流
動応力の特性について高温高速多段圧縮実験装置を用いて精密な実験を行っている．さらに，半溶融球状化処理を行
うことによる冷間加工性の向上について，系統的な実験を行っている．

 半凝固処理金属の製造技術に関する研究42. 
教授 柳本 潤，助教 杉山 澄雄

　金属溶湯にせん断攪拌および急速冷却を加えて半凝固スラリーを連続的に製造する新しい方法として，せん断冷却
ロール法（SCR法）を提案し，各種条件下での製造実験を繰り返しつつ，プロセスの特性解明を進め，所要の半凝
固スラリーを得るのに要する加工条件を探索している．併せて，得られた半凝固スラリーの内部構造や凝固終了後の
機械的特性について調査を進めている．

 高機能圧延変形解析に関する研究43. 
教授 柳本 潤，民間等との共同研究員 松岡 知宏，民間等との共同研究員 ボータン フン

　1990年より供用が開始された圧延加工汎用 3次元解析システム CORMILLは，多くの事業所・大学に移植され，
広範囲な圧延加工の変形・負荷解析に利用されている．種々の圧延プロセスの解析を精度良く行うための改良は現在
も継続して行われている．

 超軽量構造を実現するための複層鋼板のプレス加工44. 
教授 柳本 潤，特任教授 大家 哲朗，大学院学生 河西 清一朗，外国人博士研究員 Nicolas A. Tiesler

　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行っている．高強度・低延性である
たとえばマルテンサイト系鋼板と高延性であるオーステナイト系ステンレス鋼板を複層化することで，広い成形可能
範囲をもった高強度鋼板を実現できること，たとえば伸びわずか 1.5％の SUS420J2を含む複層鋼板は，150°程度の
曲げ加工に耐えることができること，などを明らかにしてきた．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．

 通電加熱の特性と変形加工への応用45. 
教授 柳本 潤，杉山 澄雄

　通電加熱圧延では均一温度分布を得ることが雰囲気加熱に比べ容易であり，今後，変形加工における温度制御手段
として有効に機能していくことが予想される．本年度はステンレス鋼の組織制御のための温度制御手段の確立を目的
として通電加熱の特性を実験的に検討し，圧延と組み合わせた組織制御を実施した．
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 異種材料の常温でのマイクロ固相接合およびこれを利用した 3次元立体構造の迅速造形46. 
教授 柳本 潤

　広範囲な異種材料の接合に利用できる，材料分流を利用した接合方法を提案し，マイクロ部材の接合への適用につ
いて基礎研究を行っている．本年度は，サブミリ寸法について検討を行い，健全な接合が可能であることを実験的に
明らかにした．またこの手法を 3次元構造体の造形に利用し RPへの適用可能性について検討を行った．

 血流 - 血管壁の相互作用を考慮した数値解析47. 
教授 大島 まり，大学院学生（大島研）徳田 茂史，大学院学生（大島研）前川 利満，

大学院学生（大島研）関口 宏，研究実習生（横浜市立大）大原 良仁

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

 Image-Based Simulation における脳血管形状の血行力学に与える影響の考察48. 
教授 大島 まり，アドバンスソフト株式会社 畝村 毅，助教（自治医大）庄島 正明，

おおたかの森病院脳神経外科部長 高木 清

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

 ダイナミックPIV を用いた血管モデル内狭窄部の可視化計測49. 
教授 大島 まり，技術職員 大石 正道

　コレステロールの沈着などによって生じた血管狭窄は，その後方の血流に剥離および乱れを生じ，それらに起因す
る血管壁の損傷や更なるコレステロール沈着による症状の悪化などが懸念される．血管の狭窄部を模した血管モデル
内の流れを可視化計測することにより，狭窄形状と血流流速がながれ場に及ぼす影響を考察することを目的としてい
る．非侵襲計測法である PIV（Particle Image Velocimetry：粒子画像流速測定法）は瞬時流れ場の速度分布を調べる方
法として最も進化したレーザ計測法ではあるが，振動や脈動等の非定常現象を対象とするには時間分解能が不足して
いた．そこで近年開発された高速度カメラ及び高繰り返しレーザを用いて，時間分解能を改善したダイナミック PIV
システムを構築し，時系列速度分布の取得を行うとともに，統計処理により乱流場の解析を行っている．

 in vitro 脳動脈瘤モデル内のステレオPIV 計測50. 
教授 大島 まり，大学院学生（大島研）坂東 佳憲，技術職員 大石 正道 

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

 in vitro 血管壁損傷評価システムの開発と動脈瘤発症メカニズムの生体力学的検討51. 
教授 大島 まり，助教（名古屋大）山本 創太，大学院学生（大島研）江村 輝幸，技術職員 大石 正道

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

 多波長共焦点マイクロPIV によるマイクロ混相流の可視化計測52. 
教授 大島 まり，技術職員 大石 正道

　近年，発展の目覚しいマイクロ TASの分野においては，混合や分離，化学反応，運搬といった様々な機能を，微
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少流体の正確な操作により実現することを目的としている．主なアプリケーションとして，マイクロ液滴を用いたデッ
ドボリュームの少なさによる混合や反応の高速化，生体細胞や DNAを内包しての運搬などが開発されている．これ
ら主な機能を果たすのは液滴や固体粒子が混在する液液混相流もしくは固液混相流である．そのため，マイクロスケー
ルにおける各相の相互作用の解明が重要である． 本研究では本研究室で開発された共焦点マイクロ PIVの技術を応
用し，マイクロ混相流の計測が可能な 2波長分離ユニットを組み込んだ．これにより，マイクロ液滴の内部および外
部流速を同時計測や，マイクロジャンクションにおける water in oil液滴生成機構の計測，マイクロビーズを含む固
液混相流の計測を行なっている．

 脳動脈瘤におけるマルチスケール・マルチフィジックスを考慮した三次元詳細解析53. 
教授 大島 まり，大学院学生（大島研）徳田 茂史，

大学院学生（大島研）関口 宏，大学院学生（大島研）Wesenjak Robert

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

 血管内膜における物質透過性を考慮した動脈硬化メカニズムの解明54. 
教授 大島 まり，大学院学生（大島研）前川 利満 

　脳動脈瘤あるいは動脈硬化症などの血管病変は，血流より運ばれた，例えば LDL（Low Density Lipoprotein）やア
ルブミンなどが血管壁を透過して蓄積し，血管が変性することにより，引き起こされる．そこで，本研究は，大規模
解析により血管全体の濃度分布を把握し，次にその状態を境界条件として，さらに壁面透過のマイクロスケールにお
ける計算を行なって行く．その際に，血管壁面の透過についてモデル化する必要があるため，モデルの構築・検証を
行なう．

 エンジン内の強い乱れを考慮した噴霧メカニズムの実験的検証55. 
教授 大島 まり，教授（北海道大）大島 伸行，大学院学生（大島研）武藤 昌也

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

 PIV による微小流路内を流れる血液の可視化計測56. 
教授 大島 まり，大学院学生（大島研）藪崎 仁史，大学院学生（大島研）靱 康治，技術職員 大石 正道

　我が国の医療費は年々上昇しており，その 50％以上が 65歳以上の医療費であり，高齢化社会へと移行する現在，
高齢者の医療への対策が社会的，経済的重要性を増している．対策の一貫として極微量の血液分析から健康診断でき
るバイオチップを用いた在宅診断がある．バイオチップの流路設計，血液成分の能動的なハンドリングや再現性の評
価には微小流路内での血液の流れを定量的に把握する必要がある．バイオチップの流路幅は数 µm～数百 µmである
が，血液は 45％もの細胞成分を含む混相流であるため，細胞が相対的に大きくなる 100µm以下の微小流路では特殊
なレオロジーを示す．その中でも細胞成分の 96％を占める赤血球は流れに大きな影響を与えるが，赤血球は軸集中・
変形を介して血液の見かけ粘度を変えることが知られており，この現象の解明は流路チップを作製するに当たって極
めて重要になると考えられる．本研究では非侵襲的，かつ高精度に流れを計測可能なマイクロ PIV（PIV：Particle 
Tracking Velocimetry）を用いて，赤血球と流れの同時可視化計測により赤血球と流れの相互作用を定量的に評価する．

 血管病変における血流 - 血管壁のマルチフィジックス解析57. 
教授 大島 まり，大学院学生（大島研）徳田 茂史，大学院学生（大島研）前川 利満，

大学院学生（大島研）関口 宏，大学院学生（大島研）Wesenjak Robert 

　動脈硬化や動脈瘤などの血管病変は，血流が血管壁に与える力学的刺激によって引き起こされると言われており，
流体構造連成解析を行う事により血液と血管壁の挙動を同時に解析できる．さらに医用画像から実血管内腔形状なら
びに血管壁厚を再現し，数値解析を行う事により，より生体内に近い現象を再現できると考えられる．この三次元血
管モデルを構築するシステムを開発し，実際の血管壁の厚みを再現する事による血管内の血流と血管壁内応力分布へ
の影響を考察する．

 CIP 法を用いた数値シミュレーションによるmicro-droplet に関する研究58. 
教授 大島 まり，大学院学生（大島研）秋富 知明，技術職員 大石 正道

　多種多様なマイクロ流体デバイスが提案される中，液滴ベースのマイクロ流体デバイスに着目し，特に T字 junc-
tionにおける液滴の生成機構の解明を目的とする．実験では計測が難しい界面張力やせん断力が計算でき，パラメー
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タの変更も容易である数値シミュレーションを採用した．シミュレーション手法としては，近年発達を遂げた高精度
移流解析手法である CIP_CSLR法に粒子法をブレンドすることで，さらなる高精度移流解析を可能とする，Particle-
CIP_CSLR法を開発して用いている．

 ベアリング鋼球周りの油膜潤滑に関する数値解析59. 
教授 大島 まり，受託研究員 柴崎 健一

　近年，CO2削減や省資源といった環境への感心の高まりから，転がり軸受に対する低摩擦化の要求が強くなってい
る．しかし，最適な潤滑条件の設定や潤滑を考慮した軸受の設計は実績 ･経験に依存しており，微量油潤滑解析技術
の確立が望まれている．微量油潤滑の解析では，転がり接触入口部における潤滑油量が分かっている場合の EHL解
析技術と，給油方式，給油量などから転がり接触人口部の潤滑油量を予測する技術，の 2つの技術が必要である．本
研究では，各解析技術の効率的な手法を開発するとともに 2つを統合する解析技術の開発を行っている．

 弾性表面波デバイスの圧電解析60. 
教授 大島 まり，受託研究員 徳田 治

　弾性表面（Surface Acoustic Wave以降 SAWと表記）デバイスは主として無線通信の分野において，必要な信号の
みを正確に抽出するフィルタとして重要な役制を担っている．様々な材料の組み合わせや複雑なデバイス構造による，
従来よりも優れた SAW伝搬特性を持つ SAWフィルタの研究開発が必要であり，それらをタイムリーに正確に解析
できる技術の開発を行う．

 肝実細胞のエネルギー代謝測定61. 
准教授 白樫 了，助教（白樫研） 高野 清

　肝実細胞の酸素，グルコース代謝に及ぼす，細胞周囲の pH，酸素，グルコース濃度，温度の影響を，1000個程度
の少数細胞で測定し，高密度細胞培養の設計に耐えうる代謝モデルを構築する．

 in vitro 高密度細胞培養 scaff old の形状・プロセス設計に関する研究62. 
准教授 白樫 了，教授 藤井 輝夫，教授 酒井 康行，博士研究員 Christophe Provin，

特定プロジェクト研究員 Nazare Pereira-Rodrigues，助教（白樫研） 高野 清

　肝実細胞を対象として，体内と同じ代謝率と細胞密度を実現する系の構築を目指して，scaffoldの最適形状の設計や，
培養液や酸素供給の最適設計を，バイオトランスポートの立場から行う．

 電場を用いた高効率細胞膜輸送に関する研究63. 
准教授 白樫 了，Uni. Wuerzburg， Overrad V. L. Sukhorukov，Uni. Wuerzburg， Prof. U. Zimmermann

　耐凍性の糖類トレハロースを大量に細胞内に導入することで，種々の細胞を凍結乾燥して高品位で保存することが
可能であることが知られている．しかしながら，このような糖類を大量・高校率に細胞内に導入する確実・簡便な手
法が存在しないことが実用化の障害となっている．本研究では，制御性の高い電場を用いたいくつかの細胞膜輸送促
進法について研究している

 食物の高品位凍結を目的とした誘電特性測定64. 
准教授 白樫 了，教授（海洋大学）鈴木 徹

　主として細胞を含む生鮮食品の誘電特性を細胞および食物全体について測定し，電場の印加が凍結に与える影響を
実験と理論で解明することを目指している．

 小型熱輸送デバイスの熱輸送特性の解明と設計に関する研究（継続）65. 
准教授 白樫 了，教授 西尾 茂文，技術専門職員（西尾研）上村 光宏，大学院学生（白樫研）渡辺 裕巳

　携帯電子機器の発熱密度は，機器の小型化と電子デバイスの高速化により増大を続けており，100W/cm2を凌ぐ勢
いを見せている．研究では，高い熱輸送能力を持つ自励振動式熱輸送ヒートパイプ（SEMOS）の小型化限界や，マ
イクログルーブを用いた高蒸発密度のヒートシンクの熱輸送特性を実験・解析的に明らかにすることで設計指針を提
供することを目指している．

 皮膚の保湿性評価に関する研究66. 
准教授 白樫 了，教授（芝浦工大）山田 純

　生命活動をする人がもっとも過酷な環境にさらされている臓器である皮膚は，体内の水分の過度な蒸発を抑制する
機能を表層の数 10µmの角質層でおこなっている．本研究では生体の鮮度の保持に関する研究の一環として，この角
質層の含水率や保水性を的確に測定する手段と皮膚の角質層や化粧品の保水能力を評価する理論の構築を目的として
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いる．

 人間・自動車・交通流系の動的挙動と制御67. 
准教授 鈴木 高宏，教授 桑原 雅夫，教授 須田 義大

　国際・産学共同研究センター サステナブル ITSプロジェクト（sITS）に参加し，その研究テーマの一つとして開
始した研究である．ITS環境の普及段階においては，自動運転車と人間の運転する手動運転車との混在が予想される
が，そのような環境は非常に動的で複雑な挙動を伴い，しばしば安全性や効率を損ね，ITS技術の本来の価値を発揮
できないおそれがある．この動的挙動の解析と制御に関しては，以前にも簡単なシミュレーションによる検討を行っ
たものだが，sITSにおける DS（運転シミュレータ）および TS（交通シミュレータ）などを統合し，出来うる限り
現実に近い交通環境を模擬可能なシミュレータ環境を用いることで，より現実的な解析や制御の研究が行える．2007
年度においては，統合シミュレータ環境に不可欠な，人間運転行動モデルの構築のため，DS被験者実験や交通計測
による運転走行データを用いてモデルのパラメータ同定を行う研究や，戦術的車線変更モデルに関する研究などを
行った．

 超柔軟ロボットシステムに関する研究68. 
准教授 鈴木 高宏，助手 新谷 賢

　弾性の存在を必ずしも前提としない，より柔軟な系の動力学と制御を考え，それにより新たなロボットシステムを
創造することを目的に研究を行っている．2008年度においては，ひもの離散多リンクモデルを考え，その分割数と
シミュレーション精度の関係を明らかにし，計算速度と精度の両面を満たす最適な分割数を求める方法について研究
を行った．こうした超柔軟系の応用としては，月面や惑星表面探査において，ロボット本体から離れた場所のサンプ
ル採集などを考えている．

 メカトロニック人工食道の開発69. 
准教授 鈴木 高宏，助手 新谷 賢

　柔軟ロボティック・メカトロニックシステムの応用の一つとして，食道の蠕動による咀嚼物搬送機能を機械的機構
に代替する，メカトロニック人工食道の開発を行っている．2008年度においては，これまで開発してきたモータ型
については，ロータ部の内径を大幅に拡げた第 2号機を試作し，また一方で細型空気圧人工筋による蠕動模倣型人工
食道を試作し，それらの性能を実験により確認した．

 センサと電源を用いないアクティブ振動制御システム（継続）70. 
准教授 中野 公彦

　単純支持梁に取り付けた圧電素子もしくはプルーフマスアクチュエータによって曲げ振動から発電を行いながら，
制振を行うシステムの回生および制振性能を理論と数値計算により明らかにする．

 実環境下で利用可能な脳活動計測法（継続）71. 
准教授 中野 公彦

　新しい信号処理法を適用して，実際の自動車やドライビングシミュレータなどノイズの多い環境においても，脳波
計測ができる手法を提案し，その有効性を示すことをを目的とする

 独立成分分析法（ICA）の機械系状態監視への適用72. 
准教授 中野 公彦

　ICAは多チャンネルの信号が混ぜ合わさって観測されたときにこれを独立な信号群に分離する手法で，主に生体信
号の解析に使われてきた信号処理技術であるが，雑音などが大きく混入した信号から有意な信号を分離することがで
きるため，機械系の状態監視においても，有益な信号処理法となることが期待できる．その性能の検討を行う．

 PARAFACを利用したモード解析73. 
准教授 中野 公彦

　PARAFACとは，多チャンネルで計測した信号の時変スペクトラムを，空間，周波数，時間などを軸に多次元に分
解する方法である．分析化学や脳波解析で用いられているが，機械系のモード解析に適用することを試みる．

  薄板構造中の損傷検知のためのMFCアクチュエータと FBGセンサを用いた広帯域ラム波伝播74. 
システムの構築

准教授 岡部 洋二，大学院学生（岡部（洋）研）中山 文博

　超音波発振素子にMFCアクチュエータ，超音波受振素子に FBGセンサを用いることで，広帯域なラム波を指向
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性を持たせて効率良く薄板構造中に伝播させられるシステムを構築し，薄板構造中の損傷検知に有用な多くの情報を
取得することを目的とする．

 広帯域ラム波の周波数分散特性を利用したCFRP複合材料積層板中の層間剥離の検出75. 
准教授 岡部 洋二，大学院学生（岡部（洋）研）藤林 啓司

　CFRP積層板中に広帯域のラム波を伝播させ，その周波数分散性の板厚に依存した変化を利用することで，積層板
中の伝播経路の厚さに変化を引き起こす内部の層間剥離を定量的に検出する手法を構築する．

 SMAハニカムコアを用いた形状可変サンドイッチ構造76. 
准教授 岡部 洋二，大学院学生（岡部（洋）研）杉山 博

　SMAハニカムコアに CFRP積層板を接着したサンドイッチ梁構造を作製し，SMAハニカムコアからのせん断回復
力によって梁全体に曲げ変形を発生させる．そして，温度制御によって曲げ形状と直線形状，および発生力を双方向
に制御することのできる，軽量かつ適度な曲げ剛性を有した軽量アクチュエータ構造を構築する．

 SMAハニカムコアを用いた共振抑制の可能な軽量アクチュエータ構造77. 
准教授 岡部 洋二，大学院学生（岡部（洋）研）稲吉 徹

　SMAハニカムコアは，温度によってその剛性が変化する．そこで，SMAハニカムコアに CFRP積層板を接着した
サンドイッチ梁を作製すると，温度制御によって梁構造の固有振動数を変えることができる．これにより，梁の共振
点を制御することで共振を抑制することのできる，軽量かつ適度な曲げ剛性を有した軽量アクチュエータ構造を構築
する．

 電子顕微鏡下のマイクロアセンブリ78. 
准教授 土屋 健介

　生体を構成する細胞，染色体，DNAなどの微細な生体試料に対して，リアルタイムで観察しながら目的とすると
ころだけを切り取って抽出したり，解体して構造を調べたりするなどの要求を満たすために，電子顕微鏡で観察しな
がらマニピュレータで操作を加えるシステムを開発する．

 生体材料の力学特性の局所的計測79. 
准教授 土屋 健介

　冠動脈内や脳血管内の血栓は，心筋梗塞や脳硬塞を引き起こす．血管の断面積や内壁の抗血栓性などの他に，たと
えば血管のコンプライアンスのような力学特性が，血栓の成長に関係すると言われているが，それを評価する指標が
ない．本研究では，特に手術中に in vivoの血管の力学特性を計測するシステムを開発し，力学特性が血流や血栓の
成長に与える影響を調べる．

 3 次元温度場を創成するための積層立体チャネルチップの製作・制御技術の構築80. 
准教授 土屋 健介

　本研究の目的は，積層構造のチップ内に立体的なチャネル（流路）を構築し，それを用いて 3次元の温度分布を任
意に作ることである．そのために，薄板を積層する接合技術や，mK（ミリケルビン）オーダの超精密温度センサや
加熱・冷却デバイスなどの機能要素を開発し，積層構造に組み込んで，立体的な温度分布や温度変化を自在に設計で
きる技術を開発する．

 ドレッシングレススパイラル工具の開発81. 
准教授 土屋 健介

　本研究では，ランダムな気孔ではなく定量の気孔を持つドレッシングレスのスパイラル工具を提案し，開発する．

 気候変動が琵琶湖生態系に及ぼす影響に関する研究82. 
准教授 北澤 大輔

　琵琶湖では近年，北湖湖底近傍において栄養塩濃度の上昇と溶存酸素濃度の低下が観測されている．この原因の一
つとして，琵琶湖周辺の気候変動が挙げられている．特に地球温暖化による気温の上昇は，冬季の水の鉛直循環を弱
め，湖底への酸素供給を妨げるとともに，湖底近傍に蓄積した栄養塩の南湖への循環量を低減させる．本研究では，
3次元流動場－生態系結合数値モデルを開発し，最近 20年間の気候変動が琵琶湖生態系に及ぼす影響を定量的に調
査する．
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 カスピ海流域における産業活動，環境政策の変遷と生態系への影響83. 
准教授 北澤 大輔

　カスピ海では，周辺各国の経済発展による生態系の破壊が社会問題になっているのとともに，今後予想される石油・
天然ガス資源開発による環境問題が懸念されている．そこで，最近 40年間の周辺各国の産業活動，環境政策の変遷
と生態系との関連性を解明することにより，今後，石油・天然ガス資源開発が行われた場合に形成される生態系を描
き出す．また，生態系の破壊を事前に防止するための有効な環境政策を展開し，生態系を保護する枠組みを構築する．

 霞ヶ浦の成層と水質シミュレーション84. 
准教授 北澤 大輔

　霞ヶ浦では，1970年代より水質の悪化が顕在化したため，富栄養化対策に取り組んでいるが，現在もなおリン酸
態リンなどの栄養塩濃度が上昇している．また，霞ヶ浦は浅水湖であるが，夏季には成層が形成されて底層水が貧酸
素化するために，漁業や生態系に悪影響を及ぼす．そこで，3次元流動場－生態系結合数値モデルを用いて，間欠的
に形成される成層と貧酸素化，栄養塩溶出との関係を解析し，植物プランクトンの増殖機構を明らかにするとともに，
その成果を水質改善施策に資する．

 石油備蓄基地の水封タンク内の溶存酸素濃度シミュレーション85. 
准教授 北澤 大輔

　石油備蓄基地の油タンクの周りには，衝突事故等の際の油流出防止のために水封タンクが設けられている．水封タ
ンク内の海水中の溶存酸素濃度は，通常低くなっているが，海水の熱膨張に伴う水交換や曝気により酸素が供給され，
タンク内の鋼材の腐食が進行する場合もある．そこで，3次元数値モデルを用いて，溶存酸素の拡散シミュレーショ
ンを行い，その結果より腐食防止のための手法を考える．

 持続的エビ養殖法に関する研究86. 
准教授 北澤 大輔

　エビ養殖池の環境問題は，残餌や糞からなる有機物が池底に大量に堆積し，その分解に伴って生じる酸素不足がエ
ビの成長を阻害することである．本研究では，酸素供給とヘドロ集積を目的として用いられている攪拌パドルの性能
を明らかにするとともに，攪拌パドルの設置密度，設置場所を最適化するための物質循環モデルを開発する．また，
密度流拡散装置や水電解装置を用いた持続的エビ養殖法の開発を行う．

 ムラサキイガイの個体群モデルの開発と養殖法に関する研究87. 
准教授 北澤 大輔

　ムラサキイガイは，沿岸の人工構造物に大量に付着する汚損生物であるとともに，世界各国の主要な養殖種である．
ムラサキイガイはお互いに積み重なって生息するため，群集内で激しい種内競争が起こる．そこで，本研究では，群
集内におけるムラサキイガイの餌と空間をめぐる競争の過程を再現するために，従来用いられてきたバイオマスモデ
ルに代わり，個体群モデルの開発を行う．さらに，ムラサキイガイの生態活動が周辺の水質環境に及ぼす影響を正確
に把握するとともに，ムラサキイガイの最適な養殖法を提案する．

 電気分解による酸素供給法の開発88. 
准教授 北澤 大輔

　家庭用水槽から沿岸養殖場にいたるまで，水生生物にとって最も大きな環境問題は溶存酸素濃度の低下である．水
の電気分解による酸素供給法は，電極で生成された酸素が水に溶け込みやすい等の特長がある反面，pHが変化する
など生物への影響も懸念される．そこで，水生生物を対象として水の電気分解実験を行い，溶存酸素濃度の供給効果
やアンモニア態窒素，亜硝酸態窒素の分解効果を把握するとともに，生物への影響を把握する．

 陸域負荷の長期変動を考慮した東京湾の生態系シミュレーション89. 
准教授 北澤 大輔，准教授（東大）多部田 茂

　東京湾では，陸域からの物質負荷を減少させているにもかかわらず，赤潮の多発や貧酸素水塊の形成が恒常化して
いる．陸域からの物質負荷量と湾内生態系との関連性は，生態系レジームシフトが起こった場合，必ずしも 1対 1に
対応しておらず，極めて複雑である．本研究では，3次元流動場－生態系結合数値モデルを用いて，陸域負荷の長期
変動を考慮した生態系シミュレーションを実施し，陸域からの物質負荷削減の効果を予測する．

 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運用90. 
特任准教授 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
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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．

情報・エレクトロニクス系部門
 自然雷の研究1. 

教授 石井 勝，技術専門職員 齋藤 幹久，技術専門職員 藤居 文行，
協力研究員 奥村 博，協力研究員 Syarif Hidayat

　自然雷の放電機構，雷放電のパラメータに関する研究を，おもに電磁界による観測を通じて行っている．また
VHF帯およびMF帯電磁波の多地点での高精度時刻同期観測による雷雲内放電路の 3次元位置標定，準静的電界変
化の多地点観測による雷雲内電荷分布の研究を行っている．冬季に電力設備に被害をもたらす落雷の大部分が，地上
からの上向きリーダで開始するタイプであることを明らかにした．また高構造物への落雷の発生し易さを，雷放電位
置標定システム（LLS）による観測結果にもとづき，地域別，季節別に示した．

 雷放電に伴う電磁界パルス（LEMP）の研究2. 
教授 石井 勝，技術専門職員 齋藤 幹久

　雷放電に伴って発生する電磁界パルス（LEMP）のモデリング，伝搬に伴う変歪， 導体系との結合などについて研
究を進めている．電磁界変化波形の多地点測定データにもとづく帰還雷撃放電路のモデリング，大地導電率などに影
響される電磁界波形変歪の評価，LF帯電磁界パルスを観測する雷放電位置標定システム（LLS）の特性評価などを
行っている．

 雷サージに関する研究3. 
教授 石井 勝，協力研究員 Ramesh Pokharel，大学院学生 宮部 敬司

　3次元過渡電磁界解析コードと回路解析コードにより，送配電線や建築物に落雷が生じた時に発生する雷サージを
立体回路で計算し，電気設備や建築物の幾何学的構造，大地導電率，雷放電路の特性などが雷サージ波形，雷事故様
相に及ぼす影響を調べている．また配電線クラスに相当する，数十 cm級気中ギャップの非標準波雷インパルス電圧
による絶縁破壊特性を実験的に検討している．

 インパルス高電圧・大電流計測に関する研究4. 
教授 石井 勝，協力研究員 脇本 隆之，協力研究員 馬場 吉弘，大学院学生 富樫 悠太

　抵抗分圧器を使用したインパルス高電圧計測を，モーメント法または FDTD法による 3次元過渡電磁界解析手法
で数値的に再現し，種々のパラメータが測定系の特性に及ぼす影響を調べ，生産技術研究所が保有する，日本の国家
標準級雷インパルス電圧測定系の性能向上をはかっている．また雷インパルス大電流の標準，ロゴスキーコイルによ
る持続性雷電流計測の研究を開始した．

 有形文化財の高精度デジタル化と解析5. 
教授 池内 克史

　近年，レーザレンジセンサを用いて実物体を 3次元デジタル化する研究が盛んに行われています．レーザレンジセ
ンサによる計測は，非接触且つ高精度なデータが得られるため，有形文化財の保存には最適だと言えます．我々は特
に大規模な有形文化財を対象として，新たなセンサの開発や，取得した大規模データの処理手法（位置合わせ・統合
など）の開発を行っています．さらに得られた大規模データを表示する手法や，これらのデータを解析するための手
法開発なども行っています．これまでに国内では鎌倉大仏や奈良大仏，海外ではカンボジアバイヨン寺院やイタリア
ポンペイ遺跡などを対象としてデジタル化や解析を行ってきました．

 複合現実感技術による遺跡の復元6. 
教授 池内 克史

　複合現実感（MR: Mixed Reality）技術を用いて遺跡現地に失われた文化財の復元 CGモデルを合成表示します．
MR技術はレプリカによる復元によりも低コストで遺構に損害を与えないという利点があります．また従来のシア
ター型 VR展示に比べ，遺跡現地の雰囲気を楽しみながら古の姿を健康的に眺めることができます．当研究室では
MRシステムにおける合成画像の現実感を向上させるため，仮想物体の陰影処理や人物の遮蔽処理に関する研究を
行っています．また古代飛鳥京をMR技術で復元する「バーチャル飛鳥京プロジェクト」に取り組んでいます．
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 物理ベースビジョン（見えのモデル化と解析）7. 
教授 池内 克史

　現実世界の物体の見えを正確に，かつリアルにコンピュータ上で再現するためには，さまざまな研究課題がありま
す．また，実際の見えを人間がどのように知覚し，解釈しているかは解明されていません．我々は，物体の見えをモ
デル化するための見えの計測方法や，解析方法，またこれを人間が解釈する方法について研究を行っています．具体
的な研究テーマとしては，光源色と物体色の分離・スペクトルの効率的な取得と解析・照明変化による形状の推定・
カメラの分光特性の推定・画家の描画メカニズムの推定，などが挙げられます．

 人間行動観察学習ロボットによる「技」の習得8. 
教授 池内 克史

　幼児の学習の大部分は，親の行動を見てまねることから始まります．我々の研究室では，人間の行動を見てこれを
理解し，同じ行動を行うロボットプログラムを生成する研究を行っています．例えば，日本の伝統的な舞踊を観察学
習パラダイムに基づき解析して自動的に「コツ」を抽出することによって，ロボットによる舞踊の学習・再現を実現
しました．また画家を観察することによって様々な描画テクニックを学習し，ロボットがモチーフの観察，構図の決
定，画材を用いての描画という一連の「絵を描く」作業を行うお絵描きロボットの開発も実現しました．

 高度交通システム（ITS：状況の認識とモデル化）9. 
教授 池内 克史

　21世紀に向けて高度交通システムの開発が盛んです．そこでは，車は， 運転者やその周辺の車の行動を見て，その
状態を理解し，周辺の道路環境を比較しながら，さらに上位のコントロール系からの情報にもとづいて，最適な行動
が取れる必要があります．こういったシステムのために，人間の行動を連続的に観測した画像列から行動を理解する
手法，地図情報と周辺の状況から現在の位置を決定する手法，位置情報， 地図情報を現在の実画像上に付加する手法
などを研究しています．

 ナノ構造の形成技術の開拓～光通信波長帯における高均一高密度 InAs 量子ドット形成技術～10. 
教授 荒川 泰彦，特任准教授（東大） ドゥニギマール，准教授 岩本 敏

　次世代高機能量子ドット光デバイスの実現に向け，重要な基盤技術である光通信用波長帯における高均一・高密度
量子ドット結晶成長技術の開発を進めている．これまでに，成長パラメータの最適化により，室温で 1.3µmおよび
1.5um帯で発光する高均一な量子ドットの作製に成功した．また，下地として Sb終端 GaAsを導入することで，均
一性を損なうことなく 2倍程度の高密度化およびその積層化技術を確立し，MBE法による 10層量子ドットレーザの
室温での 1.3µm帯レーザ発振と，高密度化による利得増大を達成した．また，より量産性に優れるMOCVD法を用
いて，InAs/Sb: GaAs量子ドット層を 10層積層したブロードエリア型レーザを作製し，基底準位から，1.34µmでの
発振を得た．これはMOCVD成長による InAs量子ドットレーザとして，基底準位から 1.3µm以上の波長で発振を得
た初めての報告である．（富士通研，QDレーザとの共同研究）

 ナノ構造の光電子物性の探究～自己形成量子ドットの光物性制御～11. 
教授 荒川 泰彦，特任准教授 中岡 俊裕，准教授 岩本 敏

　量子コンピュータ用の基本素子には，多くのビット数を実現するために集積化可能な構造が求められる．そこで近
年，超伝導体や半導体等の固体を用いる量子ビット，量子演算素子（量子ゲート）の研究が活発に行われている．特
に，自己形成量子ドットは，その強い閉じ込めのため，比較的長いデコヒーレンス時間を持ち，電荷制御，励起子を
用いた高速演算，スピンを用いた演算，核スピンを用いた量子情報の保持などが可能であり，量子ビットの基本素子
として有望視されている．本研究では，もっとも活発に研究されている InAs系量子ドットにおいて，量子情報処理
技術を行うにあたって重要な光・電子物性制御技術を開発する．InAs自己形成量子ドットはその優れた光学特性や
比較的長いスピン寿命などの利点のため，量子情報処理素子の有力な担い手として注目されている．我々は，量子情
報処理素子の有力な担い手として注目されている自己形成量子ドットに直接，微小ギャップ電極を結合させた単電子
トランジスタの進展構造して，さらに光機能を付加できる構造を作製し，クーロンダイアモンド特性，発光及び光電
流の観測に成功した．本研究は提案構造が，量子情報の担い手である電子と光子を同時に制御する，光機能を付加で
きる単電子トランジスタとして有望であることを実証している．電子－光子のエンタングルメントを利用した量子イ
ンターフェース素子など，新規な量子情報処理技術の開拓に貢献できるものと考えられる．

 量子情報デバイスの基礎技術研究～半導体ナノ構造のコヒーレント物性制御～12. 
教授 荒川 泰彦，特任准教授 中岡 俊裕，准教授 岩本 敏

　自己形成量子ドットは量子演算を実現する有力な候補の一つとして注目されている．我々は量子情報の担い手とな
る量子ドット中の励起子の読み出しに光電流測定を利用する手法に着目して研究を進めてきた．本手法では，光検出
器が不要なため，これまで効率的な光検出器がないことで敬遠されてきた通信波長帯を利用することができ，光ファ
イバおよび豊富なファイバオプティクスが利用できるという利点がある．今回，量子演算の第一歩として，パルス励
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起による光電流測定を行い，光通信波長帯で初めて，単一量子ゲート操作に相当する単一量子ドットにおける励起子
のラビ振動の観測に成功した．また，ビット操作において重要な，励起子分子のラビ振動の観測にも成功している．
さらに，高速動作にむけて，制御励起光の繰り返し周波数依存性を系統的に調べ，1GHz程度まで高速に動作できる
ことがわかった．これらは将来の光通信波長帯量子情報ネットワーク構築の重要なステップである．

 ナノ構造の形成技術の開拓～GaN系量子ドットとナノワイヤの形成～13. 
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　窒化ガリウム（GaN）系半導体は，青紫色や深紫外域レーザ実現に向けて研究が活発に進められている．また，高
温動作が可能な単一光子発生源としても期待されている．本研究では，これらデバイスの実現を目指し，MOCVD法
による高品質で密度の制御が可能な GaN量子ドットの形成技術を確立した．また，この GaN量子ドットと組み合わ
せて高品質単一光子発生源を実現可能な GaNナノワイヤの新たな形成技術を開発した．触媒を用いず不純物の混入
を抑制して高品質の GaNナノワイヤを得ることができる．現在，単一量子ドット発光特性の改善を目指した構造・
成長条件の最適化を進めており，ナノワイヤとの融合による室温動作高効率単一光子発生器の実現を目指している．

 ナノ構造の光電子物性の探究～窒化物半導体量子ドットの物性とその応用～14. 
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　窒化物半導体は，青紫色発光デバイス，又はハイパワー電子デバイスの材料として注目を集めており，既に青色
LED・LDが市販されている．当研究室では，この興味深い材料で構成された量子ドット構造の光物性・光デバイス
応用の研究を行っている．これまで GaN量子ドットについて，ドットサイズに依存する発光再結合時間や原子状離
散発光スペクトル，負の励起子分子結合エネルギーといった GaN量子ドットの基礎的光学特性を明らかにしてきた．
現在，この GaN量子ドットを高温動作単一光子発生器や偏光エンタンングル光子対発生器への応用を念頭に，基礎
光物性である線幅の起源とその制御，励起方法と励起エネルギー状態の探索，偏光特性の解明，外部電場印加による
エネルギー状態の制御といった課題に取り組んでいる．

 量子情報デバイスの基礎技術研究～量子ドットを用いた高温単一光子光源の開発～15. 
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　決まった時間に光子一個を放出する単一光子発生装置は量子鍵配信の高効率化などの応用において重要であると考
えられている．エピタキシャル法で作成された量子ドットを用いた単一光子源は電流注入が可能であるなどのデバイ
ス応用上重要である．エピタキシャル法で作成された自己形成 GaN量子ドットは，量子閉じ込めが大きく，高温で
も励起子・励起子分子が安定に存在するなどの特徴から，高温における単一光子発生動作が可能であると期待できる．
本研究では，パルス光励起下において電子冷却可能な 200Kまで明確なアンチバンチングを観測し，この系の高温動
作に対する潜在能力を実証した．さらに量子暗号などに応用する際に重要となる多フォトン発生確率に関する指標に
ついて課題となる点も検討している．現在は量子ドットの品質の改善や励起法の工夫により室温動作の実現を目指す
とともに，フォトニック結晶ナノ共振器との融合によるデバイス効率向上に取り組んでいる．（Stanford大等との共
同研究）

 ナノ構造の光電子物性の探究～フォトニック結晶ナノ共振器中の量子ドットの光物性～16. 
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　量子ドット -フォトニック結晶ナノ共振器系における共振器フォトンと量子ドット励起子の相互作用が引き起こす
様々な興味深い物理現象の探索を進め，高効率単一光子発生素子などの量子情報素子へ応用することを目的としてい
る．量子ドットの高品質化に成功し，単一量子ドットを本質的な利得とするレーザの作製に成功した．また，強結合
とよばれる極めて強い光 -物質相互作用を観測することにも成功した．フォトニック結晶ナノ構造を用いた発光制御
により，量子ドット中のダイナミクスおよび光物性の研究も進めている．さらに，3次元フォトニック結晶と量子ドッ
トを組み合わせることで，究極的な光および電子の制御を目指した研究もすすめており，3次元フォトニック結晶に
おける世界で最も高品質な共振器の作製に成功した．（一部 NECとの共同研究）

  ナノ光電子デバイスの実現～高性能光通信用量子ドットレーザ及び量子ドット光増幅器の開17. 
発～

教授 荒川 泰彦，特任教授（東大）臼杵 達也，准教授 岩本 敏

　量子ドットはキャリア 3次元量子閉じ込め構造に起因する高速変調・高温度特性・低チャープ・高飽和出力などの
優れた特長があり，我々はこれを利用した光通信用量子ドットレーザ・光増幅器の研究開発を行っている．これまで
にMBE法を用いて高密度量子ドットを成長し世界最高レベルの正味最大モード利得を実現した．この量子ドットを
用いて FPレーザを試作し温度無依存 10 Gb/s直接変調動作と世界で初めて 20 Gb/s高速変調動作を実現した．一方，
量産性で有利なMOCVD法を用いた量子ドットレーザ開発も進めており，プロセス改善によるレーザ特性の大幅向
上に成功した．さらに長距離伝送に向けた単一モード化を進め，DFBレーザを試作して温度安定単一モード動作を
実現した．一方，量子ドット光増幅器の実用化に不可欠な偏波無依存増幅特性の実現にあたり，ドットのアスペクト
比や歪を制御することで偏波制御可能なことを提案した．そして実際に，世界で初めて波長 1.5ミクロン帯での利得
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特性が偏波無依存となる量子ドット光増幅器の開発に成功した．（富士通研，QDレーザ，NTT等との共同研究）

 ナノ構造の形成技術の開拓～位置制御された高品質 InAs 量子ドットの作製技術～18. 
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　自由度の高い量子情報デバイスの実現にむけて，量子ドットとナノ共振器の相互作用および量子ドット間の結合を
制御できる量子ドット位置制御技術の確立に取り組んでいる．本研究では SiO2微細開口を用いたMOCVD選択成長
法により，高品質かつ高精度に位置制御された InAs量子ドットの作製を行い，これまでに 1つの微細開口当たり 1
つの量子ドットを成長することに成功している．今後は，成長条件の最適化，発光特性の詳細検討を行うとともに，
位置制御量子ドット -フォトニック結晶ナノ共振器系の作製を行い，高効率非古典光発生器などへの応用を目指す．

 量子情報デバイスの基礎技術研究～量子ドットを用いた通信波長帯単一光子発生器の開発～19. 
教授 荒川 泰彦，特任教授（東大）臼杵 達也，准教授 岩本 敏

　究極的な量子暗号通信の実現のためには高性能単一光子発生器が不可欠である．量子ドットは単一光子源の有力な
候補として盛んに研究されている．特に光ファイバーの伝送損失が最も少ない波長 1.55µm帯での単一光子源開発が
重要である．我々は，これまでに量子ドットを用いて世界で唯一 1.55µmでの単一光子パルス生成に成功し，光ファ
イバー30km伝送，ホーン型素子構造による光子取り出し効率の改善等の基礎的研究開発を進めてきた．更に，単一
光子生成に準共鳴励起法を用い，励起パルスの波長，偏光，強度，時間幅，スペクトル幅等を適切に選ぶことで単一
光子パルスの質の向上を図ってきた．現在，この高品質通信波長帯単一光子発生器を光源とする量子暗号鍵配付シス
テムの実現と世界最高のシステム性能の実現をめざし研究を進めている．一方，電流駆動型単一光子 LEDの研究開
発もすすめている．これまでに波長 1.55µmでの電流注入単一光子パルス生成に世界で初めて成功するとともに，
sub-GHz程度の高速動作を実証している．（富士通研，NEC，NICT，NIMS等との共同研究）

 ナノ光電子デバイスの実現～青色新型素子の基盤技術開発～20. 
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　量子情報通信応用に向けて高効率かつ高温動作可能な単一光子発生器の実現が望まれており，GaN量子ドットと
フォトニック結晶の組み合わせはその有力な候補である．我々は GaN 量子ドット活性層を含む AlNエアブリッジ型
フォトニック結晶ナノ共振 器の作製に関して，光電気化学エッチングを用いた手法を開発した．作製した周期 150 
nmのフォトニック結晶ナノ共振器における共振器モードの発光線幅から見積もった Q値は 2,400以上であり，窒化
物半導体フォトニック結晶ナノ共振器として世界最高性能を実現した．さらなる高性能化を進めるべく素子作製条件
の最適化を進めている．

 ナノ光電子デバイスの実現～MEMS集積化フォトニック結晶素子の開発～21. 
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　機能性フォトニック結晶素子の実現を目指し，MEMS（微小電気機械システム）によるフォトニック結晶の光学特
性を制御する素子を提案しデバイス開発を進めている．この素子では，フォトニック結晶中の光と外部構造体のエバ
ネッセント相互作用を変化させることにより，素子特性を制御する．これまでに，世界で初めてMEMS集積化フォ
トニック結晶導波路素子を作製することに成功し，波長 1.55µm帯において印加電圧 60Vで消光比約 10dBのスイッ
チング動作を観測した．一層の小型化・低電圧および高速化を図ると同時に，フォトニック結晶ナノ共振器を制御す
る素子の開発を進めている．また積層フォトニック結晶スラブとMEMS機構を用いた再構成可能な 3次元光回路を
提案し，数値計算によりその動作・機能を示した．（生研・年吉研，NECとの共同研究）

 ナノ光電子デバイスの実現～輻射場エンジニアリングによるシリコン系発光素子の基盤研究～22. 
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　シリコン系発光素子はチップ間光配線など次世代 IT技術に不可欠なものとして大きな関心が寄せられている．し
かし，シリコンは間接遷移型半導体であり，発光寿命は msオーダーと化合物半導体に比べて桁違いに長く，光エミッ
ターとしては適さないと考えられてきた．本研究では，発光寿命を決定している要因のひとつである光子状態密度・
真空輻射場の電場強度に着目し，人工的に輻射場をデザインすることで，シリコンの発光を効率化し，そのデバイス
応用への可能性を探る．これまでにフォトニック結晶ナノ共振器を用いることで，結晶性シリコンに比べて 300倍以
上の発光強度を観測することに成功した．さらに，小さい体積の共振器ほど発光増強に有効であることを実験的に示
した．また，ナノ共振器で増強された発光のフォトニック結晶導波路を介した面内伝搬も実証し，将来の光電子融合
素子への応用の可能性を示した．今後は，時間分解発光測定などにより発光増強のメカニズムを明らかにするととも
に，LEDなどへの応用を進める．

 量子情報デバイスの基礎技術研究～プラスティックエレクトロニクス技術基盤開発23. 
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏，特任准教授（東大）北村 雅季

　有機半導体トランジスタは，作製に高温プロセスを必要としないため，プラスチック基板上のフレキシブルデバイ
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スや大面積デバイスへの応用が可能であり注目を集めている．我々はこれまでに，pチャネルト材料にペンタセン，
nチャネル材料に C60を用い，プラスチック基板上に高移動度の pおよび nチャネルトランジスタを実現した．それ
を応用し，プラスチック基板上の有機ッMOSリングオシレータの動作にも成功している．

 次世代有機半導体デバイスの研究開発～高性能有機トランジスタの開発～24. 
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏，特任准教授（東大）北村 雅季

　有機半導体トランジスタは，作製が容易であり大面積集積回路が低コストで作製できるといった特徴がある．また，
その移動度は 1cm2/Vs以上の値が得られている．しかしながら，チャネル長が短くなると移動度が低下するという
問題があり，短チャネルかつ高移動度の有機トランジスタの作製は困難であった．本研究では，作製プロセスを改善
し，短チャネルでの移動度の低下の原因であるコンタクト抵抗を抑え，数ミクロンのチャネル長で 1cm2/Vs以上の
移動度を達成した．

 シリコンフォトニクス～シリコン上量子ドット発光デバイス基盤技術開発25. 
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏，特任准教授（東大）ドュニ ギマール

　光および電子コンポーネントを同じチップ上に集積することは，半導体産業における究極的なゴールの一つである．
我々は，III-V族化合物半導体の量子ドットを用いた発光素子を備えたシリコンの光集積回路の構築を目的として，
現在シリコン基板上への InAs量子ドットの成長，また InAs量子ドットレーザの作製を進めている．シリコン基板，
また，GeOI基板（ゲルマニウム薄膜／二酸化シリコン薄膜／シリコン基板の積層構造）上への InAs量子ドットの
MOCVD（有機金属化学的気相成長）成長に成功し，両基板上において InAs量子ドットからの，通信波長帯である 1.3
µmの発光を観測した．また，ウェハ直接融着法と選択性エッチングを用いた GaAs薄膜転写により，シリコン基板
上に InAs量子ドットをゲインとするフォトニック結晶ナノ共振器レーザの作製にも成功している．室温での光励起
により，InAs量子ドットの基底準位と結合した共振器モードによる 1.3 µm発光波長帯の連続発振を観測し，その発
振閾値はこれまでにシリコン上に形成されたレーザとして最小であった．

 ナノ構造の形成技術の開拓～高品質低密度 InAs 量子ドット形成技術～26. 
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　量子情報分野における単一光子や量子もつれ光子対光源に向けて高品質 InAs量子ドットの結晶成長技術の開発を
進めている．これらを実現するためには，低密度化や励起子準位からの明瞭な発光，微細構造分裂の抑制を図ること
が重要である．また，高感度なシリコン光検出器を用いるためには発光波長の 1µm帯への短波化も必要となる．本
研究ではこれらの要素技術を分子線エピタキシャル成長法による低成長レート低密度 InAs量子ドットとインジウム
フラッシュ法の導入により実現した．特にドットのキャップ層成長温度依存性を調べ，キャップ層を低温で成長する
ことにより，埋め込まれたドット形状を等方的に維持しつつ，励起子状態からの明瞭な発光を得た．今後は更なる高
品質化を目指し，成長条件の最適化を図る．（NECとの共同研究）

 超低電源電圧ロジック LSI27. 
准教授 高宮 真，教授 桜井 貴康

　マイクロプロセッサに代表されるロジック LSIの低消費電力化には電源電圧を下げることが最も有効です．しかし，
単純に電源電圧を下げると，性能低下や誤作動が生じるため，市販レベルでは電源電圧は約 1Vで下げ止まっていま
す．そこで，電源電圧 0.3Vに向けた超低消費電力ロジック LSIに関する研究を行っています．

 LSI と異種デバイスを融合させた大面積エレクトロニクス28. 
准教授 高宮 真，教授 桜井 貴康，准教授（東大）染谷 隆夫

　LSIは情報の処理や記憶は非常に得意ですが，サイズが小さいため，ヒューマンインタフェース用の素子としては
使いにくい場合があります．そこで，フレキシブルな数 10cm角のプラスチックフィルム上に作成した低コストの有
機トランジスタやMEMSスイッチと，LSIを組み合わせた大面積エレクトロニクスのアプリケーション提案とこれ
に必要な回路技術の開発を行っています．これまでに，「点字ディスプレイ」，「無線電力伝送シート」，「通信シート」
の実証を行ってきました．

 神経ネットワークのダイナミクスと生体情報処理29. 
教授 合原 一幸，准教授 鈴木 秀幸，准教授 河野 崇，特任助教（合原研）平田 祥人

　脳における情報表現や神経細胞の学習則などを理解するため，神経ネットワークの理論的研究を行なっている．例
えば，数理モデルを用いた神経特性と機能の関係性の考察，情報理論の観点から最適な学習則の導出，非線形システ
ム論に基づく神経モデルの解析，などに取り組んできた．また，神経の実データ解析や神経モデルの性質を利用した
アナログ計算デバイスの開発にも取り組んでいる．
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 非線形システム解析とリアルワールドへの応用30. 
教授 合原 一幸，准教授 鈴木 秀幸，助教（合原研）田中 剛平

　複雑でありながらその背後に規則性を有する世の中の様々な動的現象を理解することを目指している．そのために，
特にシステムの「非線形性」に注目して数理モデルの構築と解析を行っている．分岐解析，時系列解析などの解析手
法を開発し応用することで，いかに単純な非線形ダイナミクスが複雑な挙動を示しうるか，またいかに複雑系が自己
組織化されるか，といった基礎数理的な問題に取り組んでいる．さらに，神経膜応答や風況など，実世界のカオスに
関する応用研究も行っている．

 疾患の数理モデリング31. 
教授 合原 一幸，助教（合原研）田中 剛平

　複雑系の解析手法を応用することにより，社会的な関心の高い疾患の数理モデル研究に取り組んでいる．例えば，
効果的な予防法や治療法が十分に確立されていない現代病や感染症に対し，数理モデリングを通じて本質的な機構を
理解し，実効的な対策を提案することを目指している．前立腺癌の数理モデル研究では，癌の再燃に対する間欠ホル
モン治療の有効性を調べた．また，満員電車を考慮した新型インフルエンザ感染の大規模解析システムを開発し，施
設の閉鎖や電車の運休などの対策の効果を推定した．

 電気自動車の制御32. 
教授 堀 洋一

　電気モータの高速トルク発生を生かし，電気自動車で初めて可能になる制御を研究している．増粘着制御，車体姿
勢制御，路面状態推定である．そのほかに，すべり角βの推定，駆動力最適配分，速度パターン生成，油圧電気のハ
イブリッドブレーキ，DYCと AFSの非干渉制御，仮想重心制御などに力を入れている．いままで「東大三月号 -II」「カ
ドウェル EV」で実験を進めてきたが，最近キャパシタだけで走る「C-COMS」を 3台製作した．移動体へのエネルギー
供給（とくに非接触充電）や貯蔵技術，キャパシタによる自動MT，EPSに関する研究も行っている．

 アドバンスト・モーション・コントロール33. 
教授 堀 洋一

　電気・機械複合系の制御をモーションコントロールと呼び，（1）多重サンプリング制御を用いたビジュアルサーボ
系，（2）加速度変化率の微分を考慮した目標値生成法，（3）GAや PSOを用いたパラメータチューニング法，（4）
SSTWの実現に関する研究，（5）非整数次制御系の設計と実現，などを行っている．最近，詳細な摩擦モデルを用い
たサーボ系の高性能化にも取り組んでいる．

 福祉制御工学34. 
教授 堀 洋一

　福祉分野を想定した人間親和型モーションコントロールにもとづく，新しい学術領域を作りたいと考えている．現
在行っている研究は，（1）介護ロボットのためのパワーアシスト技術，（2）新しい制御原理にもとづく動力義足の製
作，（3）パワーアシスト車椅子の後方転倒防止制御，（4）2関節筋機構を用いたロボットアーム，（5）筋電センサを
用いた車椅子の制御，（6）人にやさしい電車ドアの開発，などである．

 テラヘルツ分光技術の開発と応用35. 
教授 平川 一彦，教授 藤田 博之，助教 大塚 由紀子，特任助教 井原 章之，

博士研究員（藤田（博）研）久米村 百子，大学院学生 千葉 茂生

　フェムト秒レーザパルスや非線形光学効果を用いてテラヘルツ光を発生し，それを用いて様々な物性研究を行って
いる．本年度は，（1）水や水溶液の物性を明らかにするのに適したマイクロフルイディクスやシャボン玉とテラヘル
ツ分光を組み合わせた測定系を開発した，（2）量子ナノ構造など極微構造のダイナミクスの測定に適した疑似自己相
関測定法により約 80THzの周波数までカバーできるシステムを構築した．

 半導体超格子中の電子のブロッホ振動とその応用36. 
教授 平川 一彦，特任助教 井原 章之，大学院学生 酒瀬川 洋平，助教 （名大） 鵜沼 毅也

　時間分解テラヘルツ（THz）分光法を用いて，半導体超格子中のミニバンドを伝導する電子が放出する THz電磁
波を実時間領域で検出することにより，超格子中のキャリアダイナミクス，およびブロッホ振動を用いた THz電磁
波の発生・増幅・検出の可能性について探索を行っている．本年度は，（1）光励起された電子のブロッホ振動の位相
に分極の時間発展が大きな影響を及ぼしていることを見いだした．（2）ブロッホ発振器に適した構造のフォトニック
結晶電極を作製し，ブロッホ振動する電子が放射するテラヘルツ電磁波のスペクトルが大きく変調されることを観測
した．
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 自己組織化量子ドットを介した電子伝導の物理と応用37. 
教授 平川 一彦，助教 柴田 憲治，特任研究員 長井 奈緒美，大学院学生 車 圭晩，関享太，

教授 （東大） 樽茶 清悟，講師 （東大） 大岩 顕，准教授 町田 友樹

　自己組織化 InAs量子ドット構造の特異な物性の解明とその応用を目的として研究を行っている．本年度は，（1）
量子ドット成長時における Inと Gaの相互拡散により，量子ドット内部の量子化準位や金属電極との接合抵抗に大き
な温度依存性が見られることを明らかにした．（2）（211） A面上で一方向に長く伸びた量子ダッシュの成長を行い，
その伝導特性の評価を開始した．（3）超伝導ナノギャップ電極を作製し，近藤効果に支援された超伝導など，新しい
物理を観測した．（4） AFMを用いた量子ドットの位置制御について作製条件の検討を行った．

 単一原子レベルの超微細加工プロセスと物性38. 
教授 平川 一彦，特任助教 梅野 顕憲，大学院学生 吉田 健治，坂田 修一

　量子力学的によく制御された系は，単一量子の発生・検出や，コヒーレンスを用いた計算・通信などの技術分野で，
ますますその重要性を増しつつある．我々は，原子レベルでの超微細加工プロセスの研究を行っている．本年度は，（1）
電気的なストレスを印加するプロトコルを最適化し，原子レベルで金属電極間のギャップを制御する技術を飛躍的に
高めた．（2）バリスティック領域のエレクトロマイグレーションでは，従来の理解と異なり，接合に印加される電圧
が支配的なパラメータになること，1電子から 1原子へのエネルギー移動がエレクトロマグレーションの素過程とな
ることを明らかにした．

 先端MOSトランジスタ中のキャリア伝導に関する研究39. 
教授 平川 一彦，特任研究員 Park Kyung-Hwa，教授 （東大） 高木 信一

　近年 Si MOSトランジスタの微細化，高性能化が急速に進められている．特に，極薄酸化膜構造やひずみ Si/SiGe
系MOSFETにおいては，新しい物性がその動作に影響を与えることが予想されている．本研究においては，先端
MOSFET中のキャリア輸送に関する物理を明らかにすることを目指し，本年度は，薄い酸化膜を有するMOSFETに
おいて，チャネル中の電子とゲート中の不純物や電荷との相互作用に関する検討を行った．

 分子線エピタキシーを用いた高純度半導体へテロ構造の成長40. 
教授 平川 一彦，助教 柴田 憲治，特任研究員 上田 剛慈，長井 奈緒美，

大学院学生 酒瀬川 洋平，車 圭晩，坂田 祐輔，関 享太

　分子線エピタキシーを用いて，原子レベルで精密に制御された半導体へテロ構造の作製を行っている．特に，今年
度は，赤外単一光子検出のための高移動度ヘテロ構造二次元電子系や自己組織化量子ドットの成長，さらに量子カス
ケードレーザを目指した構造の成長を行った．

 半導体量子構造を用いたテラヘルツ光源・検出器の開発41. 
教授 平川 一彦，大学院学生 安田 浩朗，坂田 祐輔，情報通信研究機構 寶迫 巖，関根 徳彦

　半導体量子構造を用いて，これまで未開拓であったテラヘルツ領域で動作する新規光源，検出器の開拓を行ってい
る．本年度は，（1）非平衡グリーン関数法を用いて，4準位系量子カスケードレーザの動作の解析を行い，非常に高
い利得が得られることを明らかにするとともに，その動作温度限界を決める機構などについて議論を行った．（2）非
平衡グリーン関数法を用いて，窒化物系の材料についても，量子カスケードレーザに応用した場合の利点・欠点を議
論した．（3）2重障壁共鳴トンネルダイオードと量子井戸を組み合わせた構造で，非常に高感度の光検出ができるこ
とを確認した．この構造を応用してテラヘルツ領域の高感度光検出器を実現する予定である．

 サブ 10nm極限CMOSデバイスに関する研究（継続）42. 
教授 平本 俊郎，助手 更屋 拓哉，大学院学生 イ チホ，研究実習生 菅野 貴仁

　最近の VLSIデバイスの微細化は凄まじく，すでにMOSFETのゲート長は量産レベルで 30nm程度まで微細化して
いる．本研究では，10nmスケール以下の超低消費電力極限MOSFETを実現するためのデバイスビジョンを確立する
ことを目的とする．ナノスケール領域で超低消費電力とばらつき抑制を達成するためには，基板バイアス効果の利用
が必須である．そこで有限の基板バイアス効果を有し，しかも短チャネル効果に強いデバイスとして，三次元セミプ
レーナーMOSFETを提案している．例としては，アスペクト比の低い FinFETが挙げられる．本年度は，極めて薄い
埋込酸化膜を有する SOI基板上の FinFETについて，その離散不純物揺らぎについてシミュレーションにより評価を
行った．

 ナノスケールCMOSデバイスの特性ばらつきに関する研究（継続）43. 
教授 平本 俊郎，助手 更屋 拓哉，大学院学生 Arifi n Tamsir Putra，
大学院学生 侭 竜矢，大学院学生 山戸 一郎，研究実習生 鈴木 誠

　MOSトランジスタが微細化されるとともに，ランダムな特性ばらつきの影響が無視できないほど大きくなってき
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ている．その原因は主にチャネル中の不純物数の揺らぎであるが，ばらつき原因は定量的にはまだ明らかとなってい
ない．本研究では，ランダムな特性ばらつきがデバイス・回路特性に与える影響と，その抑制策を検討している．こ
れまでに，65nmノードのトランジスタアレーにより特性ばらつきを実際に測定するとともに，3次元デバイスシミュ
レーションにより離散不純物，ポリシリコンゲートのランダムなグレーン，ゲート酸化膜の局所的なランダムな凹凸
等が特性ばらつきに与える影響について検討した．本年度は，シミュレーションと実測結果を詳細に比較することに
より，ポリシリコンゲートやゲート酸化膜ゆらぎはランダムな特性ばらつきの主要因ではなく．おもな原因は不純物
揺らぎであることを明らかにした．

 極微細シリコンMOSFET における量子力学的効果の研究（継続）44. 
教授 平本 俊郎，助手 更屋 拓哉，大学院学生 清水 健

　シリコンMOSFETは性能向上のため微細化が続いているが，そのサイズがナノメートルオーダーになると量子効
果が顕著に特性に影響を及ぼす．本研究では，MOSFETの電気特性に現れる量子効果の影響を実験により実証し，
これらの効果によりMOSFETの性能向上を目指すことを目的とする．これまでに，極めて薄い SOI MOSFETで量子
効果により移動度が上昇することを実験により実証してきた．本年度は，（110）面の正孔移動度が高電界でも高い移
動度が保持される現象に注目し，その起源が従来考えられてきた大きなサブバンドエネルギー差だけでなく，有効質
量の変化の影響していることを，極薄 SOI pMOSFETの実験を通して明らかにした．

 シリコンナノワイヤトランジスタの研究（継続）45. 
教授 平本 俊郎，助手 更屋 拓哉，大学院学生 陳 杰智，大学院学生 毛 珂，大学院学生 橋本 亮

　トランジスタのチャネルをナノワイヤで構成するシリコンナノワイヤトランジスタは，短チャネル効果抑制とキャ
リア移動度向上の観点から注目を集めている．本研究室では，1999年に実験によりシリコンナノワイヤMOSトラン
ジスタの量子力学的効果を，また 2001年に理論計算によりナノワイヤMOSトランジスタ中の移動度向上の効果を
発表しており，この分野の先駆的研究に挙げられる．ナノワイヤの直径は 5nm以下である．本年度は，（110）基板
上のシリコンナノワイヤMOSトランジスタのアレーの電子移動度をスプリット CV法を用いて世界で初めて正確に
測定することに成功した．ナノワイヤトランジスタの移動度は，ワイヤ幅に依存し，側壁の移動度に大きく影響され
ることを明らかにした．

 シリコン単電子トランジスタにおける物理現象の探究（継続）46. 
教授 平本 俊郎，助手 更屋 拓哉，大学院学生 鄭 然周，大学院学生 鈴木 龍太

　シリコンにおける単電子帯電効果を明らかにすることは，VLSIデバイスの性能限界を決める上で必須であるとと
もに，新しい概念をもつデバイス・回路を提案する上でも極めて重要である．本研究では，Siにおいて極微細構造
を実際に作製し，単一電子現象の物理の探究と回路応用を行っている．これまでに，室温で電流山谷比が約 400に達
するクーロンブロッケード振動の観測に成功している．また，3個の単正孔トランジスタを 1チップに集積すること
よりアナログパターンマッチング回路を構成し，室温においてその動作を実証することに成功している．本年度は，
室温動作単電子・単正孔トランジスタにひずみを印加し，ひずみ効果により振動のピーク位置やピーク高さを変調で
きることを世界で初めて明らかにした．

 可動ゲートを有するMOSトランジスタおよび単電子トランジスタ（継続）47. 
教授 平本 俊郎，助手 更屋 拓哉，大学院学生 朱 雷

　シリコンデバイスに更なる新機能を追加する方策として，MEMSとの融合が注目を集めている．本研究では，
MEMS技術によりゲート電極を印加電圧により物理的に動かし，ゲート容量を変化させることによりトランジスタ
特性を変化させることを試みている．これまでに，実際に可動ゲートを有するナノワイヤトランジスタと単電子トラ
ンジスタを実際に試作し，ゲートの動きにより特性が大きく変調されることを確認することに成功している．本年度
は，共通の可動ゲートを有する NMOSと PMOSを用いて CMOSインバータ回路を構成することを提案し，シミュレー
ションによりその動作を実証した．

 位置情報の高度利用48. 
准教授 瀬崎 薫，特任准教授（東大）木實 新一，

東京大学特別研究員 李 明媚，大学院学生（瀬崎研）古澤 徹

　地理的な位置情報に基づき，位置依存サービス（LBS）を展開するための技術的フレームワークの研究を継続して
行っている．本年度は，ノードのモビリティの解析を行うと共に，シミュレーションに活用するためのモデル化を行っ
た．
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 アドホックネットワークの高度化49. 
准教授 瀬崎 薫，特任准教授（東大）木實 新一，

大学院学生（瀬崎研）古澤 徹，大学院学生（瀬崎研）金 善日

　アドホックネットワークに関する諸課題について継続的に研究を行っている．本年度は，効率的なマルチキャスト
手法，特定の地理的エリアに情報を配信するジオキャスト手法，車車間向きマルチホップネットワークの研究を行っ
た．

 センサネットワーク50. 
准教授 瀬崎 薫，大学院学生（瀬崎研）陳 紅陽，

大学院学生（瀬崎研）マーティンス マルセロ エンリケ テインシェイラ

　環境情報，コンテクスト情報を取得する基盤となるセンサネットワークについての研究を行っている．本年度は，
低消費電力ローカライゼーション手法，ルーティングプロトコルについての研究を行った．

 コンテンツ空間分散配置手法 51. 
准教授 瀬崎 薫，大学院学生（瀬崎研）角田 忠信

　コンテンツを空間的に分散配置すると共に，効率よく検索保持するためのフレームワークの構築を行っている．本
年度は地理情報やその他の属性情報に基づく XML表記を利用したに基づくデータ配置システムを提案し，その性能
評価を行った．

 ロボットを用いた無線マルチホップネットワーク 52. 
准教授 瀬崎 薫，大学院学生（瀬崎研）鈴木 亮平，大学院学生（瀬崎研）松原 俊太朗

　アドホックネットワークやセンサネットワークに，自律的な移動を行うロボットノードを加えることにより，より
広範囲の通信を行うことの出来る可能性がある．本年度はこのようなネットワークについて，ロボットの移動制御の
新しい手法の提案と性能評価を行った．

 コンテクストアウェアサービス環境とソーシャルコンピューティング53. 
准教授 瀬崎 薫，特任准教授（東大）木實 新一，大学院学生（瀬崎研）カクテン

　都市空間におけるコンテクストアウェアサービスの展開に向け，特に人と人の空間的・社会的な関係性を理解し，
これを応用するための研究を行っている．

 知的制御システムに関する研究54. 
准教授 橋本 秀紀

　知的制御システムは「環境を理解し，それに応じた制御構造を自己組織化する能力を有するもの」と考えることが
でき，新しいパラダイムへつながるものである．このパラダイムを確立するために，柔軟な情報処理能力を有する 
Artifi cial Neural Networks，Fuzzy等の Computational Intelligence の利用および数理的手法に基づいた適応能力の実現に
よる制御系のインテリジェント化を進めている．

 空間知能化に関する研究55. 
准教授 橋本 秀紀

　空間内で活動する人の能力やロボットの機能を拡張することを支援するための空間知能化を目指している．空間の
知能化に必須な機能として「観測」「理解」「働きかけ」の 3つについて，それぞれの要素技術を研究している．空間
内を観測・理解する分散知能デバイス（DIND）と，観測結果に基づき支援対象への働きかけを行うロボット，ディ
スプレイ，スピーカなどの効果器を統合する．様々な RT要素を埋め込むためのプラットフォームとしての空間知能
化が進められるとともに，現在は観測データを用いて，人・モノ・コトの紐付けを行い，ロボットにとって取り扱い
可能な情報として蓄積・更新していく環境情報の構造化へと発展している．

 Networked Robotics に関する研究56. 
准教授 橋本 秀紀

　人間中心の機械システム実現のため，「人間自身の理解」と「人間と機械の双方が理解する，共通概念の構築」を
目指し，高速広域ネットワークを利用した人間機械協調系：Networked Robotics の構築を目標に研究を行っている．
ネットワークを介して分散しているロボットが，システムとして高度な機能を実現するには，ロボット間の知的ネッ
トワーク通信が必須の条件であり，そのためのネットワークプロトコルの開発が重要となる．本研究では，ロボット
のためのプロトコルの研究を通して，Networked Robotics の問題へアプローチする．
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 分散されたデバイスと相互作用し賢くなる知的空間57. 
准教授 橋本 秀紀，研究員（橋本研）新妻 実保子，

大学院学生（橋本研）佐々木 毅，大学院学生（橋本研）鄭 韶華

　人間を観測し，その意図を把握して適切な支援を提供する人工的な空間の創造を目指す．空間内に多数の知的デバ
イスを分散配置し，ネットワーク化することで知能化空間を構築し，空間内の人間から得られる多様なデータの取得
や，空間の情報化および知能化手法を検討し，データの持つ意味から人間やロボットに対して適切な支援を発現する
仕組みを提案する．

 分散配置された知的センサによる空間認識に関する研究58. 
准教授 橋本 秀紀，研究員（橋本研）新妻 実保子，大学院学生（橋本研）佐々木 毅

　多数のネットワーク化された知的センサを環境に分散配置し空間を知能化するには，空間認識のためのセンシング
技術が必要である．現在，知的センサとして CCDカメラに空間認識のためのアルゴリズムを埋め込んだ分散感覚知
能デバイスのプロトタイプを構築し，空間知能化の基礎研究を行なっている．本研究では，各デバイスが獲得した画
像情報から，人間やロボットなどの位置情報，動作情報などを知るための画像情報処理方法を検討する．主に，空間
内オブジェクトの追跡方法，知的デバイスの協調手法などについて検討している．

 知能化空間における人間観察に基づく移動ロボットの行動計画に関する研究59. 
准教授 橋本 秀紀，研究員（橋本研）新妻 実保子，

大学院学生（橋本研）佐々木 毅，大学院学生（橋本研）鄭 韶華

　知能化空間における人間共存型ロボットには，人間の歩行動作など通常の行動を妨げることなく行動可能な制御方
法が求められている．本研究では，知能化空間における知的デバイス群により人間の歩行行動を観察し処理すること
により，移動ロボットの行動マップを生成することで，移動ロボットを制御する手法を提案している．空間の知的デ
バイスが画像情報から人間の歩行特性を取得し，その大域的，局所的な歩行状態を学習することで，ヒューマンフレ
ンドリーな移動ロボットの動作計画が可能であることが示された．

 知能化空間における人と環境とのインタラクションに関する研究60. 
准教授 橋本 秀紀，研究員（橋本研）新妻 実保子，

大学院学生（橋本研）佐々木 毅，大学院学生（橋本研）横井 一樹

　空間内に配置された複数のコンピュータや機器，知能化空間内で生成される新たな情報や既存データなどを効率的
に利用することは，空間内での人間の創作活動など様々な情報活動を円滑に進めるうえで重要なことである．そのた
め，本研究では空間の三次元座標をメモリアドレスとして扱う空間メモリを提案し，空間内の機器や情報を直感的か
つ効率的に扱うためのヒューマンインタフェースの研究を行っている．人間は手先や視線といった身体動作により 3
次元座標を指し示すことにより空間メモリへのアクセスを実現する．主に，人間のインディケーション動作の解析と
データ蓄積方法・表現方法などについて検討している．また，空間メモリとして空間に記述される人の活動履歴を解
析することにより，場所やモノの意味づけの抽出について検討している．

 RT ミドルウェアの空間知能化への適用61. 
准教授 橋本 秀紀，研究員（橋本研）新妻 実保子，大学院学生（橋本研）佐々木 毅

　実生活空間に様々な機能を実現する空間知能化は多くのセンサ，アクチュエータ，コンピュータ，ロボット，メカ
トロニクス機器などが分散配置され，空間とネットワーク化されており，これらの RT（Robot Technology）要素及び
これ まで培われてきた多種多様な技術のインテグレーションが必要である．そこでネットワーク指向かつコンポー
ネント指向である RTミドルウェアをシステムプラットフォームとし，空間知能化へのインテグレーションに用いる
ことで，柔軟かつ拡張性の高いシステムの管理・統合を行うことを目的とする．RTミドルウェアによる分散オブジェ
クトの統合により，知能化空間における情報提示システムを構築した．

 屋外自律型移動ロボットに関する研究62. 
准教授 橋本 秀紀，研究員（橋本研）新妻 実保子，大学院学生（橋本研）佐々木 毅，
大学院学生（橋本研）横井 一樹，大学院学生（橋本研）レオン パラフォックス，

大学院学生（橋本研）田村 一，大学院学生（橋本研）ジャヤセーカラ ペシャラ ゲハン，
大学院学生（橋本研）イェニ ラースロー アッティラ

　これまで屋内環境に限定されていた知能化空間の屋外環境への展開を進めるため，屋外の実環境においても動作可
能な知能移動ロボットの研究を行っている．環境の影響に対しロバストなレーザレンジファインダや地磁気センサを
用い，移動ロボットナビゲーションを実現する上で重要となる自己位置推定手法，障害物検知・回避手法及び経路計
画手法のそれぞれについて検討を行っている．
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 自己変位検知カンチレバーAFMによる太陽電池材料系の局所的特性の評価63. 
准教授 髙橋 琢二，大学院学生（髙橋研）瀧原 昌輝，

准教授（名大）宇治原 徹，講師（立命館大）峯元 高志

　変位検出用レーザが不要である自己変位検出カンチレバーAFMを用いて，多結晶 Siや CIS系化合物半導体などの
太陽電池材料系の評価を行っている．太陽電池の重要な特性である開放光起電力やそれから導かれる少数キャリアダ
イナミクスなどを局所的に測定し，各種材料系に存在する結晶粒やそれらの粒界が太陽電池特性に与える影響を明ら
かにすることを目指している．

 表面近傍量子ナノ構造の走査トンネル分光64. 
准教授 髙橋 琢二，技術職員 島田 祐二，大学院学生（髙橋研）勝井 秀一

　表面近傍に二重障壁や量子ドット構造などの量子ナノ構造を有する半導体試料において，走査トンネル顕微鏡／分
光（STM／STS）計測を行い，二重障壁による共鳴電流や量子ドットを介して流れる電流などをナノメートルスケー
ルの分解能で測定して，それらナノ構造に起因する電子状態変調効果を調べている．さらに，光照射下での STS計
測を通じて，ナノ構造の光学的特性を明らかにすることを目指している．

 二重バイアス変調を利用した新しい走査トンネル分光法の開発65. 
准教授 髙橋 琢二，技術職員 島田 祐二

　走査トンネル顕微鏡によるトンネル分光計測において問題となるいくつかの不安定要素を効果的に取り除き，安定
した計測を可能とする手法として，二重バイアス変調を用いた微分コンダクタンス分光法を新しく提案するとともに，
自己形成 InAs量子ドットに対する分光測定を行って，その有効性を確認している．

  磁気力顕微鏡（MFM）を用いた非接触・微小電流計測とカーボンナノチューブトランジスタの66. 
個別チャネル特性評価
准教授 髙橋 琢二，大学院生（髙橋研）阿登 正幸，教授（名大）水谷 孝，大学院生（名大）沖川 侑揮

　磁気力顕微鏡（MFM）を用いた電流誘起磁場の検出により，非接触での電流測定系を構築することを目指している．
本手法に適したカンチレバー形状の設計と加工を行い，測定感度の向上を図っている．また，実際に，同手法をカー
ボンナノチューブトランジスタでの個別チャネル特性評価に適用し，閾値やコンダクタンスにナノチューブごとの差
違があることを明らかにした．

 原子間力顕微鏡（AFM）を用いた光熱分光法の開発67. 
准教授 髙橋 琢二，大学院生（髙橋研）原 賢二

　原子間力顕微鏡（AFM）による光熱分光計測手法を確立するために，断続光励起時の試料熱膨張量を正確に検出
できる二重サンプリング法を開発し，その実装実験を行っている．半導体基板上において，光吸収係数に対応した光
熱信号スペクトルを観測することなどに成功している．

 静電引力顕微鏡によるナノ構造の電子状態解明に関する研究68. 
准教授 髙橋 琢二，大学院学生（髙橋研）山田 俊介

　導電性カンチレバーを用いた静電引力顕微鏡において，静電引力の外部電圧依存性から量子ドットなどのナノ構造
での電子帯電効果を観測することを目指している．また，同顕微鏡の応用形であるケルビンプローブフォース顕微鏡
（KFM）を利用した電位分布計測を通じて，カーボンナノチューブ等における欠陥分布などを可視化する取り組みも
行っている．

 SQL の条件節が動的に構成されることを考慮したデータベース接続API の設計（継続）69. 
准教授 松浦 幹太，大学院学生（松浦研）渡邉 悠

　データベースを不正操作する SQLインジェクション攻撃に対して安全なコーディング方法を開発者に提供し，検
証時にプログラムがそのコーディング方法のみを利用して開発されていることを技術的に保証すれば，ソフトウェア
とくにWebアプリケーションの同攻撃に対する耐性を保証できる．そのための枠組みであるホワイトリストコーディ
ングを提案するとともに技術的実現手法を提示し，実装を行って有効性を示した．

 マスター鍵更新可能なフォワードセキュア IDベース暗号方式の研究（継続）70. 
准教授 松浦 幹太，大学院学生（松浦研）楊 鵬

　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）は，
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．また，鍵生成センター
（PKG）への依存性さえ認めれば，管理運用コストも低い．実用レベルへ近づくための課題の一つは，脅威発生時の
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被害を最小限度に抑えるフォワードセキュリティを現実的な運用環境で達成することである．本研究では，フォワー
ドセキュア IDベース暗号としてもっとも現実的な運用環境を想定した「マスター鍵更新可能な方式」を世界に先駆
けて開発し，IBE実用化への道を開拓している．

  Simple CCA-Secure Public Key Encryption from Any Non-Malleable Identity-Based Encryp-71. 
tion

准教授 松浦 幹太，大学院学生（松浦研）松田 隆宏，教授（中大）今井 秀樹

　In this work， we present a simple and generic method for constructing public key encryption (PKE) secure against chosen ci-
phertext attacks (CCA) from identity-based encryption (IBE). Specifi cally, we show that a CCA-secure PKE scheme can be ge-
nerically obtained by encrypting (m‖r) under identity f (r) with the encryption algorithm of the given IBE scheme, assuming that 
the IBE scheme is non-malleable and f is one-way. In contrast to the previous generic methods (such as Canetti-Halevi-Katz), our 
method requires stronger security for the underlying IBE schemes, non-malleability, and thus cannot be seen as a direct improve-
ment of the previous methods. However, once we have an IBE scheme which is proved (or can be assumed) to be non-malleable, 
we will have a PKE scheme via our simple method, and we believe that the simpleness of our proposed transformation itself is 
theoretically interesting. Our proof technique for security of the proposed scheme is also novel. In the security proof, we show 
how to deal with certain types of decryption queries which cannot be handled by straightforwardly using conventional techniques.

 ネットワークセキュリティ技術評価用データセットに関する研究72. 
准教授 松浦 幹太，技術職員（松浦研）細井 琢朗

　インターネットはあまりに自由なため，危険性のある通信が常に飛び交っている．ネットワークログデータセット
（以下，単にデータセット）は，このようなインターネットを安全に利用するためのネットワークセキュリティ技術
の評価に不可欠である．しかし，ネットワークセキュリティ技術を提案する研究の多くでは，公開だが管理不十分な
データセットで評価されているか，非公開データセットで評価されていて第三者検証ができないかのいずれかである．
検証可能で有効な評価が欠如しているため，ネットワークセキュリティ技術の技術革新は遅々として進んでいない．
この壁を打破するために，既存の公開データセットの問題点を，理論的定性分析および実験的定量分析によって明ら
かにしている．

 情報セキュリティの生産性空間分析73. 
准教授 松浦 幹太

　情報セキュリティ対策へ投資すれば，脅威や脆弱性を低減することができる．本研究では，その効果を計量する生
産性パラメータを定義し，効果をミクロ経済モデルで表現した．さらに，脅威低減に関する生産性と脆弱性低減に関
する生産性の二軸で張られる生産性空間を定義し，空間内の領域次第で，ユーザやベンダなどの多様なインセンティ
ブが特徴付けられることを示した．例えば，いかなる場合にユーザは高い脆弱性に対策を打つ余裕を持てるか，いか
なる場合にベンダが技術革新のインセンティブを失いかねないか，などを明らかにした．それらの含意から，BTNS 
(Better-Than-Nothing Security)や証明可能安全性の意義などを論じることができ，当該分野における研究開発の指針と
なる．

 検証権限を制御する機能付き電子署名の安全性モデルに関する研究74. 
准教授 松浦 幹太，大学院学生（松浦研）ヤコブ・シュルツ

　応用暗号技術では，電子署名を検証する権限を，あらかじめ指定した人物にしか与えないなど，様々に制御するこ
とができる．このような機能付き電子署名においては，新たな署名方式が提案されては新たな攻撃が提示され，それ
に耐える方式改善がなされるというサイクルが繰り返されてきた．本研究では，このサイクルに終止符を打つべく，
一般的な安全性モデルを定義し，そのもとで厳密に安全性証明できる方式を提案している．

 時間前開封機能付き時限式暗号の一般的構成法75. 
准教授 松浦 幹太，大学院学生（松浦研）中井 泰雅，

大学院学生（松浦研）松田 隆宏，大学院学生（松浦研）北田 亘

　時間前開封機能付き時限式暗号（Timed-Release Encryption with Pre-open Capability， TREPC）とは，送信者の指定し
た時刻になるか，もしくは時間前開封鍵を受信者に送信するまで復号することのできない暗号文を作る手法である．
本研究では，TRE-PCの一般的構成法を示し，また，その安全性についての証明を行う．具体的には，提案手法は，
公開鍵暗号，IDベース暗号，および OneTime署名から成る．興味深いことに，時間前開封機能のない通常の TRE の
公開鍵暗号，IDベース暗号の多重暗号化法による時限式暗号の一般的構成法と本質的には変わらないため，特別な
コストをかけることなく一般的構成を行うことができる．また，本稿の構成手法のアイデアを既存の具体的な数論的
問題の困難性に基づく（時間前開封機能のない）TREに適応することで，新たな TRE-PCを容易に実現することが
可能になることも期待される．
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 情報セキュリティ事故の説明責任とインセンティブ分析76. 
准教授 松浦 幹太，産業技術総合研究所 田沼 均，教授（中大）今井 秀樹

　情報セキュリティ投資には経済外部性が存在し，適切なセキュリティ投資がなされないといわれる．その解決策の
一つとして不法行為法による責任の活用が考えられる．そこで本研究では，情報セキュリティ事故の典型的な形であ
る事故の関与者による脆弱性が攻撃者により攻撃される場合を想定して，過失ルールおよび証明責任についての経済
分析を行った．その結果，情報セキュリティ事故のもう一つの特徴である事故調査の必要性から，関与者へ情報セキュ
リティ事故に対する証明責任を果たさせる必要があることを示した．

 低消費電力無線通信用送受信回路77. 
准教授 高宮 真，教授 桜井 貴康

　現在の無線 LANに対して，同程度のデータレートを 2桁低い消費電力で実現することを目指しています．具体的
には，超広帯域（UWB）インパルス無線方式を用いて，従来はアナログ回路が多用されてきた無線通信（RF）回路
をデジタル化できる新回路を提案することにより，低電力化を目指します．

 バイオイメージイメージインフォマティクス＆バイオデータプロセッシング78. 
講師 小林 徹也

 概日リズム光応答性のシステムバイオロジー79. 
講師 小林 徹也

 多細胞発生の定量生物学80. 
講師 小林 徹也

物質・環境系部門
 超分子材料の構築とその機能設計（継続）1. 

教授 荒木 孝二，技術専門職員 吉川 功，大学院学生（荒木研）李 ジュン，大学院学生（荒木研）澤山 淳，
大学院学生（荒木研）金森 拓也，大学院学生（荒木研）前田 信忠

　分子間相互作用の階層化という方法論に基づく高次組織構造構築を目指した研究を進めている．その一環として，
二次元水素結合で形成された低分子核酸系化合物の超分子薄膜で包まれた超分子ナノおよびマイクロカプセルが水中
で作製できることを明らかにしている．本年度は，超分子マイクロカプセルの大量作製法を確立して，その高い安定
性を実証した．また，新しい二次元水素結合を形成する化合物群の探索も実施し，スルファミド系化合物でも同様な
分子設計で超分子マイクロカプセルなどの組織構造体を形成させることに成功した．

 機能性有機発光材料の開発（継続）2. 
教授 荒木 孝二，助教（荒木研）務台 俊樹，

大学院学生（荒木研）佐瀬 光敬，大学院学生（荒木研）大川 達也

　新規な機能性の高い有機発光材料を開発する研究を進めており，多点分子間相互作用部位を持つポリピリジル化合
物に蛍光性を付与した新規な機能性蛍光物質群の設計・合成をおこなっている．本年度は，アミノ基で結合されたオ
リゴビピリジンおよびテルピリジン化合物を合成し，その蛍光特性を明らかにした．また，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たピエゾクロミック発光材料の分子構造要因の詳細を明らかにするとともに，新
たに圧力印可時のみエキシマー発光に変化する新しい有機ピエゾクロミック発光材料の開発に成功した．

 光電子機能性有機材料に関する研究（継続）3. 
教授 荒木 孝二，助教（荒木研）務台 俊樹

　光機能性分子素子の開発に向けて，光捕集機能を持つエネルギー供与部位，失活の少ないエネルギー伝達部位，発
光機能を持つエネルギー受容部位からなる効率の良い光エネルギー移動系の構築，およびそのエネルギー移動系に組
み込むエネルギー移動スイッチング機構について，主に金属錯体系を中心に検討を行い，新規な金属錯体系光電子機
能材料の設計をおこなった．

 機能性金属錯体に関する研究（継続）4. 
教授 荒木 孝二，講師 北條 博彦，助教（荒木研）務台 俊樹

　テルピリジル部位を金属配位部位とする機能性多核金属錯体の合成に向けて，テルピリジル部位を置換アミノ基で
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結合させたオリゴテルピリジルアミン配位子の合成を行い，二量体，三量体，およびオリゴマーの構造・特性を明ら
かにした．また二量体のビステルピリジルアミンと Cd（II）が組成比 2：2の錯体を形成することが確認され，その
構造を二次元 NMR等で解析した結果，二重らせん構造であることが示唆された．

 イオン・電子マルチ収束ビームによる表面・局所分析法の開 （継続）5. 
教授 尾張 眞則，准教授（工学院大学）坂本 哲夫，大学院学生（東大）森田 能弘，

大学院学生（東大）吉田 寛之，大学院学生（東大）黒田 哲人

　固体材料の微小領域や粒径数ミクロン以下の単一微粒子に対する三次元分析法の確立を目的として，複数の Ga収
束イオンビーム（Ga-FIB）と高輝度電子ビーム（EB）を用いた，新しい表面局所分析法を開発した．具体的には，（1）
Ga-FIB加工断面の EB励起オージェ分析や，（2）加工断面の飛行時間型二次イオン質量分析（TOF-SIMS）法による
微小領域三次元分析などが挙げられる．また，本法を半導体素子やボンディングワイヤ接合部あるいは電池材料微粒
子などに適用し，固体内部の精密な三次元構造を明らかにした．

 局所分析法を用いた大気浮遊粒子状物質の起源解析（継続）6. 
教授 尾張 眞則，准教授（工学院大学）坂本 哲夫，

講師（東京理科大学）野島 雅，助教（東大）冨安 文武乃進

　都市大気中の浮遊粒子状物質（SPM）に関する環境・健康影響評価のためには，発生起源や輸送経路の解明が重要
となる．また SPM粒子個々の大きさや形，化学組成，粒内元素分布などの情報が必要となる．本研究では沿道や都
市人工空間などで捕集された SPMに対して，マイクロビームアナリシス法を用いて粒別分析し，得られた粒別平均
化学組成に基づくクラスター分析を行ない，起源解析・環境評価などを行なっている．さらに，SPM表面に吸着し
た有害有機物の評価法に関する検討や，大気環境中で異なる起源の粒子が複合した複合微粒子に対する分析法の検討，
あるいはガソリン車の白金触媒を起源とする極めて稀な環境微粒子に対する精密な分析法の開発などを行なった．

 ナノスケール二次イオン質量分析（SIMS）装置の試作（継続）7. 
教授 尾張 眞則，講師（東京理科大学）野島 雅，大学院学生（東京理科大）藤井 麻樹子

　二次イオン質量分析（SIMS）法は，深さ方向分析が可能な高感度固体表面分析法である．本研究では Ga収束イオ
ンビーム（Ga-FIB）を SIMS装置の一次ビームに採用し，0.1ミクロン以下の高い面方向分解能を実現した．またマ
ルチチャンネル並列検出システムの開発により，迅速で正確な SIMS分析を可能とした．さらに shave-off分析なる
独自の微粒子定量分析法や，Ga-FIBの加工機能を利用した新しい三次元分析法ならびに高精度 shave-off深さ方向分
析法を確立した．現在は，一次イオンビームのナノビーム化に関する検討・装置化を行っている．

  光電子スペクトロホログラフィーによる原子レベルでの 3次元表面・界面構造解析装置の開発（継8. 
続）

教授 尾張 眞則，講師（東京理科大学）野島 雅，大学院学生（東大）鈴木 篤史，
大学院学生（東京理科大）宮坂 真弥

　X線光電子回折（XPED）法は，光電子の放出角度依存性や入射エネルギー依存性などから，表面・界面を含めた
固体表層原子構造を化学状態別に知ることのできる手法である．我々はこの手法をさらに進めた光電子スペクトロホ
ログラフィー法を提案し，その測定装置・手法の開発を同時に行ってきた．この手法では数種の励起 X線の特長を
活かすことにより，表面・界面などの構造・状態を 3次元的に原子レベルで明らかにできる．光電子スペクトロホロ
グラフィー装置の開発およびそれを用いた超薄膜系の構造解析を行っている．

 汎用三次元アトムプローブの開発（継続）9. 
教授 尾張 眞則，講師（東京理科大学）野島 雅，特任研究員 間山 憲仁，特任研究員 岩田 達夫，
大学院学生（東大）三上 素直，大学院学生（東大）梶原 靖子，大学院学生（東大）花岡 雄哉

　針状金属試料の先端部について，元素を区別した上で原子配列を三次元で可視化することのできる三次元アトムプ
ローブは，究極の原子レベル分析手法として汎用化への期待がされている．しかしながら，現状では金属以外の試料
について安定した測定法が確立されていない，検出効率が 100%に満たないため検出できない原子が存在する，複数
原子がクラスターとして検出された場合に適切な三次元可視化の技術がないなどの問題のため，応用範囲が限られて
いる．本研究では，各種シミュレーションを用いてこれらの問題の解決を目指している．

 液中堆積法により作製したダイヤモンドライクカーボンのキャラクタリゼーション（新規）10. 
教授 尾張 眞則，特任研究員 岩田 達夫，特任研究員 間山 憲仁，大学院学生（東大）吉田 寛之

　ダイヤモンドライクカーボン（DLC）は，炭素のみまたは炭素と水素による，sp2結合と sp3結合からなるアモルファ
ス構造を持つ薄膜材料であり，高い機械的強度，化学的安定性，ガスバリア性，優れた生体適合性などの特長を持っ
ている．DLCの作製には様々な手法が用いられるが，メタノール中で下地金属を陰極として通電させることでその
表面に薄膜として堆積させる液中堆積法は，簡便さにおいて優れている．本研究では，液中堆積法で作製した DLC
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薄膜に対してマクロ及びミクロな分析・計測手法を適用することで，組成，構造秩序性，化学結合状態，電子放射特
性などを明らかにした．

 新規遷移金属錯体反応場の高効率分子変換への利用11. 
教授 溝部 裕司，助教 清野 秀岳，技術専門職員 大西 武士，研究員 岩佐 健太郎，

大学院学生 Dai， Qi-Xiu，大学院学生 森山 太一，大学院学生 北條 喜洋

　有機金属錯体はその金属の種類や酸化状態，金属中心を取りまく配位子の立体的および電子的効果などにより，そ
の金属サイト上で多彩な化学反応を促進できる．本研究では， 単核から多核にわたる様々な金属錯体について新規に
設計・合成を行い，これら錯体上で進行する高効率・高選択的反応を検討することにより次世代の触媒の開発を試み
る．

 遷移金属カルコゲニドクラスターの合成と利用12. 
教授 溝部 裕司，助教 清野 秀岳，技術専門職員 大西 武士，大学院学生 中川 貴文，

大学院学生 秋泉 碧，大学院学生 小竹 智也，大学院学生 間中 裕太，研究実習生 平田 恵一

　カルコゲン元素（第 16族元素）配位子により架橋された強固な骨格をもつ遷移金属クラスターは，生体内酵素活
性部位モデル，高活性触媒，高機能性材料などとして幅広い学術的および工業的用途が期待される．本研究では， 多
様な遷移金属 -カルコゲニドクラスターの一般性ある合成法を確立するとともに，得られた新規化合物の詳細な構造
と反応性の検討を行い， その高い機能の利用法を開発する．

 新規炭素ナノ材料の工学的利用に関する研究13. 
教授 迫田 章義

　カーボンナノファイバーなどの新規炭素系ナノ材料の合成と工学的利用に関して検討している．

 湿地植物の工学的利用に関する研究14. 
教授 迫田 章義

　湿地植物を水環境浄化およびバイオマス資源として利用するための工学的研究を行っている．

 細胞を用いる糖鎖生産15. 
教授 畑中 研一，助教 粕谷 マリアカルメリタ，

大学院学生（畑中研）遠藤 雅俊，大学院学生（畑中研）横井 智規

　長鎖アルキルアルコールのグリコシド（糖鎖プライマー）を培地中に添加して細胞を培養すると， 糖鎖プライマー
は細胞の中に取り込まれ，糖鎖伸長を受けた後に培地中に出てくる．本研究では，長鎖アルキルの末端にアジド基や
二重結合などの官能基を導入した糖鎖プライマーを用いて，細胞内における糖鎖伸長を観察し，糖質高分子の構築を
試みている．

 糖鎖合成における含フッ素化合物の利用16. 
教授 畑中 研一，助教 粕谷 マリアカルメリタ，大学院学生（畑中研）中野 慎也

　糖鎖合成には，化学合成，酵素合成，細胞内合成などがあるが，フッ素を含む化合物を用いて，化学反応の制御や
含フッ素溶媒による抽出などを行い，糖鎖合成の簡略化を目指す．

 生体内で機能する糖鎖高分子の合成17. 
教授 畑中 研一，助教 粕谷 マリアカルメリタ，大学院学生（畑中研）小嶋 竜

　糖鎖高分子を合成する際に，別の機能分子を共重合することによって糖鎖が作用する部位を特定したり，生体内ラ
フト構造を再現したりすることを目的として研究している．

 バイオマスを原料とした可逆反応するポリマーゲルの合成18. 
教授 畑中 研一，教授 迫田 章義，准教授 吉江 尚子，助教 粕谷 マリアカルメリタ

　バイオマスを原料として得られるヒドロキシメチルフルフラールを還元し，天然のジカルボン酸と反応することに
より，新規なバイオベースプラスチック（ポリエステル）を合成している．また，2官能マレイミドを用いた Diels-
Alder反応で架橋することにより，回収可能なポリマーゲルを作製している．
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 無容器浮遊法による準安定酸化物の合成と物性19. 
教授 井上 博之，助教（井上研）増野 敦信

　無容器浮遊法で達成される大過冷却液体状態からは，熱力学的に非平衡な相（ガラスや準安定相）でも室温で安定
化させることができる．ガス浮遊炉を用いて既存の方法では得られない物質の創出，物性の発現を目指している．

 ガラス中の水素イオン伝導機構の解明20. 
教授 井上 博之，助教（井上研）増野 敦信

　タングステン含有リン酸塩ガラスにおいて，雰囲気からはいる水素原子が大きな拡散係数を示すことが見出されて
いる．この水素原子の拡散機構を解明し，プロトン伝導性を示すガラスの開発を目指している．

 ガラス・非晶質の構造解析21. 
教授 井上 博之，助教（井上研）増野 敦信

　種々の作製方法により多種多様な非晶質・ガラス材料が作製されている．その原子配列に関する情報を収集し，非
晶質状態の原子レベルの構造を探ることを目指している．

 H22. 2S 添加による（100）配向 n型ダイヤモンド薄膜の成長
教授 光田 好孝，助教（光田研）野瀬 健二，大学院学生 藤田 龍平

　ダイヤモンド薄膜の気相合成においては Si（100）面上に高配向膜を成長させる技術が確立している．一方，電気
伝導性の制御に関しては，Bドープにより p型電気伝導に関する報告はあるが，良好な n型電気伝導を示すダイヤモ
ンド膜の成長は困難であることが知られている． Pドープによる n型電気伝導を示す膜の形成は高基板温度のみで
実現されるが，成長面が（111）面に限定され，Bドープとの整合性・表面平坦性などの点から（100）配向 n型膜の
形成が望まれている．本研究では，バイアス処理による配向性制御とドーピングにより n型（100）高配向ダイヤモ
ンド膜の成長を目指している．本年度は，多結晶ダイヤモンド膜に H2Sを用いた Sドープを試みた．この結果，膜
中の S濃度により電気伝導度の制御が可能であることが実証された．また，バイアス印加処理によりシーディング
処理と同等の核発生密度（109cm-2）を達成した．現在，この両者の技術を組み合わせ，（100）配向膜での n型伝導の
発現を目指している．

 ダイヤモンド表面における水素・酸素の相互作用23. 
教授 光田 好孝，助教（光田研）野瀬 健二

　ダイヤモンドの気相合成において，最表面は水素や酸素などで終端されている状態を経て成長する．そのため，こ
れらのダングリングボンドの終端状態の熱力学データを明らかにすることは気相合成のメカニズム解明に極めて重要
な課題であると言える．例えば，終端水素は比較的安定であるが，熱的に脱離し，水素の吸着脱離は可逆的に生じる
ことが知られている．これに対して，終端された酸素原子は COや CO2の形で脱離し，ダイヤモンド表面をエッチ
ングする．このような水素や酸素のダイヤモンド表面からの熱脱離課程，水素及び酸素の交換反応について超高真空
装置における“その場”測定から研究を進めている．これまで表面原子配列構造を反射電子線回折により測定してき
たが，30keVという高い電子エネルギーのために終端構造が測定中に変化してしまう可能性があった．そこで，本年
度は，表面原子配列構造を精緻に観測する低速電子線回折測定を可能とする新たな超高真空容器を作製した．これに
より，反射電子線回折装置（10～30keV），オージェ電子分光装置（1～3keV），反射電子線回折装置（0～2000eV）が
利用可能となり，エネルギーレベルの異なる電子線を結晶表面に入射可能となった．現在，電子線衝撃による表面終
端構造の改質について検討を行っている．

 ダイヤモンド核生成におけるイオン加速の理論・実験的解析24. 
助教（光田研）野瀬 健二，教授 光田 好孝

　熱プラズマ CVD環境におけるダイヤモンドの核生成を説明しうるモデルは構築されていない．その理由としてバ
イアス処理と呼ばれる堆積初期のイオン衝撃のエネルギーとフラックスを定量的に見積もることが困難であることが
挙げられる．本研究では衝突シース条件に基づくポテンシャル勾配における水素イオンの挙動をモンテカルロ法によ
り計算し，数 kPaの圧力領域でのイオン加速の理論を構築することを目指した．本計算と併せて，実際のプロセス環
境における“その場”のイオン電流及び，プラズマ密度，電子温度の計測を行い，基板への DCバイアス印加がマイ
クロ波プラズマに与える影響を明らかにした．6 kPa，200 Vといった通常のマイクロ波プラズマ CVD環境において
はプラズマ中の中性ガス粒子との衝突によりイオンの加速エネルギーは散逸し，表面へのエネルギーフラックスは非
常に小さいことが明らかとなった．その場計測と併せて，基板への負バイアス印加は主にプラズマへの正味のエネル
ギーの投入量の増大に寄与していることが予想された．
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  イオン衝撃効果による表面性状の改質を用いたアルミ合金上のダイヤモンドライクカーボン薄25. 
膜の形成

教授 光田 好孝，助教（光田研）野瀬 健二，大学院学生（光田研）森久 祐弥

　ダイヤモンドライクカーボン（Diamond Like Carbon: DLC）は高い硬度や化学的安定性など，ダイヤモンドと類似
した物性をもつ非晶質（アモルファス）炭素膜である．DLCは表面平坦性が極めて高く，摩擦係数も小さいために，
耐磨耗コーティング材として用いられている．しかしながら，機械摺動部材として広く用いられているアルミ合金に
対する炭素系薄膜の付着力は概して低く，DLCをこれらの基材に対する潤滑層として用いる応用は進んでいない．
本研究では，堆積前の基板へイオン衝撃効果による物理エッチングを生じさせ，数 nm以下の粗さを制御した表面を
作製し，アルミ合金上で高い付着力を有する DLC膜の形成を試みた．2000系アルミ合金に対する前処理手法の適用
により，ボールオンディスク試験による耐磨耗特性が飛躍的に向上し，2 kmという実用上有益な耐摩耗性が実現さ
れた．これらの試料の表面 /界面分析を AFM，SEM，EDS，XPS，AES分析により行い，表面粗さが保たれたまま
界面の組成傾斜層が形成され，膜の付着力が向上していることが確認された．

 パルスレーザー堆積法によるSnO26. 2 透明導電膜の形成
教授 光田 好孝，助教（光田研）野瀬 健二，大学院学生（光田研）上野 藍

　電気伝導性を持ちながら可視光領域で透明な薄膜（透明導電膜）は各種のフラットパネルディスプレイ（FPD）や
太陽電池に用いられている．こうした応用においては酸化インジウムスズ（Indium Tin Oxide: ITO）薄膜が広く使わ
れているが，インジウムの資源としての希少性と価格の不安定性から代替材料の開発が積極的に進められている．本
テーマでは酸化スズをパルスレーザー堆積法において形成し，その組成や添加不純物濃度を制御することで，導電性
と光透過度を制御した薄膜の形成を狙う． XRD回折により，レーザーフルーエンスと酸素分圧の制御により，SnO
および SnO2相が形成可能であり，可視光での光透過性と電気伝導性が両立されていることが確認された．今後，研
究例の少ない遷移金属元素を対象とし，ターゲット材料の組成制御により，薄膜の添加不純物濃度の制御を試みる．

 科学研究費補助金採択研究課題数による大学の研究活性度の評価27. 
教授 光田 好孝，教授（東京電機大学）野村 浩康，教授 前田 正史，技術職員 前橋 至

　科学技術基本計画にもとづき科学技術研究に対する資金，特に，競争的資金の増額が計られてきた．中でも，大学
等における基礎科学の振興を目的とする文部科学省による科学研究費補助金は，過去 5年間で急激な伸びを示し，平
成 18年度にはほぼ 1900億円となり我が国最大の競争的研究資金となっている．科学研究費補助金は，国・公・私立
大学の区別なく研究者個人が申請し研究費を獲得する制度であり，そのうち，個別の教員が研究テーマを申請しピア
レビューによって採択が決定される個別研究費（基盤研究等）は教員の研究活動を表す一つのバロメーターであると
考えられる．採択件数の多い大学は，活発に研究活動をしている教員が多く所属していることになり，分野ごとの採
択件数の多少は，各大学の研究活性分野の濃淡を表すことになる．今年度は，2006年度の採択分に関して，研究分
野ごとに，研究種目別，大学種別．大学別の採択状況を解析した．総予算額が対前年度比 0.8%しか伸びていないに
もかかわらず，人文社会系は引き続き大きな伸び（対前年度比 8.5%）を示し，他方，大型研究費は徐々に減少する
傾向にあることが判明した．

 高等教育の魅力ある発展に向けた政策的課題の探求28. 
教授 光田 好孝

　社会の発展への影響力を大きく持つ高等教育は，欧米諸国に限らずアジアにおいても，重要な政策課題である．米
国の大学を頂点として，教員や学生の流動性が増す中で，自国の高等教育機関を強化しようとする政策が次々と立案
され，実行に移されている．これに対して，我が国でも，国立大学の法人化や教員制度の改革などが実施されてきた．
本年度には，国立大学の法人化から既に 5年が経過し，次期事業期間への予算を反映させるために第 1期中期目標・
中期計画に対する暫定的な法人評価が実施された．独立行政法人における法人評価の実施例との比較すると，目標の
達成度評価に加え教育研究水準の評価も国立大学法人評価では実施された．この際に，大学内の各部局別の水準評価
関係者からの期待される水準に達しているか否かという非常に曖昧な基準が，大学評価・学位授与機構から示され，
それに沿った評価が実施された．当該評価結果は広く新聞報道され，この結果を踏まえた第 2期事業期間への予算配
分が注目されているものの，反響には乏しかった．評価では「想定される関係者からの期待」という社会全般への訴
えかけを基準としたのに対して，一般社会からは殆ど関心が持たれておらず，評価基準の設定の難しさが伺えた．各
国立大学では，現在，次期中期目標・中期計画が練られていると思われるが，落ち込んだ経済状況の中で，一層社会
に対するアピールを行えるよう，長期的方向性，教育機能，研究機能のレベル設定を明確にした上での，中期的な運
営上の計画を示すことが重要になると考えられる．

 ペプチドを利用した触媒反応の開発（継続）29. 
教授 工藤 一秋，大学院学生（工藤研）古谷 昌大，赤川 賢吾，田川 亮一，高木 優子

　樹脂ビーズ上に固定化されたペプチドを有機触媒とする水系溶媒中での不斉反応を見出した．さらに，2種の固定
化触媒を同時に用いることで，1つの反応容器内で不斉反応を含む 2段階の反応を進めることに成功した．また，単
純なペプチドから誘導される化合物を用いた有機触媒反応ならびにそれを配位子とする金属錯体触媒反応の検討も
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行った．さらに両親媒性の短鎖ペプチドの分子集合体形成に基づく新規触媒の開発も試みた．

 ペプチド間相互作用を利用した機能性分子集合体の構築と評価（継続）30. 
教授 工藤 一秋，大学院学生（工藤研）湯本 真也，上野 功一

　適切に設計されたペプチドを用いて分子集合体を作製し，その機能化を目指している．二次構造をとって集合体を
形成する両親媒性ペプチドを開発した．また，集合体形成能のあるペプチド上に電子機能性の TTFを導入して一次
元配列による混合原子価状態の創出に成功した．

 機能性交互共重合ポリイミドの合成と物性評価（継続）31. 
教授 工藤 一秋，技術専門職員（工藤研）高山 俊雄，大学院学生（工藤研）崔 芝榮，Lucas Nanini

　当研究室ではこれまでに，特異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脂環式二酸無水物
を見出しており，その秩序だった分子構造に起因する新規機能をもつ材料の開発を目指している．今回，有機エレク
トロニクス材料への応用を目的として種々のポリイミドを合成し，機能性絶縁材料としての特性を評価した．

 金属ナノ粒子を用いたプラズモン光電気化学32. 
教授 立間 徹，助教（立間研）坂井 伸行，

特任助教（立間研）高橋 幸奈，大学院学生（立間研）新井 道郎

　金属ナノ粒子と半導体を組み合わせて，プラズモン共鳴に基づく電荷分離と光電気化学反応過程の解明を行ってい
る．また，光電変換素子や光触媒などのエネルギー変換材料・デバイスへの応用を試みている．

 金属ナノ粒子の形態および光学特性の制御33. 
教授 立間 徹，助教（立間研）坂井 伸行，特任助教（立間研）松原 一喜，

特任助教（立間研）K. Lance Kelly，大学院学生（立間研）数間 恵弥子，大学院学生（立間研）田邉 一郎

　金属ナノ粒子の形態や配向の光電気化学に基づく制御を行っている．その制御に基づき，光学特性も制御し，その
シミュレーションも行っている．また，多色フォトクロミック材料などの情報変換材料への応用を試みている．

 新しい光触媒材料と応用法の開発34. 
教授 立間 徹，助教（立間研）坂井 伸行，特任助教（立間研）高橋 幸奈，

共同研究員（立間研）齋藤 修一，大学院学生（立間研）楊 菲

　酸化チタン光触媒による非接触酸化反応の機構について研究するとともに，この現象を固体表面の二次元パターニ
ングに応用する光触媒リソグラフィー法の開発と評価を行う．また，酸化チタン光触媒から得られる還元エネルギー
や酸化エネルギーを貯蔵し，夜間にも利用しようというエネルギー貯蔵型光触媒の開発も行う．

 電気化学および光電気化学アクチュエータの開発35. 
教授 立間 徹，助教（立間研）坂井 伸行，特任助教（立間研）松原 一喜，

大学院学生（立間研）石川 宏典，大学院学生（立間研）唐澤 秀幸

　種々の電気化学活性ゲルやポリマーなどを用いて，電気または光エネルギーを機械エネルギーに変換する電気化学
デバイスを開発する．

 三次元造型技術と臓器前駆細胞の増幅技術を用いた大型臓器36. in vitro 再構築
教授 酒井 康行，准教授 新野 俊樹，准教授 白樫 了，

大学院学生（酒井（康）研）勝田 毅，大学院学生 宮崎 和雄

　将来，移植にも耐え得るような肝・肺・腎などのヒト大型組織を in vitro で再構築するために，多面的な技術開発
を行っている．具体的には，複雑な内部構造を持つ生体吸収性樹脂担体の光重合・機械加工積層造型法に関する検討
や，増殖能と臓器再構築能に優れたマウス・ラット・ブタの胎児由来細胞の in vitro 増幅技術の開発，などについて
研究を進めている．

 ヒト環境応答評価のための37. in vitro 臓器モデル開発と利用
教授 酒井 康行，教授 藤井 輝夫，教授 立間 徹，小森 喜久夫，再雇用教職員（酒井（康）研）鶴 達郎，

日本学術振興会外国人特別研究員（酒井（康）研）Fanny Evenou，
フランス科学技術庁博士研究員（酒井（康）研）Morgan Hamon，技術補佐員（酒井（康）研）山本 尚子，

大学院学生（酒井（康）研）Mohammad Mahfuz Chowdhury，大学院学生（酒井（康）研）中山 秀謹，
大学院学生（酒井（康）研）亀田 一平，研究実習生（神奈川工科大）宮島 翔太郎，

大学院学生（酒井（康）研）鈴木 宏明，日本学術振興会外国人特別研究員 Kevin Montagne
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　既存の単一培養細胞からなる毒性評価系では，吸収・代謝・分配・排泄といった物質動態プロセスが考慮されない．
そこで，重要な化学物質標的臓器に加えて，これら動態を制御する組織由来の細胞について，3次元培養などの生体
を模倣した培養法，マイクロ化技術，細胞付着領域のパターニング技術，迅速検出技術，などを組み合わせる新たな
in vitro 毒性評価系の開発を行っている．

 ボトムアップ組織工学38. 
教授 酒井 康行，大学院学生（酒井（康）研）小澤 卓生，教授（東大）牛田 多加志，

教授（東大）長棟 輝行，助教（東大）山口 哲志，
研究実習生（東京バイオテクノロジー専門学校）高見沢 尚寛

　細胞凝集体は in vivo様の三次元的構造を持ち機能も高いことから，組織構築のための微小組織エレメントとして
その活用が期待されている．そこで，高親和力をもつアビジン・ビオチン反応による細胞瞬間接着をキー技術として，
レーザーセルとラッピングによる一細胞操作による完全ボトムアップ的凝集体形成，ややランダムだが浮遊培養によ
る凝集体の大量迅速形成，さらには形成された凝集体をマニュピュレートすることでより大きな組織の形成，等に関
する研究を行っている．

 易リサイクル性高分子の開発39. 
准教授 吉江 尚子，大学院学生（吉江研）SUKARSAATMADJA PETTY，

研究実習生（吉江研）渡辺 茜

　従来型のプラスチック材料は原料を石油資源に頼っているが，持続型社会構築の観点ではこれを可能な限り循環資
源に代替することが望まれる．そこで我々は化学的な手法により容易にリサイクルできるプラスチックの開発を目指
して研究を行っている．ターゲットとする分子構造は，化学的に安定なテレケリックスとリンカーを，穏やかな条件
で結合 -解裂する可逆反応により連結したものである．このような可逆反応性の結合部位を持つことにより，高分子
化 -低分子化，精製 -高分子化のサイクルが高分子材料の性能を劣化させることなく実現可能である．分子設計の具
体例として，可逆反応に Diels- Alder反応を選択し，両末端にフラン基を導入したテレケリックポリマーをトリスマ
レイミドと共重合した 3次元ポリマーを得た．このポリマーの解重合を検討し，繰り返しのリサイクルが可能である
ことを確認した．

 新規熱応答性高分子材料の開発40. 
准教授 吉江 尚子，特任助教 石田 一樹

　外部刺激に対する応答性は高分子材料分野で最も注目される機能の一つである．我々はテレケリックスプレポリ
マー間の重合速度と結晶化速度の相対的な大きさを制御することにより，同一の高分子で柔軟なゴムと硬い樹脂の性
質を造り分けることに成功した．この高分子は，また，熱刺激により樹脂からゴム，ゴムから樹脂へ変換可能であり，
新しい様式の応答挙動を示す熱応答性高分子材料である．

 シクロデキストリンを用いた新規構造高分子材料の開発41. 
准教授 吉江 尚子，大学院学生（吉江研）大矢 延弘 

　環状オリゴ糖であるシクロデキストリン（CD）をある種の高分子鎖と共存させると，高分子鎖が CDを取り込み，
数珠上の複合体を形成することが知られている．本研究では複合体を形成した状態で CDと高分子鎖を化学的に結合
することにより，CDを可動な架橋点とする新規構造ポリマーを作製し，その構造と性質を詳しく調べた．1本の高
分子鎖を貫通した CD架橋点の数により，（少数）ブランチ構造，ハイパーブランチ構造，3次元ネットワーク構造
など多様な新規材料を保持させることが可能である．

 高分子薄膜における結晶化を利用した秩序構造形成に関する研究42. 
准教授 吉江 尚子，大学院学生（吉江研）蓮野 隆太

　多相系高分子の自己組織化や相分離はナノからマイクロメートルオーダーの秩序構造形成の基盤技術として期待を
集めている．本研究室ではポリマーブレンドによる規則構造造型法の開発を行っている．具体的には相溶性かつ結晶
性の高分子ブレンドから，その結晶化に伴う相分離を利用して規則構造を発生させる手法である．ブロック共重合体
のミクロ相分離を利用した構造形成はよく知られているが，ポリマーブレンドによる規則構造形成は他に類をみない．
これにより秩序構造の多様化や簡便性の向上が期待できる．

 散逸過程を利用したハニカム構造高分子薄膜の形成43. 
准教授 吉江 尚子，大学院学生（吉江研）島崎 絢也

　溶媒キャスト法により高分子薄膜を成型する際の散逸過程を利用して，数十 nmから数 µmの孔が規則的に配列し
たハニカム構造薄膜を造る技術を開発する．その一貫として，ハイパーブランチ状のπ共役系高分子からハニカム構
造薄膜の造型に成功した．
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 ディーゼルエンジン排ガス中のすすを燃焼除去する触媒システム44. 
准教授 小倉 賢

　ソーダライト型クラスレートゼオライトにカリウムを担持することにより得られる触媒は，耐水熱安定に優れたす
す燃焼触媒になること，高温相転移により新しく高活性な活性種が形成されることなどを見出し，新しい触媒設計の
概念を提唱するに至った．また，触媒表面に残存する炭酸塩が本触媒反応にきわめて重要な役割を担うことを明らか
にした．共同研究によりフィージビリティスタディもおこない，10万キロ走行試験をパスした．

 ヒエラルキカル細孔システムをもつセラミックスの開発45. 
准教授 小倉 賢

　耐熱材料であるセラミックスを多孔化したものを調製する目的で，メソ多孔質シリカ細孔壁内側にセラミック材料
をコートした材料を得ることに成功した．水熱安定が高く，極低濃度の Pt担持により優れた触媒活性を示すことを
見出した．コート層の機能を明らかにし，貴金属フリーの触媒開発に取り組んでいる．

 骨格内に窒素，リンを含む新しいゼオライト結晶の創製46. 
准教授 小倉 賢

　構造が柔軟な非晶質メソ多孔質シリカ合成時に Pをドープする，あるいはアンモニア高温処理によって Nをドー
プすることにより，シリケートに Pあるいは Nを含有したメソ多孔体を合成し，それを固相相転移によってゼオラ
イト化することによって Pや Nを骨格にもつ新しい特性を示すゼオライトの合成に成功した．特に Nドープゼオラ
イトでは高い塩基触媒を得た．形状選択的な塩基反応が実現可能となった．

 窒素酸化物直接分解を実現するナノ空間材料の設計47. 
准教授 小倉 賢

　「表面吸着を利用しない」新しいタイプの“触媒”反応を窒素酸化物直接分解で実現するため，理論的なナノ空間
材料を構築することを目的とした．理論計算化学および低濃度 NOの酸素過剰条件での選択吸着を検討し，細孔径の
小さい cageタイプのゼオライトの低濃度 NO濃縮に対する有効性を見出した．

 リアルオプション分析による鉱山開発投資の評価48. 
准教授 安達 毅

　リアルオプション分析とは，金融デリバティブの一つであるオプション理論を実物資産に適用する手法であり，不
確実性と経営の柔軟性を勘案した評価が行えるため，近年有用性が認められつつある． 一方で，資源開発プロジェ
クトは，生産物，プロジェクト期間・規模，地質に関する不確実性がそれぞれ絡みあっているため，複雑な評価手法
が求められている．本研究では資源開発プロジェクトを基点として，対象とする産業やプロジェクトの特徴を考慮し
たオプション評価手法の開発と，政策評価を含むケーススタディを行っている．

 鉱物資源供給の長期グローバルモデルの開発49. 
准教授 安達 毅，エネルギー総合工学研究所 時松 宏治，
講師（東大）村上 進亮，准教授（立命館大学）小杉 隆信

　鉱物資源はその有限性によって将来的に枯渇するとの認識から，循環型社会の形成に向けて 3Rを推進するとの議
論がなされている．しかし，資源種によって枯渇の危険性は異なるため，どの資源を優先的に保護すべきかをふまえ
た総合的かつ長期的なビジョンが必要であろう．本研究では，将来の資源の利用可能性について提言を行うため，金
属資源の長期グローバルモデルを作成する．需要動向およびリサイクル活動を考慮に入れた将来の天然資源の利用可
能性を浮き彫りにし，持続可能な資源供給へ向けたシナリオの提案を試みる．

 資源開発における環境負荷指標の計測50. 
准教授 安達 毅

　これまで金属素材の生産を対象としたインベントリ（投入・産出）分析では，最上流部である鉱山活動が除かれる
ことが多かった．これは，海外に位置する個々の鉱山のデータの把握が困難であったことに起因する．そこで我々は，
鉱山費用推定システムを利用して，鉱山の採掘・選鉱プロセスのインベントリを推計するデータベース（MLED）の
開発を行った．これを用いて鉱山の基本的な情報から標準的なエネルギー・素材の投入量および CO2排出量を算出し，
日本で生産される金属地金のより正確なインベントリの推計を行っている．

 金属資源市場の需給と価格モデルの開発51. 
准教授 安達 毅

　近年の乱高下する金属価格に対応した価格のモデル化を進めるとともに，特徴をとらえるための市場に関する基礎
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的な経済指標の導出を行う．

 光機能分子と磁性ナノ微粒子の複合化52. 
准教授 石井 和之

　酸化鉄磁性ナノ微粒子を分散した磁性シリカゲルへ光増感剤フタロシアニンを担持し，磁石で送達可能な一重項酸
素生成剤を創製した．本研究成果は，効果的な癌治療薬・設計指針としても期待できる．

 分子磁気光学効果と無機磁性材料磁気ヒステリシスの融合53. 
准教授 石井 和之

　フタロシアニン錯体は，大きなπ電子軌道角運動量に由来した強い磁気光学効果を示すが，これに無機磁性体・磁
気ヒステリシスを室温で融合することに初めて成功した．これより，波長可変が容易な分子－磁気光学材料を創製す
ることができた．

 有機分子による初めての磁気キラル二色性発見54. 
准教授 石井 和之

　磁気キラル二色性は，遷移電気双極子モーメントが磁場方向依存性を示す新しい磁気光学効果として注目されてい
る．これまでは，金属の d-d遷移，f-f遷移を利用したものに限られていたが，光学活性ポルフィリン会合体を利用し，
有機分子による磁気キラル二色性を初めて見出した．これは，新たな磁気光学材料としても期待できる．

 微生物燃料電池の機構解明と新規機能開発55. 
准教授 石井 和之

　微生物燃料電池は，自己増幅可能なエネルギー変換システムとして注目されている．エバネッセント波を用い，生
きた微生物中の電子伝達タンパク質・シトクロム C（鉄ポルフィリン錯体）と電極間の電子移動過程を分光学的に観
測し，微生物内代謝過程に関する重要な知見を得た．

 機能／構造設計に基づく含金属ポリマーの開発56. 
講師 北條 博彦

 水素結合性分子集合体のクリスタルエンジニアリング57. 
講師 北條 博彦

 分子間振動スペクトルの理論的解析58. 
講師 北條 博彦

人間・社会系部門
 建築・都市空間の特性分析（継続）1. 
教授 藤井 明，講師 今井 公太郎，助手（藤井（明）研）橋本 憲一郎，特任研究員（須田研）鍋島 憲司，

技術職員 小駒 幸江，研究員 大河内 学，大学院学生（藤井（明）研）Dietrich Bollmann，
松田 聡平，韓 受陳，大西 麻貴，桂 奨，橋本 尚樹

　本研究は建築・都市空間を構成する形態要素とその配列パターンを分析指標として空間特性を記述することを目的
としている．本年度は，オーストラリアのシドニー，メルボルン周辺の移民街を実地調査し，日本の幾つかの移民街
と比較することにより，個々の移民街が持つ独特の情緒性の分析を行った．

 空間の構成原理に関する実証的研究（継続）2. 
教授 藤井 明，講師 今井 公太郎，助手（藤井（明）研）橋本 憲一郎，特任研究員（須田研）鍋島 憲司，
技術職員 小駒 幸江，研究員 及川 清昭，協力研究員 槻橋 修，大学院学生（藤井（明）研）田中 陽輔，

本間 健太郎，胡 昴，Beita Esteban，Mojitaba Pourbakht，新井 崇俊，安藤 祐子，渡邊 宏樹

　伝統的な集落や住居に見出される空間の構成原理は，今日の居住計画を再考する上で重要な示唆に富んでいる．本
研究室では過去 30年以上にわたって世界の伝統的集落の調査を継続してきた．本年度は，住居平面図をグラフ化して，
その縮約性から領域単位を示す手法を提案した．また，日本の伝統的建築の開口部が持つ光の制御手法に関する分析
も行った．
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 地域分析の手法に関する研究（継続）3. 
教授 藤井 明，講師 今井 公太郎，助手（藤井（明）研）橋本 憲一郎，特任研究員（須田研）鍋島 憲司，

技術職員 小駒 幸江，研究員 郷田 桃代，鍛 佳代子，大学院学生（藤井（明）研）宮崎 慎也，
田村 順子，岡部 友彦，Wash Glen Donald，上杉 昌史，新井 崇俊，飯島 亮

　地域空間の構造を的確に把握することは，地域性を積極的に組み入れてゆくという計画学的な視点からも非常に重
要である．本年度は，東京 23区における事業所の立地を調査し，その偏在性に着目して街の特性を記述する手法を
開発した．また，交差点や駅といった特定の場所について，オントロジーを用いてその場所性を記述した．

 計算幾何学に関する研究（継続）4. 
教授 藤井 明，講師 今井 公太郎，助手（藤井（明）研）橋本 憲一郎，特任研究員（須田研）鍋島 憲司，

技術職員 小駒 幸江，研究員 及川 清昭，岸本 達也，伊藤 香織，尹 喆載，
大学院学生（藤井（明）研）任 貞姫，大平 尚明

　本研究は都市・地域解析への適用を目的とした計算幾何学的な手法の開発を行うものである．本年度は，ネットワー
ク空間における階層構造から「核」と「周辺」を取り出す手法を開発し，特許取得のための産官学の協調関係が，地
理的にどのように分布しているのかについて記述した．

 歴史および自然環境に配慮した建築設計の研究（継続）5. 
教授 藤森 照信

　歴史と自然の環境に適合した建造物とその住まい方については，特に近年社会的関心が高い．こうした社会的要請
にも応えるべく，従来からの同テーマにつき更に調査研究を進めるとともに，タンポポハウス，ニラハウス，天竜市
秋野不矩美術館，一本松ハウス， 熊本農業大学学生寮，伊豆大島椿城，茶室（矩庵 -京都市，一夜亭 -湯河原町，高
過庵 -茅野市），養老昆虫館，ラムネ温泉，ねむの木学園美術館，焼杉ハウスなどの建築設計を行い，実際の成果成
立条件の確認作業も行っている．

 戦後建築家に関する基礎的研究（継続）6. 
教授 藤森 照信

　日本の建築活動は，第二次世界大戦後半世紀の間に大いに発展し，現代では世界の建築界のリーダーシップをとる
までになった．戦後をリードした建築家たちは，事績の資料を残すこともなく重要な建築的出来事に立ち会いながら
何の記録も回想も残すことなく，没した場合も多い．戦後 60年を経た今日でもなお資料収集と分析を継続的に行う
必要があり，それによって戦後建築総体の基本資料を得ることを目的として研究を進めている．

 日本近代産業施設の発達と遺構の生産技術史的研究（継続）7. 
教授 藤森 照信

　わが国の産業施設の発達過程は，変化があまりにも急速である．その歴史が記述される前に，肝心な生産施設その
ものが取り壊される傾向にある．この現状を踏まえ，全国の生産施設，土木，工場施設について研究を継続している．

  多民族化及び西洋化による都市と建築の近代化に関する研究 ―内蒙古フフホト市を中心に（継8. 
続）

教授 藤森 照信，教授 村松 伸，協力研究員 包 慕萍

　本研究は，少数民族地域の近代都市が，建築西洋化，漢風化，多民族化などによって，どのような影響を受け，近
代化が形成されたのか，これまでの学習モデルの欧米近代建築史研究の視点とは異なるアジア独自の特徴などを内モ
ンゴル・フフホト市を中心に調査，分析，明らかにすべく研究を進めている．

 東アジアと日本の建築近代化の比較研究（継続）9. 
教授 藤森 照信，教授 村松 伸，研究員 西澤 泰彦，技術職員 谷川 竜一

　19世紀における西欧列強の東アジアの進出の軌跡は，東アジアに登場する近代建築の歴史的展開と符合する．近
代日本における近代化遺産も，この歴史的展開の中で行われたといえる．本研究は，こうしたグローバルな視点から，
東アジアと日本の近代建築の発生とその展開を比較研究し，建築近代化過程の本質的問題を考察している．また同時
に，現存する遺構調査，この地に活躍した欧米人，及び日本人建築家の活動に関する研究も進めており，すでに一部
を研究成果として報告している．

 能舞台の歴史的変遷及び， 能的建築空間設計手法の研究（継続）10. 
教授 藤森 照信，協力研究員 奥冨 利幸

　我が国独自の「能舞台」は，最近とみに伝統文化の象徴として，新たな能舞台が各地に建築されている．能舞台の
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歴史的変遷過程と，現存する能舞台の把握，実測調査により，設計方法の踏襲部分や建築空間の調査研究，併せて現
代建築の能空間的設計手法及び，日本人に潜在的に好まれてきている能的思考の文化意識を考察研究する．

 集合住宅の研究－日本・韓国・台湾・中国の住宅営団に関する研究（継続）11. 
教授 藤森 照信，研究員 冨井 正憲

　本研究は，国策住宅供給機関として 1940年代に設立された，東アジア 4ケ国（日本，韓国，台湾，中国）の住宅
営団の組織の成立過程，及び各国公共集合住宅，近代住宅計画成立過程を調査，比較検討し，併せて東アジア 4ケ国
の居住空間の文化的特質を分析も研究する．

 ベトナム都市における近代建築の保存と再生（継続）12. 
教授 藤森 照信，教授 村松 伸，助教 大田 省一

　ベトナム都市のハノイ・ホーチミン等には，フランス植民地時代の建築物が多く残り，都市基盤施設，建築物は当
時のものそのまま利用している．ただしすでに半世紀以上経ち，老巧化が進み，また開放政策から急激な都市環境の
変化がみられたため，近代建築の現存リストを作成，かなりの成果を上げた．これに基づきその利用と，保存・再生
とする都市計画を提示し，その実現のためのベトナム側との共同研究を進めている．

 お雇い外国人建築技師に関する研究（継続）13. 
教授 藤森 照信，元学術研究支援員（藤森研）丸山 雅子

　明治政府のお雇い外国人建築技師たちは，日本人建築家が十分に育つ前の日本で，国家的なプロジェクトを次々と
任され，日本の近代化に大きく貢献した．しかし彼らの多くについては，その素性も，来日の経緯も，離日後の消息
も不明なままである．彼らのバックグラウンドと国内外における活動を明らかにすることによって，明治初期の日本
建築界の世界的な位置を探る．

 日本近代の建築設計技術者の研究（継続）14. 
教授 藤森 照信，博士研究員 速水 清孝

　日本の建築設計技術者の実像や制度の成り立ちを，特に日本では見逃すことのできない木造の庶民住宅とのかかわ
りに注目して明らかにする．世界的にユニークといわれる建築士制度ばかりでなく，大工や建築代理士といった，こ
れまで設計者とは認知されなかった者も再評価する．それにより，現代の庶民住宅の設計を取り巻く状況がどのよう
にして形成されたかを把握する．

 地球観測データ統合のためのオントロジー構築15. 
教授 柴崎 亮介，特任助教（東大）長井 正彦，特任研究員（東大）小野 雅史

　地球観測データをより効率的かつ効果的に利用するためには，各分野におけるデータスキーマを意味内容も含めて
可能な限り接合していくことが望ましいと考えられる．本研究ではその一環として，「オントロジー（Ontology）」を
用いた地球観測データの共有を提案する．各分野の用語や分類体系の定義といったオントロジー情報を収集・比較・
利用する環境を構築し，実際のオントロジー情報を事例的に収集し，地球観測データ統合のために利用する仕組みを
検討する．

 散策行動を支援するための物語論にもとづいた情報配信サービスのデザインとその効果の評価16. 
教授 柴崎 亮介，協力研究員（東大）三上 紀子

　従来の歩行ナビゲーションシステムは位置情報に基づきリクエストに応じて周辺の施設や案内地図を提示するもの
がほとんどであり，歩行者の行動文脈まで考慮したものがなかった．本研究では散策の行動文脈としてのストーリー
性に着目し，物語論に基づいた散策行動を支援するための情報配信サービスをデザインする．そしてそのサービスを
実地に適用することで，効果を明らかにする．

  移動体に搭載されたレーザスキャナによる位置決めと周辺環境マッピング（SLAM）技術の開発17. 
と，固定・環境センサデータとの統合による動的な環境理解
教授 柴崎 亮介，教授（北京大）趙 卉菁，特任講師（東大）関本 義秀，特任助教（東大）邵 肖偉，
特任研究員（東大）金杉 洋，大学院学生（柴崎研）熊谷 潤，大学院学生（柴崎研）帷子 京市郎，

大学院学生（柴崎研）岡田 尚樹，大学院学生（柴崎研）広瀬 久也，特別研究生（柴崎研）Song Xuan，
大学院学生（柴崎研）Duan Yulin

　移動体に搭載されたレーザスキャナを用いて，移動体の位置決めと周辺環境マッピング（SLAM）を同時に行う技
術を開発し，静的オブジェクトと，移動オブジェクトの混在する環境を自動的にマッピングする．さらに環境中に固
定されたセンサのデータと統合することにより，上記のような動的な環境のマッピング・モニタリングを高度化する
技術を開発する．
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  デジタル地図と電話帳データの時空間統合による店舗・事業所分布の長期変動モニタリング手18. 
法

教授 柴崎 亮介，大学院学生（柴崎研）秋山 祐樹

　既存のデジタル地図と電話帳データを GIS及び言語処理技術等を用いて統合・補完することにより，店舗・事業
所の新規出現，消失等の変化をモニタリングすることのできるシステムの開発を行っている．こうしたシステムを開
発することにより，店舗・事業所個別の入替・異動等の変化について，広範囲にわたる同一基準の詳細データセット
を低コストかつ定期的に作成することができる．作成された時系列データセットを用いることで，今までにない詳細
な都市情報変化を把握することが可能となる．

 都市全体を対象とした人やモノの分布・移動をリアルタイムに把握する技術の開発19. 
教授 柴崎 亮介，教授（北京大）趙 卉菁，特任講師（東大）関本 義秀，特任助教（東大）邵 肖偉，
特任研究員（東大）金杉 洋，大学院学生（柴崎研）熊谷 潤，大学院学生（柴崎研）帷子 京市郎，

大学院学生（柴崎研）岡田 尚樹，大学院学生（柴崎研）広瀬 久也，大学院学生（柴崎研）Duan Yulin，
特別研究生（柴崎研）Song Xuan

　センサー情報，GPS情報と人やモノの移動に関するシミュレーションモデルを統合することにより，都市全体を
対象として人・モノの移動・分布変化をリアルタイムに推定する技術を開発する．

 4 次元地理空間情報基盤の構築と利用と運営モデルに関する研究20. 
教授 柴崎 亮介，教授（北京大）趙 卉菁，特任講師（東大）関本 義秀，特任助教（東大）邵 肖偉，
特任研究員（東大）金杉 洋，大学院学生（柴崎研）熊谷 潤，大学院学生（柴崎研）帷子 京市郎，

大学院学生（柴崎研）岡田 尚樹，大学院学生（柴崎研）古賀 隆之，大学院学生（柴崎研）広瀬 久也，
大学院学生（柴崎研）Duan Yulin，特別研究生（柴崎研）Song Xuan

　ITSやロボットサービス，位置情報サービスなどを支えるサービス基盤としての 4次元地理空間情報インフラを構
築し，維持，運営するためのビジネスモデル，技術モデルに関する研究を行う．

 Motorbike dominated Traffi  c simulation as an ITS Evaluation Tool21. 
教授 桑原 雅夫，研究員 Marc Miska，大学院学生 Hoang Thuy Linh

　This study aims to develop a model for mixed traffi c， where motorbikes dominate the traffi c composition (more than 70%) like 
in Vietnam, Malaysia, or Thailand, as a tool for cost effective ITS measure evaluation. The model is based on cellular automata, 
with modifi ed cell size, time step and rule sets to simulate three different vehicle classes (motorbike， car and bus). For motor-
bikes, surrounding vehicles (type, speed, distance to front, beside, behind vehicles) are considerably effecting their behavior. 
Moreover, motorbikes have more freedom in movements, and hence, can continue their way while other modes already came to a 
stop. Those special behavior patterns are represented in a utility function to determine preference positions and movements. With 
the specifi c behavior of motorbike dominated traffi c represented, the simulation model can be used to assess ITS measures on a 
network scale instead of running costly trials, which are a burden for these countries.

 交通需要の確立変動を考慮した信号制御のインターグリーン時間の設計22. 
教授 桑原 雅夫，研究員 Keshuang Tang

　インターグリーン（黄＋全赤）時間は交差点の信号制御において安全性・容量の両面で重要である．特にムーブメ
ント制御手法を施した多現示制御の場合には現示切り替わりの順序が難しくなり，頻度が高くなるため，インターグ
リーン時間の設計は極めて重要になる．しかし，今まで交通信号の手引で推奨されている設計方法は静的な交通流モ
デルに基づいて，交通流および利用者挙動の確率的特性を把握できないため，以上で述べたような複雑な交通状況を
十分に考慮できない．そこで，本研究の目的は，確率的安全性評価モデル及び開発している最適化モデルに基づいた
新しい確率的インターグリーン時間設計方法を確立することにある．

 信号交差点でのロスタイムの縮減可能性に関する研究23. 
教授 桑原 雅夫，講師 田中 伸治，大学院学生 小野 剛志

　本研究は「右直分離方式の交差点における全赤時間の短縮」と「ロスタイムの精緻な算出」という 2つのテーマで
構成されている．前者は，我が国で用いられている，接近速度と停止線間距離から全赤時間を設定するという方法を
見直し，ドイツで用いられているような，コンフリクトポイント通過時間を考慮して全赤時間を設定する方法を採用
することで，右直分離方式の交差点において全赤時間を短縮できるのではないかという考えによる．全赤時間の短縮
はロスタイムの縮減につながる．後者は，ロスタイムは黄時間と全赤時間の和とされているが，精緻な測定を行えば
実際にはロスタイムはもっと短いのではないかという考えによる．もし現在よりもロスタイムが縮減されれば，サイ
クル長を短くすることにつながり，遅れ時間を減少させることができる．
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  首都高速道路のランプ間OD交通量の変動特性とその推計手法 － ETC-ODデータによる実証24. 
的研究－

教授 桑原 雅夫，講師 田中 伸治，助教 洪 性俊 ，首都高速道路株式会社 割田 博，
大学院学生 西内 裕晶，大学院学生 江 天

　本研究では，首都高速道路を対象としたリアルタイムシミュレーションによる情報提供・道路交通管理に資する，
近未来 OD交通量の新たな推計手法を提案する．具体的には，これまで蓄積されてきた車両感知器（QV）データ，
突発事象・工事実施記録データ及び気象データに加え，ETC-ODデータを用いることにより，統計的に近未来の OD
交通量を推計するものである．本研究ではまず，これまで分析が不可能であったランプ間 OD交通量が実際にどの程
度変動しているか，また何が要因で変動しているのかを分析する．ランプ間 OD交通量の推計には，ある事象が起こ
る確率を様々な要因を考慮しながら条件付確率で提示するベイジアンネットワーク技術を用いる．

 階層的道路ネットワークに関する研究25. 
教授 桑原 雅夫，研究員 王 鋭，大学院学生 若公 雅敏

　道路は，トラフィック，アクセス，滞留などの機能を持つが，それぞれの機能の大小によっていくつかの階層に分
けられる．道路を計画設計する際には，これらの道路階層ごとに，どのようなネットワーク配置とすべきかについて，
あるべき姿を論じる必要がある．本研究では，道路の機能と連結スケール（トリップ長）に着目した区分を提案する．
この提案では，道路階層とその役割をより明確に位置づけ，その上でネットワーク設計を行う．これにより，街路ネッ
トワークの配置の，本来あるべき姿の議論の土台を築く事を目的とする．

 交通需要の時間的分散による渋滞緩和効果の分析26. 
教授 桑原 雅夫，講師 田中 伸治，大学院学生 丸澤 紀誠

　都市内での交通渋滞は時間ロスによる経済的損失だけでなく交通事故や環境負荷増大をも惹起し，特に通勤時間帯
における交通渋滞対策は喫緊の課題となっている．交通渋滞の発生は道路ネットワークの交通容量に対する交通需要
の超過を原因とするが，超過交通需要を時間的に分散，平準化する事ができれば道路ネットワークの効率的な利用お
よび交通渋滞の緩和を両立させることが可能である．そこで本研究では，通勤時交通渋滞を出発時刻選択問題と捉え，
出発時刻の効率的かつ合理的な分散手法を提案した．また，提案した手法に対する渋滞削減効果分析および実際の通
勤時交通渋滞への適用可能性検討を行った．

 交差交通時における歩行者属性を考慮したミクロ歩行者行動モデル27. 
教授 桑原 雅夫，研究員 Marc Miska，大学院学生 松本 麻美

　ターミナルやイベント会場，交差点などの歩行者空間の設計においては，混雑状況とそれに応じたサービスレベル
の定量的評価が必要とされる．しかし歩行者は車両と違って様々な方向へ移動することができるため，交差交通を考
慮した評価が必要である．また既往の歩行者行動モデルでは未だ十分に人の行動を説明できているとは言い難い現状
にある．例えば，双方向に移動する通路や十字路など交差交通のパターンは非常に多種多様であり，そのパターンに
応じて交通状況は複雑に変化する．また歩行者の性別や年齢などにより交通行動が異なるため，歩行者の属性を考慮
する必要がある．以上の課題を克服した歩行者行動モデルを構築することにより，歩行者同士の交錯交通における交
通容量等の交通工学指標を，より現実世界に即した状況での評価を可能とすることを目的とする．

 International Traffi  c Database28. 
教授 桑原 雅夫，研究員 Marc Miska，首都高速道路株式会社 割田 博，TSS Alexandre Torday

　Gathering real life data, for whatever type of use, is a time consuming job. A lot of data is measured and stored in several plac-
es and different formats around the world. While a lot of it is not used, other institutions gather similar data on different locations 
or, worse, on the same ones. In this way a lot of money and time is spend unnecessary. Thus, the aim of the International Traffi c 
Database (ITDb) project is to provide traffi c data to various groups (researchers, practitioners, public entities) in a format accord-
ing to their particular needs, ranging from raw measurement data to statistical analysis. In this research we create a standard for 
Meta information for traffi c data and collect data from all parts of the world to enable researchers to get a quick overview of the 
data supply situation. Further we are investigating to feed traffi c simulations models directly from the data platform, using net-
work protocols such as REST.

 情報具有建築概念による建築のライフサイクル価値向上に関する研究29. 
教授 野城 智也

　建物要素に電子タグを敷設（embed）やセンサーは敷設し，そこに搭載された自動認識情報を手がかりに，建物の
品質や維持保全履歴関連情報が生成・継承され，かつ利害関係者がそれらの情報にアクセスできるようにするための
枠組と，その枠組が包含する各種の情報利用のプロセスを構想する．これをもとに建物のトレーサビリティを高める
ことによって，ライフサイクルにわたる「情報による建物の価値の創造」を生むために必要な技術を開発する．
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 建築分野における温室効果ガス排出削減に関する特別研究研究会30. 
教授 野城 智也

　今後，建築分野において，温室効果ガスの大量削減を進めていくためには，一つの大学一つの企業といった枠組で
はなく，複数の競合する企業集団，さらには産官学が協調し，新たな建築生産システムを構築していかなければなら
ない．未来の子供たち，未来の地球環境の存続に向けて，建築分野における温室効果ガスを削減するための建築生産
システムを構想するとともに，その構想を社会に向けてデモンストレーションするための社会実験の企画をするため
に，野城研究室と有志の企業から構成される共同研究会を立上げ，「CO2排出権取引」「協調と共同」「IT」「廃棄物」「物
流」をキーワードに，建築分野における温室効果ガス削減のために，従来にない広範な研究活動を推進するための準
備的検討を行った．

 ものづくりアーキテクチャに関する比較研究31. 
教授 野城 智也

　東京大学ものつくり研究センターと共同で，建築生産と，自動車をはじめとする製造業分野のものづくり構造の相
違点・類似点を比較研究．

 建築環境性能評価方法の国際規格化に関する研究32. 
教授 野城 智也

　建築環境性能に関する評価方法に関する国際規格化を通じて，性能のとらえ方にいかなる地域的バイアスが作用す
るのかを明らかにすることを目的とする．

 建設共通パスシステムの構築33. 
教授 野城 智也

　夥しい数の生産現場を渡り歩きながら働く建設技能者の就労履歴や保有資格にかかわる情報を一元管理することに
より，技能者の福利厚生向上，労働安全衛生水準の向上，産業人材の育成確保を図るための情報システム及び制度シ
ステムを産学官連携により実現する．

 擁壁・土構造物の地震時安定性に関する研究（継続）34. 
教授 古関 潤一，大学院学生（古関研）Hong Kimhor，大学院学生（古関研）金子 勝

　擁壁の背面地盤内で発生する負の過剰間隙空気圧が地震時土圧の発現特性に及ぼす影響を，模型実験とそれに関連
する室内土質試験および数値計算により明らかにした．また，液状化性地盤上の盛土を矢板で効率的に補強する工法
について，基礎的な検討を開始した．

 中空ねじり三軸試験による砂質土のせん断挙動の研究（継続）35. 
教授 古関 潤一，准教授 桑野 玲子，研究支援推進員 佐藤 剛司，

大学院学生（古関研）Nalin De Silva，大学院学生（桑野研）Gabriele Chiaro

　中空円筒供試体の排水・非排水ねじりせん断試験結果を統一的にモデル化する手法について検討を行った．また，
液状化後の大変形特性に及ぼす初期せん断の影響について基礎的な検討を開始した．

 自然堆積軟岩及びセメント改良土の変形・強度特性の研究（継続）36. 
教授 古関 潤一，准教授 腰原 幹雄，技術職員 堤 千花，協力研究員 並河 努，

大学院学生（古関研）三上 大道，大学院学生（古関研）Jina Lee

　固化改良した建設発生土の長期強度発現特性を調べる研究を前年度からの継続として実施し，最長 1年間までの養
生日数におけるデータを得た．また，流動化処理土の強度変形特性に及ぼす拘束圧の影響を調べた．さらに，土壁材
料としての石灰固化処理土の強度特性に関する研究に着手した．

 シェルと立体構造物に関する研究37. 
教授 川口 健一，助教 荻 芳郎，技術専門職員 大矢 俊治，大学院学生 曽根 朋久

　シェル構造及び立体空間構造を対象として継続的に研究を行っている．今年度は実大テンセグリティフレームの温
度応力観測を継続して行った．また，仮設膜構造の組み立て法の検討および構造計画を行った．

 立体構造システムを利用した振動制御方法に関する研究38. 
教授 川口 健一，助教 荻 芳郎，準博士研究員 永井 拓生

　大スパン構造物は屋根構造だけでなく，近年は広大なオフィスフロアなどでも頻繁に用いられるようになり，屋根
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構造の地震時や大風時の振動制御や，オフィスフロアの環境振動など，面外方向の振動の制御が必要となってきてい
る．また，地震を対象とした振動制御方法は，免震，耐震，制震の 3つに大別できる．本研究では，構造システムの
3次元的な動きや立体構造システムの利点を生かし，従来の方式以上効果的な振動制御方法を開発することを目的と
している．本年は，球体＋レール型免震装置の補強提案と新しいダンパーの提案とその基礎実験を行った．

 大規模集客施設の災害時性能と非構造材の挙動に関する研究39. 
教授 川口 健一，助教 荻 芳郎，技術専門職員 大矢 俊治，大学院学生 片山 慎一郎，

大学院学生 内田 拓見，早稲田大学卒論生 櫻井 重喜

　多数の人命を収容する大規模集客施設の災害時における挙動の検討に対して，必ずしも共通した設計思想は無い．
本研究では，建築基準法の予想を越えた外乱による構造挙動，及びその結果生じる災害や内部空間の状況について調
査研究している．本年度は，大規模天井の落下事故に関する調査を目的とし，岩手宮城内陸地震，岩手沿岸北部地震
による被害調査，一般プールの天井裏の温度湿度測定調査等を行った．また，膜天井に関する調査なども行った．大
スパン構造の制振手法の開発を目的として吊り長の違う天井板の捩じれ性状の把握，有限要素法汎用コードによる数
値解析，MTMDを用いた制振装置の可能性調査，非構造材と設置高さの調査，天井材の落下衝撃試験，などを行った．

 既存天井や懸垂物の落下防止および膜天井の開発研究40. 
教授 川口 健一，助教 荻 芳郎，大学院学生 小澤 祐周

　近年，吊り天井や懸垂物の落下が問題となっている．これらは地震時のみならず，非地震時にも発生している．こ
ういった被害を未然に防ぐ方法として，落下防止ネットやメッシュ，膜天井の設置などが有効である．本研究では，
これらの設置に関するディテールや初期張力導入に必要な形状決定および反力分布などについて開発，検討している．

 構造物の畳み込み・展開に関する研究41. 
教授 川口 健一，助教 荻 芳郎，技術専門職員 大矢 俊治，大学院学生 鈴木 啓祐，大学院学生 曽根 朋久

　構造物を平面や点に畳み込む，あるいは，畳み込まれた構造物を展開して広がりのある構造物を築くという手法は
建物の合理的な建設解体工法，展開・可変型構造物への適用等様々な応用が考えられる．本研究では，（1）骨組み構
造の畳み込み経路における分岐経路の考察，（2）骨組み構造物の最適畳み込み経路のモデル実験と解析との比較，（3）
膜構造の畳み込み解析法の基礎的研究と膜面の折り畳みに対する折り紙的アプローチの応用，（4）展開型接合部の開
発等を実施している．本年度はリユーサブルなシザーズ型展開骨組みの改良と実大実験を 2回行い，3次元測量によ
る展開過程の把握などを行った．

 空間構造の形態形成の数理解析42. 
教授 川口 健一，大学院学生 小澤 雄樹，大学院学生 三木 優彰，大学院学生 陳 毅哲

　空間構造において，形態が形成される，あるいは，決定される過程（形態形成過程）を数理解析の立場から調査し
ている．本年度は，各種テンセグリティ構造の汎関数を用いた形態創生手法の調査とユニットの挙動に着目した張力
安定トラス構造の張力導入に関する研究，さらに極小曲面の形状決定問題として，一般逆行列を用いた制約条件付の
膜構造の形状決定解析手法の開発及び応力密度法を用いた逆さ吊り原理によるドームおよびタワーの形状決定手法の
開発を行った．

 アジアモンスーン地域の水文環境の変動と水資源への影響43. 
教授 沖 大幹，准教授 鼎 信次郎，スクリプト研究所 芳村 圭，技術職員（沖（大）研）小池 雅洋，

研究員（沖（大）研）小森 大輔，研究員（沖（大）研）He Bin ，
大学院学生（沖（大）研）趙 在一，大学院学生（沖（大）研）蓑島 大悟

　亜熱帯地域のインドシナ半島，及び半乾燥地域の中国北東部を対象として，当該地域のアジアモンスーンにおける
役割を解明すること， および当該地域の降水と水資源の季節予報を向上させることを目的とし，タイ潅木地帯及び中
国灌漑農地の熱・エネルギー・二酸化炭素フラックス観測タワー（それぞれ 100mと 25m）を用いた観測，及び地表
面過程のモデリングを中心に研究を進めている．

 グローバルな水の間接消費（Virtual Water）の解明44. 
教授 沖 大幹，准教授 鼎 信次郎，大学院学生（沖（大）研）新田 友子，学部学生（沖（大）研）近藤 剛

　穀物生産や畜産，工業製品の生産には水資源が大量に消費される．それを輸入して日本国内で消費するということ
は，仮想的な水を輸入し間接的に他国の水資源を消費していることと同じである．この実態を解明するため，灌漑プ
ロセスに基づく農業生産における水消費原単位推定，その結果を利用しつつ配合飼料等の割合を考慮して作製した畜
産における水消費原単位，そして，工業統計に基づく工業用水の出荷額あたりの水消費原単位を定め，穀物，食肉，
工業製品の主要品目について，もし日本において生産したとするならばどの程度の水資源が必要であったか，という
間接消費の流れを抑えた．さらに今年度は，昨年度までと比較して，プロセスに立ち戻ることによって算定手法の精
度の向上を行い，一つの確定した水の間接消費原単位データセットを構築した．続いて，世界各国における輸出入量，
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単収，生産量などのデータセットを基に，農業生産物のみが対象ではあるが，世界の Virtual Waterの国際フラックス
と，その数十年間の経年変動を算定した．

 長期陸面水循環シミュレーション用データセットの作成45. 
教授 沖 大幹，講師 瀬戸 心太，准教授 鼎 信次郎，研究員（スクリプト研究所）芳村圭，

ベトナム国立水文気象センター Ngo-Duc Thanh

　陸面水文モデルに与えるためのフォーシングデータセットを全球スケールで数十年から百年程度を対象とした長期
間作成する．当研究室が参加していた全球土壌水分プロジェクト（GSWP）の第 1及び第 2フェーズでの経験が基礎
となっている．これまでに，異なる元データから 3種類の長期データが作成され，その相互比較などを行っている．
また，日本域を対象としたより詳細なデータセットの作成や，衛星降水量の導入についても検討が進んでいる．

 人間活動を考慮した統合型水循環モデルの開発46. 
教授 沖 大幹，准教授 鼎 信次郎，研究員（国立環境研究所）花崎 直太

　世界の水危機が叫ばれているが，現在巷間に溢れている情報はほとんど欧米発信である．これに対し，日本独自の
グローバルな水資源アセスメントをきちんと行なって世界に発信するべく研究を進めている．これまでは自然系のグ
ローバルな河川流量シミュレーションのみが主流であったが，そこに人間活動の影響，特に貯水池操作の影響を入れ
た地球陸域水循環シミュレーションを行った．世界規模での灌漑用水需要のモデル化も進めている．

 温暖化による水資源への影響評価47. 
教授 沖 大幹，准教授 鼎 信次郎，特任准教授 Pat Yeh，

研究員（沖（大）研）木口 雅司，研究員（鼎研）Sun Fubao 

　SRESシナリオを基にした将来の気候変動と人口・社会状況の予測に基づき，現在と将来の水資源の需要と供給に
ついてのデータセットを全球 0.5°で整備した．利用可能な水資源量の 0.4倍を超えた水需要がある状態を水ストレス
と定義すると，現在では約 20億人以上の人間が水ストレス下に置かれている．将来（2055年）には約 40-70億人が
水ストレス下にあるとの結果が得られた．これは予測というよりも現代社会への警鐘としての意味を持つと考えてい
る．今年度は，温暖化の影響を相対的に評価する意味から，寒冷化シミュレーションを用いた影響評価にも取り組ん
でいる

 流域の水・物質循環過程に関する研究48. 
教授 沖 大幹，准教授 鼎 信次郎，技術職員（沖（大）研）小池 雅洋，研究員（沖（大）研）守利 悟朗

　国内の数十平方 km程度の流域を対象として，水の量だけでなく窒素や土砂流出にも着目した観測とモデリングを
行い，流域の水・物質循環を総合的に解明し，環境負荷の少ない水資源マネジメントの検討を行う．

 リアルタイム河川流量予測システムの構築49. 

教授 沖 大幹，准教授 鼎 信次郎，スクリプト研究所 芳村 圭，
大学院学生（沖（大）研）渡部 哲史，講師 瀬戸 心太

　気象予報システムの出力データを用いて，物理過程に基づく地表面過程モデルにより流出を算出し，さらにデジタ
ル河川流路モデルを用いて河川流量をリアルタイムに求めるシステムを，世界全域（1°グリッド），日本域（0.1°グリッ
ド）について開発した．過去の予測データを用いた検証では，まずまずの精度があることが確認されている．今後は
河川流量推定の高精度化とその情報提供システム・ポリシの構築を進めていく．なお，インドシナ域を対象としたシ
ステムも検討中である．

 安定同位体比を用いた水循環過程及び物質循環過程の解明50. 
教授 沖 大幹，准教授 鼎 信次郎，スクリプト研究所 芳村 圭，

技術職員（沖（大）研）小池 雅洋，気象庁気象研究所 石崎 安洋

　水の安定同位体と呼ばれる重水素と重酸素を含む水分子（HDO，H2-18O）は，地球を循環するその水の経路と相
変化の履歴の積分情報を持つ．また，溶存有機成分の窒素安定同位体（15N）や炭素安定同位体（13C）は，混入物
質の起源を同定するトレーサーになりうる．本グループは，タイを中心とした東南アジア地域における降水同位体の
観測ネットワークの構築及び全球同位体輸送循環モデルの開発などにより，同位体比の時間・空間変動が指し示すア
ジアモンスーンのメカニズムについて研究している．
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 大気陸面結合モデルの開発に向けた陸面コンポーネントの開発51. 
教授 沖 大幹，准教授 鼎 信次郎，スクリプト研究所 芳村 圭，特任准教授 Pat Yeh，

研究員（沖（大）研）山田 朋人，大学院学生（沖（大）研）Hyungjun Kim，
大学院学生（沖（大）研）Sujan Koirala，大学院学生（沖（大）研）山崎 大，気象庁気象研究所 仲江川 敏之

　かつて水文学は，大気側からのフォーシング（降水など）に対する陸面の応答のモデル化を行っていたが，現在は
陸面から大気へのフィードバックも考慮に入れた，大気と陸面を一体化した結合モデルの開発が求められており，陸
面の各サブモデルについての研究を進めている．陸面表層の水熱収支をとくMATSIROの各流域への適用と改良，河
川による水の輸送を再現する TRIPの解像度変更（大気大循環モデル T213への整合）および流下スキームの改良な
どに，取り組んでいる．近い将来，地下水の精密なモデル，湖や河川からの蒸発の効果の表現も導入するべく検討し
ている．

 温暖化による水資源への影響評価52. 
教授 沖 大幹，准教授 鼎 信次郎，特任准教授 Pat Yeh，

研究員（沖（大）研）木口 雅司，研究員（鼎研）Sun Fubao

　SRESシナリオを基にした将来の気候変動と人口・社会状況の予測に基づき，現在と将来の水資源の需要と供給に
ついてのデータセットを全球 0.5°で整備した．利用可能な水資源量の 0.4倍を超えた水需要がある状態を水ストレス
と定義すると，現在では約 20億人以上の人間が水ストレス下に置かれている．将来（2055年）には約 40-70億人が
水ストレス下にあるとの結果が得られた．これは予測というよりも現代社会への警鐘としての意味を持つと考えてい
る．今年度は，温暖化の影響を相対的に評価する意味から，寒冷化シミュレーションを用いた影響評価にも取り組ん
でいる

 都市に関する文明史的研究53. 
教授 村松 伸，技術職員（藤森研）谷川 竜一，研究員（村松研）深見 奈緒子，協力研究員（村松研）辻 香，

大学院学生（村松研）禅野 靖司，大学院学生（藤森研）林 憲吾，大学院学生（村松研）亀井 由紀子，
大学院学生（村松研）三村 豊，大学院学生（村松研）グーセワ・アンナ，大学院学生（村松研）鮎川 慧，

大学院学生（村松研）白孝卿，大学院学生（村松研）徐東千，大学院学生（村松研）六角 美瑠，
大学院学生（大岡研）望月 蓉平，大学院学生（村松研）岩根 敬子，大学院学生（村松研）本郷 健太，
大学院学生（村松研）五十嵐 悠介，大学院学生（村松研）原田 萌，大学院学生（藤森研）長野 怜英，

研究生（村松研）長埜 洋介，大学院学生（藤森研）篠原 明理，
大学院学生（藤森研）新田 龍希，大学院学生（藤森研）柳井 良文

　世界の都市の 5000年にわたる歴史を生態的，文明史的に類型化し，その変容を考究する． 

 都市環境文化資源の開発に関する研究54. 
教授 村松 伸

　現存する都市資源をいかに評価し再利用するかを考案し，実際の都市の再生に資する．

 都市環境文化資源の社会還元に関する研究55. 
教授 村松 伸

　小学生，高校生等に年を理解するための教育を行う手法を開発し，それを実施する．

 戦後アジア都市，建築に関する研究56. 
教授 村松 伸

　日本を含むアジアの第二次世界大戦後の都市，建築について，歴史的なフレームを構築する．

 アジア近代の都市と建築の歴史的研究57. 
教授 村松 伸

　19，20世紀のアジアにおける都市と建築の変遷をフィールドワーク，文献をもとに明らかにする

 福島県須賀川市市民団体「知る古会」との共同研究58. 
教授 村松 伸

 繭倉の保存と再生に関する研究59. 
教授 村松 伸
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　福島県須賀川市にある木造 4階建　1916竣工　の繭倉を現地の人々とともにいかに保存・再生するか考える

 東京臨海部工業・産業地帯の遺産・資産の調査とその再生に関する研究60. 
教授 村松 伸

 都市環境文化資源の価値に関する基礎的研究61. 
教授 村松 伸

 ひび割れ自己治癒コンクリートの開発62. 
准教授 岸 利治，特任助教（岸研）安 台浩，准教授（横国大）細田 暁

　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に向けて，種々の材料の組合せによる自己治癒機構の
開発および評価，信頼性の高いひび割れ自己治癒機構の確立を行う．

 鉄筋コンクリート構造のかぶりのバリア機能の定量評価に関する研究63. 
准教授 岸 利治，助教（愛媛大学）岡崎 慎一郎，大学院学生 吉田 亮，大学院学生 秋山 仁志

　実構造物中のコンクリート表層品質の実態を明らかにするために，我が国初の本格的ポストテンション PC桁を採
用した鉄道橋から，現在の合理化された施工システムによって構築される一般的な構造物までの種々のコンクリート
の調査研究を行った．

 水銀圧入式ポロシメータを用いた硬化セメントペースト中のインクボトル構造の解明64. 
准教授 岸 利治，大学院学生（岸研）吉田 亮

　水銀圧入式ポロシメータを用いた従来の硬化セメントペースト中の空隙構造の測定方法では，比較的大きな空気泡
を微小空隙量に計上したり，高圧の作用により空隙構造の破壊・変形が生じてしまう不都合が指摘されてきた．そこ
で，新たに水銀の段階的圧入手法を開発し，キャピラリー空隙と空気泡間の連結性をはじめとする，複数のインクボ
トル関係を分離抽出することに成功した．

 コンクリート中の微速透水現象および止水現象の支配メカニズムの解明65. 
准教授 岸 利治，助教（愛媛大学）岡崎 慎一郎

　コンクリート中の微速透水現象における動水勾配依存性（非ダルシー性），及び始動動水勾配の存在に着目し，そ
の支配メカニズムを明らかにすることが目的である．始動動水勾配・停止動水勾配の存在可能性の検討や粘性の空隙
寸法依存性の検討については，分子動力学的解析手法を使用している．これらの検討により，現状の一般的な解析手
法では，大きな欠陥を有しないコンクリートの一般部や打継目程度の軽微な不連続透水状況を過大に見積もることを
明らかにした．

 火災煙流動数値解析手法の開発（継続）66. 
准教授 大岡 龍三，教授 加藤 信介，准教授 黄 弘

　建築物，地下街，船舶等における火災時の煙流動の数値解析手法を開発している．本年度は火災風洞において，有
風下における区画燃焼実験を行い，区画内の燃焼拡大性状を計測し，初期の火源からの区画内での成長，壁面への伝
播，噴出火災の発生といった一連の火災延焼拡大のプロセスを把握した．今後は CFDと熱分解モデルの連成解析を
用いて実験データを検証し，詳しく解明する予定である．

 建物周辺の乱流構造に関する風洞模型実験と数値シミュレーションによる解析（継続）67. 
准教授 大岡 龍三，教授 加藤 信介，技術専門員 高橋 岳生，大学院学生 渡辺 壮亮

　建物周辺で発生する強風や乱れの構造に関して，風洞実験や数値シミュレーションにより検討している．本年度は
都市境界層流中における拡散性状について異なった大気安定度による変化を検討した．温度成層風洞を用いて異なっ
た温度成層条件下での運動量フラックスや熱フラックスの計測を行ったものである．その結果をふまえて大気中の
様々な温度成層下で利用できる新しい拡散モデルの開発をめざしている．建物のような bluff body周りの複雑な流れ
場を予測する場合，標準 k-εモデルは種々の問題を有する．特に，レイノルズ応力等の渦粘性近似は流れ場により
しばしば大きな予測誤差の原因となる．本年度は，境界層流中に置かれた高層建物モデル周辺気流の解析に LK型を
はじめ，各種の k-εモデルや応力方程式モデルによる解析を行い，その予測精度を比較，検討した．
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 屋外温熱環境の最適設計手法に関する研究（継続）68. 
准教授 大岡 龍三，教授 加藤 信介

　屋外放射解析を CFD解析に基づき，屋外の温熱環境の最適設計を行う手法について検討を行う．本年度はロバス
ト最適設計手法を導入し，環境変動に対してロバスト性の高い解を選択するロバスト最適化設計手法の開発を目的と
し，その概念について整理し検討した．

 基礎杭利用による地中熱空調システムの実用化に関する研究（継続）69. 
准教授 大岡 龍三，教授 加藤 信介，研究員 関根 賢太郎，大学院学生 南 有鎭

　基礎杭を利用した地中熱利用空調システムの実用化に向けて，実大実験装置などを用いて研究し，システムの有効
性・省エネルギー性・環境負荷低減効果等の研究を行い，設計手法などを構築する．本年度は，採熱量予測に関して
従来のサーマルレスポンス法に基づく予測と，新たに開発した地下水流れの影響を熱輸送方程式に組み込んだ手法に
ついて比較検討を行った．事務所ビルでの空調運転を想定したヒートポンプの運転を行い，場所打ち杭を用いた地中
熱利用空調システムの地中熱採熱量等の検討を行った．

 都市のヒートアイランド緩和手法に関する研究（継続）70. 
准教授 大岡 龍三，教授 加藤 信介，東京大学特別研究員 川本 陽一，

研究員（都市基盤安全工学国際研究センター） 瀬戸島 政博

　メソスケールモデルと精緻な GISデータを利用した都市気候解析モデルを開発・利用し，各種ヒートアイランド
緩和手法の効果について検討を行う．2020年度までの東京都区部の将来人口予測を基に同地区の建物延床面積の増
加率を推定し，その結果から人工排熱量の増加を算出することにより，それが都市気候変化に及ぼす影響について検
討した．また，より詳細な都市の温熱環境の再現を目的として，街区形状の不均一性が解析結果に与える影響を検討
した．特に，実在街区の大手町地区を対象に放射・対流連成シミュレーションを行い，屋上被覆及び道路・敷地被覆
対策等が屋外温熱環境に及ぼす影響について検討した．

 室内音響に関する研究71. 
准教授 坂本 慎一，助教 横山 栄，協力研究員 上野 佳奈子，大学院学生 李 孝珍

　ホール・劇場や各種空間の室内音響に関する研究を継続的に行っている．今年度は，会議室や医療施設等，プライ
バシー確保が必要な空間に対するサウンドマスキングシステムの有効性に関して実験的検討を行った．

 建物壁体の遮音構造の性能予測および開発に関する研究72. 
准教授 坂本 慎一，助教 横山 栄，大学院学生 朝倉 巧，大学院学生 大谷 理乃

　室内の静穏を保つために，ファサードを含めた外壁の遮音性能を十分に保つことが必要である．今年度は，壁本体
だけでなく各種開口部を含めた総合的な遮音性能を予測し，その性能を向上させるための技術に関する研究として，
音響 -振動連成解析による計算法の開発を行い，実験との比較によりその妥当性を検証した．また，建物ファサード
による遮音性能向上に関して，実験的検討を行った．

 音場の数値解析に関する研究73. 
准教授 坂本 慎一，大学院学生 朝倉 巧，大学院学生 田辺 謙太

　各種空間における音響・振動現象を対象とした数値解析手法の開発を目的として， 有限要素法， 境界要素法， 差分
法等に関する研究を進めている． 本年度は， FDTD法を用いた音響・振動連成解析に関する検討を行い，実験室実験
結果および現場実測結果との比較によりその適用性を検討した．また，車室の音響特性解析に FDTD法を応用した．

 音場シミュレーション手法の開発と応用に関する研究74. 
准教授 坂本 慎一，助教 横山 栄，協力研究員 上野 佳奈子，大学院学生 李 孝珍

　ホール音場における聴感印象の評価，各種環境騒音の評価等を目的とした 3次元音場シミュレーションシステムの
開発および応用に関して研究を行っている．

 環境騒音の予測・評価に関する研究75. 
准教授 坂本 慎一，大学院学生 森沢 拓哉

　道路交通騒音および建設作業騒音に関して，騒音の伝搬予測法および対策法に関する研究を継続的に進めている．
今年度は，道路交通騒音予測計算法に関して，わが国における標準的な道路騒音予測計算法の改良を目的として，エ
ネルギーベース計算法の適用が困難となる複雑な道路構造に対する波動数値解析手法の適用性に関する検討を行っ
た．建設工事騒音に関しては，騒音伝搬計算法について波動数値解析を用いて検討した．
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 山地森林水源域における地下水涵養に関する研究76. 
特任准教授 横尾 善之

　山地森林水源域を対象として，流域の気候・地理条件と地下水涵養量の関係を明らかにすること目的とした研究を
進めている．本年度は，山地森林水源域における流域水収支に関するモデリングを行い，気候・地形・土壌が流域水
収支に与える影響に関する数値実験を行った．また，山地河川の流量と流域の気候・地理条件の関係を統計的に調べ
た．現在は，「全日本地下水涵養ポテンシャルマップ」の作成に取り組んでいる．

 宇宙からの森林火災の監視77. 
講師 竹内 渉

　森林の状態や動態を把握することは，地球の炭素循環や気候システムに対する知見を深める上で重要である．森林
火災検知の原理，現在世界中で最もよく用いられているMODISによる森林火災検知アルゴリズムの紹介，森林火災
検知結果の公開，国際的な森林火災観測ネットワークの構築を行っている．

 衛星画像による汎用水深分布予測法の開発78. 
大学院学生（東大）神野 有生，講師 竹内 渉

　本研究では，衛星画像と実測した水深点データのみを用いて，底質が不均一な一般の水域の水深分布を予測し，誤
差を検証できる方法の開発を試みた．

 北東アジア落葉樹林におけるフェノロジー観測手法の提案79. 
助教（京大）大吉 慶，講師 竹内 渉

　本研究では，春の展葉時期を対象として地上観測による植物季節データを用いることにより，衛星データを用いた
既存の展葉時期検出アルゴリズム，および本研究で新たに提案する検出アルゴリズムを比較・評価することを目的と
する．そして，展葉時期の時空間変動や気温の年々変化に対する応答を捉えるための手段として，新たに提案する手
法が有効であることを示した．

 都市・建築空間における幾何学的分析手法に関する研究（継続）80. 
講師 今井 公太郎，教授 藤井 明，助手（藤井（明）研）橋本 憲一郎，

特任研究員（須田研）鍋島 憲司，技術職員 小駒 幸江

　本研究は，都市・建築空間における幾何学的な分析モデルを考案し，実証的に分析する方法を考案することを目的
としている．本年度は，重み付けられた制限つきウェーバー問題の近似解法を考案した．さらに，上野公園における
AED（Automated External Defi brillator）の配置について，生存成功率からみた評価を行い，これを改善する新たな配
置の提案を行った．

 空間の集合体に関する計画手法の研究と建築設計（継続）81. 
講師 今井 公太郎，教授 藤井 明，助手（藤井（明）研）橋本 憲一郎，

特任研究員（須田研）鍋島 憲司，技術職員 小駒 幸江

　本研究の目的は，大学キャンパスや大規模オフィスなど，空間の集合体を効果的に計画するための手法を考案・研
究し，設計として実践することにある．本年度は，駒場 2キャンパスにおける 60号館の修繕計画を行っている．新
しい用途として何がふさわしいか，あるいは，どのような空間がキャンパスに望まれているかなどの検討を行い，具
体的な空間イメージを策定している．

 砂礫の変形・強度特性の研究（継続）82. 
准教授 桑野 玲子，教授 古関 潤一，技術職員 堤 千花，

研究支援推進員 佐藤 剛司，大学院学生（桑野研）Ruta Ireng Wicaksono，
大学院学生（古関研） Sarju Mulmi，大学院学生 （桑野研）海老塚 裕明

　砂の小型三軸供試体の圧縮波とせん断波速度の計測結果に及ぼす供試体形状の影響について検討を行った．また，
これらの弾性波速度を多様な手法で計測して比較する研究に着手した．さらに，砂と礫のクリープ変形・破壊特性に
関する小型・大型三軸圧縮試験を実施した．

高次協調モデリング客員部門
  結晶，アモルファス・ガラス，液体の構造秩序シミュレーション1. 

客員教授 高田 章
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  アモルファス・ガラス材料の機械的特性，熱力学特性シミュレーション2. 
客員教授 高田 章

  アモルファス・ガラスの光・電子機能シミュレーションを用いた高次材料設計の研究3. 
客員教授 高田 章

ニコン光工学寄付研究部門
  プロ用ソフトとプロデザイナーによるレンズ設計実習の実施1. 

特任教授 大木 裕史

　教育目的の研究部門として，光工学特論および全学ゼミを開講．大学では初の試みとなるプロ用ソフトとプロデザ
イナーによるレンズ設計実習を実施．また本郷コンソーシアム（CORAL）にも参画した．

カラー・サイエンス寄付研究部門（ソニー）
 低輝度標準光源1. 

特任教授 久保田 重夫，特任研究員（久保田（重）研）松本 達彦

　液晶 TVの高コントラスト化に必要な分光放射輝度計を較正する目的で，超低輝度 2重積分球方式標準光源とモニ
ター冷却光検出器の考案と試作を行う．

 バックライト照度分布2. 
特任教授 久保田 重夫

　液晶 TVのバックライトの輝度ムラ，色むらを評価する目的で，LEDの放射角分布の計算と測定を行う．

 ディスプレイ画質3. 
特任教授 久保田 重夫，特任研究員（久保田（重）研）松本 達彦

　フラットパネルテレビの色再現に関して，高色域ビデオ信号の評価チャートを作成し，高色域再現性の評価を行う
とともに，視聴環境に応じた画質と好ましい色再現の関係の調査を行う．

先端エネルギー変換工学寄付研究部門
 石炭ガス化複合発電（IGCC）の更なる高度化の研究1. 

特任教授 金子 祥三

 バイオマス・褐炭などの高水分含有物質の超高効率乾燥技術2. 
特任教授 金子 祥三

 小型船舶動力の電動化と波力による充電システムなどの研究3. 
特任教授 金子 祥三

千葉実験所
 基礎構造物の地震時挙動に関する研究1. 

教授 小長井 一男，技術専門職員 片桐 俊彦

　現在の道路橋基礎の設計では便宜上，地盤が剛な支持体であるとの仮定がなされているが特に大きな地震では基礎・
地盤の変形も大きくこれらの影響を適切に設計に反映する必要がありこのための知見を得るため，相似等の関係から
大型振動台の土槽内に模型を設置し実験を行ってきた．

 地震による構造物の破壊機構解析2. 
教授 小長井 一男，技術専門職員 片桐 俊彦

　大型の発砲スチロール（Expanded Poly-Styrol）ブロックを盛土に代わる材料として道路，鉄道などの基礎に用いる
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工法が提案されてきた．発砲スチロールは軽量である一方で上載荷重が大きい場合，極めて大きな地震応答が生じる
可能性があり，何らかの材料あるいは機構を組み込み減衰性能を高めることが求められる．様々な工法を想定して原
寸に近い構造模型へのアクチュエータによる載荷試験等を実施し，検討を行った．

 無補強組積造壁を含むRC造建物の残存耐震性能評価手法と震災復旧方法に関する研究（継続）3. 
教授 中埜 良昭，助教（中埜研）高橋 典之，助教（中埜研）崔 琥，大学院学生（中埜研）晉 沂雄

　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，組積体の面外方向へ
の破壊に影響すると考えられる境界拘束条件をパラメータとし，剛梁型と柔梁型の縮小模型の静的載荷実験を行い，
その破壊メカニズムについて検討を行った．

 弱小モデルによる地震応答解析（継続）4. 
教授 中埜 良昭，助教（中埜研）高橋 典之，助教（中埜研）崔 琥

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

 鉄筋コンクリート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（継続）5. 
教授 中埜 良昭，助教（中埜研）高橋 典之，大学院学生（中埜研）高橋 絵里

　鉄筋コンクリート構造部材について，地震時の損傷量（ひび割れ幅のほか，ひび割れ長さ，ひび割れ密度などが挙
げられる）の進展過程に着目した静的載荷実験を実施し，損傷量の測定方法について検討を行うとともに，ひび割れ
量の進展過程について定量的評価モデルを開発した．

 車両・軌道システムにおける運動力学と制御に関する研究6. 
教授 須田 義大，技術職員 小峰 久直，協力研究員 道辻 洋平，大学院学生（須田研）林 世彬，
大学院学生（須田研）洪 介仁，大学院学生（須田研）仁科 穣，大学院学生（須田研）辻 隆史

　高速性，安全性，大量輸送性，省エネルギー性などの点で優れている， 軌道系交通システムについて， 主として車
両と軌道のダイナミクスの観点から， より一層の性能向上や環境への適用性を改善することを目標に検討している．
新方式アクティブ操舵台車， 独立回転車輪台車，模型走行実験による曲線通過特性， 摩擦制御，空気ばねの制御，防
振一軸台車などの研究を行った．

 エコライド評価試験7. 
教授 須田 義大，特任助教 山口 大助

　ジェットコースターの技術を応用した省エネルギ交通システムとして研究開発を進めている「エコライド」システ
ムにおいて，台車システムおよび公共交通としての乗り心地評価等を行った．

 車載用フライホイールに関する研究8. 
 教授 須田 義大，技術職員 小峰 久直，大学院学生 林 世彬，大学院学生（須田研）安藤 孝幸

　省エネルギー交通システムにおいて，エネルギー貯蔵方式の一つであるフライホイールについて，その適用性，車
両動特性との関係について，実際にフライホイール装置を導入し，検討を行った．

 マルチボディ・ダイナミクスによるヴィークル・ダイナミクス9. 
教授 須田 義大，研究員（須田研）曄道 佳明，研究員（須田研）中代 重幸，研究員（須田研）椎葉 太一，

研究員（須田研）田島 洋，協力研究員（須田研）道辻 洋平，協力研究員（須田研）竹原 昭一郎，
協力研究員（須田研）杉山 博之，大学院学生（須田研）林 世彬

　マルチボディ・ダイナミクスによる運動方程式の自動生成， さらにダイナミック・シミュレーションなどの自動化
は， 宇宙構造物， バイオダイナミクスなどの複雑な力学系において有用なツールである． 本年度は，タイヤのモデリ
ング，レール・車輪接触系のモデリング，空力特性を考慮した車両運動解析などを検討した．
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 路面情報収集と車両制御に関する研究10. 
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦，協力研究員（須田研）杉山 博之，

協力研究員（須田研）林 隆三，特任助教 山邉 茂之

　車両の運動性能向上，安全性の向上のためには，路面情報収集が有効である．ITS（高度道路交通システム）などと
の連携を考慮して，車両に取り付けたセンサーによる路面情報収集手法を提案し，実車両における走行試験を行い，
その手法の評価を行った．

 車両の快適性評価に関する研究11. 
教授 須田 義大，研究員 田淵 義彦，協力研究員 竹原 昭一郎，

特任助教 山口 大助，特任研究員 古賀 誉章，特任研究員 鍋島 憲司

　車両の車窓内の快適性の評価手法として，シートアレンジメントと視覚的な効果に着目した検討を行った．実験車
両やドライビングシミュレータを用いた評価実験を行い，定量的な評価手法と快適性向上方策について検討した．

 エネルギーITS に関する研究（自動運転・協調運転に向けた研究開発）12. 
教授 須田 義大，准教授 鈴木 高宏，准教授 中野公彦，特任助教 山邉 茂之

　道路交通における省エネルギー達成，炭酸ガス削減を目標に自動運転・協調運転に向けた研究開発を NEDOプロ
ジェクトとして実施している．今年度は，エコドライブモデルの構築，ドライバ受容性などについての検討を行った．

 電気自動車の制御13. 
教授 堀 洋一

　電気モータの高速トルク発生を生かし，電気自動車で初めて可能になる制御を研究している．増粘着制御，車体姿
勢制御，路面状態推定である．そのほかに，すべり角βの推定，駆動力最適配分，速度パターン生成，油圧電気のハ
イブリッドブレーキ，DYCと AFSの非干渉制御，仮想重心制御などに力を入れている．いままで「東大三月号 -II」「カ
ドウェル EV」で実験を進めてきたが，最近キャパシタだけで走る「C-COMS」を 3台製作した．移動体へのエネルギー
供給（とくに非接触充電）や貯蔵技術，キャパシタによる自動MT，EPSに関する研究も行っている．

 アドバンスト・モーション・コントロール14. 
教授 堀 洋一

　電気・機械複合系の制御をモーションコントロールと呼び，（1）多重サンプリング制御を用いたビジュアルサーボ
系，（2）加速度変化率の微分を考慮した目標値生成法，（3）GAや PSOを用いたパラメータチューニング法，（4）
SSTWの実現に関する研究，（5）非整数次制御系の設計と実現，などを行っている．最近，詳細な摩擦モデルを用い
たサーボ系の高性能化にも取り組んでいる．

 福祉制御工学15. 
教授 堀 洋一

　福祉分野を想定した人間親和型モーションコントロールにもとづく，新しい学術領域を作りたいと考えている．現
在行っている研究は，（1）介護ロボットのためのパワーアシスト技術，（2）新しい制御原理にもとづく動力義足の製
作，（3）パワーアシスト車椅子の後方転倒防止制御，（4）2関節筋機構を用いたロボットアーム，（5）筋電センサを
用いた車椅子の制御，（6）人にやさしい電車ドアの開発，などである．

 バイオマス炭化過程における窒素およびリンの挙動および炭化物の用途開拓16. 
教授 迫田 章義，特任准教授 望月 和博

　汚泥など，ある種のバイオマスは多量の窒素やリンを含む．このようなバイオマスを炭化（熱分解）する際に，含
まれる窒素およびリンの挙動を定量的に明らかにする．また，得られた炭化物について，吸着材利用などの用途を開
拓する．

 擁壁・土構造物の地震時安定性に関する研究（継続）17. 
教授 古関 潤一，大学院学生（古関研）Hong Kimhor，大学院学生（古関研）金子 勝

　擁壁の背面地盤内で発生する負の過剰間隙空気圧が地震時土圧の発現特性に及ぼす影響を，模型実験とそれに関連
する室内土質試験および数値計算により明らかにした．また，液状化性地盤上の盛土を矢板で効率的に補強する工法
について，基礎的な検討を開始した．
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 シェルと立体構造物に関する研究18. 
教授 川口 健一，助教 荻 芳郎，技術専門職員 大矢 俊治，大学院学生 曽根 朋久

　シェル構造及び立体空間構造を対象として継続的に研究を行っている．今年度は実大テンセグリティフレームの温
度応力観測を継続して行った．また，仮設膜構造の組み立て法の検討および構造計画を行った．

 立体構造システムを利用した振動制御方法に関する研究19. 
教授 川口 健一，助教 荻 芳郎，準博士研究員 永井 拓生

　大スパン構造物は屋根構造だけでなく，近年は広大なオフィスフロアなどでも頻繁に用いられるようになり，屋根
構造の地震時や大風時の振動制御や，オフィスフロアの環境振動など，面外方向の振動の制御が必要となってきてい
る．また，地震を対象とした振動制御方法は，免震，耐震，制震の 3つに大別できる．本研究では，構造システムの
3次元的な動きや立体構造システムの利点を生かし，従来の方式以上効果的な振動制御方法を開発することを目的と
している．本年は，球体＋レール型免震装置の補強提案と新しいダンパーの提案とその基礎実験を行った．

 大規模集客施設の災害時性能と非構造材の挙動に関する研究20. 
教授 川口 健一，助教 荻 芳郎，技術専門職員 大矢 俊治，大学院学生 片山 慎一郎，

大学院学生 内田 拓見，早稲田大学卒論生 櫻井 重喜

　多数の人命を収容する大規模集客施設の災害時における挙動の検討に対して，必ずしも共通した設計思想は無い．
本研究では，建築基準法の予想を越えた外乱による構造挙動，及びその結果生じる災害や内部空間の状況について調
査研究している．本年度は，大規模天井の落下事故に関する調査を目的とし，岩手宮城内陸地震，岩手沿岸北部地震
による被害調査，一般プールの天井裏の温度湿度測定調査等を行った．また，膜天井に関する調査なども行った．大
スパン構造の制振手法の開発を目的として吊り長の違う天井板の捩じれ性状の把握，有限要素法汎用コードによる数
値解析，MTMDを用いた制振装置の可能性調査，非構造材と設置高さの調査，天井材の落下衝撃試験，などを行った．

 能動型マイクロ波リモートセンシングによる海洋波浪計測システム開発21. 
教授 林 昌奎

　マイクロ波の海面での散乱特性を用いて海洋波浪を計測するシステムの開発を行っている．海面から散乱するマイ
クロ波は，波浪によって生ずる海面付近水粒子の運動特性によって，周波数が変化する．その特性を解析することで，
波浪による水面付近水粒子の運動速度，即ち波浪の軌道速度と変動周期を得ることが出来，海洋波浪の波長及び波高
の情報を導出することが可能である．現在は，パルスドップラーレーダを用いた海洋波浪計測システムの開発と検証
を行っている．

 海洋ライザーのVIV 応答解析手法の開発22. 
教授 林 昌奎，博士研究員（林研）金 裕徹

　海洋ライザーは比較的単純な構造物であるにもかかわらず，作用する流体外力，構造自体の応答特性も一般に非線
形である．また，外部流体および内部流体は，密度や流速さらには構造の変形に応じて複雑な力を構造に及ぼす．こ
れらの問題は，対象となる水深が深くなりライザーが長大になるに従い，強度が相対的に低下したり，ライザー自体
が相対的に柔軟になり動的挙動が顕著になることにより，強度設計，安全性確保の観点からより重要になる．そのた
め，これらの応答特性を正確に把握し，諸課題を解決することが大水深掘削システムを実現する上で重要となる．今
年度は，離散渦法と有限要素法による準 3次元海洋ライザー挙動推定手法を開発した．

 氷海域における流出油拡散・移動シミュレーションモデル開発23. 
教授 林 昌奎

　海氷が水面を覆う氷海域での流出油は，油が海氷の下に隠れるなどにより，その流出範囲の特定及び回収は非常に
困難である．氷海域での流出油は流氷と共に移動し，その範囲を広げる．回収は長い時間を要し，その間，周辺海域
の環境に及ぼす影響は計り知れない．海洋モデルとの連成を考慮した氷海域における流出油の中長期拡散・移動シミュ
レーションモデルの開発を行っている．

 エアクッション型浮体の応答低減効果に関する研究24. 
教授 林 昌奎，教授（日大）増田 光一，講師（日大）居駒 知樹

　超大型浮体と呼ばれる平面規模を有する浮体式構造物の弾性変形や波漂流力の低減を目的に，エアクッション型浮
体を提案し，線形ポテンシャル理論を基にした理論計算及び水槽実験によってその低減効果の確認を行っている．
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 NOAA衛星画像データベースシステムの構築（継続）25. 
教授 喜連川 優，助教 根本 利弘

　リモートセンシング画像等の巨大画像の蓄積には巨大なアーカイブスペースが不可欠である．本研究では，2テラ
バイトの超大容量 8mmテープロボテックスならびに 100テラバイトのテープロボテックスを用いた 3次記憶系の構
成と，それに基づく衛星画像データベースシステムの構築法に関する研究を行なっている．本年度は，D3から 9840
なる新たなメディアに変更すると伴に試験的に階層記憶システムの運用を開始しその問題点を明らかにした．又，従
来データのローディングを継続的に行った．

 スケーラブルアーカイバの研究（継続）26. 
教授 喜連川 優，助教 根本 利弘

　現在，大容量アーカイブシステムは，導入時にその構成がほぼ静的に決定され，柔軟性が必ずしも高くない．本研
究では，8mmテープを利用し， 比較的小規模なコモディティロボテックスをエレメントアーカイバとし，それらを
多数台並置することで任意の規模に拡張可能なスケーラブルアーカイバの構成法について研究を進めている．本年度
は 9840に代表される最近の新しいテープ装置のパラメータを想定しリプリケーション手法に関しシミュレーション
を行いその有効性を確認した．さらに DVDアーカイバへの適用についても検討した．

 デジタルアースビジュアリゼーション（継続）27. 
教授 喜連川 優，特任助教 安川 雅紀，特任助教 絹谷 弘子，特任助教 生駒 栄司

　種々の地球環境データを統合的に管理すると共に，多元的な解析の利便を図るべく VRMLを用いた可視化システ
ムを構築した．時間的変化を視覚的に与えることにより，大幅に理解が容易となると共に柔軟な操作が可能となり，
ユーザに公開しつつある．本年度はバーチャルリアリティシアターを用いた大規模視覚化実験を進めた．

 バイオマス物質変換技術の開発とバイオマスリファイナリープロセスの設計28. 
特任准教授 望月 和博，教授 迫田 章義

　バイオマスリファイナリーの創成を目指し，物質変換から分離精製に至る一連の技術開発に取り組んでいる．種々
のバイオマスから，バイオマス化学原料やバイオ燃料を生産するための要素技術開発を行なっている．また，そのバ
イオマス由来副産物に対して物理化学的処理を用いた材料や燃料の製造方法に関する研究も行なっている．これらの
技術を統合した生産プロセスの設計をし，バイオマスリファイナリープロセスのフィジビリティに関する評価を行
なっている．

 同時発酵分離を用いたバイオエタノール製造プロセスの開発29. 
特任准教授 望月 和博，教授 迫田 章義

　セルロース系原料からのバイオエタノール生産が注目されているが，一般に，セルロースの糖化で高濃度のグルコー
スを得ることは困難である．ここでは，発酵と同時に膜分離を行うことで，低濃度でも効率的にバイオエタノールが
生産できるプロセスの検討を行っている．

 バイオマス炭化物の電気化学酸化に関する基礎研究30. 
特任准教授 望月 和博

　再生可能でカーボンニュートラルな資源であるバイオマスを，マテリアルおよびエネルギー資源として有効に利用
するための資源化技術開発の一環として，バイオマス由来の炭化物の電気化学特性を評価し，その高度利用法につい
ての検討を行っている．

計測技術開発センター
 室内の換気・空調効率に関する研究（継続）1. 

教授 加藤 信介，准教授 大岡 龍三，研究員 吉野 博，研究員 伊藤 一秀，協力研究員 金 泰延

　室内の空気温熱環境の形成に預かっている各種要因とその寄与（感度）を放射および室内気流シミュレーションに
より解析する．これにより一つの空調吹出口や排気口，また温熱源などが，どのように室内の気流・温度分布の形成
に関わっているか，またこれらの要素が多少変化した際，室内の気流・温度分布がどのように変化するかを解析する．
これらの解析結果は，室内の温熱空気環境の設計や制御に用いられる．本年度は VAV機能付ディフューザや一般的
なアネモ型ディフューザに関して，オフィス空間における夏季冷房時の実測を行い，快適性・省エネ性の観点から性
能評価を行った．
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 数値サーマルマネキンの開発（継続）2. 
教授 加藤 信介，准教授 大岡 龍三，研究員 田辺 新一，Yeungnam University 梁 禎訓

　本研究は，サーマルマネキン等を用いた実験に基づいて行われている人体とその周辺の環境場との熱輸送解析を，
対流放射連成シミュレーション，さらには湿気輸送シミュレーションとの連成により，数値的に精度良くシミュレー
トすることを目的とする．本年度は四肢と顎部，胸部などの局部形状を詳細にモデル化した人体モデルを作成し，こ
の人体モデルを用いた CFD解析により，人体局所形状の影響を考慮して，人体吸気領域の検討を行った．

 室内温熱環境と空調システムに関する研究（継続）3. 
教授 加藤 信介，准教授 大岡 龍三，研究員 近本 智行，協力研究員 金 泰延

　良好な室内環境を得るための最適な空調システムに関して，模型実験・数値シミュレーションにより研究している．
OA化による室内熱負荷の増加・偏在化やオフィスのパーソナル化などにより，従来の全般空調方式から個別制御可
能なパーソナル空調としてワイドカバー型空調およびスポットクーリング型空調を提案し，その有効性につて検討し
た．今年度は椅子座位のサーマルマネキンをパーソナル空調によるスポット気流下に置きその姿勢等の変化に伴う顔
周辺の流れ場等について解析した．

 室内気流の乱流シミュレーションとレーザー可視化，画像処理計測手法の開発研究（継続）4. 
教授 加藤 信介，准教授 大岡 龍三，研究員 伊藤 一秀

　室内気流を対象とした乱流シミュレーション・可視化計測による流れ場，拡散場の予測，解析，制御のための手法
の開発を行う．特に，レーザー光を用いた流れの可視化による定性的な把握とともに，定量的な計測を行うシステム
の開発研究に重点を置く．模型実験での可視化により得られた流れ性状を数値化してシミュレーション結果と比較し，
その精度向上に務めた．

 室内化学物質空気汚染の解明と健康居住空間の開発（継続）5. 
教授 加藤 信介，准教授 大岡 龍三，研究員 伊香賀 俊治，研究員 田辺 新一，研究員 近藤 靖史，

研究員 伊藤 一秀，中国建築科学研究院 朱 清宇，東京大学特別研究員 徐 長厚，民間等共同研究員 千野 聡子

　建築物・住宅内における化学物質空気汚染に関する問題を解明し，健康で衛生的な居住環境を整備する．研究対象
物質としてホルムアルデヒド，VOC，有機リン系農薬及び可塑材に着目する．これら化学物質の室内空間への放散
及びその活性化反応を含めた汚染のメカニズム，予測方法，最適設計・対策方法を解明すること，その情報データベー
スの構築を目的とする．本年度も昨年度に引き続き，実大スケールの家具や床材などの製品からの揮発性有機化合物
の放散性状について検討した．また，室内居住域の化学物質濃度を健康で衛生的な範囲内に留めるための多岐にわた
る建材使用の条件，室内換気方法，除去分解方法を具体的に提案する．

 高密度居住区モデルの開発研究（継続）6. 
教授 加藤 信介，准教授 大岡 龍三，研究員 伊香賀 俊治

　人口爆発を止めることは困難であり，人類は好むと好まざるに拘らず，都市において高密度居住の道を選ばざるを
得ない．高密度居住を積極的に利用して，効率的で，高いサステナビリティ性を備えた，そして環境負荷の少ない居
住区モデルを開発する．本研究では，都市負荷の最小化を目指して高密度居住区を計画し，その環境負荷削減効果を
明らかにするとともに食料生産，ヒーリング等のための耕地地区，緑地地区と高密度居住地内のバランスのとれた配
置計画方法を提案する．本年度は密集市街地の形状と通風・換気性状の関連性を検討するためのモデル設定を行い，
隣棟間隔と密集度合いが道路の換気性状に及ぼす影響を検討した．ボイドを内在させ大規模開口からの自然換気を積
極利用した実験住宅についてエネルギー収支型通風計算モデルにより換気量評価を行い，その有効性を検討した．

 風洞実験・室内気流実験で用いる風速並びに風圧変動測定方法の開発に関する研究（継続）7. 
教授 加藤 信介，准教授 大岡 龍三，東京工芸大学 小林 信行，

研究員 近藤 靖史，技術専門員 高橋 岳生，特任研究員 河野 良坪

　建物周辺気流に関する風洞実験や室内気流実験で用いる平均風速，風速変動の 3次元計測が可能な風速測定器の開
発・実用化および変動風圧の測定法等の開発に関し，研究を進めている．本年度も前年度に引き続き，PIV流速計に
より等温室内気流，および非等温室内気流の乱流統計量を測定し，その特性を解析した．また，高層集合住宅におけ
る給気口と排気口位置の 2点間の風圧変動の特性について多点圧力計による模型実験を行った．

 CFD解析に基づく室内温熱環境の自動最適設計手法の開発（継続）8. 
教授 加藤 信介，准教授 大岡 龍三，協力研究員 金 泰延

　本研究は，室内環境 CFD（Computational Fluid Dynamics）解析シミュレーションに基づく室内温熱・空気環境の自
動最適設計手法を開発することを目的とする．これは室内の環境性状を設計目標値に最大限近づけさせるための室内
の物理的な境界条件を求める手法，すなわち逆問題解析による環境の自動最適化設計手法の基礎的な検討を行うもの
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である．本年度は GA（遺伝的アルゴリズム Genetic Algorithm）を導入し，より少ない計算量で広範な条件から複数
の最適条件候補を探索する手法を検討した．特に，気象条件などの外部環境条件を確率変数として扱い，対応して空
調などのアクティブ制御によって決まる室内環境の要素を考慮して室内の形状などの設計要素を GAにより最適化す
る方法を検討した．

 有害危険物質の拡散被害予測と減災対策研究9. 
教授 加藤 信介

　国および自治体の NBC（核生物化学兵器）テロ対策を効率的に推進するために，屋内拡散予測技術，屋外拡散予
測技術および避難誘導のための災害情報共有技術を活用して，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した．

 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10. 
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）を実現した．この仮想建物は，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．

 定常流れ場における非定常濃度応答計算法11. 
特任教授 石田 義洋

　室内における定常な流れ場においては，移流・拡散方程式が線形であることから，有限な時間幅のパルスに対する
応答係数を用いて，畳み込み計算によって非定常濃度応答を迅速に計算することができる．定常な流れ場におけるパ
ルス入力に対する濃度応答を解析的に得ることは困難であるが，流れ場をセルに分割して CFDを適用すれば，セル
毎の応答係数は容易に計算可能である．本研究では，応答係数法に基づく非定常濃度計算手法を開発して，テロ等を
想定した室内汚染質発生時の居住空間の汚染質濃度の予測，空調システムの運転制御による汚染質の効果的な排出方
法等を研究する．

 センシング情報を用いた応答係数法に基づく環境影響物質の発生源同定法12. 
特任教授 石田 義洋

　CFDにより，室内の定常気流分布を計算し，その流れ場の濃度計算により，各セルと吹出し口から観測点への濃
度応答係数を計算する．セルと吹出し口を汚染質放出点と仮定して，濃度応答係数法に基づき観測点の濃度の畳込み
計算式を立てる．この濃度の計算式に重み付き残差法を適用して，観測濃度と計算濃度の残差を最小にする汚染質放
出量に関する連立方程式を定式化する．この連立方程式を用いた同定計算は畳込み計算による濃度解析に対するいわ
ゆる逆解析に相当する．建物内で汚染質放出事故が発生した場合，発生室内の発生源位置と発生量の迅速な同定は被
害の極小化を計るために有効である．計算負荷の軽い本手法により，PCを使用した汚染質発生源の同定を目指す．

 マイクロ流体を用いた溶媒抽出システムに関する研究13. 
准教授 火原 彰秀

　化学システムを微小化していくと様々なサイズ効果が現れる．二液相接触の場合，拡散時間は空間サイズの二乗に
比例し，比界面積は空間サイズに反比例する．また，表面濡れ性や粘性という現象が顕著に現れる．これらの特徴を
生かした高速・高効率溶媒抽出システムの開発に取り組んでいる

 高周波現象のCCD画像化に関する研究14. 
准教授 火原 彰秀

　レーザー光などを用いた超高感度計測法では，レーザースポットの走査が頻繁に用いられる．レーザー光誘起の高
周波現象を CCDで画像化できれば，高感度化に加えて高速解析が可能になる．レーザー光を用いた新しい顕微イメー
ジング法を開発を目指す．

海中工学研究センター
 高度な知的行動をおこなう海中ロボットの研究開発と海域展開1. 

教授 浦 環，教授 浅田 昭，客員教授 高川 真一，特任研究員 能勢 義昭，特任研究員 杉松 治美，
技術専門職員 坂巻 隆，協力研究員 小牧 加奈絵，大学院学生 中谷 武志，大学院学生 若狭 誠

　これまで開発してきた海中ロボットの成果を踏まえて，深度 4,000mの高い水圧環境下にある深海を潜航し，熱水
地帯を観測することのできる高度に知能化された信頼性の高い小型海中ロボットの研究開発を進め，2005年に中型
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航行型ロボット r2D4を開発した．大深度熱水地帯調査や鉱物資源探査のためのロボット展開技術も研究しており，
r2D4は，2004年 5月のマリアナ熱水地帯潜航，2005年 8月の伊豆小笠原海域の明神礁カルデラ潜航，2006年 12月
のインド洋のロドリゲス島沖中央海嶺潜航，そして 2008年 3月には，ベヨネーズ海丘および明神礁カルデラへ潜航
し明神礁カルデラ内の一周に成功するなど，これまで多彩な海域展開を実現している．これら展開実績を基に，支援
船からのマルチナロービームにより調査海域の音響画像を取得，それをベースにロボットを潜航させ精緻なデータを
取得，ロボットが発見した局所的な異常点に ROVや有人潜水艇を潜水させることで，より詳細な熱水活動などの情
報を得るという，自律型海中ロボットによる広域観測と ROVや有人潜水艇による詳細観測という最先端技術を巧み
に組み合わせた最適な総合深海底観測システムの構築を目指している．また，慣性航法など Com．航法とテレイン
ナビゲーション（地形照合航法）を組み合わせてロボットの位置誤差を修正できるソフトの開発を進めるなど，海中
ロボットの性能向上に向けた研究をおこなっている．

 自然物をランドマークとする水中航法の研究2. 
教授 浦 環，助教（浦研）巻 俊宏，技術専門職員 坂巻 隆，准教授（東京海洋大学）近藤 逸人，

大学院学生 山田 卓慶，大学院学生 王 暁埼，大学院学生 水島 隼人

　水中ロボットによる熱水鉱床の発見などを目的として，海底面などから湧出するメタンガスなどの自然物を自律型
水中ロボットの自己位置確認のためのランドマークとして利用する水中航法を「Tri-Dog1」をプラットフォームとし
て研究開発している．「Tri-Dog1」は慣性航法装置を持たないため絶対位置を基準とした測位はできないが，プロファ
イリングソーナーにより音波を反射する鉛直棒状のランドマークを探索し，これを基準として高精度な相対測位を行
うことにより安定した測位が実現できる．当初，噴気を基準ランドマークとすることを検討したが，噴気は不定期な
自然現象のため位置特定が困難である．このため人工ランドマーク（反射材）を導入し，ロボットがランドマークの
種類（噴気と反射材）を自動識別できる画像アルゴリズムを開発した．そして，ロボットが発見したランドマークを
反射材（既知位置）と認識した場合には，それを基準とした相対測位をおこない，発見したランドマークを噴気（未
知位置）と認識した場合には，それに接近して観測をおこなうことができる航法を開発した．本航法は，琵琶湖安曇
川沖や鹿児島湾タギリ噴気帯においてその有効性が検証された．従来，海底噴気帯においては，海底の泡からの音の
反射が障害となり SSBLなどの音響測位が困難であったため，本航法導入による位置精度の向上が期待される．「Tri-
Dog1」は，複数の障害物センサを用いることで，高さ数 mの生物群集の存在する海底噴気帯においても 1～2mとい
う低高度で海底面を観測できる．2007年 3月の鹿児島湾タギリ噴気帯ハオリムシサイトでは，ロボットに搭載した
カメラを用いて海底面をマッピングし，ハオリムシサイトに棲息する熱水性生物であるサツマハオリムシ群の極めて
精度の高いモザイク画像を所得した．2007年 8月にハオリムシサイトで再度おこなわれた実験では，延べ 12回，29
時間に及ぶ全自動潜航を行い，3000平方メートルという非常に広範囲の海底面の画像マッピングに成功した．

 深海調査ロボットの研究開発3. 
教授 浦 環，技術専門職員 坂巻 隆，東京海洋大学・准教授 近藤 逸人，
協力研究員 小島 淳一，大学院学生 中谷 武志，準博士研究員 湯 蘇林

　大深度海底に沈没した船舶や航空機を簡便に探査できるロボットシステムを，海上技術安全研究所および民間の研
究機関と共同で開発している．ケーブルに拘束される ROVは複雑な形状を持つ観測対象物には適さないが，情報の
少ない未知の環境下においてロボットが全自動で行動するのは極めて困難である．そこで機能性を重視した小型軽量
システムを選択，音響通信を利用した遠隔操縦によりテレビカメラで観測をおこなう半自動プロトタイプロボット「 
Tam-Egg1」シリーズを開発研究した．その成果を踏まえて 2004年から実用機の開発研究に着手，2006年度に展開容
易なコンパクトサイズのハイブリット AUV/ROV「TUNA-SAND」が建造された．「TUNA-SAND」は深度 1,500m仕
様であり，高精度な慣性航法装置，潮流に対抗できる十分な推進力，ハンドリングとロバスト性を考慮したオープン
フレーム構造を備えている．航行型 AUVで観測した特定地点を詳細調査し画像撮影やサンプリングすることが期待
されており，実海域での初めての展開となる 2007年 8月の鹿児島湾若尊カルデラでの潜航調査では，光ファイバケー
ブルを装着して半自動モードにおいて，熱水噴出孔の探索とそのビデオ撮影をおこなった．さらに「TUNA-SAND」
は測距センサを複数備えており，慣性航法とテレインナビゲーション（地形照合航法）を組み合わせてロボットの位
置誤差を修正する新たな航法の開発を進めている．2008年 3月明神礁での海域展開においては，r2D4が潜航したベ
ヨネーズ海丘の白嶺鉱床（水深 800m）および明神礁カルデラの中央海丘（水深 900m）の特異点に潜航させ，海底
面の全自動観測に成功，テレインナビゲーションのためのデータを取得している．

 深海中層を浮遊する生物を自動捕獲するロボットの研究開発4. 
教授 浦 環，客員教授 高川 真一，助教（浦研）巻 俊宏，特任助教 Blair Thornton，

特任研究員 能勢 義昭，技術専門職員 坂巻 隆，大学院学生 船津 拓也

　深海中層を浮遊する小型のくらげのような生物を自動的に認識し捕獲することができる小型の自律型水中ロボット
の研究開発をおこなっている．大深度に向かう基礎技術を固めるため，1,000m深度までの海中へと潜航し，周囲を
浮遊する小型クラゲを自動認識し追跡・捕獲することをミッションとするテストベッドの設計と製作を進め，2007
年 2月に，「T-Pod」の基本ハードウェアが完成．実海域でのくらげの捕獲試験に向けて，水槽試験において 3次元制
御試験をおこなうとともに，クラゲの自動識別・捕獲アルゴリズム構築を進めている．
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 深海鉱物資源を高精度計測するための複数海中ロボットによる観測システムの基礎研究5. 
教授 浦 環，客員教授 高川 真一，助教（浦研）巻 俊宏，

特任助教 Blair Thornton，大学院学生 Mehul Maresh Sangekar

　複数自律型海中ロボットによる日本近海の 3,000m級深海底に存在する鉱物資源の広領域での高精度な賦存量観測
システムの構築のための基礎研究をおこなっている．母機となる AUVおよび計測センサを搭載して海底面直上を航
行し平坦な海底面では着地して観測およびサンプリングができる小型 AUVから構成される複数 AUVによる総合的
観測システムを目指している．今年度は，海底面近傍を航行する小型 AUVの基礎設計を進めている．

  Zero-G 型水中ロボットの開発 － IPACS: Integrated Power and Attitude Control System の開6. 
発－

教授 浦 環

　内部ジャイロアクチュエータ（CMG: Control Moment Gyro）を使うことでこれまでの AUVにない自由姿勢制御性
を獲得できる Zero-G型水中ロボットのテストベッドを開発，そ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，搭載するセンサを最小限にとどめる必要がある．そこ
で，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，化学電池や燃料電池を使用せずに任務を
遂行できるシステムを開発することを目指している．CMGのフライホィールに保存された運動エネルギーを電源と
して使うには，エネルギーを監視し，配分と消耗をリアルタイムに調整する必要がある．さらに，フライホィールの
減速による CMGのアクチュエータとしての効果の減少を計算し，自動的に制御法則を更新するなどロボットの行動
を変えるアルゴリズムを開発する必要がある．このようなアルゴリズを実現するための電気回路とエネルギー制御シ
ステムの開発を進めている．

 管内ビジュアル観測技術の研究7. 
教授 浦 環，特任助教 Blair Thornton，特任研究員 能勢 義昭，

大学院学生 Painumgal Viswambharan Unnikrishnan，大学院学生 Adrian Bodenmann

　水中ロボットの観測ターゲットを海底パイプラインのような狭小空間に限定，極限環境において管壁を効率的に観
測することができる新しいセンシング技術の開発研究を進めている．広角カメラと円錐状のレーザにより画像処理を
用いて管壁からの距離を測り，ロボットが管内の屈曲に沿って常に中心を通り，かつ管内壁の形状を観測することが
できるような，観測データと測位センサを融合させたシステムの開発を進めている．

 自律型海中ロボットを用いたマッコウクジラ観測システムに関する研究8. 
教授 浦 環，特任研究員 杉松 治美，技術専門職員 坂巻 隆，協力研究員 小島 淳一，

大学院学生 Suleman Mazhar，大学院学生 井上 知己，大学院学生 廣津 良

　鯨類の多くは鳴音と呼ばれる声を出す．ザトウクジラの雄の鳴音は複雑なフレーズを形成しており，マッコウクジ
ラの鳴音はクリック音と呼ばれており，それぞれ固有な特徴を有する．本研究においては，潜水中に 5kHz程度のク
リック音を出すマッコウクジラの音響特性に着目し，まったくパッシブな方法で音源を特定する小型音響装置を開発
し，これを AUVなどに装着して展開，鯨類の位置情報（方位，深度）などから個体を識別して，特定のクジラを追
跡できるような音響観測システムを開発している．2005年 9月の小笠原海域での AUVによるマッコウクジラの追跡
試験においては，マッコウクジラのいる海域で AUVを展開し，複数頭のクリック音を取得し，セミリアルタイム解
析による支援船上からマッコウクジラの位置推定をおこなった．現在は，精度の高い位置情報取得を目指して取得し
たマッコウクジラの方位ベクトルを基にしたクラス分けのアルゴリズムの再構築を進めている．今後は，新しいソフ
トをアレイに搭載しての検証試験が待たれる．

 小型歯クジラ類の自律的音響観測システムの開発研究と長期モニタリングによる生態の解明9. 
教授 浦 環，特任研究員 杉松 治美，技術専門職員 坂巻 隆，研究員 白崎 勇一，協力研究員 小島 淳一，

大学院学生 Suleman Mazhar，大学院学生 井上 知己，大学院学生 石川 啓，大学院学生 廣津 良，卒論生 藤井 翔

　絶滅の危機に瀕しているインドのガンジスカワイルカやカワゴンドウなど淡水性イルカ類に関して，最先端の音響
技術および通信技術を導入した長期観測を導入することで，その水中行動や生態の解明をおこなうことを目指して研
究開発をおこなうとともに，実際の観測を進めている．観測には，これら小型歯クジライルカの発する 10～180kHz
の高周波数帯のクリック音を水中に設置したアレイのハイドロフォンで録音し，各ハイドロフォンへの到達時間差を
計算することでその 3次元位置をセミリアルタイムで求めることができる自動音響観測装置を用いる．システムは，
６素子十字型アレイ等から構成される．特定の観測スポットに移動式水中プラットフォームを設置，その下に組み込
んだ６素子十字型アレイによりイルカのクリック音を録音，取得したイルカの 3次元位置データのうち２次元位置情
報については，モデム接続によるインターネット経由にて世界中にリアルタイムで転送される．これまで，カワゴン
ドウおよびガンジスカワイルカの調査をおこなっている．特に，ガンジスカワイルカについては，デリー近郊のナロー
ラ～カルナバス間に棲息するイルカのグループを対象として，2007年 2月より定期的定点観測をおこなってシステ
ムの改良を続け，2008年 11月からは，インドと共同して総合的音響観測システムによる長期リアルタイムモニタリ
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ングプログラム INCASTS (Indo-Nippon Collaboration on Acoustic Surveillance Technology for Susu)を開始，定点観測に
よる定量的計測データの蓄積とリアルタイムでのイルカの２次元位置情報の世界への発信をおこっている．

 飼育下にあるハンドウイルカの長期生態環境音響モニタリング10. 
教授 浦 環，特任研究員 杉松 治美，助教（同志社大学）飛龍 静志子，

協力研究員 小島 淳一，大学院学生 Suleman Mazhar

　広大な海や河川域に棲息する野生の鯨類の観測活動には多くの困難が伴い，クリック音などの音響データを継続的
に取得するのは容易ではない．鯨類の音響特性を理解しその水中行動の解明を進めていくためには，水族館など身近
な場所で飼育されているハンドウイルカなどの長期音響観測をおこない，取得したデータを解析してそれをリファレ
ンスとして野生の鯨類のデータ解析に用いるのが有効と思われる．また，長期音響モニタリングの実施により，従来
の単発的な観測では決して得ることのできない新たな生態の理解や，ソナーという特殊能力を有するイルカ類の飼育・
繁殖に関する生体情報の獲得が期待される．このため，同志社大学，KDDI研究所，伊豆三津シーパラダイスらと共
同で，三津シーパラダイスで飼育しているハンドウイルカの長期音響モニタリング実施に向けた基礎実験を開始した．

 音声によるザトウクジラの個体識別の研究11. 
教授 浦 環，大学院学生 Suleman Mazhar，大学院学生 廣津 良

　鯨類の多くは鳴音と呼ばれる声を出す．ザトウクジラの雄の鳴音は複雑なフレーズを形成しており，個体による変
化，海域による変化そして経年変化が存在するとされる．本研究においては，ザトウクジラの音声による個体識別を
進めている．2001年座間味沖で AUVが取得したデータに加えて，小笠原海域で録音された 1900年代～2003年 4月
までの音響データを用いて，ザトウクジラの個体識別のための音声解析をおこない，ベクトルの固有値を用いた鳴音
モデルを開発した．モデルのパラメータには既存の音響データを活用し最適化をおこない，これを最新の音響データ
サンプルでテストした結果，85％以上の確率で同一個体の識別に成功している．しかし，鳴音の経年変化への対応な
どの課題があるため，より精度の高い個体識別を目指して，ベクトルの固有値の分類をおこなうような新たな鳴音モ
デルの構築を進めている．今後は，個体識別の精度をあげて，海底設置型アレイシステムに自動識別ソフトウェア
を組み込み，ザトウクジラの長期モニタリングシステム構築を提案することを目指すとともに，本手法を他種の鯨類
の鳴音による識別へ応用することを検討している．

 海底位置・地形の高精度計測技術の開発12. 
教授 浅田 昭，教授 浦 環，助手 望月 将志，教授（ISEN-Toulon）Philippe Courmontagne，

技術専門職員（東大）吉田 善吾，学術支援専門職員（東大）山中 香織，
大学院学生（浅田研）Thomas Telandro，大学院学生（浅田研）河邉 直也

　海底資源開発に関して AUVをはじめとする海中ビークルの利用は不可欠なものになっている．この分野での海中
ビークル利用の第一の目的は，海底資源の埋蔵量推定の第一歩となる海底地形の精密調査である．ビークル直下を含
むフルスワス計測を実現する新しい音響計測システムの開発，またその位置精度を高めるための高精度測位技術の開
発を目指している．最終的な目標は，海中でのビークル位置精度が数 cm，海底地形の計測精度が数 cm，という音響
計測システムの開発を行うことである．

 海底ステーションを基地とする海中観測ロボットによる自動海底地殻変動観測手法の開発13. 
教授 浅田 昭，教授 浦 環，助手 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 佐藤 まりこ，（独）海洋研究開発機構 横引 貴史，
（独）海洋研究開発機構 岩瀬 良一，技術専門職員（東大）吉田 善吾

　測量船を観測海域に派遣して行われる従来の海底地殻変動観測からの脱却を目指し，AUVと海底ケーブルを利用
した新世代の海底地殻変動観測システムの開発に取り組んでいる．現行の測量船を用いた観測システムが内包する問
題点を打破し，長期にわたる観測を無理なく継続していくことができるシステムの開発を目指している．このプロジェ
クトも終盤に差しかかり，AUVを海上プラットフォームとする船上システムの開発はもちろんのこと，海底局につ
いても一応の完成をみている．本年度は海底局を実際に海底ケーブルに繋ぎ込むことにも成功しており，実機を使っ
て観測を繰り返し行うことで，その計測精度を評価する段階に入っている．

 海底地殻変動観測技術の高度化に関する研究14. 
教授 浅田 昭，助手 望月 将志

　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，
音響測距の問題及び海中音速構造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．
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 音響ビデオイメージによる魚類計数法の開発15. 
教授 浅田 昭，特任助教（浅田研）韓 軍

　養殖生簀内のマグロやブリの正確な数と体長を計測するため，養殖生簀間をトランスファーする通路付近に音響ビ
デオカメラを向けて設置し自動計測する実用プログラムを開発した．背景雑音となる網が波や流れなどにより揺れ，
また一匹の魚のエコーが分離されるなど尾数と体長の自動計測はかなり困難であった．揺れにより変動する背景雑音
を自動除去するとともに，分離されたエコーの主体部分をカルマンフィルターを使って自動追跡し，前後に分離した
幾つかのエコーが魚の一部であるか否かを分別し，一匹の全体長を正確に計測するプログラミング手法を開発し，評
価実験を行い実用性を実証した．

 合成開口音響海底イメージに基づく底質分類手法の開発16. 
教授 浅田 昭，大学院学生（浅田研）Thomas Telandro，

教授（ISEN-Toulon）Philippe Courmontague

　AUVで海底近くを航行し取得したインターフェロメトリ－ソーナーイメージに合成開口処理を行う手法は，最も
精度良く海底地形イメージを得ることの出来る手法である．この高精度イメージを画像処理の手法を用いてより明瞭
なものにするための手法開発，また，自動的に底質分類を行う手法開発を行っている．

 水中セキュリティソーナーシステムの開発研究17. 
教授 浅田 昭，協力研究員（浅田研）前田 文孝，教授（海上保安大）倉本 和興，

教授（海上保安大）倉重 吉範，（株）日立製作所

　H17～H19に科学技術振興調整費による受託研究として，水中からのテロに対応するセキュリティーソーナーシス
テムの開発を行ってきた．このプロジェクト終了後も，実用化に向け，専門知識無しにも利用することができるよう，
統合処理システムの開発を続けている．その甲斐あって，2008年 7月に開催された洞爺湖サミットの警備において，
本システムが実際に配備されるに至っている．

 音響ビデオカメラを用いた海中構造物劣化診断手法の開発18. 
教授 浅田 昭，技術専門職員（東大）吉田 善吾，（独）土木研究所 寒地土木研究所，国際航業（株）

　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っている．

 高速水中音響ネットワークシステムの開発19. 
教授 浅田 昭，特任助教（浅田研）韓 軍

　地殻変動観測ロボットを監視制御するため，ノート PC信号処理制御の PPP（Point to point protocol）による
100kbps水中音響 LAN試作器をほとんど手作りで独自に開発試作し，実用性能を達成した．この成果を基に，
600kbpsの近距離「高速水中音響ネットワークシステムの開発」を考案し科研費（基盤（B））に採択された．フィー
ドフォワードフィルタとフィードバックフィルタから成る自適応デジタル復調器を設計しマルチパスに対する補償効
果をシミュレーションで検証し，フィルタの最適アルゴリズムを選定した．初年度で 600kbpsの伝送レートを達成し，
実用化に向けて，キャリア周波数（3MHz）が高いため狭かったトランスジューサの指向幅（2°）を曲面素子を用い
て 30°に広げて，信号処理制御を DSPで行う小型システムの開発研究行っている．この水中音響 LAN技術は多くの
水中計測装置のデータ伝送や動作状態の監視制御への応用が期待される．

 クラゲ探知システムの開発20. 
教授 浅田 昭，特任助教（浅田研）韓 軍

　発電所などの冷却水取水口付近に大量のクラゲが集まることにより，冷却器の熱交換機能が大幅に低下したり，取
水口を詰まらせ取水停止，システムのダウンをもたらす事例が増えている．こうした問題に電子スキャン式 500kHz
と 1MHzのマルチビームソナーを製作し，クラゲの音響的特性を明らかにしながら，クラゲ集団接近警報システム
の開発を行っている．

 発電所取水口付着物厚み高精度計測21. 
教授 浅田 昭，特任助教（浅田研）韓 軍

　火力発電所では冷却水冷却器を用いて海水により冷却している．冷却水冷却器の細管導入部および細管内部は，使
用し続けることで付着生物や泥の付着により汚れてくる．細管の閉塞や熱交換率の低下を引き起こすため，定期的な
清掃が必要となっている．汚れ具合を知るためには，冷却器を停止して，マンホールを空けて内部を確認しなければ
ならない．自動的に内部の汚れ具合をモニターし，清掃などのタイミングを知ることが出来れば，運用が楽になる．
そこで，超音波を用いて発電所冷却水冷却器付着物厚み高精度自動測定システムを開発している．
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VI．研究および発表論文

 トルクバランスケーブルの捻れに関する研究22. 
客員教授 高川 真一

　海中や海底で正確な作業を行おうとすると，現状では人間が直接介在してロボットの操作をするのに勝るものは無
い．人間が直接海中ロボットに乗り込まない，遠隔操縦方式の場合はケーブルを介して操縦することになるが，この
長大なケーブルが出し入れの過程で次第に捻れ，強度メンバーが損傷する事故が頻発している．この捻れの発生原因
について検討の結果，ケーブルが滑車で曲げられることによって生ずるものであることが解明された．併せてその解
消策も求めることができ，実際の長大なケーブルに適用されている．本研究につき，共同で研究を進めた若手研究員
が母校の大学から学位が授与されている．

 セラミックを用いた海中ロボット用耐圧容器に関する研究23. 
客員教授 高川 真一

　深海用海中ロボットは現状ではその耐圧容器用材料として高強度・軽比重・耐腐食性をセールスポイントとするチ
タン合金が用いられることが多いが，それでももはや限界に来ていてこれ以上の軽量化＆小型化は困難になってきて
いる．これを打破するにはより高強度・軽比重の材料が必要である．この目的には，エンジニアリングセラミクスが
最適である．ただ，どうしても脆いという先入観から，まだ実用化に至っていない．本研究ではその実用化を目指し
て，まず貫通部のない球体や円筒耐圧容器を試作し，問題の無いことを確認した．この上で現在は耐圧貫通部を有す
る耐圧容器実現に向けて簡便な設計手法を検討している．目標水深は世界最深部マリアナ海溝チャレンジャー海淵の
11000mである．また併せて，嵩比重が 0.4を切る軽比重で水深 11000mに適用できる浮力材についても検討を進めて
いる．

 振動掘削法（Vibro － Corer）の開発研究24. 
客員教授 高川 真一

　地球深部探査船「ちきゅう」に代表される科学掘削において，地層の柱状試料を 100%回収することを目標として
いるが，現実にはかなり困難である．とりわけチョークとチャートが交互に積層している硬軟互層域は掘削ビットが
なかなか掘り進んでくれず，そのうちに孔が崩壊することがしばしばである．このことから，地球科学者からこのよ
うな場所でも簡単に試料採取ができる何らかの新しい手法の開発が待たれている．この 1候補として振動掘削法があ
るが，この方法は非常に簡単な機構にできる可能性があり，本格的な地層掘削はもちろん，最近話題の深海底鉱物資
源の深度方向分布量の把握にも簡便な手法として期待される．現在，その駆動機構とその打撃力についての検討を進
めている．

 深海底鉱物資源採集システムの技術的検討25. 
客員教授 高川 真一

　資源小国といわれる日本であるが周辺の深海底には非常に多くの鉱物資源が眠っていることが明らかになってきて
いる．しかしこれらの開発について日本として早急に体制を整えておかないと，諸外国の会社が根こそぎ採集していっ
てしまう恐れがある．このため，これらを早急に有効活用するためにその採集システムの開発に向けた技術的検討を
行っている．単に海底で行動する海中ロボットのみでなく，採集手法や採集量，海面への運搬手法，水上船舶上での
一次処理手法，環境対策も含めた形での検討である．

 能動型マイクロ波リモートセンシングによる海洋波浪計測システム開発26. 
准教授 林 昌奎

　マイクロ波の海面での散乱特性を用いて海洋波浪を計測するシステムの開発を行っている．海面から散乱するマイ
クロ波は，波浪によって生ずる海面付近水粒子の運動特性によって，周波数が変化する．その特性を解析することで，
波浪による水面付近水粒子の運動速度，即ち波浪の軌道速度と変動周期を得ることが出来，海洋波浪の波長及び波高
の情報を導出することが可能である．現在は，パルスドップラーレーダを用いた海洋波浪計測システムの開発と検証
を行っている．

 海洋ライザーのVIV 応答解析手法の開発27. 
准教授 林 昌奎，博士研究員（林研）金 裕徹

　海洋ライザーは比較的単純な構造物であるにもかかわらず，作用する流体外力，構造自体の応答特性も一般に非線
形である．また，外部流体および内部流体は，密度や流速さらには構造の変形に応じて複雑な力を構造に及ぼす．こ
れらの問題は，対象となる水深が深くなりライザーが長大になるに従い，強度が相対的に低下したり，ライザー自体
が相対的に柔軟になり動的挙動が顕著になることにより，強度設計，安全性確保の観点からより重要になる．そのた
め，これらの応答特性を正確に把握し，諸課題を解決することが大水深掘削システムを実現する上で重要となる．今
年度は，離散渦法と有限要素法による準 3次元海洋ライザー挙動推定を開発した．
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 氷海域における流出油拡散・移動シミュレーションモデル開発28. 
准教授 林 昌奎

　海氷が水面を覆う氷海域での流出油は，油が海氷の下に隠れるなどにより，その流出範囲の特定及び回収は非常に
困難である．氷海域での流出油は流氷と共に移動し，その範囲を広げる．回収は長い時間を要し，その間，周辺海域
の環境に及ぼす影響は計り知れない．海洋モデルとの連成を考慮した氷海域における流出油の中長期拡散・移動シミュ
レーションモデルの開発を行っている．

 エアクッション型浮体の応答低減効果に関する研究29. 
准教授 林 昌奎，教授（日大） 増田 光一，講師（日大）居駒 知樹

　超大型浮体と呼ばれる平面規模を有する浮体式構造物の弾性変形や波漂流力の低減を目的に，エアクッション型浮
体を提案し，線形ポテンシャル理論を基にした理論計算及び水槽実験によってその低減効果の確認を行っている．

マイクロメカトロニクス国際研究センター
 ナノバイオ研究拠点1. 

教授 藤田 博之，准教授 竹内 昌治

　竹内研究室と協力し，東京大学ナノバイオ・インテグレーション研究拠点に参加している．マイクロマシン技術を
生かし，生体分子を一分子レベルで評価する実験系を構築する研究を行っている．現在は，細胞の膜タンパクの働き
を測るためのチップや，DNA等の鎖状分子を捕獲して評価する分子ピンセットなどを研究中である．

 超微小チャンバーを利用した生体分子 1分子実験（継続）2. 
教授 藤田 博之，准教授 竹内 昌治，教授（大阪大）野地 博行，

博士研究員（キュリー研究所，フランス）新田 英之

　生体反応を超微小空間に閉じ込め，一分子レベル化学活性の超高感度検出を行い，その反応機構を明らかにする．

 半導体微細加工による並列協調型マイクロ運動システム（継続）3. 
教授 藤田 博之，助手 安宅 学

　半導体マイクロマシーニング技術の利点の一つである，「微細な運動機構を多数同時に作れる」という特徴を生か
して，多数のマイクロアクチュエータが協調してある役割を果たす，並列協調型マイクロ運動システムを提案した． 
アレイ状に並べた多数のアクチュエータでシリコン基板の小片を運ぶことができる．制御回路とアクチュエータを含
むモジュールを平面的に並べ，物体の形状による分別を行う機構の設計と制御法と制御アルゴリズムを開発した．流
体マイクロアクチュエータのアレイと光センサアレイを積層する方法を考案し，搬送動作を確認した．現在，2次元
の並進搬送と回転が可能なアクチュエータアレイに光センサアレイと FPGAコントローラを集積したシステムに関
する研究を行っている．

 マイクロアクチュエータの応用（継続）4. 
教授 藤田 博之，准教授 年吉 洋，技術専門職員（藤田（博）研）飯塚 哲彦，教授（静岡大）橋口 原，

協力研究員（宇宙航空研究開発機構・年吉研）三田 信，
Transducers Science and Technology Group MESA+Research Institute， 

University of Twente エディン サラジュリック

　VLSI製造用の種々の微細加工技術によって可能となった，微細な電極パターンや高品質の絶縁薄膜を利用して，
静電力や電磁力などで駆動する超小型アクチュエータを開発し，種々の応用デバイスを試作している．マイクロ光ス
キャナ，磁気ディスク型データ記録装置のヘッドスキュー補正用マイクロアクチュエータ，マイクロ機構によるデジ
タル信号入力アナログ変位出力デバイスなどを対象に研究を進めている．

 ナノ・ハンド・アイ・システム（継続）5. 
教授 藤田 博之，准教授 年吉 洋，教授（静岡大）橋口 原，

協力研究員（宇宙航空研究開発機構・年吉研）三田 信，特任研究員（藤田（博）研）石田 忠，
大学院学生（藤田（博）研）庄路 陽紀

　マイクロマシニング技術を用いて， 走査トンネル顕微鏡（STM）の探針とそれを動かすマイクロアクチュエータを
一体で製作している．断面の寸法が数十ナノメートルのナノ探針を安定して作製できるようになった．このマイクロ
STMを，電子位相検出方式の超高分解能透過電子顕微鏡（TEM）の試料室に入れ，トンネル電流の流れるギャップ
を直視観察する計画である．電界電子放出デバイスについて，電流電圧測定と針先形状観察を同時に行い，ある電圧
で針先が丸くなるとともに電流が急に減少する現象を見いだした．また，対向針を接触させ融着した後，伸張してナ
ノブリッジを形成し，その破断までを TEMで可視化観察した．
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 マイクロマシニング技術のバイオ工学への応用（継続）6. 
教授 藤田 博之，准教授 年吉 洋，教授（静岡大）橋口 原，講師（立命館大）横川 隆司，
博士研究員（藤田（博）研）久米村 百子，客員教授（藤田（博）研）ドミニク コラール，

博士研究員（藤田（博）研）クリストフ ヤマハタ，博士研究員（藤田（博）研）セリーヌ ボティエ，
大学院学生（藤田（博）研）メフメット チャータイ タルハン，博士研究員（Institut Curie，France）新田 英之

　バイオ工学のツールをマイクロマシニングで作る研究を行っている．特定のタンパクを認識する分子を固定した
パッチのアレイを作り，そこに細胞を選択的に吸着することができた．また，マイクロ構造内でニューロンを培養し，
人工的結合をさせることも試みている．チップ上に生体分子モータを固定し，その回転が温度により変化する様を一
分子レベルで観察した．また，リニア分子モータによりマイクロ構造をマイクロ・ナノ流路内で望みの方向に搬送で
きた．更に DNA分子などの長鎖分子を可動マイクロ構造で把持した．

 ブラウン運動で駆動するマイクロアクチュエータ（継続）7. 
教授 藤田 博之，教授（ワシントン大）カール ボリンジャー，

日本電気株式会社 エリスィン アルチンタシ

　水中の微小な物体に生ずるブラウン運動を，マイクロ流路内への機械的閉じ込めとその近傍に配置した電極で発生
する微弱な電界によって一方向に整流し，回転運動や並進運動を得るデバイスを研究している．理論解析と基礎実験
により，考案したデバイスが動作可能であること，搬送速度を最速にするパラメータを求められることを示した．

 大面積MEMS技術と整合する黒板型ディスプレイ（継続）8. 
教授 藤田 博之，准教授 年吉 洋

　本表示デバイスは，駆動電極付きスラブ光導波路，スペーサ，柔軟な導電性磁気フィルムを積層した構造であり，
新たな駆動方式（手動プルイン）で人手による書込みを実現し，永久磁石でフィルムを引き付けて部分的に消去可能，
駆動電圧の除去で全面消去可能である．簡単な構造のため，将来は印刷技術などを援用した大面積MEMS技術で安
価に製作できると期待される．

 細胞の外部刺激への応答計測センサ9. 
教授 藤田 博之，教授（東大）鷲津 正夫，教授（京都大）小寺 秀俊，

博士研究員（藤田（博）研）オリヴィエ デュクルー，大学院学生（藤田（博）研）Jung-Wook PARK，
博士研究員（藤井（輝）研）ナザレ ペレイラ ロドリゲス

　外部刺激に対する細胞の応答を，1細胞から少数細胞レベルでリアルタイム計測するための化学センサをMEMS
技術を応用して開発する．グルコース刺激に対する膵臓β細胞の応答測定を念頭に置き，カルシウムイオン濃度を測
る ISFET（イオン反応性電界効果トランジスタ），インシュリンの直接検出を目的とするマイクロ振動子センサと
SAW（表面弾性波）センサの三種類を研究している．

 ツリガネムシを利用した水中マイクロアクチュエータ10. 
教授 藤田 博之，大学院学生（藤田（博）研）永井 萌土

　ツリガネムシの持つ運動機構である，大きな収縮運動をする柄や，頭部にある繊毛などをMEMS用のマイクロア
クチュエータとして利用する研究を行っている．マイクロ流路内でのツリガネムシの培養，柄と繊毛の運動特性の測
定， MEMS構造との集積化方法などについて新たな知見を得た．

 高周波インピーダンス測定によるバイオ測定によるバイオセンサ11. 
教授 藤田 博之，外国人客員研究員（藤田（博）研）Katia GRENIER

　マイクロ流路とマイクロ波伝送回路をMEMS技術で組み合わせ，流路内の生体分子の濃度や細胞の活性を評価で
きるセンサを研究している．

 シリコンマイクロマシニングによる微小振動子の製作に関する研究12. 
教授 川勝 英樹

　100MHzレンジの高い周波数で振動するメカニカル共振器をシリコンマイクロマシニングで製作する方法を検討し
た．

 ナノメートルオーダの機械振動子による質量と場の計測13. 
教授 川勝 英樹

　サブミクロンの機械振動子を作製し，それを AFMの探針に用いて力や質量の検出を行う．現在，大きさ 2ミクロン，
バネ定数 10N/m程度，固有振動数 40MHz，Q値 8000のものを作製している．計測には，高真空用ヘテロダインレー
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ザドップラー振動計を組み込んだ AFMヘッドを用いた．

 原子分解能液中原子間力顕微鏡による水分子と水和の可視化14. 
教授 川勝 英樹

　MHz帯で作動する液中 AFMで，水分子や水和力の高分解能可視化を可能とした．

 UHV TEM AFM15. 
教授 川勝 英樹

　表記顕微鏡の同時撮像を実現する．TEMの機能を AFM試料台で確認した．

 Atom probe AFM16. 
教授 川勝 英樹

　AFM探針をエミッターとするアトムプローブを実現する．また，3次元ナノ構造物のエミッションによる振動計
測の基礎実験を行う．

 現場複合センサによる深海熱水プルームの空間マッピング観測17. 
客員教授 許 正憲，教授 藤井 輝夫，特任准教授 福場 辰洋，主任研究員（電中研）下島 公紀，
特任研究員 Christophe Provin，大学院学生（東大）前田 義明，大学院学生（東大）青木 優介，

大学院学生（東大）渥美 智裕，大学院学生（早稲田大学）平賀 雅隆

　従来の熱水プルーム観測手法では海水をサンプリングし，これらを船上または陸上に回収して分析を行うスポット
的な観測が通常である．本研究では，現場型センサの新規開発，無人機運動性能の向上を背景として，熱水プルーム
源の効率的探索，熱水プルーム挙動の空間的把握を目的に，複数の現場型センサを無人機に搭載した空間マッピング
観測の開発を行っている．

 マイクロ流体デバイスを用いた現場遺伝子解析システムの開発18. 
教授 藤井 輝夫，特任准教授 福場 辰洋，大学院学生（早稲田大学）平賀 雅隆

　海中あるいは海底面下に存在する微生物の性質を調べるためには，サンプリングした海水や海底泥を地上で分析す
るだけでなく，例えば現場での遺伝子の発現状態を把握することが重要である．本研究では，マイクロ流体デバイス
による分析技術を応用して，海底大深度掘削孔内や自律海中ロボットなどの移動プラットフォームに搭載可能な小型
の現場微生物分析システムの実現を目指している．

 微小スケール反応・分析システムに関する基礎研究19. 
教授 藤井 輝夫，特任准教授 福場 辰洋，助教（藤井（輝）研）山本 貴富喜，

助教（藤井（輝）研）野島 高彦，技術専門員 瀬川 茂樹，特任研究員 金田 祥平，
外国人客員研究員 Dominique Fourmy，外国人客員研究員 Yannick Rondelez，

大学院学生（東大）茂木 克雄，大学院学生（東大）Soo Hyeon Kim

　マイクロファブリケーションによって製作した微小な容器や流路内を化学反応や分析に利用すると，試薬量や廃棄
物の量が低減できるだけでなく，従来の方法に比べて高速かつ高分解能の処理が可能となる．本研究では，そうした
処理を実現する反応分析用マイクロ流体デバイスの製作方法の基礎研究を行うと同時に，微小空間に特有の物理化学
現象について基礎的な検討を行っている．

 マイクロ流体デバイスを用いたDNAナノ構造の構築20. 
教授 藤井 輝夫，准教授（東工大）村田 智，大学院学生（東工大）木村 良範，

特任研究員 金田 祥平，助教（藤井（輝）研）野島 高彦

　本研究では，これまでに試験管等を用いて行われてきた DNAナノ構造の構築操作をマイクロ流体デバイス上で実
現することによって，従来は行えなかった高度で多様なアセンブリを可能とすることを目指す．

 マイクロ流体デバイスを用いた現場化学分析システムに関する研究21. 
教授 藤井 輝夫，特任研究員 Christophe Provin，特任准教授 福場 辰洋，

大学院学生（東大）渥美 智裕，准教授（高知大）岡村 慶

　海水の微量金属イオン濃度を現場で計測することは，深海の熱水活動を把握する上できわめて重要である．本研究
では，マイクロ流体デバイス技術を用いて，そのような計測を実現し，従来のシステムに比べて小型かつ多項目の計
測が可能なシステムの実現を目指している．具体的には，マンガンイオンをマイクロ流体デバイス上で化学発光によっ
て分析する方法について検討を進めている．
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 電界効果トランジスタを用いた現場型 pHセンサの特性に関する研究22. 
教授 藤井 輝夫，客員教授 許 正憲，特任准教授 福場 辰洋，

主任研究員（電中研）下島 公紀，教授（EPFL）Nico de Rooij

　海水の pHを現場で計測可能なセンサを用いれば，深海から噴出する熱水プルームの構造や海洋隔離された CO2の
拡散状況などを把握する上できわめて有用なデータが得られる．本研究では電界効果トランジスタ（ISFET）を用い
た現場型 pHセンサについて，深海における性能を評価する目的で，その温度と圧力に対する特性変化を詳細に調べ
るとともに，計測する現場で校正が行えるようなシステム開発を進めている．

 マイクロ流体デバイスを用いた生物現存量計測法に関する研究23. 
教授 藤井 輝夫，特任准教授 福場 辰洋，大学院学生（東大）青木 優介

　海水中の生物現存量を計測することは，その海域における微生物等の活動を知る上で，きわめて重要な作業である．
本研究では，マイクロ流体デバイス中で，ホタルルシフェラーゼによる発光反応を行うことによって，海水中の ATP
濃度を測定し，その結果に基づいて生物現存量を調べる方法について検討を行っている．

 培養細胞及び組織の動的計測のための集積化マイクロ流体システムの研究開発24. 
教授 藤井 輝夫，教授 酒井 康行，特任研究員 Nazare Pereira-Rodrigues，

特任研究員 木村 啓志，大学院学生（東大）庄野 裕基

　これまでの研究によって，マイクロ流体デバイスにおいて細胞や組織の培養が良好に行えることは明らかになりつ
つあるが，実際にデバイス内部の環境や細胞の状態について，動的な変化を追って計測を行うためには，各種センサ
類ならびに送液系を集積化した「マイクロ流体システム」を実現する必要がある．本研究では，電気化学センサやイ
ンピーダンス計測等，培養細胞の電気的な計測を行うための電極構造と送液機構とをチップ上に集積化したシステム
の開発を進めている．

 流体素子の集積化に関する研究25. 
教授 藤井 輝夫，特任研究員 木下 晴之，大学院学生（東大）櫻田 祐貴

　マイクロ流体デバイスは，流体を扱う流路や反応容器などのサイズは微小であるものの，実際に流体を操作する際
には，外部に大きなサイズのポンプやバルブなどを用意しなければならない．本研究は，ポンプ，バルブ，流速セン
サなどの流体制御に必要な素子をマイクロ流体デバイス上に集積化する方法について検討を進め，その応用範囲の拡
大を図ろうとするものである．

 マイクロシステム・エンジニアリング26. 
特任教授 ボスブフ アラン

　Research topics:- High Q mechanical resonators- Wafer-level packaging technologies- Development of measurements systems 
for MEMS， NEMS and packaging

 機能性自己組織化単分子膜を用いたマイクロ・ナノコンタクトプリンティング27. 
准教授 金 範埈

　最近，サブマイクロメータースケールでのパターニングは，マイクロ電子回路，デジタル記憶媒体，集積化マイク
ロ・ナノシステム，バイオ・有機材料デバイス等の数多くの応用にとって重要である．本研究では，自己組織化単分
子膜（Self-assembled Monolayer: SAM）を用いて容易にサブマイクロメータースケールのパターニングを行うため，
新規ナノコンタクトプリンティング法を開発する．

 生体分子と熱とのメカニズムを単分子レベルにて観察するナノデバイスの製作28. 
准教授 金 範埈

　本研究の目的は，様々な生体分子，特に生体機能分子であるタンパク質を対象に単分子レベルでその温度条件によ
る反応および分子間相互作用を調べ，分子の構造や反応機構，ダイナミクスを明らかにすることを目指して，その新
しい手法として単分子の熱力学的反応計測用センサーおよび温度可変ソースとしての“シリコン・金属ナノワイヤー
のヒーター”を製作，評価する研究である．

 ナノスケール微細流路の制作及びDNA分子の特性研究への応用29. 
准教授 金 範埈

　最近マイクロ・ナノスケールのデバイスを利用して，各種バイオ分子を単一分子レベルで観察する研究が活発に盛
んでいる．ナノスケールのチャネルは，線形生体分子，例えば，DNAなどの挙動分析と将来のもっと迅速な DNA
の塩基序列分析で活用されるデバイスとして注目を浴びている．ナノサイズのチャネルを容易に具現する方法を提示
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して，製作されたチャネルデバイスを用いて単一分子レベルで示す DNA分子の挙動特性について研究を行う．

 単一細胞のエレクトロポレーション用マイクロチップの開発と分析30. 
准教授 金 範埈

　半導体微細加工技術を用いて，細胞質の中に DNA，その他の分子を入れる高効率エレクトロポレーション（電気
穿孔法）マイクロチップを開発する．マイクロチャンネルとツインカンチレバー形状の電極アレーを融合した流体デ
バイスを製作し，細胞の操作と捕捉手法を確立させたマイクロチップを実現する．

 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31. 
准教授 年吉 洋，技術職員 高橋 巧也，助手（理学系研究科天文センター）本原 顕太郎，

准教授（理学系研究科天文センター）小林 尚人，教授 藤田 博之

　宇宙の起源を探索する天文物理学には，極めて多数の遠方銀河の分布を赤方変位によって天体観測する必要がある．
従来の赤外線天体分光用の天体望遠鏡には，銀河の分布に合わせて光学スリットを形成した金属板（マルチスリット）
が用いられており，これにより，いちどの観測で数十個の銀河団からの光スペクトル解析を行っていた．ところがこ
の方法ではスリットを交換してから観測を開始するまでに時間を要するため，時間効率の良い観測計画が立てられな
かった．そこで，MEMS技術を応用して静電駆動型のシャッタアレイを製作し，状態可変のマルチスリットとして
用いる方法を検討した．

 シリコンマイクロビームの座屈構造によるメモリ素子32. 
准教授 年吉 洋，CNRS Benoit CHARLOT，京都大学 山下 清隆，教授 藤田 博之

　情報の 1／0のビットを電子の多寡で記憶する DRAM素子は，宇宙線の照射によって状態が書き換わることがある．
これを回避するために，DRAM素子程度に小さく，かつ，状態書き換えに比較的大きな物理的な障壁エネルギーを
要するマイクロ／ナノメカニカル型のメモリ素子を検討した．具体的には，電子ビームリソグラフィーとシリコンエッ
チング技術により幅数十ナノメートル，長さ数ミクロン程度の両持ち梁を形成し，梁内部の残留応力による座屈を状
態の 1／0とする方式である．静電的に座屈状態が書き換えられることを確認した．なお，本研究はフランス国立科
学研究センターCNRSとの国際共同ラボ LIMMSのプロジェクトの一環として行った．

 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33. 
准教授 年吉 洋，日本無線 高野 忠，JAXA教授 川崎 繁男，日本無線株式会社 須田 保，

大学院学生 山根 大輔，京都大学 山下 清隆，産学官連携研究員 Winston SUN，
産学官連携研究員（京都大学）清田 春信，教授 藤田 博之

　周波数 5.8GHzから 20GHz帯用の高利得アクティブ・フェーズドアレイアンテナを低コストで実現する方法を，総
務省からの受託研究として，宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究本部（研究代表組織），京都大学生存圏研究所，
日本無線株式会社と共同で行った．特に東大生産研の当グループでは，MEMS技術を用いて金属接点型のマイクロ
波スイッチを小型化する方法を検討し，これにより，小型，低コストのマイクロ波移相器（フェーズシフター）を実
現することが担当である．これまでに，シリコンバルクマイクロマシニング技術によって，マイクロ波導波路への金
属接点を開閉する機構を静電アクチュエータとして実現した．

 高電圧CMOS駆動回路とSOI － MEMSアクチュエータのモノリシック集積化に関する研究34. 
准教授 年吉 洋，東京大学特別研究員 高橋 一浩，教授 藤田 博之，東芝研究開発センター 鈴木 和拓，

東芝研究開発センター 舟木 英之，東芝研究開発センター 板谷 和彦

　耐圧 40Vの CMOS駆動回路チップ上に，シリコン・バルクマイクロマシニング技術によりマイクロアクチュエー
タを追加工し，モノリシックで集積化MEMSを実現するデバイス設計法，製作法について検討した．カットオフ周
波数 2MHzのレベルシフタ（デジタルスイッチ）8チャンネルや，5V駆動のデマルチプレクサ，ラッチ，D／A変換
器をあらかじめ SOI基板上に作り込んでおき，必要に応じてメタル配線を設計して回路を構成し，追加工する
MEMSアクチュエータと電気的に接続する方法を重点的に開発した．なお，本研究は NEDOの「高集積・複合
MEMS製造技術に関する研究」（研究代表機関東芝研究開発センター）との共同研究として行った．

 VLSI 技術によるMEMS駆動システム35. 
准教授 年吉 洋，大学院学生 Yuheon YI，大学院学生 中田 宗樹，教授 藤田 博之

　直流電源を供給するだけで，共振周波数において自励発振を開始するMEMS光スキャナの駆動回路を VLSIチッ
プ上に製作した．東京大学大規模集積システム設計教育研究センター（VDEC）が主催する VLSIのマルチチップサー
ビスにより，0.35µmの駆動回路（静電容量検出回路，電圧制御発振回路，位相比較器ほか）を形成し，その上にニッ
ケルのメッキによって機械的に励振可能な構造（MEMS光スキャナ）を構成する．超小型血管内視鏡用の光スキャ
ナへの応用を目指している．なお，本研究は財団法人神奈川科学技術アカデミーの「光メカトロニクス」プロジェク
トとの共同研究（2005～2008）として行い，現在は同財団からの成果展開研究として実施中である．
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 ロール・ツー・ロール印刷技術による大面積MEMS画像ディスプレィの開発36. 
准教授 年吉 洋，大学院学生 Chengyao LO，教授 藤田 博之，VTT Finland H. K. Kopola，

VTT Finland A. Maaninen，VTT Finland J. T. Hast，VTT Finland O. H. Huttunen

　厚さ 16ミクロンから 100ミクロン程度のプラスチックフィルム（PENフィルム，ポリエチレンナフタレート）を，
エンボス加工，スクリーン印刷，グラビア印刷などの一連のロール印刷技術によって加工し，静電的に駆動可能なファ
ブリ・ペロ光干渉計のアレイを製作した．これにより，透過型の可変カラーフィルタを製作し，それを画像ディスプ
レィや電子ペーパーに応用する技術を開発中である．本研究は，平成 18年度～19年度の NEDO産業技術研究助成事
業（インターナショナル部門）として，フィンランド VTTエレクトロニクスと共同で行ったものであり，現在はフィ
ンランド科学研究庁（TEKES）の支援を受けて実施中である．

 光駆動型MEMSスキャナの医療内視鏡応用に関する研究37. 
准教授 年吉 洋，大学院学生 中田 宗樹，教授 藤田 博之，サンテック株式会社 諫本 圭史，

サンテック株式会社 両澤 敦，サンテック株式会社 鄭 昌鎬

　体内の，特に，血管の内壁の断面構造を観察するための医療用内視鏡に搭載するMEMS光スキャナをシリコンマ
イクロマシニング技術を用いて製作した．この内視鏡ミラーの駆動には外部からの電圧印加を必要とせず，光ファイ
バによる光伝送でエネルギーを供給する手法を採用した．これにより，体内での漏電，感電や，他の医療機器との電
磁波干渉の無い内視鏡システムを構築することが目的である．光ファイバによって体外に導出した光信号は，OCT
光学系（光断層計測）によって解析し，断面画像として観察することができる．なお，本研究は財団法人神奈川科学
技術アカデミーの「光メカトロニクス」プロジェクトの成果展開研究，および，サンテック株式会社との共同研究と
して行った．

 液中でのレーザ励起プラズマによる 3次元カラー画像表示器38. 
准教授 年吉 洋，大学院学生 大平 康隆

　波長 1.06µmの短パルス YAGレーザ光を水溶液中に集光すると，光の電界によって水分子がプラズマ化して発光
するレーザブレイクダウン現象が知られている．この現象で発生したプラズマを点光源として，それを光スキャナ，
レンズスキャナで 3次元高速走査することにより点列の画像を表示する 3次元ディスプレィを試作した．また，この
水溶液ビーカーを，液晶カラーフィルタを通して観察することにより，点光源をカラー可視化できることを確認した．
さらに YAGレーザーの高出力光を走査するための光スキャナとして，誘電体多層膜ミラーを堆積したキューブ状の
ミラーを，MEMS静電駆動機構上にハイブリッド実装する手法を開発した．なお，本研究は財団法人神奈川科学技
術アカデミーの「光メカトロニクス」プロジェクトの成果展開研究として実施中である．

  MEMS静電マイクロステージと誘電体多層膜ミラーキューブとのハイブリッド実装による波長39. 
フィルタ

准教授 年吉 洋，山一電機株式会社 山野井 俊雄，光伸工学工業株式会社 遠藤 尚

　石英ガラス基板上に堆積した誘電体多層膜による高反射率のミラー板を，ダイシングによって 1ミリ角のキューブ
に切り出し，2個を対にしてMEMS静電ステージ上に実装することで，ミラー間隔を電気機械的に制御できるファ
ブリ・ペロ光干渉計を製作した．このデバイスは，光ファイバ通信用の波長帯で波長バンドパス・フィルタとして機
能する．なお，本研究は山一電機株式会社および光伸光学工業株式会社との共同研究として行った．

 光 MEMSディスプレィに関する研究40. 
准教授 年吉 洋，スタンレー電気株式会社 谷 雅直，スタンレー電気株式会社 赤松 雅洋，

スタンレー電気株式会社 安田 喜昭

　PZT圧電薄膜をシリコン基板上に形成し，それによって駆動可能な 2次元マイクロ光スキャナを開発した．このミ
ラーによってレーザ光を反射し，VGAクラスのカラー動画像を投影可能であることを示した．なお，本研究はスタ
ンレー電気株式会社との共同研究として行った．

 RF － MEMSスイッチ41. 
准教授 年吉 洋，ヒロセ電機株式会社 飛田 浩平

　携帯電話の性能を確認する高周波計測機器などに数多く用いられている高周波リレースイッチを低コスト化，低損
失化することを目的として，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波スイッチをヒロセ電
機株式会社と共同研究開発した．

 MEMSとメタマテリアル高周波導波路の融合42. 
准教授 年吉 洋，大学院学生 張 鋭，外国人客員研究員 DUBUC David，大学院学生 山根 大輔

　LC分布定数マイクロストリップライン型のメタマテリアル導波路構造と，その導波路近傍の誘導率を機械的に制



233

2．研究部・センターの各研究室における研究

御するためのMEMS機構を集積化した波長可変型のマイクロ波フィルタを設計した．また，マイクロマシニング技
術を用いて原理検証用のデバイスを製作した．本研究は，フランス国立科学研究センターCNRSとの国際共同運営ラ
ボ LIMMSプロジェクトの一環として実施中である．

 神経形態学的スマートMEMSデバイスの開発43. 
准教授 河野 崇，教授 藤田 博之

　生体システムにおいては，アクチュエータは自身の状態を知るためのセンサを内蔵し，局所的神経回路網によって
フィードバックループを形成している．これにより，アクチュエータ自身のゆらぎや個体差を吸収し，中枢から制御
しやすいデバイスとなっている．MEMSアクチュエータデバイスにセンサを内蔵し，シリコンニューラルネットワー
ク回路を内蔵することにより，生体と同様の優れたMEMSアクチュエータデバイスを実現する．

 8 インチ対応中性粒子ビーム源および中性粒子ビーム測定方法の開発44. 
特任講師 久保田 智広

都市基盤安全工学国際研究センター（ICUS）
 大規模災害に対する防災対策の研究1. 

名誉教授 魚本 健人，教授 目黒 公郎，研究員 天野 玲子，准教授 大原 美保，二木 重博，
今村 遼平，三富 創，加藤 康広，深沢 哲也，山崎 淳，高橋 郁夫，平間 敏彦，田中 芳行，

松本 由美子，高田 励，貫井 泰，福島 誠一郎，山田 哲也

　地震や台風などの自然災害は都市基盤の安全性を脅かす驚異の一つである．このような大災害に対する減災の観点
から，災害のシミュレーション等に活用可能なデータベースの構築に向けた検討，都市における住宅の耐震補強促進
のためのビジネスモデルの作成と検証を行っている．

 災害の現地調査2. 
教授 目黒 公郎，准教授 大原 美保，特任助教 Paola Mayorca，博士研究員 Navaratnarajah Sathiparan

　地震や洪水などの自然災害，大規模な事故などが発生した場合，国内，国外を問わず，現地調査を行っている．最
近では，以下のような調査を行い，災害の様子を記録するとともにその影響を分析している．最近では，（1）インド・
パキスタン国境カシミール地震被害調査被害と復旧復興（2005，2006），(2)新潟県中越沖地震（2007），（3）宮城・
岩手内陸地震（2008），（4）中国・四川地震被害地調査（2009）などの調査を実施している．

 地震災害環境のユニバーサルシミュレータの開発3. 
教授 目黒 公郎

　本研究の目的は「自分の日常生活を軸として」，地震発生時から，時間の経過に伴って，自分の周辺に起こる出来
事を具体的にイメージできる能力を身につけるためのツールの開発と環境の整備である．最終的には，地震までの時
間が与えられた場合に，何をどうすれば被害の最小化が図られるかが個人ベースで認識される．地震災害に関係する
物理現象から社会現象にいたるまでの一連の現象をコンピュータシミュレーションすることをめざしている．前者の
物理現象編は，AEMや DEMなどの構造数値解析手法と避難シミュレーションを中心的なツールとして，後半の社
会現象編は，災害イマジネーションツール (目黒メソッド）や次世代型防災マニュアルを主なツールとしている．

 構造物の地震時崩壊過程のシミュレーション解析4. 
教授 目黒 公郎，特任助教 Paola Mayorca，博士研究員 Navaratnarajah Sathiparan

　本研究は地震による人的被害を軽減するために，地震時の構造物の破壊挙動を忠実に（時間的・空間的な広がりを
考慮して）再現するシミュレーション手法の研究を進めている．すなわち，破壊前の状態から徐々に破壊が進行し，
やがて完全に崩壊してしまうまでの過程を統一的に解析できる手法を開発し，様々な媒質や構造物の破壊解析を行っ
ている．そして解析結果と実際の地震被害の比較による被害発生の原因究明と，コンピュータアニメーションによる
地震被害の再現を試みている．

 防災拠点病院の防災マニュアルの策定に関する研究5. 
教授 目黒 公郎，准教授 大原 美保

　東京大学は地域の広域避難場所に指定され，その中にある東大病院は防災拠点病院に指定されている．このような
特徴を持つ東大病院の地震時の防災拠点としてのあり方と防災対応マニュアルに関する研究を行っている．
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 地域特性と時間的要因を考慮した停電の都市生活への影響波及に関する研究6. 
教授 目黒 公郎

　近年，都市生活の電力への依存が高まる一方で，自然災害や事故などの様々な原因による停電被害が発生し，都市
機能に大きな影響を及ぼしている．停電の影響は，電力供給システムの構造から，配電所の供給エリアを単位として
相互に影響し合い，しかもエリアごとの「電力需要状況・住民特性・産業構成などの地域特性」「停電の原因となる
災害の規模」「停電発生時刻や継続時間などの停電特性」等によって，大きく変化する．そこで本研究では，配電所
の供給エリアを単位とした地域特性と，停電の発生時刻・継続時間を考慮した都市生活への停電の影響評価法の研究
を進めている．今年度は，地理情報システムを用いて，東京 23区の 314箇所の配電用変電所の電力需要と地域特性
のデータベースの構築とその分析を行い，供給エリア内の大口需要家の影響を含めた考慮した地域特性と，停電の発
生時刻・継続時間を考慮した停電の影響評価モデルの構築を進めている．

  電力供給量の変動を用いた，災害前，災害直後，復旧・復興時の地域特性のモニタリング手法の7. 
研究

教授 目黒 公郎

　電力は保存が困難であるため，供給量と消費量が一致するという性質がある．このため，電力供給量は消費者であ
る地域の人々の活動状況をリアルタイムに反映する．一方，災害時の人々の活動は災害状況の影響を強く受けるので，
発災後の電力供給量は被害状況を強く反映したものとなる．故に電力供給量の変動を適切に評価することで，災害状
況が把握できる可能性が高い．本研究は電力供給量情報を用いて，日常の地域特性を把握するとともに，地震などの
災害発生時には，地域ごとに時々刻々と変化する被害の状況や地域の復旧・復興を適切に評価するものである．これ
は地震災害のみならず，水害等にも活用できるものである．

 実効力のある次世代型防災マニュアルの開発に関する研究8. 
教授 目黒 公郎，大学院学生 蛭間 芳樹，顧問研究員 林 省吾

　本研究は地域や組織の防災ポテンシャルを具体的に向上させる機能を持つマニュアルを開発するものである．具体
的には， 現状のマニュアルの性能分析機能，目的別ユーザ別編集機能，当事者マニュアル作成支援機能などを有した
マニュアルである．このマニュアルによって，災害発生以前に地域や組織が有する潜在的危険性の洗い出し，その回
避法，事前対策の効果の評価などが可能となる．このコンセプトを用いた防災マニュアルの開発を政府や自治体，ラ
イフライン会社や大学などを対象に進めている．

 総合的な防災力の向上に資する情報マネジメントの研究9. 
教授 目黒 公郎，大学院学生（目黒研）蛭間 芳樹

　効果的な防災対策の構築と実施において，災害関連情報のマネジメントの重要性は非常に高い．すなわち，「どん
な情報を，いつ，だれが，どのように集めて，管理するのか．またそれらの情報は，いつ，誰が，どのような目的で
利用するのか，求められる制度はどの程度か」などの検討と，その結果に基づいた災害情報システムの構築，データ
マネジメントのあり方を研究している．

 組積造構造物の経済性を考慮した効果的補強手法の開発10. 
教授 目黒 公郎，特任助教 Paola Mayorca，

博士研究員　Navaratnarajah Sathiparan，大学院学生 藤枝 拓海

　世界の地震被害による犠牲者の多くは，耐震性の低い組積造構造物の崩壊によって生じている．本研究の目的は，
耐震性の低い既存の組積造構造物を，それぞれの地域が持つ技術と材料を用いて，しかも安く耐震化できる手法を開
発することである．防災の問題では，「先進国の材料と技術を使って補強すれば大丈夫」と言ったところで何ら問題
解決にはならないためだ．一つの目的は，上記のような工法や補強法を講じた構造物とそうでない構造物の地震時の
被害の差を分かりやすく示すシミュレータの開発であり，建物の耐震化の重要性を一般の人々に分かりやすく理解し
てもらうための環境を整備するためのものである．

 組積造建物の耐震補強を推進する制度設計に関する研究11. 
教授 目黒 公郎

　目黒研究室では，途上国の耐震性の低い組積造建物の耐震補強を，安く簡単な方法で補強する技術の研究を行って
いる．PPバンドメッシュを用いた耐震補強法がその技術であり，世界中で入手可能な安い材料（家一軒の耐震補強
用の材料費は 30～50米ドル程度）と，誰でも施工できる簡単な工法である．しかし世界の途上国に目を向ければ，
30～50米ドル程度であっても支払いが困難な人々は少なくない．そこで，金銭的に余裕のない途上国でも耐震改修
が推進する新しい社会制度の研究を実施している．具体的には，「2段階インセンティブ制度」，「マイクロ地震保険
を用いた耐震改修促進制度」などであるが，これらの制度では，住民，行政，保険機関，施工業者など，耐震改修を
取り巻く関係者の全てに得が生じる仕組みを提案している．
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 既存不適格構造物の耐震改修を推進させる制度／システムの研究12. 
教授 目黒 公郎，准教授 大原 美保，顧問研究員 林 省吾，研究員 天野 玲子

　我が国の地震防災上の最重要課題は，膨大な数の既存不適格構造物の耐震補強（改修）対策が一向に進展していな
いことである．既存不適格建物とは，最新の耐震基準で設計 /建設されていない耐震性に劣る建物であり，これらが
地震発生時に甚大な被害を受け，多くの人的・物的被害を生じさせるとともに，その後の様々な 2次的，間接的な被
害の本質的な原因になる．このような重要課題が解決されない大きな理由は，震補強法としての技術的な問題と言う
よりは，市民の耐震改修の重要性の認識度の低さと，耐震補強を進めるインセンティブを持ってもらう仕組みがない
ことによる．本研究は，行政と市民の両者の視点から見て耐震補強をすることが有利な制度，実効性の高い制度を提
案するものである．

 途上国の地震危険度評価手法の開発13. 
教授 目黒 公郎，准教授 大原 美保，特任助教 Paola Mayorca

　世界の地震被害による犠牲者の多くは，途上国に集中している．この大きな原因の 1つに，政府や中央省庁の高官
達をはじめとして，多くの人々が地域の地震危険度を十分に把握していないことが挙げられる．この研究は，そのよ
うな問題を解決するために，簡便な方法で対象地域の地震危険度，予想される被害状況，経済的なインパクトなどを
評価する手法を構築するものである．イランやトルコ，ミャンマーやバングラデシュなどを対象として，研究を進め
ている．

 地方自治体の公共施設の耐震性促進に関する研究14. 
教授 目黒 公郎，准教授 大原 美保，特任助教 Paola Mayorca

　地方自治体の公共施設の耐震性を促進するために，地震工学や耐震工学の専門家ではない一般の行政職員でも，自
分の自治体の公共建物の耐震性を把握し，適切な耐震補強を実施できる体制を支援する環境整備に関する研究を研究
を進めている．

 地球環境変動下における植生変化とその影響評価15. 
教授 沢田 治雄，講師 竹内 渉，助教（沢田（治）研）遠藤 貴宏

　地球規模の環境変化は森林をはじめとする植生の生育に影響を及ぼすが，一方で大規模な森林減少は温暖化を加速
するレベルにある．そのような環境下にある植生の状況を，高頻度観測衛星や高分解能衛星，航空写真，ライダーな
どのリモートセンシングデータと，植生調査，フラックス観測データなどを利用して，時間的・空間的に的確にとら
え，植生管理に活用する実用的手法を開発している．

 メコン流域における水環境の変動16. 
教授 沢田 治雄，チーム長（森林総合研究所）荒木 誠

　メコン河は中国，ラオス，ミャンマー，タイ，カンボジア，ベトナムを流れる国際河川であり，地域住民や都市開
発にとって，その水管理は重要な問題となっている．特に保水能力の高い森林の機能維持が求められるが，科学的な
森林情報は極めて少なく，データ空白域となっている．そこで，フラックスタワーや NOAA衛星，SPOT衛星，ラ
ンドサット衛星などの地球観測データを利用して，20年間の水環境の年変動とその季節変化を明らかにする．

 ロシアの森林における炭素固定量推定17. 
教授 沢田 治雄，室長（森林総合研究所）松浦 陽次郎

　ロシアは地球温暖化の影響を受けやすい地帯と言われているが，全世界の約 2割の森林が存在し，土壌を含めた炭
素蓄積量は極めて大きいと予想される．しかし，その実態に関する調査情報は極めて乏しい．そこで，現地での森林
調査と人工衛星 NOAAの植生指数データおよび表層温度データなどを利用した広域調査によって，ロシア全域の森
林における炭素固定量を推定する研究を行っている．

 社会基盤施設のライフサイクルマネジメントに関する研究18. 
客員教授 横田 弘

 火災を受けたセメント系材料の損傷と回復機構の解明19. 
准教授 加藤 佳孝，大学院学生（加藤（佳）研）マイケルヘンリーワード，

研究実習生（加藤（佳）研）鈴木 将充

　コンクリート構造物の高強度化に伴い，火災時のかぶりコンクリートの爆裂が重要な問題となっている．本研究で
は，爆裂を逃れたセメント系材料の，火災後の力学性能および耐久性能の損傷と回復機構の解明を行い，性能回復促
進技術の開発を目指す．



236

VI．研究および発表論文

 被災した構造物の安全簡易迅速復旧工法の開発20. 
准教授 加藤 佳孝，研究実習生（加藤（佳）研）鈴木 将充，研究実習生（加藤（佳）研）山崎 孝史

　地震や台風などにより損傷した高架橋などのコンクリート構造物で短期的に耐荷力に著しい影響のないものと判定
された構造物を対象とし，これを迅速に，簡易に，安全に対応可能な災害損傷構造物の復旧工法の開発を目指す．

 ひび割れが鉄筋コンクリートの耐久性に及ぼす影響21. 
准教授 加藤 佳孝，技術専門員（加藤（佳）研）西村 次男，研究実習生（加藤（佳）研）小林 良輔

　ひび割れの存在が鉄筋コンクリートの耐久性に及ぼす影響を実験的に解明する．

 社会基盤施設の品質確保を目指した検査システム22. 
准教授 加藤 佳孝，研究実習生（加藤（佳）研）水上 翔太

　社会基盤施設の早期劣化が問題となり，維持管理の重要性が認識されているが，最も重要なことは新設施設の品質
を確実に確保することである．本研究では，品質確保が可能となる設計，施工，完成時を通した統合検査システムを
開発する．

 材料および環境の非均質性がマクロセル腐食に及ぼす影響の実験的検討23. 
准教授 加藤 佳孝，大学院学生（加藤（佳）研）ナナヤカラオミンダ，

大学院学生（加藤（佳）研）ブービエットフン，研究実習生（加藤（佳）研）菊池厚

　コンクリート中の鋼材は，材料や環境の非均質性によりマクロセル腐食が生じることが知られている．本研究では，
これらの現象を実験的に定量化し，環境外力シミュレーションおよび材料非均質性を考慮したコンクリートの拡散モ
デルとの結果と連携し，鋼材のマクロセル腐食を定量的に評価することを目的としている．

 建設産業における技術革新と展開24. 
准教授 加藤 佳孝，大学院学生（加藤（佳）研）マイケルヘンリーワード

　建設産業は他の製造産業に比べ，単品生産の色が濃く，技術開発も特定の問題に特化した技術が多く，その後の技
術移転や展開が難しい産業といえる．こういう特殊な産業において，より技術革新を推進し，開発技術を効率的・効
果的に移転・展開していくシステムの開発を目指している．

 産業廃棄物およびリサイクル材料を活用したグリーンコンクリートの開発25. 
准教授 加藤 佳孝，大学院学生（加藤（佳）研）マイケルヘンリー，

研究実習生（加藤（佳）研）平田 渉

　産業廃棄物およびリサイクル材料を多量に活用した，環境コストが低い，新たな建設材料の開発と評価システムの
開発を目的としている．

 土木系学科学生の建設業界に対する就職志望度低下の要因分析26. 
准教授 加藤 佳孝，大学院学生（加藤（佳）研）山崎 啓司

　近年，土木系学生が建設業界以外への就職を希望しており，これらの要因を明らかとすることで，今後の建設業界
のあり方を検討する．

 地中埋設管の長期挙動に関する研究（継続）27. 
准教授 桑野 玲子，研究支援推進員 佐藤 剛司，

大学院学生（桑野研）Ko Dong Hee，大学院学生（桑野研）Cokorda Bagus

　地中埋設管の長期埋設時の挙動，特に周辺地盤との相互作用の解明を目的として，小型および大型土槽を用いた模
型実験を行った．たわみ性管を埋設した異なる密度の地盤に道路交通荷重を想定した繰返し荷重を作用させ，管の作
用土圧分布および繰返し載荷による管内空変位の累積について検討した．

 老朽下水管の非開削更新の合理的評価手法に関する研究（継続）28. 
准教授 桑野 玲子，研究支援推進員 佐藤 剛司，

大学院学生（桑野研）Ko Dong Hee，大学院学生（桑野研）Cokorda Bagus

　老朽下水管に対して地盤を開削することなく内側からライニングを施すことにより延命・更新する工法は，社会的
要請から最近増加の一途をたどっているが，その合理的評価・設計手法については未解明の部分が多い．ライニング
付管模型の小型土槽実験を実施し，地盤－既設管－ライニングの荷重伝達機構について検討した．
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 微生物機能を利用した地盤機能強化に関する基礎的検討29. 
准教授 桑野 玲子，大学院学生（桑野研）杉本 大輔

　軟弱粘土や砂質土に微生物機能を利用して土粒子間固結力を付加し地盤を強化する技術の開発を目指し，固化の進
度を非破壊試験で評価する方法について基礎実験を行った．

 地盤内空洞・ゆるみの発生・進展メカニズムの解明30. 
准教授 桑野 玲子，工学部学生（桑野研）佐藤 真理

　近年都市部で頻発している道路陥没は，多くの場合老朽埋設管の破損部等から土砂が流出することに起因し，社会
的損失が大きいにもかかわらず，対症療法的な対策が中心となっているのが現状である．また，道路や住宅造成地等
で起こる比較的大規模な陥没にははっきりした原因が特定できない場合もあり，埋設構造物周辺の埋戻し不良や地下
の水みちに沿った土砂流出等が長年にわたって地盤内ゆるみを助長し陥没に至ったと推定される．地盤陥没を未然に
防止するための探知手法を提案するために，地盤内空洞・ゆるみの形成過程を明らかにし空洞・ゆるみのパターンを
類型化すること，さらに陥没に至る“危険な”ゆるみを抽出することを目指し，模型実験，および模擬空洞・ゆるみ
の探査実験を実施した．

 繰返し浸透を受ける細粒分混じり砂のコラプス挙動の解明31. 
准教授 桑野 玲子，大学院学生（桑野研）Adriana Lucia Beltran Galvis

　盛土や堤防などの土構造物，また自然斜面においては，通常不飽和状態で安定を保っているものの，降雨や堤内水
位の上昇により，長期にわたり繰返し浸透の作用を受け，飽和－不飽和状態を繰り返していると考えられる．本研究
では，細粒分混じり砂を用いて，繰返し浸透による細粒分の流出，構造の低位化，サクションの消失・生成に伴う力
学特性の変化を調べている．

 中高層木造建築に関する研究32. 
准教授 腰原 幹雄

　中高層木造建築実現のための耐震・防火技術に関する研究と環境への効果に関する研究

 首都直下地震時における病院への重症者搬送のシミュレーション33. 
准教授 大原 美保

　首都直下地震被害想定によれば，地震発生時には膨大な人的被害の発生が予想されており，適切な患者搬送が求め
られる．本研究では，首都直下地震時に想定される災害拠点病院および救急告示医療機関への重症患者の搬送ニーズ
を推計した．被災現場から救出された重症者が各病院に搬送される確率をエントロピーモデルにより表現し，モデル
のパラメーターを変化させながら種々の条件下でのシミュレーションを行った．この結果，多数の重症者が想定され
る東京都東部での災害拠点病院の拡充，周辺地域への適切な患者誘導と事前の準備の必要性が示唆された．

 有害物質拡散数値解析34. 
准教授 黄 弘

　3次元都市大気汚染拡散予測モデルを開発し，道路周辺の自動車排気ガスやサリン等危険性物質が散布された時，
どのように拡散するかを解析している．ミクロスケールモデルへ化学反応の組み込みや高精度なラグランジュ法とオ
イラー法のハイブリッド拡散予測法も開発している．

 都市建築火災のCFD解析と実験35. 
准教授 黄 弘

　都市火災延焼の物理現象（燃焼反応，熱放射，熱対流，火の粉，接炎，風の変化，建物崩壊など）を融合させて室
内外連成させた都市建築火災拡大予測手法を開発している．検証実験として，火災風洞において，外部風を考慮した
区画燃焼実験を行い，有風下における開口をしている場合の区画内の燃焼拡大性状を計測した．また，CFDと GA
連成解析による加圧防煙システムのロバスト設計も行っている．

 都市風・熱・汚染質輸送解析と実測36. 
准教授 黄 弘

　数値シミュレーションを用いて，建物周辺の風速場，温度場，拡散場を解析している．実在の複雑市街区に適応で
きる非構造計算格子を用いた 3次元対流・放射・伝導連成都市環境予測モデルを構築し，実測と比較した．また，再
び注目されるオゾンや NOx等の広域拡散挙動とヒートアイランド等の気候変化との関係も調べている．
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 都市換気効率と安全性評価37. 
准教授 黄 弘

　都市の風の換気・希釈効果を検討し，室内の換気効率指標である Visitation Frequency （訪問回数， VF）や Purging 
Flow Rate （局所換気量， PFR）を，自動車排気ガス濃度が高くなる高架道路下の道路周辺に適用してその換気・希釈
性状を評価し，これらの換気効率指標が都市境界層底部に汚染拡散評価においても有用であることを示した．都市の
安全性評価に関する研究も始めている．

 大規模災害におけるリモートセンシング技術活用事例に関する調査38. 
客員准教授 宮崎 早苗，社団法人 日本リモートセンシング学会

　近年国内外で発生している地震，津波，豪雨等の大規模災害発生の事前・事後の活動へのリモートセンシング技術
の活用事例とその将来展望を調査した．

 一般道運転行動分析のための複合現実感交通実験システムの検証39. 
講師 田中 伸冶

　交通シミュレータとドライビングシミュレータを融合した複合現実感交通実験システムは，ドライバーの運転行動
を現実感の高い環境で分析する新たなツールとして期待されている．本研究は，本システムを一般道での様々な運転
行動分析および施策評価に適用するため，一般道におけるシステムの有効性を，実車両による走行データとの比較を
通じて検証するものである．

 都市内幹線道路における多目的レーンの実現可能性の検討40. 
講師 田中 伸冶，助手（高知工科大）片岡 源宗

　多目的レーンとは，同一の車線を時間帯によりバスレーンや停車帯など異なる目的に利用することにより，道路空
間を効率的に利用し，それによる渋滞緩和，利便性向上などの効果を期待する道路運用のことである．本研究ではこ
の多目的レーンの実現可能性について，高知市中心部を対象にシミュレーション等を用いて渋滞緩和効果や安全性の
検討などを行っている．

戦略情報融合国際研究センター
 NOAA衛星画像データベースシステムの構築（継続）1. 

教授 喜連川 優，助教 根本 利弘

　リモートセンシング画像等の巨大画像の蓄積には巨大なアーカイブスペースが不可欠である．本研究では，2テラ
バイトの超大容量 8mmテープロボテックスならびに 100テラバイトのテープロボテックスを用いた 3次記憶系の構
成と，それに基づく衛星画像データベースシステムの構築法に関する研究を行なっている．本年度は，D3から 9840
なる新たなメディアに変更すると伴に試験的に階層記憶システムの運用を開始しその問題点を明らかにした．又，従
来データのローディングを継続的に行った．

 ファイバチャネル結合型分散ディスクシステムの研究（継続）2. 
教授 喜連川 優，特任助教 合田 和生，大学院学生 星野 喬，大学院学生 王 永坤，大学院学生 Faizal Kurniawan

　100台の Pentium Proマイクロプロセッサを用いたデスクトップパーソナルコンピュータを ATMネットワークによ
り結合した大規模 PCクラスタを構築した．パソコン用マイクロプロセッサの性能向上はワークステーション用
RISCに匹敵するに到っており，且つ大幅な低価格化が進んでいる．本研究ではコモディティのみを利用した超廉価
型 PCクラスタを用い大規模データマイニング処理を実装し，大きな価格性能比の向上を達成した．本年は他の PC
から未利用メモリを動的に確保する手法に関し，手々の手法を実装しその特性を詳細に評価をすすめた．

 スケーラブルアーカイバの研究（継続）3. 
教授 喜連川 優，助教 根本 利弘

　現在，大容量アーカイブシステムは，導入時にその構成がほぼ静的に決定され，柔軟性が必ずしも高くない．本研
究では，8mmテープを利用し， 比較的小規模なコモディティロボテックスをエレメントアーカイバとし，それらを
多数台並置することで任意の規模に拡張可能なスケーラブルアーカイバの構成法について研究を進めている．本年度
は 9840に代表される最近の新しいテープ装置のパラメータを想定しリプリケーション手法に関しシミュレーション
を行いその有効性を確認した．さらに DVDアーカイバへの適用についても検討した．
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 デジタルアースビジュアリゼーション（継続）4. 
教授 喜連川 優，特任助教 安川 雅紀，特任助教 絹谷 弘子，特任助教 生駒 栄司

　種々の地球環境データを統合的に管理すると共に，多元的な解析の利便を図るべく VRMLを用いた可視化システ
ムを構築した．時間的変化を視覚的に与えることにより，大幅に理解が容易となると共に柔軟な操作が可能となり，
ユーザに公開しつつある．本年度はバーチャルリアリティシアターを用いた大規模視覚化実験を進めた．

 バッチ問合せ処理の最適化に関する研究（継続）5. 
教授 喜連川 優，特任准教授 中野 美由紀

　複数の問合せの処理性能を大幅に向上させる主記憶および I/O共用に基づく新しい手法を提案すると共に，シミュ
レーションならびに実機上での実装により有効性を明かにした．

 サーチエンジン結果のクラスタリングとマイニング（継続）6. 
教授 喜連川 優，特任助教 楊 征路

　サーチエンジンは極めて多くの URLをそのサーチ結果として戻すことから，その利便性は著しく低いことが指摘
されている．ここではインリンク，アウトリンクを用いた結果のクラスタリングによりその質の向上を試みる．いく
つかの実験により質の高いクラスタリングが可能であることを確認した．

 Web マイニングの研究（継続）7. 
教授 喜連川 優，准教授 豊田 正史

　WWWのアクセスログ情報を多く蓄積されていることから，WWWログ情報を詳細に解析することにより，ユー
ザのアクセス傾向，時間シーケンスによるアクセス頻度などにおける特有のアクセスパターンの抽出を目的としたマ
イニング手法の開発を試みた．

 WWWにおけるコミュニティ発見手法に関する研究（継続）8. 
教授 喜連川 優，准教授 豊田 正史，特任助教 鍛治 伸裕，特任助教 吉永 直樹，大学院学生 田渕 史郎

　全日本ウェブグラフのクローリングにより，我国全体のWEBグラフの抽出を行うと同時に，当該グラフから密な
部分グラフを抽出するいわゆるサイバーコミュニティ抽出実験を行い，そのアルゴリズムの有効性を確認した．タギ
ングの質の向上を目指すと同時に，可視化ツールの構築を試みた．

 WWWにおけるスパムリンク発見手法に関する研究（継続）9. 
教授 喜連川 優，准教授 豊田 正史，大学院学生 鄭 容朱

　ウェブの検索エンジンの上位に位置するためのスパムリンクのWebリンク構造解析を行い，今までに収集した全
日本ウェブグラフから，スパムリンクと思われる部分グラフの抽出と統計情報を調べた．

 WWWにおける時間経過におけるコミュニティ変化に関する研究（継続）10. 
教授 喜連川 優，准教授 豊田 正史，協力研究員 田村 孝之，準博士研究員 Kulwadee Somboonviwat

　全日本ウェブグラフのクローリングを数ヶ月おきにアーカイブすることにより，それぞれの時点での我国全体の
WEBグラフからサイバーコミュニティを抽出し，時間変化によるコミュニティの変化を調べ，WWW上における社
会的影響の確認をした．

 ウェブコミュニティを用いた大域ウェブアクセスログ解析の研究11. 
教授 喜連川 優，大学院学生 Li Lin

　本研究では類似したウェブページを抽出するウェブコミュニティ手法を用いたパネルログ解析システムの提案を行
い，URLを基にした解析では捉え難い大域的なユーザの行動パターンを抽出した．

 パブリッシュ・サブスクライブシステムにおけるUB－ Tree インデクスに関する研究12. 
教授 喜連川 優，大学院学生 張 旺

　多量のデータを扱う高性能なパブリッシュ・サブスクライブのシステムの構築を目指し，イベントマッチングの高
速処理を可能とする UB－ TREEインデクス処理方式を提案し，シミュレーションを用いてその有効性を調べた．
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 Peer to Peer 環境におけるR－ Tree インデクスの研究（継続）13. 
教授 喜連川 優，特任助教 Anirban Mondal

　Peer to Peer で構成される大規模分散システムにおける効率のよい負荷分散方式について検討を行い，シミュレー
ションを用いて提案した方式の有効性について調べた．

 動画像からの顔表情認識に関する研究14. 
大学院学生（佐藤（洋）研）熊野 史朗，准教授 佐藤 洋一，

（NTTコミュニケーション科学基礎研究所）前田 英作，大和 淳司，大塚 和弘

　本研究では，対話において人の心的状態に関する多くの情報を含む表情を，単眼動画像に基づき，対象人物の頭部
姿勢に関わらず正しく推定可能な手法の構築を目指している．従来手法には複雑な顔モデルを用いるために，ステレ
オシステムや事前の膨大な学習データの収集を要するなどの問題があった．そこで，本研究では，その問題の解決を
目指し，その場で簡単に個人に特化したものとして作成可能な変動輝度テンプレートと呼ぶ新たな顔モデルを用いた
手法を提案している．提案手法では，この変動輝度テンプレートを用いて，パーティクルフィルタと勾配法を組み合
わせた推定方法により頑健かつ効率的に表情と頭部姿勢を同時に推定可能な手法を提案している．

 運転中の前方不注意に含まれる意図の推定に関する研究15. 
大学院学生（佐藤（洋）研）熊野 史朗，准教授 佐藤 洋一

　本研究では，近年の重大な交通事故の主原因の一つである前方不注意中に含まれるドライバの意図を推定可能な手
法を提案することを目指している．この前方不注意には，ミラーの死角を確認するといった安全性を高めるための前
方不注意と，景色に見とれるといった逆に事故リスクの増大を承知した前方不注意とがある．本研究の特長は，従来
区別されてこなかったこれらの 2種類の前方不注意に含まれる意図の違いの重大さに注目している点にある．提案手
法では，観測変数として，ドライバの身体動作情報およびコンテクスト情報としての運転操作や運転状況の情報を用
い，これら 2種類の前方不注意および前方注視の計 3種の注視動作の識別を初めて実現している．

 ノイズ特性にもとづく映像の改ざん検出16. 
大学院学生（佐藤（洋）研）小林 理弘，助教（佐藤（洋）研）岡部 孝弘，准教授 佐藤 洋一

　近年，専用のソフトを用いることで画像や映像が手軽に編集できるようになり，悪意を持った改ざんを検出する手
法が求められてきている．本研究では，映像内に混入するノイズの特性に注目し，異なるソースから貼り付けられた
領域の検出を目指している．映像に混入するノイズの特性は輝度の関数として記述することができ，このノイズ特性
を決定するパラメータはカメラの種類や撮影時のカメラ設定に依存する．提案手法は，画素ごとにノイズ特性を求め，
周囲と大きく異なる特性をもつ領域は改ざんされた箇所であると判断する．人工データや実データによる改ざん映像
を作製し，提案手法の検出精度を評価する．

 音と映像の相関分析による音源検出17. 
大学院学生（佐藤（洋）研）Yuyu Liu，准教授 佐藤 洋一

　映像中の音源検出が可能となれば，話者検出，音と映像の同期復元，音源追跡など，広範囲での応用が期待できる．
本研究では，映像からの音源検出のための技術として，音と映像の相関分析と相関による音源領域検出について研究
を進める．音と映像の相関分析について，特徴抽出と相関計算という二つの要素技術がある．まず，特徴抽出につい
て，どのような特徴量を用いると相関分析にとって適切であるかが未知であるため，音の発生する原理を考えながら
適切な特徴量の検討を進めていく．また，音と映像の相関計算において，静止音源のみならず移動する対象に対して
も適用可能な手法を新たに開発する．さらに，この結果を踏まえ，音源領域抽出についても研究を進める．従来技術
ではは画像中の音源に対応する領域として断片化された結果しか得られなかったのに対し，我々は断片化を抑制しつ
つ複雑背景から音源領域を切り出すことをすでに実現している．今後はこれを移動音源へと拡張していく．

 近赤外画像を用いた低照度シーンにおける画質改善18. 
大学院学生（佐藤（洋）研）松井 壮介，助教（佐藤（洋）研）岡部 孝弘，准教授 佐藤 洋一

　本研究では，低照度シーンを撮影した画像の画質改善を目的とし，近赤外フラッシュを照射して同時に撮影された
カラー画像と近赤外画像を用いることにより，カラー画像中に含まれるノイズを効果的に除去する手法を提案する．
既存のデジタルカメラでは，低照度シーンを撮影すると画像中にノイズが発生しやすいという問題が存在するが，提
案手法を適用することにより，低照度シーンを撮影してもノイズの目立たない画像を得ることが可能となった．

 カテゴリの共起を考慮した回帰による複数物体認識19. 
助教（佐藤（洋）研）岡部 孝弘，大学院学生（佐藤（洋）研）近藤 雄飛，

大学院学生（佐藤（洋）研）木谷 クリス 真実，准教授 佐藤 洋一

　画像に含まれる物体のカテゴリを識別する一般物体認識の研究において，従来，一枚の画像に唯一のカテゴリの物
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体が存在することを陽にまたは陰に仮定することが多かった．本研究では，複数カテゴリの物体が一枚の画像に共存
する様子を明示的に取り扱う枠組みを提案すると共に，カテゴリの共起しやすさというコンキストを手掛かりとして，
見えだけでは曖昧で識別の困難な物体をも識別することを目指す．具体的には，bagof featuresのパラダイムにおいて，
局所特徴の相対度数分布の線形結合に基づく尤度とカテゴリの共起に基づく事前確率を組み合わせた事後確率を最大
化することにより，回帰の枠組みで各カテゴリの存在比率を推定する．PASCALデータセットを用いた実験を行い，
共起情報を組み込むことの有効性を支持する結果を得た．

 照明変化に伴う輝度変化の類似度に基づく物体形状復元20. 
共同研究員 佐藤 いまり，助教（佐藤（洋）研）岡部 孝弘，

大学院学生（佐藤（洋）研）于 瓊，准教授 佐藤 洋一

　照度差ステレオの研究では，特定の反射特性を仮定したモデルベースのアプローチが主流であったが，現実の反射
特性を単純なモデルで記述することは必ずしも容易ではない．本研究では，モデルベースとは対極のアプローチとし
て，照明変化に伴う物体表面の輝度変化，つまり，輝度履歴のみから物体形状を復元する．具体的には，輝度履歴の
類似度と法線ベクトルの類似度の間に密接な関係があることに着目して，多次元尺度構成法の枠組みで法線ベクトル
を推定する．また，提案手法がうまく働く理由を理論的に明らかにするとともに，合成画像と実画像を用いた実験に
より提案手法の有効性を確認する．

 視覚的文脈を用いた人物動作のカテゴリ学習21. 
大学院学生（佐藤（洋）研）木谷 クリス 真実，助教（佐藤（洋）研）岡部 孝弘，

准教授 佐藤 洋一，協力研究員 杉本 晃宏

　近年，Bag-of-words アプローチは文書解析に次いで，一般物体認識と行動認識に適用され，その有用性が示されて
いる．しかし，映像にもとづく動作カテゴリの学習手法は動き特徴のみを用いており，動作に関連している物体や背
景のアピアランス特徴を用いていなかった．ここで本研究では，人物の動きのみならず，視覚的文脈をも考慮し，人
物映像のデータベースから動作カテゴリを教師無しで学習する手法を提案する．具体的には，動作カテゴリを学習す
るための，（1）動き特徴と視覚的文脈の二つを考慮した生成モデルと（2）大量のデータを処理するためのクラスタ
リング手法を提案する．実験では，視覚的文脈を用いた際の改善を示し，物体を用いる動作を中心としたデータベー
スから動作カテゴリが自動的に得られることを示す．更に，複雑な背景を持つシーンから動作カテゴリを学習するこ
とにより本手法の有用性を示す．

 PC 操作情報を用いた逐次学習による視線推定22. 
大学院学生（佐藤（洋）研）菅野 裕介，松下 康之，准教授 佐藤 洋一，協力研究員 小池 英樹

　本稿では，一般のデスクトップ環境における視線推定のためのオンライン学習アルゴリズムについて述べる．提案
手法では，3次元頭部姿勢推定を元に姿勢変動にも頑健な眼画像取得を実現した上で，ユーザの PC作業中，継続的
に眼画像を獲得する．さらに，ユーザが PC操作においてクリックする座標を注視しているという仮定の下，クリッ
クされた座標を正解注視点として取り込むアプローチを提案する．クリック動作をトリガーとして取得された眼画像
サンプルは頭部姿勢を元に適応的にクラスタリングされ，クラスタにおける推定モデルが逐次的にアップデートされ
る．これにより本手法では，ユーザに長時間のキャリブレーション作業を強いることなく，頭部姿勢変動にも対応可
能な視線推定を実現している．提案手法の有効性はシミュレーション環境及び実際の PC作業環境において検証し，
その結果についても報告する．

 次世代対応型ディジタル放送システムの研究23. 
准教授 上條 俊介

　ディジタル化された放送は，高度なサービス提供の可能性を持っている．本研究では，放送映像の構造化フレーム
ワークとそれに基づく放送用ハイパーメディアアーキテクチャ，更には映像認識手段との複合による高度な対話性等
を具備したマルチメディア時代のディジタル放送サービス提供技術の開発を行なっている．本年度は，従来システム
の認識性能を一層向上させる幾つかの方式を創案，開発し，有効性の実証を行った．

サステイナブル材料国際研究センター
 半導体用シリコンの高純度化1. 

大学院学生（前田研）見持 貴之，教授 前田 正史

　近年，太陽電池の需要が拡大する中，原料 Siの供給が不足し，深刻な問題となっている．ドーパント濃度が高い
スクラップ Siや冶金級金属 Siから不純物を除去できれば安価に原料を確保することができる．Si中の不純物の除去
には不純物の優先蒸発除去が有効である．Pについては，その除去法が確立されつつあるが，除去速度が十分ではな
い．Bは従来の手法では除去速度が遅く Siの歩留が低いなどの問題がある．本研究では，高真空下における電子ビー
ム溶解により Si中の Pの高速除去および Bの除去の可能性を探査している．
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 合金化処理を利用した貴金属回収プロセスの開発2. 
大学院学生（前田研）田 恵太，教授 前田 正史

　貴金属はさまざまな分野で用いられているが，近年，消費の拡大にともなって貴金属の価格も高騰している．その
ため，プリント基板などの電子機器スクラップからの貴金属回収が重要になっている．現在おこなわれているスクラッ
プからの貴金属の回収方法として，青化法などが用いられているが，エネルギーロスが大きく，大量の廃液が生じる
ため，低廉で高効率な回収プロセスが望まれている．過去の研究では，貴金属と亜鉛（Zn）の化合物を形成させて
から浸出処理をおこなうプロセスが提案された．Zn蒸気との反応によって貴金属が溶解性の高い Zn化合物となり，
浸出処理における酸使用量の削減および処理時間の短縮が可能になると考えられる．本研究では，基板を被覆してい
る金メッキに対して合金化処理を行ってから，酸に浸漬させるプロセスを提案する．Znが優先的に溶解することに
より生じる亀裂を利用して金を物理的に回収することが可能であると考えられる．溶解過程に生じる亀裂を観察し，
金の回収率を評価している．

 質量分析法を用いたリン含有酸化物の熱力学測定3. 
大学院学生（前田研）田中 祐輔，教授 前田 正史

　酸化物の熱力学データは，これまで熱量計法や起電力測定法，気相平衡法などの手法で測定されてきたが，測定に
長い時間を要することや測定条件が限られるなどの問題があり，新しい測定法の開発が求められている．当研究室で
は，これまで合金や金属間化合物などの熱力学測定に用いられてきたダブルクヌーセンセル -質量分析法を改良し，
雰囲気制御の下，酸化物の熱力学測定に応用する研究を行っている．本研究では，この手法を用いて， Al2O3-P2O5系
酸化物や CaO-P2O5系酸化物，MgO-P2O5系酸化物など，リン含有酸化物について測定を行っている．

 希土類金属合金の熱力学4. 
大学院学生（前田研）白井 翔，教授 前田 正史

　希土類金属合金は強力永久磁石（Fe-Nd-B）や水素吸蔵合金（LaNi5）をはじめとする様々な機能材料に利用されて
おり，その需要は急速に増加している．希土類元素は世界的に偏在しており，我が国ではそのほとんどを輸入に頼っ
ている．使用済み製品から希土類元素の高効率なリサイクルを行なうためには，希土類元素含有合金の各成分の熱力
学諸量が必要不可欠である．本研究ではクヌーセンセル -質量分析法によって希土類金属の蒸気圧および希土類元素
含有合金中の各成分の活量を調査した．

 貴金属と亜鉛蒸気の反応により形成される化合物の溶解挙動5. 
大学院学生（前田研）佐々木 秀顕，教授 前田 正史

　本研究室では過去に，貴金属に亜鉛蒸気を接触して化合物を形成させた後に湿式処理を施す貴金属回収プロセスを
提案した．貴金属が亜鉛との化合物になると酸への溶解性が向上することが示されており，プロセスの実用化にむけ
てさらなる調査を進めている．温度勾配を設けた密閉容器内で，白金，ロジウムおよび金に対して亜鉛蒸気を接触し，
生成する化合物の組成を調査した．さらに，得られた化合物の溶解挙動を電気化学的手法や電子顕微鏡観察によって
調査し，貴金属回収プロセスに適した反応条件を調査している．

 質量分析法を用いたりん・カルシウム酸化物の熱力学6. 
特任助教 永井 崇，教授 前田 正史

　酸化物の熱力学データは，従来，化学平衡 -化学分析法や起電力測定法などの手法で測定されてきた．当研究室で
は，これまで合金や金属間化合物などの熱力学測定に用いられてきたダブルクヌーセンセル -質量分析法を改良し，
酸化物の熱力学測定に応用する研究を行っている．本研究ではこの手法を用いて，鉄鋼業の脱リンプロセスの反応生
成物である CaO-P2O5系酸化物について測定をおこなっている．また，酸化物の熱力学測定時に重要な因子の一つで
ある測定系の酸素ポテンシャルを把握・制御できる雰囲気制御型 -ダブルクヌーセンセル質量分析装置を試作した．

 水熱反応およびマイクロ波照射による鉄鋼プロセス副産物のリサイクル7. 
教授 森田 一樹，大学院学生（森田研）太 舜載，教授（大阪大）田中 敏宏

　我が国で年間 4000万トン発生する鉄鋼スラグの，新たなリサイクル技術開発やその高付加価値化を目指して，水
熱処理やマイクロ波照射がスラグの諸物性に及ぼす影響を調査している．特に水熱処理は製鉄所の低温廃熱を有効に
利用する新たな手法である．

 Fe-B-X 系合金の熱力学的性質8. 
教授 森田 一樹，大学院学生（森田研）SUNKAR Ahmet Semih

　Bの還元は容易ではなく，高い歩留まりで鉄合金に添加することは容易ではない．同合金の熱力学的性質を明らか
にするところから始め，今後溶融酸化物（スラグ）中での Bの性質を測定することで，新たな Fe-B基合金溶製技術
の開発を目標とする．
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 溶融塩 -Si 基板交換反応によるβ-FeSi9. 2 薄膜の創製と評価
教授 森田 一樹，助教（森田研）康 榮祚，大学院学生（森田研）坂元 基紘

　β-FeSi2は環境に優しい次世代の半導体として注目されているが，溶融合金から安定相として直接得ることは原理
的に出来ない．Siと FeCl2含有溶融塩との交換反応で，直接 Si基板上にβ-FeSi2を析出生成する方法を開発し，その
膜質や製膜速度に及ぼす種々の条件を検討するとともに，その物性評価を調査している．

 溶融スラグによるシリコンの精製10. 
教授 森田 一樹，大学院学生（森田研）TEIXEIRA Leandro Augusto Viana，

大学院学生（森田研）西本 裕志

　太陽電池用シリコンの精製を目的に，溶融 Siをスラグと平衡させることにより不純物の除去を試みている．特に
凝固精製で除去されにくい Bに着目し，除去のための最適スラグ組成を検討している．

 Si-Al 融液を用いたSi の凝固精製に関する物理化学11. 
教授 森田 一樹，助教（森田研）康 榮祚，大学院学生（森田研）西 勇輝

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

 ルテニウムの溶融スラグ中における溶解機構12. 
教授 森田 一樹，教授 岡部 徹，大学院学生（森田研）首藤 洋志

　都市鉱山や廃棄物からの白金族金属の回収において，高温での挙動が不明である Ruに着目し，溶融スラグ中への
同元素の溶解度や溶解機構を熱力学的に調査することにより，Ruの高効率回収プロセス開発の指針を得る．

 工具鋼 2次精錬におけるCaO-Al13. 2O3 系液相介在物の物理化学
助教（森田研）康 榮祚，教授（KTH）Du Scihen，教授 森田 一樹

　工具鋼の 2次精錬中における液相介在物は最終製品中でもよく観察され，品質に及ぼす影響が大きいその制御は適
切に行われていない．そこで，2次精錬の真空処理中における CaO-Al2O3系液相介在物の熱力学的・物理的挙動につ
いて調査している．

 資源枯渇の評価とライフサイクルインパクトアセスメント（LCIA）法への応用14. 
教授 山本 良一

　環境負荷を総合的かつ定量的に評価することが低環境負荷材料を開発する上で重要な用件である．LCIAはその中
でも最も注目を集めている評価法である．しかしながら，LCIAのデータベースおよびインパクト分析について，資
源枯渇を科学的に考慮した評価を行うことは困難であり，このような方法は未だに確立されていない．本研究では環
境負荷の評価を，より詳細かつ正確に行うため，熱力学的手法を用いた資源枯渇の科学的評価法を開発し，実際に既
存の製品を評価する LCIA法に適用することを目的としている．

 エコサービスの定量的環境影響評価に関する研究15. 
教授 山本 良一

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

 ナノ構造薄膜の成長制御に関する研究16. 
教授 山本 良一，助教（山本研）神子 公男

　磁性金属多層膜はやセラミックス薄等は巨大磁気抵抗効果や光触媒特性等の興味深い物性を示すが，これらの物性
は薄膜の構造や形状に非常に敏感である．そこで，薄膜の構造を意図的に制御することを目的として，薄膜の結晶成
長に関する研究を行っている．近年では，薄膜のナノ構造を人工的に自己組織化させる，サーファクタントエピタキ
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シー法に関する研究等を行っている．

 金属多層膜の磁気特性に関する研究17. 
教授 山本 良一，助教（山本研）神子 公男

　Fe/Pd等の金属多層膜は膜面垂直方向に磁化する垂直磁気異方性（PMA）を有し，すでにハードディスク用の磁気
メディアへの応用が始まっている．我々は，スパッタ法や分子線エピタキシャル（MBE）法を用い，ナノ構造制御
した金属多層膜および合金薄膜を作製し，PMAの増大等を目指して研究を行っている．

 光合成光化学系 II における電子伝達メカニズムの解明18. 
教授 渡辺 正，加藤 祐樹，大学院学生 芝本 匡雄

　光化学系 IIは，反応中心一次電子供与体 P680の光励起で生じる強い酸化力により水 H2Oを酸化して酸素 O2を発
生する．しかし，光化学系 IIの機能は，現象としては明らかになっているものの，その強い酸化力がどれだけのエ
ネルギーなのか，すなわちレドックス電位がどれだけ高いのか，物理化学面はブラックボックスにとどまる．本研究
では，P680を含めた光化学系 II機能分子のレドックス電位を，暫新な電極系を駆使して実測することを試み，酸素
発生メカニズムの素顔に迫る．

 分光電気化学的手法による光化学系 II 反応中心機能分子のレドックス電位計測19. 
教授 渡辺 正，助教（渡辺（正）研）加藤 祐樹，大学院学生 吉田 将志，大学院学生 藤田 舞

　光化学系 IIは，反応中心一次電子供与体 P680の光励起により水を酸化するほどの高い酸化力を生じるが，その酸
化力により光過剰などの場合では自身をも壊す．この作用により，他の器官を高い酸化力から保護するという現象は
明らかになっているものの，こうした機能が生じた場合の電子伝達メカニズムは明らかになっていない．本研究では，
光化学系 IIで機能する電子伝達分子のレドックス電位を，分光電気化学法により，条件を変化させながら測定する
ことで，光化学系 II電子伝達の制御メカニズムを探る．

 光化学系 I 電荷分離反応の電気化学的計測20. 
教授 渡辺 正，助教（渡辺（正）研）加藤 祐樹，大学院学生 青木 彩莉

　光合成初期過程は，光化学系による光エネルギー変換とそれに続く一連の電子伝達を通じ，段階が十以上に及ぶに
も関わらず量子収率が 1の驚異的な光エネルギー変換効率を実現している．この光化学系を無機材料と組み合わせる
ことで高効率なエネルギー変換システムの構築が模索されてきたが，未だ効率の高い系は実現されておらず，その改
善および変換効率に関する要因の探求が望まれる．本研究では，光化学系 Iを対象にさまざまな条件下で光電流の測
定・解析を行い，変換効率の主要因を探っている．

 イオン液体を用いたクロロフィル21. a 会合体の形成挙動とレドックス特性追跡
教授 渡辺 正，助教（渡辺（正）研）加藤 祐樹，技術職員 黒岩 善徳

　光合成の光化学系で，クロロフィル（Chl）の大半は光捕集というアンテナの役割を果たしているが，一部は会合
体を形成して自身のレドックス電位を調節し，高効率の光エネルギー変換を担う．Chlの会合体形成は光合成反応に
とって重要な分子挙動であるが，生体内でのメカニズムは明らかになっていない．生体外でのモデル実験系として，
Chlが会合し，かつ電気化学測定が可能な環境場の創製を目的に，従来の分子溶媒とは異なる特性をもつイオン液体
に注目した．イオン液体の 1つ 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafl uoroborate とアセトニトリルの混合溶媒系で Chl a が
会合することを見出し，その挙動を電気化学的に追跡している．

 次世代型色素増感太陽電池内におけるヨウ素レドックスの電子移動反応解析22. 
教授 渡辺 正，助教（渡辺（正）研）加藤 祐樹，大学院学生 田口 雅旦

　次世代のエネルギー生産デバイスとして注目される色素増感太陽電池の多くは，揮発性の高い有機溶媒にヨウ素な
どレドックス体を溶解した溶液（有機電解液）を電解質に用いるが，安全性・耐久性の観点から安全性の高い電解質
への代替が望まれる．その方策の一つに，揮発性の低いイオン液体の使用が挙げられる．イオン液体中におけるレドッ
クス体の電気化学的応答には従来の分子性溶媒ではみられなかった挙動が多い．本研究では，イオン液体中のヨウ素
レドックスによる電子移動反応に着目し，反応に関わる因子を明らかにして，電池の光エネルギー変換特性の向上に
つなげる．

  溶融塩中でのチタン低級塩化物の不均化反応を利用したチタンの製造プロセスに関する基礎的23. 
研究

教授 岡部 徹，大学院学生（岡部（徹）研）大井 泰史

　現在のチタンの量産プロセスであるクロール法は，確実に高純度のチタンが得られる点で優れているが，原料とし
て TiCl4を利用するため還元プロセスにおける反応熱が非常に大きく，最新鋭の大型設備を用いても生産速度が 1t/



245

2．研究部・センターの各研究室における研究

day・reactorと非常に遅い．さらに，プロセスの連続化が困難で，反応容器からの鉄などの汚染の防御も困難である．
このような背景から，現行のチタンの製造プロセスが抱える本質的な問題からの脱却を目指し，チタンの低級塩化物
（サブハライド）を原料として用いる新しいタイプの高速還元法の開発を行っている．高温でも凝縮相であるサブハ
ライドを原料として用いてチタンを製造する反応は，反応密度を大幅に増大できるだけでなく，クロール法に比べて
反応生成熱が半分以下と小さいため，還元プロセスの高速化に適している．さらに，反応容器としてチタンを利用で
きるため，鉄などによる汚染を効果的に防御することも可能である．

 貴金属の新規な高効率回収法の開発24. 
教授 岡部 徹，博士研究員（岡部（徹）研）中田 英子，大学院学生（岡部（徹）研）湯川 剛

　自動車排ガスの世界的な規制強化により貴金属を含む排ガス触媒の需要が急増している．また，燃料電池などの新
エネルギーデバイスの開発の進展に伴い，白金などの貴金属の需要は今後もさらに増大することが予想される．貴金
属は，原料となる鉱石の品位が非常に低いため採取・製錬が困難であるため，抽出には時間と多大なコストがかかる
だけでなく，地球環境に多大な負荷を与える．このため，触媒などのスクラップから高い収率で貴金属を回収するこ
とは重要な課題であるが，現時点では効率の良いプロセスは開発されていない．本研究室では，白金や白金 -活性金
属合金に対し塩化物を用いた塩化処理を施すことによって，酸に易溶性の白金塩化物を予め合成し，強力な酸化剤を
含まない溶液を用いて貴金属を溶解・回収する環境調和型の新規プロセスの開発している．

 希土類磁石スクラップからのNd及びDyの回収25. 
教授 岡部 徹，大学院学生（岡部（徹）研）白山 栄

　Nd-Fe-B 金属間化合物を主相とするネオジム磁石は，その優れた磁気特性，高い強度，安価な生産コストなどの観
点から，様々な工業製品に応用され，生産量は飛躍的に増大している．しかし，Nd及び Dyなどの希土類元素の鉱
床は中国に局在しており，近年，中国が希土類元素の輸出に対する規制を強化したため，Dyを中心に希土類元素の
安定供給に対する不安が高まっている．そこで，本研究では磁石スクラップを高温で塩化物溶融塩と接触させ，スク
ラップ中の Nd及び Dyを塩化物として溶融塩中に抽出する新規な回収プロセスの構築を行っている．

 ポーラスニオビアを用いた大表面積ニオブ製造方法の開発26. 
教授 岡部 徹，学部学生（工学院大）大橋 正紀

　近年，モバイル機器の小型化・高性能化に伴い，タンタルコンデンサの重要性が増大している．しかし，タンタル
コンデンサは原料素材であるタンタル (Ta)の供給に不安定な要素があるため，Taの代替コンデンサ材料としてニオ
ブ (Nb)が期待を集めている．コンデンサの大容量化には金属電極の表面積を拡大する技術が重要であり，大表面積
Nbを製造する技術の開発が期待されている．そこで，本研究室では，孔径 30nm程度の微細な孔を有する酸化皮膜で，
通常の酸化皮膜と比べて表面積が大きなポーラス Nb2O5を用いて，大表面積ニオブの新たな製造方法の開発を行って
いる．

 金属バナジウムの新製造プロセスの開発27. 
教授 岡部 徹，大学院学生（岡部（徹）研）宮内 彰彦

　バナジウムは，地殻存在率が 150ppmと比較的多いが，資源が一部の地域に偏在しており，原料となる鉱石の品位
が非常に低いため採取・製錬が困難であることなどから製造コストが非常に高い．現在は，アルミ・テルミット法に
よって金属バナジウムを製造しているが高エネルギーを消費する欠点があるので，効率のよい新製造プロセスの開発
が期待されている．本研究では，金属熱還元法により五酸化バナジウムから融点の高い複合酸化物を経て金属バナジ
ウムを得るプロセスの開発を試みている．

 携帯電話の電子制御基板からのAuの回収プロセスの構築28. 
教授 岡部 徹，博士研究員（岡部（徹）研）中田 英子

　携帯電話の電子部品には，Auなどの貴金属が僅かながら含まれている．1トン当たりの携帯電話から回収できる
Auはわずか 150gであるが，オーストラリア金鉱山 1トン中から採取できる Auが約 2gであることを考慮すると，
鉱山に含まれる Auの 70倍以上の Auが携帯電話から回収できるため，資源を持たないわが国にとっては，携帯電話
などのスクラップから Auを効率よく回収するプロセスの開発は重要な課題である．本研究では，スクラップ中の
Au を Pb中に濃縮する乾式プロセスの開発を行っている．

 サプライチェーンと資源問題 29. 
客員教授　澤田 賢治

　中国の台頭，投機的資金の流入，世界的な経済危機により鉱物資源価格が乱高下している．資源と金属材料をつな
ぐサプライチェーンとして，製造業の立場から現状と課題を明らかにするとともに，鉱物資源の確保を探鉱活動・プ
ロジェクト買収・企業買収の観点からコスト分析を行い，我が国としてのサプライチェーンの展望について明らかに
する．
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 中国と日本における銅需要 30. 
客員教授　澤田 賢治

　中国経済の躍進により，中国における銅需要は年率 10%を超える高い成長率を示している．世界の銅消費の 27%
を占める中国の銅消費の展望を探ると共に，我が国への影響や持続的資源確保について探究する．

 半導体中転位の電気的・光学的性質31. 
准教授 枝川 圭一

　半導体中転位によるデバイス特性劣化の詳細な機構を明らかにするため，また半導体中転位の 1次元電子系として
の物理的性質を調べるため，塑性変形により半導体中に転位を導入し，その電気的・光学的性質を調べている．本年
は，Ge，GaN，GaAPについて，光透過スペクトルの測定，電気抵抗測定，SSRM測定を行った．転位線に沿った一
次元電気伝導を観測した．

 準結晶のフェイゾン弾性32. 
准教授 枝川 圭一

　準結晶にはその特殊な構造秩序を反映してフェイゾンとよばれる特殊な弾性自由度が存在する．準結晶のフェイゾ
ン弾性は，そもそも準結晶構造秩序がなぜ安定に存在しうるかといった基本的な問題と深く関係しており，また準結
晶の電子物性，熱物性，力学物性の特殊性の源とも考えられている．従ってその性質を明らかにすることは重要であ
る．本年度は，Al-Pd-Mn正 20面体準結晶の内部摩擦測定をおこなった．フェイゾン緩和に起因した内部摩擦を観測
した．

 非周期フォトニック物質に関する研究33. 
准教授 枝川 圭一

　3次元フォトニック結晶で完全フォトニックバンドギャップを実現することは原理的に難しく，現在までに十分な
大きさの完全ギャップを形成しうる構造としては，ダイヤモンド構造とその関連構造しか知られていない．本研究で
は，完全ギャップを有する 3次元系を通常の結晶構造秩序（周期秩序）ではなく準結晶構造秩序またはアモルファス
構造で実現することを目的とする．電磁界シミュレーションによって完全ギャップを形成するアモルファス構造を世
界で初めて発見した． また，発見した構造中での光局在について調べた．

革新的シミュレーション研究センター
 流体騒音の発生機構の解明とその制御に関する研究（継続）1. 

教授 加藤 千幸，研究員 飯田 明由，協力研究員 鈴木 康方，技術専門員 鈴木 常夫，
大学院学生 大西 正朗，研究実習生 宮本 祐一，研究実習生 平 胤之，研究実習生 八塚 健太郎

　流体機械の小型高速化や鉄道車両の高速化に伴い，流れから発生する騒音，即ち，流体騒音の問題が顕在化しつつ
あり，その予測や低減が大きな課題となりつつある．本研究では，翼周りの流れを対象として，流れと騒音の同時詳
細計測により，流体騒音の発生機構を解明し，得られた知見に基づいて，騒音制御・低減方法を開発することを最終
的な目標として進めている．本年度は，翼端から発生する空力騒音の発生機構を明らかにするためモデルを試作し，
壁面静圧変動や流体力や流れ場計測するための装置を構築した．

 プロペラファンから発生する空力騒音の数値シミュレーション（継続）2. 
教授 加藤 千幸，技術専門員 鈴木 常夫，大学院学生 高山 糧

　本研究は，プロペラファンから発生する空力騒音の数値的予測手法を開発し，さらに，低騒音ファンの設計指針を
確立することを最終的な目標として進めている．本年度は，大規模 LESによる数値シミュレーションから広帯域騒
音の定量的予測と騒音源の特定を行った．

 流れの制御による空力騒音低減法に関する研究（継続）3. 
教授 加藤 千幸，研究員 飯田 明由，東日本旅客鉄道株式会社 水島 文夫，技術専門員 鈴木 常夫

　新幹線の車両連結部間隙からの空力騒音発生メカニズムを明らかにするとともに，車両周りの流れを制御すること
により空力騒音を低減する方法について，実験計測と LES解析を用いて研究を進めている．本年度は，車間部から
騒音が発生する機構を明らかにし，あわせて，発生騒音を低減する車間部の形状を提案し，風洞試験により実証した．

 段差部から発生する空力騒音に関する研究（継続）4. 
教授 加藤 千幸，研究員 飯田 明由，技術専門員 鈴木 常夫，大学院学生 横山 博史

　高速移動する車両において，小さな段差部から発生する空力騒音の低減が益々重要となっている．本研究では，段
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差部から発生する空力騒音の発生機構を解明し，低減方法を開発することを目標としている．本年度は，乱流境界層
がキャビティ音の発生機構に与える影響を検討した．

 Lighthill テンソルを用いた空力音響解析（継続）5. 
教授 加藤 千幸，研究員 飯田 明由，研究実習生 加藤 昇志

　空力騒音低減技術の開発は，工業製品を開発する上で重要な課題のひとつとなっている．空力騒音の特性を明らか
にするには音源である渦の非定常運動と流体中の音の伝播を解析する必要があるが，流れ場と音場のスケールが異な
るため，流れ場と音場を同時に解析することは困難である．本研究では，真の音源である渦音源を用いた分離解法に
より音響解析を実施し，音源分布や音の伝播について定量的な評価を行った．

 小型ラジアルガスタービンに関する研究（継続）6. 
教授 加藤 千幸，研究員 飯田 明由，助手 西村 勝彦，技術専門員 鈴木 常夫

　近年，モバイル型電源として期待されている超小型ガスタービンを開発するための基礎研究を行っている．本年度
は，翼車外径 4mmの 2次元形状ラジアルタービンを設計・試作し，その空力特性を計測するシステムを構築した．

 タービン翼周りの熱伝達に関する数値解析（継続）7. 
教授 加藤 千幸，特任研究員 郭 陽

　ガスタービンのタービン翼は，熱効率を向上させるために高温下で運転される．そのため，種々の翼冷却技術が用
いられているが，局所的に高温となる部分が形成された場合，故障の原因となる．本研究では，タービン翼周りの熱
伝達を含めた LES解析を行い，熱伝達率の正確な予測を行うことを目標としている．本年度は，航空機用エンジン
PW6000のタービン翼列周りの流れ場を対象に LES解析を行った．

 熱音響現象のエネルギー変換に関する研究（継続）8. 
教授 加藤 千幸，研究員 飯田 明由，協力研究員 上田 祐樹，

技術専門員 鈴木 常夫，研究実習生 村野 良輔

　スターリングエンジンのピストンを音波に置き換えた可動部のまったくない熱音響熱機関の開発を行っている．－
30～10℃程度の温度域で稼動する高効率熱駆動熱音響冷凍機を開発することと，比較的低温（100～500℃）で効率よ
く稼動する熱音響熱機関を開発し，それを用いた発電システムを開発することを最終的な目標としている．本年度は，
PIV装置を用いて熱駆動熱音響冷凍機内の音響質量流を計測し，音響パワーが音響質量流に与える影響を明らかにし
た．

 熱駆動熱音響冷凍機に関する研究（継続）9. 
教授 加藤 千幸，協力研究員 上田 祐樹，大学院学生 増田 悠二

　本研究は，可動部をまったく持たない熱駆動熱音響冷凍機の機器内に生じる音場を定量的に予測し，その性能を最
適化することを目標としている．本年度は，音響理論に基づいた機器内音場の計算手法を提案し，熱駆動熱音響冷凍
機の形状の最適化を行い，実験計測によってそれを実証した．

 熱音響現象の直接数値解析（継続）10. 
教授 加藤 千幸，協力研究員 上田 祐樹，大学院学生 松崎 貴

　本研究は，熱音響機関において熱から音波へエネルギー変換される現象について数値シミュレーションを行い，熱
音響自励振動を再現し，機器内に生じる現象を解明することを目標としている．本年度は，熱音響現象からなる管内
自励振動を数値シミュレーションによって再現されることを確認し，この結果を基に機器内のエネルギー変換メカニ
ズムについて検討した．

 マグナス風車の研究開発（新規）11. 
教授 加藤 千幸，研究員 飯田 明由，協力研究員 鈴木 康方，

技術専門員 鈴木 常夫，大学院学生 今井 洋輔，研究実習生 小野寺 貴之

　マグナス風車は回転円柱にスパイラルフィンを取り付けると揚抗比が改善されるという現象を応用した新しいタイ
プの風車である．マグナス風車の性能向上を図るため，スパイラルフィン周りの流れを実験計測すると共に数値計算
により予測し，マグナス風車周りの流れの構造を検討している．

 有害危険物質の拡散被害予測と減災対策研究12. 
教授 加藤 信介

　国および自治体の NBC（核生物化学兵器）テロ対策を効率的に推進するために，屋内拡散予測技術，屋外拡散予測
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技術および避難誘導のための災害情報共有技術を活用して，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した．

 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13. 
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)を実現した．この仮想建物は，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．

 座屈モードスイッチを機軸としたシワ形成機構の力学的検討14. 
教授 吉川 暢宏，研究員 桑水流 理，大学院学生（吉川研）丸林 あかね

　皮膚の「シワ」形成メカニズムを，座屈特性の変化と関連付けて明らかにするとの方法論を検討した．皮膚を多層
構造の弾性体に単純化し座屈解析を行い，加齢の影響を材料定数の変化として表現することで，「シワ」形成を促進
する座屈モードの急変が起こることを明らかにした．

 アルミダイカスト材料の疲労強度評価法15. 
教授 吉川 暢宏，研究員 桑水流 理，教授（芝浦工大）宇都宮 登雄，助教（群馬大）半谷 禎彦

　製造プロセスで生来的に鋳巣等の多種多様な欠陥が発生するルミダイカスト材料に関して，保守的な従来の活用法
を脱するため，疲労寿命予測方法を開発した．X線 CTにより内部欠陥の詳細情報を取得し，ミクロスケール有限要
素解析を行い応力集中係数の補正を行うことで，精度の高い疲労寿命予測が可能であることを示した．

 X 線 CT画像を用いた三次元ひずみ場計測方法の開発16. 
教授 吉川 暢宏，研究員 桑水流 理，大学院学生（吉川研）葛上 昌司

　材料内部で進行する損傷発展を非破壊で評価し，疲労強度予測モデル構築の一助とするため，材料内部の微視構造
に関する三次元形状データを X線 CT画像により取得し，ひずみ場を同定する手法を開発した．時系列の膨大な三次
元形状データを並列計算にて高速処理するアルゴリズムを開発し，アルミダイカスト材料の疲労損傷評価に適用した．

 有限要素離散化による実空間第一原理計算17. 
教授 吉川 暢宏，助教 椎原 良典

　高速第一原理計算を実現するため，有限要素離散化による実空間法を開発している．本年は特にスペクトル要素の
適用可能性を示した．スペクトル要素法は有限要素法の一種であり，高次形状関数と形状関数の直交性がその特徴で
ある．スペクトル要素法により密度汎関数法に基づく第一原理計算で用いる支配方程式を離散化し，MPIによる並列
プログラムを構築した．シリコン二原子分子，マグネシウム結晶の自由エネルギー計算の適用例を通じて高次要素に
より，高精度第一原理計算が効率化されることを確認した．

 高圧水素燃料用繊維強化複合容器の最適設計18. 
教授 吉川 暢宏，技術職員（吉川研）針谷 耕太

　プラスチック製ライナーに炭素繊維をワインディングして成形するタイプⅣ高圧水素容器の最適設計アルゴリズム
を開発した．ハイアングルヘリカル巻きを多用することで，胴部では圧肉化による 3軸応力の影響を抑えたアイソテ
ンソイド状態を実現し，ドーム部でのコンパクト性を高めた最適設計を実現した．

 複合材料強度信頼性評価シミュレーターの研究開発19. 
教授 吉川 暢宏，特任研究員 小笠原 朋隆

　炭素繊維強化複合材料の強度信頼性評価を，設計段階で的確に実施可能なシミュレーションシステムを開発してい
る．製造プロセス段階にまで立ち入って，炭素繊維束と樹脂の複合システムとしてのミクロスケールでの強度発現機
構を直接的に評価するため，繊維束と樹脂をミクロ有限要素モデル化するとの枠組みで，製造プロセスシミュレーショ
ンと損傷発展シミュレーションの中核となるソフトウエア開発を行なった．

 タンパク質の量子化学による研究20. 
教授 佐藤 文俊，助教 平野 敏行

　独自に開発した密度汎関数法による大規模タンパク質の量子化学計算ソフトウエアを使用して，タンパク質の電子
状態の研究を行う．
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 ProteinDF 超並列計算の達成21. 
教授 佐藤 文俊，助教 平野 敏行

　ProteinDFソースを用いて，インスリン 6量体（26790軌道）の系で SVWN局所密度汎関数計算の超並列計算を達
成した．使用した計算機は CRAY XT5の 2500コアで，全コアを使用した並列計算の実績を積むことに成功した．
2500並列でも計算時間が飽和することなく，10000並列までは確約できる結果となった．

 ハイブリッド密度汎関数法による超大規模タンパク質全電子計算エンジンの性能向上22. 
教授 佐藤 文俊，助教 平野 敏行

　ハイブリッド汎関数で利用する Fockの交換項には 4中心 2電子積分計算が含まれ，大規模分子ではこの分子積分
が計算律速になる．計算精度を落とすことなく演算量を軽減する方法を検討し，ProteinDFにこれまで実装してきた
Schwartzの不等式によるカットオフ，1/rでのカットオフ，原始 Gauss関数レベルでのカットオフを組み合わせて，
最適に高速化される方法を整備した．

 交換相関数値積分部の分散並列型計算機への対応23. 
教授 佐藤 文俊，助教 平野 敏行

　交換相関汎関数計算は分散型超並列型計算機を用いる場合，大規模分子の各種行列要素を，各プロセスに割り当て
られたメモリ内にすべて収めることは難しく，大規模並列化が困難である．本研究では，新たに 2段階の手順を踏む
方法を実装し，超並列化に対応することに成功した．

 金属タンパク質の全電子計算24. 
教授 佐藤 文俊，助教 平野 敏行，大学院学生（九大）千葉 貢治

　ミオグロビンの一酸化炭素錯体（MbCO）の全電子計算達成と SCF計算収束のための計算ストラテジの確立に成
功した．全電子計算の規模は原子数 2494，電子数 9408，基底関数の数 13750であった．Structure-based QCLO法が有
効であること，SCFの収束に影響を与える残基を効率よく取り込む計算シナリオが肝となること，が明らかとなった．

 金属タンパク質の IR 振動数計算25. 
教授 佐藤 文俊，助教 平野 敏行，大学院学生（九大）千葉 貢治

　ミオグロビン一酸化炭素錯体（MbCO）のモデル系における配位子 COの伸縮振動計算を行った．MbCOでは IR
吸収スペクトルのピークが複数に分裂することから，コンフォーマが複数あると考えられている．本研究では，遠位
ヒスチジンの水素付加状態が異なる複数のモデルにおいて CO伸縮振動計算と実験値との比較を行い，帰属に成功し
た．

 擬カノニカル局在化軌道法の改良26. 
教授 佐藤 文俊，助教 平野 敏行，特任研究員 上村 典子

　これまで大規模分子の全電子 SCF計算を達成するために，擬カノニカル局在化軌道 QCLO法を開発してきた．
QCLO法は初期値の精度は良いものの，作成に多くの時間を要することが課題であった．本研究では，より簡便に
QCLOを求める拡張 QCLO法のアルゴリズムを開発した．大規模なタンパク質では，従来の QCLO法と拡張 QCLO
法を適当な STEPで切り替える手段が有効であることを示した．

 タンパク質ダイナミクスの研究27. 
教授 佐藤 文俊，特任研究員 恒川 直樹

　生体高分子系で自由エネルギー解析を行うためには，極めて高精度な解析手段が必須である．現在，タンパク質の
電子状態解析は可能であるし，古典法では有用なサンプリング法が開発されている．原則的に，これら両者を成り立
たせた手法は正確な自由エネルギーを与えるはずである．本研究ではこの有効性を研究したところ，たとえ局所的微
細構造が再現できているサンプリングが為されていても，サンプリングされた系全体の状態の集合（アンサンブル）
は本来のアンサンブルを含む保証がないことを明らかにした．

 タンパク質全電子計算によるESP高速計算の研究28. 
教授 佐藤 文俊，助教 平野 敏行，大学院学生 湯川 英宜

　タンパク質の静電ポテンシャル（ESP）は，立体構造の形成，タンパク質－タンパク質，タンパク質－リガンド間
に働く静電相互作用を測る重要な物理量である．全電子波動関数から高精度な ESPを見積もることができるが，極
めて長い計算時間を要することが課題であった．本研究では計算アルゴリズムの問題を調査・分析し，数学的手法，
計算科学的手法，およびハードウェアの利用に基づいた新たな ESP計算プログラムを研究開発した．最終的に，51
残基タンパク質の計算時間を 16時間から 57秒へと短縮させることに成功し，極めて実用的な時間で行うことが可能
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となった．

 タンパク質全電子計算 front-end の研究29. 
教授 佐藤 文俊，助教 平野 敏行，特任研究員 西村 康幸

　本研究では，タンパク質や化学物質，ナノ材料の構造編集機能，および編集操作機能を向上させるため，構造モデ
リングに特化した GUI，ProteinModelerを新たに設計し，Phase 1試作を実行した．本フレームワークは簡易版 I/Fと
詳細版 I/Fを持ち，簡易版では一般的な分子モデリングの直感的な操作を，詳細版では様々な精密機能利用とモデリ
ング操作の手順を独自に設定作成することができる機能を与える設計となった．

 共通データ・アルゴリズムBridge クラスの設計・実装30. 
教授 佐藤 文俊，助教 平野 敏行，特任研究員 西村 康幸

　当グループが開発している ProteinDFシステムは複数のモジュールで構成されている．それぞれのモジュールは単
独動作でも十分強力な機能を有しているが，各モジュールが有機的に連携することで，より多彩なシミュレーション
を達成することができる．これには，各プログラムが共通に保有しているデータや機能，ならびに連携すべき機能を
抽出または新規開発し，クラスライブラリとして利用可能にすることが重要である．本研究では，これらの設計を行
い，Phase 1実装を行った．それぞれのソフトウェアの橋渡しをするという意味で，Bridgeクラスと名付けた．ユー
ザによる ProteinDFシステムを利用したツールの独自開発や，自由なシミュレーションの操作も可能になるものと期
待される．

  「イノベーション基盤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研究推31. 
進マネージメント

特任教授 畑田 敏夫

　2008年度から 2012年度までの 5年間の予定で開始された題記産学官連携プロジェクトの立ち上げと研究活動の推
進マネージメントを実施中．本プロジェクトでは特に研究機関のシーズと産業ニーズのマッチングを図ることにより，
先端的でかつ実用的なシミュレーションソフトウェアの実現を目指している．

 次世代知識ベースデジタルエンジニアリングシステムの概念設計32. 
特任教授 畑田 敏夫

　21世紀のものづくり支援システムは，わが国のものづくりの特徴を生かした，知識ベースシステムの実現が期待
されている．特に開発設計の上流プロセスでの革新的技術の創生を強力に支援することによりイノベーションの創出
を加速するためのシステムを目指しており，これに関する概念設計を実施した．

エネルギー工学連携研究センター
 エネルギー戦略1. 

特任教授 荻本 和彦

　真の持続性とそこに向けた段階的移行の接続性，不確実性に対する頑健性を備え，環境問題を解決できるエネルギー
の安定供給を図るべく，2100年，2050年，2030年までのエネルギー技術戦略とこれらの基準となる評価指標体系の
策定を並行して実施する．

 物質・エネルギー需給解析・評価2. 
特任教授 荻本 和彦

　物質とエネルギーと統合して取り扱い，真の持続的社会経済の実現に不可欠な生産・利用・再生の新しい技術を，
設備の新設・廃止を含めて段階的に実現してゆくための解析・評価ツールを開発し，これを用いて地域，国，世界の
エネルギーシステムのあり方を考える．

 動的エネルギー需給解析・評価3. 
特任教授 荻本 和彦

　電力需給における変動性の再生可能エネルギーや調整機能の小さな原子力，石炭ガス化などの増加と，需要側の貯
湯槽や蓄電池などといったエネルギーを貯蔵できる設備の導入普及など，長期のエネルギー需給に大きな影響を与え
る技術を含めた動的なエネルギー需給計画の解析・評価を行う技術を開発し，それらを用いたエネルギーシステムの
評価を行う．
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 分散エネルギーシステムインテグレーション4. 
特任教授 荻本 和彦

　再生可能エネルギー発電，燃料電池などの化石分散電源，分散エネルギー貯蔵技術などの導入により，既存のエネ
ルギーネットワークと建物／地域などでクラスター化される分散エネルギーシステムが，自律協調的にトータルのエ
ネルギーシステムを形成することに関するエネルギーシステム研究

 バイオマス物質変換技術の開発とバイオマスリファイナリープロセスの設計5. 
特任准教授 望月 和博，教授 迫田 章義

　バイオマスリファイナリーの創成を目指し，物質変換から分離精製に至る一連の技術開発に取り組んでいる．種々
のバイオマスから，バイオマス化学原料やバイオ燃料を生産するための要素技術開発を行なっている．また，そのバ
イオマス由来副産物に対して物理化学的処理を用いた材料や燃料の製造方法に関する研究も行なっている．これらの
技術を統合した生産プロセスの設計をし，バイオマスリファイナリープロセスのフィジビリティに関する評価を行
なっている．

 バイオマス炭化過程における窒素およびリンの挙動および炭化物の用途開拓6. 
教授 迫田 章義，特任准教授 望月 和博

　汚泥など，ある種のバイオマスは多量の窒素やリンを含む．このようなバイオマスを炭化（熱分解）する際に，含
まれる窒素およびリンの挙動を定量的に明らかにする．また，得られた炭化物について，吸着材利用などの用途を開
拓する．

 同時発酵分離を用いたバイオエタノール製造プロセスの開発7. 
特任准教授 望月 和博，教授 迫田 章義

　セルロース系原料からのバイオエタノール生産が注目されているが，一般に，セルロースの糖化で高濃度のグルコー
スを得ることは困難である．ここでは，発酵と同時に膜分離を行うことで，低濃度でも効率的にバイオエタノールが
生産できるプロセスの検討を行っている．

 バイオマス炭化物の電気化学酸化に関する基礎研究8. 
特任准教授 望月 和博

　再生可能でカーボンニュートラルな資源であるバイオマスを，マテリアルおよびエネルギー資源として有効に利用
するための資源化技術開発の一環として，バイオマス由来の炭化物の電気化学特性を評価し，その高度利用法につい
ての検討を行っている．

 住宅用暖房エネルギー需要と効用に関する研究9. 
講師 岩船 由美子

 配電電圧昇圧による省エネルギー・二酸化炭素排出量削減効果の評価10. 
講師 岩船 由美子

 自律分散エネルギーマネジメントシステムに関する研究11. 
講師 岩船 由美子

ナノエレクトロニクス連携研究センター
 自己変位検知カンチレバーAFMによる太陽電池材料系の局所的特性の評価1. 

准教授 髙橋 琢二，大学院学生（髙橋研）瀧原 昌輝，
准教授（名大）宇治原 徹，講師（立命館大）峯元 高志

　変位検出用レーザが不要である自己変位検出カンチレバーAFMを用いて，多結晶 Siや CIS系化合物半導体などの
太陽電池材料系の評価を行っている．太陽電池の重要な特性である開放光起電力やそれから導かれる少数キャリアダ
イナミクスなどを局所的に測定し，各種材料系に存在する結晶粒やそれらの粒界が太陽電池特性に与える影響を明ら
かにすることを目指している．
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 表面近傍量子ナノ構造の走査トンネル分光2. 
准教授 髙橋 琢二，技術職員 島田 祐二，大学院学生（髙橋研）勝井 秀一

　表面近傍に二重障壁や量子ドット構造などの量子ナノ構造を有する半導体試料において，走査トンネル顕微鏡／分
光（STM／STS）計測を行い，二重障壁による共鳴電流や量子ドットを介して流れる電流などをナノメートルスケー
ルの分解能で測定して，それらナノ構造に起因する電子状態変調効果を調べている．さらに，光照射下での STS計
測を通じて，ナノ構造の光学的特性を明らかにすることを目指している．

 二重バイアス変調を利用した新しい走査トンネル分光法の開発3. 
准教授 髙橋 琢二，技術職員 島田 祐二

　走査トンネル顕微鏡によるトンネル分光計測において問題となるいくつかの不安定要素を効果的に取り除き，安定
した計測を可能とする手法として，二重バイアス変調を用いた微分コンダクタンス分光法を新しく提案するとともに，
自己形成 InAs量子ドットに対する分光測定を行って，その有効性を確認している．

  磁気力顕微鏡（MFM）を用いた非接触・微小電流計測とカーボンナノチューブトランジスタの4. 
個別チャネル特性評価

准教授 髙橋 琢二，大学院学生（髙橋研）阿登 正幸，教授（名大）水谷 孝，大学院学生（名大）沖川 侑揮

　磁気力顕微鏡（MFM）を用いた電流誘起磁場の検出により，非接触での電流測定系を構築することを目指している．
本手法に適したカンチレバー形状の設計と加工を行い，測定感度の向上を図っている．また，実際に，同手法をカー
ボンナノチューブトランジスタでの個別チャネル特性評価に適用し，閾値やコンダクタンスにナノチューブごとの差
違があることを明らかにした．

 静電引力顕微鏡によるナノ構造の電子状態解明に関する研究5. 
准教授 髙橋 琢二，大学院学生（髙橋研）山田 俊介

　導電性カンチレバーを用いた静電引力顕微鏡において，静電引力の外部電圧依存性から量子ドットなどのナノ構造
での電子帯電効果を観測することを目指している．また，同顕微鏡の応用形であるケルビンプローブフォース顕微鏡
（KFM）を利用した電位分布計測を通じて，カーボンナノチューブ等における欠陥分布などを可視化する取り組みも
行っている．

先進モビリティ（ITS）連携研究センター（ITS センター）
 高度交通システム（ITS：状況の認識とモデル化）1. 

教授 池内 克史

　21世紀に向けて高度交通システムの開発が盛んです．そこでは，車は， 運転者やその周辺の車の行動を見て，その
状態を理解し，周辺の道路環境を比較しながら，さらに上位のコントロール系からの情報にもとづいて，最適な行動
が取れる必要があります．こういったシステムのために，人間の行動を連続的に観測した画像列から行動を理解する
手法，地図情報と周辺の状況から現在の位置を決定する手法，位置情報， 地図情報を現在の実画像上に付加する手法
などを研究しています．

 ドライビング・シミュレータによるバーチャル・ブルービンググラウンドの研究2. 
教授 須田 義大，外国人客員教授（須田研）Ching-Yao CHAN，李 克強，

協力研究員（須田研）椎葉 太一，研究員（須田研）高橋 良至，民間等との共同研究員 大貫 正明，
特任助教 山口 大助，技術職員 小峰 久直

　マルチボディ・ダイナミクスの車両運動モデルを用いたドライビングシミュレータによるバーチャル・プルービン
ググラウンドを提案している．リアルタイムシミュレーション手法の改善，タイヤ試験機との連携，ステアリング特
性，ドライバ特性，交通信号などを含む道路交通環境の高度化などを検討した．

 Urban network travel time estimation3. 
客員教授 チャン エドワード，EPFL Ashish Bhaskar

　Research on travel time estimation is often limited to freeways. However, on the urban networks, presence of signalised and 
non-signalised intersections; loss or gain of vehicles due to parking, mid-link side street, shopping centres, etc. makes the estima-
tion of travel time on urban road network more challenging. The model, CUPRITE, based on the fusion of data from probe vehi-
cle with that from traditional detectors for predicting average real-time travel time on urban networks has been developed. Given 
the high variance of urban travel time due to signalised intersection control, a large amount of probe vehicle data is needed to 
give accurate travel time estimates. Penetration rate of probe vehicles is not likely to be high in the near future. By integrating 



253

2．研究部・センターの各研究室における研究

both probe vehicle data and traffi c data collected by fi x point traffi c sensors, CUPRITE is able to reliably estimate urban travel 
time accurately. CUPRITE is validated with real data from 1.5 km road in Lucerne, Switzerland and shows promising results for 
its implementation, taking into account the various urban complexities, such as mid‐ link sources and sinks， unknown real 
turning ratios, travel times for different movements etc.

 Traffi  c Risk Indicators4. 
客員教授 チャン エドワード，EPFL Pham Minh-Hai，INRETS Nour-eddin El Faouzi

　With the rapid deployment of Intelligence Transportation Systems (ITS), real-time characterisation and prediction of network 
state play a key role in various ITS applications, such as Advanced Travel Information Systems (ATIS). This real-time characteri-
sation is quite well addressed from traffi c perspective, with a variety of performance indicators. However, there is a need for real-
time, reliable and effective indicators to assess traffi c situation from a safety perspective. This is precisely the target of this re-
search i. e. to develop traffi c risk indicators to improve the road safety in real time, according to the local meteorology. The fi nal 
goal is to help manage the motorway traffi c not only in term of traffi c performance - as done currently -, but also in term of safety, 
notably by disseminating information or regulation measures to the users in order to reduce the risk of accident and mitigate the 
effects of accidents.

 Dynamic OD Estimation5. 
客員教授 チャン エドワード，EPFL Emmanuel Bert

　Most OD matrices used for traffi c operation studies are adapted from OD estimated for transport planning. As the resolution 
demanded of a transport planning model is less rigorous, the use of this OD matrix for dynamic traffi c assignment in micro simu-
lation may not be appropriate. A dynamic OD estimation for urban network has been developed, using mesoscopic traffi c simula-
tion model to achieve a dynamic equilibrium which forms the basis for time dependent OD estimation and LSQR for adjusting 
the OD matrices to ensure convergence. Results have shown that this methodology produces better dynamic OD matrices than 
current methods widely used in practice.

 人間・自動車・交通流系の動的挙動と制御6. 
准教授 鈴木 高宏，教授 桑原 雅夫，教授 須田 義大

　国際・産学共同研究センター サステナブル ITSプロジェクト（sITS）に参加し，その研究テーマの一つとして開
始した研究である．ITS環境の普及段階においては，自動運転車と人間の運転する手動運転車との混在が予想される
が，そのような環境は非常に動的で複雑な挙動を伴い，しばしば安全性や効率を損ね，ITS技術の本来の価値を発揮
できないおそれがある．この動的挙動の解析と制御に関しては，以前にも簡単なシミュレーションによる検討を行っ
たものだが，sITSにおける DS(運転シミュレータ )および TS(交通シミュレータ )などを統合し，出来うる限り現実
に近い交通環境を模擬可能なシミュレータ環境を用いることで，より現実的な解析や制御の研究が行える．2007年
度においては，統合シミュレータ環境に不可欠な，人間運転行動モデルの構築のため，DS被験者実験や交通計測に
よる運転走行データを用いてモデルのパラメータ同定を行う研究や，戦術的車線変更モデルに関する研究などを行っ
た．

バイオナノ融合プロセス連携研究センター
 バイオ・有機材料融合プロセス技術の開発1. 

準教授 竹内 昌治，教授 酒井 康行，教授 藤井 輝夫，特任助教（竹内（昌）研） 津田 行子，
特任助教（竹内（昌）研） 三澤 宣雄，教授 藤田 博之

　従来のシリコンを中心とする無機ドライ材料に加え，合成有機分子や生体分子，細胞，組織，微生物などのバイオ・
有機材料を機械の構成要素として扱うことのできる基盤プロセスを確立する．

 ３次元ナノ構造形成プロセス技術の開発2. 
準教授（東大）杉山 正和，準教授（東大）三田 吉郎，特任講師 久保田 智広，

共同研究員 百瀬 健，準教授（東大）霜垣 幸浩，教授 藤田 博之

　高アスペクト比・高密度の複雑な３次元ナノ構造を形成する革新的構造形成技術，及びトップダウン手法により形
成された構造にナノ粒子等のナノ材料の自己組織化を利用したボトムアップ手法により形成された構造を組み合わせ
た集積構造の形成を行う．
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LIMMS/CNRS-IIS （UMI 2820）国際連携研究センター
 マイクロマシニング技術のバイオ工学への応用（継続）1. 

教授 藤田 博之，准教授 年吉 洋，教授（静岡大）橋口 原，講師（立命館大）横川 隆司，
博士研究員（藤田（博）研）久米村 百子，客員教授（藤田（博）研）ドミニク コラール，

博士研究員（藤田（博）研）クリストフ ヤマハタ，博士研究員（藤田（博）研）セリーヌ ボティエ，
大学院学生（藤田（博）研）メフメット チャータイ タルハン，博士研究員（Institut Curie，France）新田 英之

　バイオ工学のツールをマイクロマシニングで作る研究を行っている．特定のタンパクを認識する分子を固定した
パッチのアレイを作り，そこに細胞を選択的に吸着することができた．また，マイクロ構造内でニューロンを培養し，
人工的結合をさせることも試みている．チップ上に生体分子モータを固定し，その回転が温度により変化する様を一
分子レベルで観察した．また，リニア分子モータによりマイクロ構造をマイクロ・ナノ流路内で望みの方向に搬送で
きた．更に DNA分子などの長鎖分子を可動マイクロ構造で把持した．

 細胞の外部刺激への応答計測センサ2. 
教授 藤田 博之，教授（東大）鷲津 正夫，教授（京都大）小寺 秀俊，

博士研究員（藤田（博）研）オリヴィエ デュクルー，大学院学生（藤田（博）研）Jung-Wook PARK，
博士研究員（藤井（輝）研）ナザレ ペレイラ ロドリゲス

　外部刺激に対する細胞の応答を，1細胞から少数細胞レベルでリアルタイム計測するための化学センサをMEMS
技術を応用して開発する．グルコース刺激に対する膵臓β細胞の応答測定を念頭に置き，カルシウムイオン濃度を測
る ISFET（イオン反応性電界効果トランジスタ），インシュリンの直接検出を目的とするマイクロ振動子センサと
SAW（表面弾性波）センサの三種類を研究している．

 高周波インピーダンス測定によるバイオ測定によるバイオセンサ3. 
教授 藤田 博之，外国人客員研究員（藤田（博）研）Katia GRENIER

　マイクロ流路とマイクロ波伝送回路をMEMS技術で組み合わせ，流路内の生体分子の濃度や細胞の活性を評価で
きるセンサを研究している．

 シリコンマイクロビームの座屈構造によるメモリ素子4. 
准教授 年吉 洋，CNRS Benoit CHARLOT，京都大学 山下 清隆，教授 藤田 博之

　情報の 1／0のビットを電子の多寡で記憶する DRAM素子は，宇宙線の照射によって状態が書き換わることがある．
これを回避するために，DRAM素子程度に小さく，かつ，状態書き換えに比較的大きな物理的な障壁エネルギーを
要するマイクロ／ナノメカニカル型のメモリ素子を検討した．具体的には，電子ビームリソグラフィーとシリコンエッ
チング技術により幅数十ナノメートル，長さ数ミクロン程度の両持ち梁を形成し，梁内部の残留応力による座屈を状
態の 1／0とする方式である．静電的に座屈状態が書き換えられることを確認した．なお，本研究はフランス国立科
学研究センターCNRSとの国際共同ラボ LIMMSのプロジェクトの一環として行った．
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