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研究および発表論文VI.  

研究課題とその概要1. 
科研費による研究A. 

学術創成研究費1. 

 レーザー補助広角 3次元アトムプローブの開発と実デバイスの 3次元原子レベル解析
教授 尾張 眞則，金沢大学准教授 谷口 昌宏，東京理科大講師 野島 雅，

学術研究支援員 間山 憲仁，学術研究支援員 岩田 達夫，大学院学生（東大）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

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

科学研究費：特別推進研究2. 

 MEMSと実時間 TEM顕微観察によるナノメカニカル特性評価と応用展開
教授 藤田 博之，教授（静岡大）橋口 原，教授（成蹊大）佐々木 成朗

　本研究の目的は，半導体マイクロ・ナノ加工で作るMEMSデバイスと，ナノ物体を可視化できる透過電子顕微鏡
（TEM）を組み合わせた計測系を構築し，ナノ物体や極微量分子を対象に応力による変形，表面や固相内の拡散，電
界による原子輸送，量子的な電気や熱の伝導などを総合的かつ実時間で測定することである．ナノ物体の形状変化に
対する電気機械特性の依存性を詳細に観測し，分子動力学などの計算機解析と比較することで，様々な微視的機構の
解明をめざす．これに基づき高分子等のナノ繊維の機械特性評価，電気接点劣化，エレクトロマイグレーション，ナ
ノトライボロジー，ナノ物体中の熱伝導，拡散接合技術など，実用上重要な課題の微視レベルからの解明へ向けた応
用展開を図ることが主要な目的である．本研究の独創性は，MEMS技術で作製したナノメカニカルデバイスを TEM
用の試料として用いる点が第一に挙げられ，可視化技術で対象を確認しながらマルチパラメータの同時実時間観測が
可能な，計測系と評価手段の構築を可能とする．このようなナノ構造の効果を微視的レベルで直接評価するというア
プローチは，産業応用における実用的課題に対して多様な情報を提供し，特性向上に繋がる大きな効果をもたらすと
期待される．このように本研究は，最近大きな注目を浴びている「ナノ構造の導入による電気機械特性の改善」とい
う考え方に非常に合致した研究であると言える．

科学研究費：特定領域研究3. 

 ゲスト成分が誘起するソフトマターメソ構造の相転移ダイナミクス
教授 田中 肇，お茶の水女子大学・理学部・教授 今井 正幸，

お茶の水女子大学・理学部・教授 奥村 剛

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

 火山噴火罹災地域の地力回復過程の時空間的解析に関する研究
教授 池内 克史

　本研究では，人間と自然のかかわりのなかで火山噴火罹災地がどのように再生されていったかを解明する．本研究
室ではすでに発掘されている遺構や現地表面の 3次元計測をおこない，デジタル地勢モデルを作成する．このモデル
上に，地下探査結果をマッピングして，地表および地下の 3次元モデルを完成させる．

 異種情報の時空間コーディングと統合的処理に関する非線形システム論的研究
教授 合原 一幸

　本研究は，機能的脳研究と生理学的・分子生物学的・解剖学的脳研究の間の橋渡しとなる神経情報コーディング理
論を提供するために，「脳の高次機能システム」の情報論的数理モデルの構築を目指すものである．「脳の高次機能学」
の研究対象である脳内の様々な情報統合プロセスを，情報コーディング機構に着目しながら非線形ダイナミクスの観
点に立って数理モデルの形で記述することで，脳の情報統合処理の非線形システム的理解を可能にすることを目的と
する．本年度は，前年度までの研究成果をもとにして引き続き，（i）ニューラルコーディング理論，（ii）脳の構成要
素としてのニューロンやシナプスの数理モデル化，（iii）ニューラルネットワークの非線形ダイナミクス，（iv）遺伝子・
タンパク質ネットワークの非線形ダイナミクスの研究を発展させるとともに，特に（v）生理実験データ解析と非線
形データ解析手法開発 および（vi）異種情報統合処理に関する計算論的解析に重点的に取り組んでいる．

 ナノMOSFET の揺らぎとデバイスインテグリティ
教授 平本 俊郎

　大規模集積回路（VLSI）を構成するMOSトランジスタは，性能向上のため年々微細化されている．トランジスタ
の寸法が小さくなると，さまざまなばらつき要因が顕在化し，トランジスタの特性がばらつき，集積回路が動作しな
い，あるいは歩留まりが著しく低下する等の問題が発生する．本研究では，トランジスタ特性の実測とシミュレーショ
ンにより，トランジスタの特性ばらつき要因を解析し，さらに，ばらつきに強い微細MOSトランジスタ構造を提案
することを目的とする．本年度は，ばらつきに強いMOSトランジスタ構造として期待される薄膜埋込酸化膜を有す
る SOIトランジスタにおいては，しきい値電圧が高くなるほどばらつきが小さくなるという通常のバルクMOSトラ
ンジスタとは逆の特性を示すことをシミュレーションにより明らかにした．

 金属酵素による小分子変換反応を範とする高効率錯体触媒反応の開発
教授 溝部 裕司

 パルス励起堆積法による窒化インジウム系半導体の低温成長

教授 藤岡 洋

　本研究においてはパルス堆積法と呼ばれる新しい InN系窒化物半導体の低温成長技術を開発し，極めて高品質な
InNやその混晶（InAlN，InGaN）を成長し，pn制御や急峻なヘテロ接合を実現する．

 人工肝・脂肪細胞カプセルと人工小腸膜を導入したオンチップ人体
教授 酒井 康行，教授 藤井 輝夫

 ナノ構造界面に基づく光電気化学的エネルギー変換システムの構築
教授 立間 徹

 機能元素超構造解析
准教授 溝口 照康
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 国家的大規模プロジェクトにおける技術融合メカニズム
教授 野城 智也

 マイクロナノ加工技術を用いた膜タンパク質機能解明のためのプラットフォーム
准教授 竹内 昌治

 情報爆発時代に向けた新しい IT 基盤技術の研究
教授 喜連川 優

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

 情報爆発時代におけるサイバー空間情報定量評価基盤の構築
教授 喜連川 優

　近年人類の創生する情報は爆発的に増加しており，本研究では，膨大な情報源から真に必要とする情報を如何に抽
出するかという課題に挑戦しようとするものであり，情報源の中でも最も増加率の高いウェブ情報源に対して定量的
評価基盤を構築することを目的とする．即ち，サイバー空間からの情報獲得に関して種々の研究が過去なされてきた
ものの，ウェブでは刻々とコンテンツが変化することから，例えば，現行のサーチエンジンと比べより良い結果が得
られていることを再現性のある形で定量的に示すことは不可能であった．学問としての進歩を劇的に改善すべく本特
定研究では，各種手法の有効性を定量的かつ再現性を持たせた形で評価するプラットフォームを構築する．

 人と車の安全・安心のための自律型画像センサーネットワークの開発
准教授 上條 俊介

 機能元素のナノ材料科学
准教授 枝川 圭一

　研究項目 A03機能元素制御に基づく材料創成カ）ナノ機能元素制御高機能薄膜材料の創成転位コアを利用したナ
ノワイヤーデバイスの作製

科学研究費：新学術領域研究4. 

 初期胚細胞動態のインシリコ再構成技術と数理モデルの構築
講師 小林 徹也

科学研究費：基盤研究（S）5. 

 液体の階層的自己組織化とダイナミクス
教授 田中 肇

　本研究では液体の未解明現象，（1）水型液体の熱力学異常・運動学的異常，（2）単一成分の液体 -液体転移現象の起
源の解明とその応用，（3）ガラス転移現象の解明，（4）高分子メルトを含む液体の結晶化の素過程と機構解明，（5）液体・
ガラス状物質の非線形流動・破壊現象の解明と制御，の 5つの基本問題の解明を目指す．（1）‒（4）では，結晶構造形
成傾向とそれとは異なる対称性をもつ局所安定構造形成傾向の競合という観点から，コロイド，駆動下粉体系の一粒
子レベルでの構造・ダイナミクス解析，ブラウン動力学，分子動力学シミュレーション，理論的研究の連携により，
液体の動的階層性という概念に基づく新たな物理描像の確立を目指す．（5）では，我々の液体の流動場下不安定化の
理論モデル［Nature 443， p. 434］を発展させると共に，実験，シミュレーションの比較を通し，流動場下での高粘性
液体，粉体，複雑流体の不安定化機構，ガラス状物質の破壊機構の解明を目指す．また，流れ場と様々な自由度との
動的結合の機構，ひいてはプリゴジン以来の非平衡状態でどのような物理因子で系の発展が選択されるかという基本
問題の解明も目指す．実験，シミュレーション，理論的研究の連携のもと，時空階層性・動的対称性の破れという概
念を軸に上記の現象の理解に繋がる統一的な物理描像を描くと共に，単純液体・複雑流体の物理学に新しい展開をも
たらすことを目的とする．
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 海洋における巨大波浪の予知と回避に関する研究
教授 木下 健，教授 林 昌奎，教授（東大）影本 浩，教授（東大）鈴木 克幸，

准教授（東大）早稲田 卓爾，技術専門員（木下研）板倉 博，准教授（東大）稗方 和夫，
講師（上智大）冨田 宏，講師（上智大）水谷 由宏，准教授（東大）川村 隆文

　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．

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

　本研究では，2012年ごろに発表される予定の IPCC第 5次報告書への貢献を念頭に置き，水と食料，両者の持続性
をグローバルスケールで議論できるように，さらに今後懸念される世界の水問題に対して国際社会がとるべき施策に
資するように，これまで開発してきた統合型水循環モデルをより発展的に構築する．統合型水循環モデルは大きく自
然系水循環モデル，人間系水利用モデルに分けられ，グローバルスケールでは世界をリードしているそれらのモデル
に関してこれまでの経緯を踏まえて精緻化，高精度化，普遍化を図り，さらに，両者を結びつけるサブモデルとして
窒素循環・水質，ダム・発電用水，深層地下水資源のモデルを新たに開発し，全体を統合したモデルシステムを構築
する．この統合型水循環モデルを 20世紀の 100年分について日単位で実行し，水・エネルギー収支，水循環，水利
用の推定を行い，検証データを用いてその適合性を確認するとともに，主要なフィードバック過程や，ダム貯水池の
効果，人口や経済発展，土地利用変化がグローバルな水循環と水利用にどの程度インパクトを与えてきたのかを定量
的かつグローバルに明らかにする．さらに国家的規模で行われる温暖化シミュレーションモデルへの採用を目指し，
グローバル水循環・水資源の将来像を明らかにする．

 海底ステーションを基地とする海中観測ロボットによる自動海底地殻変動観測手法の開発
教授 浅田 昭，教授 浦 環，助教（浅田研）望月 将志

　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．

 マイクロ現場遺伝子解析システムの実海域展開と機能の高度化
教授 藤井 輝夫，特任准教授 福場 辰洋

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

科学研究費：基盤研究（A）6. 

 地震後長期に継続する地形変化の科学的調査と復興戦略への反映
教授 小長井 一男

 ナノ空間における水素のオルトーパラ転換と分子形成
教授 福谷 克之，教授 岡野 達雄，助教（岡野研）松本 益明，教授（阪大）笠井 秀明，

技術職員 小倉 正平，大学院学生（福谷研）樫福 亜矢，大学院学生（福谷研）岩田 晋弥，
大学院学生（福谷研）杉本 敏樹，大学院学生（福谷研）山川 紘一郎，大学院学生（福谷研）武安 光太郎

　本研究では，氷，炭素，イオン結晶物質などにおける水素の核スピン緩和とエネルギー緩和に関する研究を行って
いる．これらの物質はナノサイズの細孔を有する構造を取る場合があり，細孔内で分子はさらに電気双極子場の影響
で強い四重極相互作用が働く．本年度は，スピン状態を測定するための共鳴イオン化法と分子形成のためのスピン偏
極水素源の開発を行った．また氷とカーボンナノチューブへの水素吸着の実験を進めた．核スピン転換に関する理論
的考察を進め，誘電体表面では表面電場によりスピン 3重項―1重項間の混合が強められ，これにより転換が促進さ
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れることを明らかにした．また表面やナノ空間などでは，回転運動が制限を受け，回転状態の縮退が解け，この状態
間の遷移が転換に伴うエネルギー散逸を担うことでスピン転換を促進するモデルを提案した．

 微細粉末・微細レーザを用いた粉末焼結積層造形の微細性向上に関する研究
准教授 新野 俊樹

 湖沼における低酸素水塊微細構造の形成過程と維持機構に関する研究
准教授 北澤 大輔，滋賀県琵琶湖環境科学研究センター（環境情報統括員）熊谷 道夫

　湖沼における低酸素水塊の形成は，湖底での酸素消費速度と境界層内での移流・拡散現象に依存している．湖底上
の低酸素水塊の挙動を把握するためには，溶存酸素濃度，懸濁物質濃度，流速，酸化還元電位等の詳細な観測に加え
て，数値シミュレーションによる時空間補間が極めて有効である．そこで，湖底境界層における物理―生態系結合数
値モデルを開発する．

 アンコール遺跡・バイヨン寺院浮き彫りの保存方法の研究
教授 池内 克史

　本研究は，アンコール遺跡群における一大遺構，バイヨン寺院の回廊に残る長大な浮き彫りの保存修復を実現する
ための研究である．本年度は 19年度に開発した石材表面の「真の色」のスペクトル分布の測定をもとに，引き続き，
着生物の同定分析をおこなう．またその分布状態と石材表面の色情報との関係，色情報と石材劣化の分布状態との関
係を検討する．

 シナプス前制御に基づく神経情報処理の数理モデル化とその工学応用
教授 合原 一幸

　本研究は，ごく最近実験的に見い出されたシナプス前制御を対象として数理モデルを構築し，その理論解析を通し
てシナプス前制御の神経情報処理機能を明らかにしようとするものである．まず単一シナプスレベルに関しては，シ
ナプス前シナプスおよび皮質求心性アセチルコリンによるシナプス前修飾という最近発見されたシナプス前制御を記
述する数理モデルを定式化し，そのモデルの数理解析及びシミュレーション解析によって，ニューロン間の情報伝達
様式に関する理論解析を行っている．次に，ネットワークレベルに関しては，上記の単一シナプスレベルの数理モデ
ルを基礎として，ニューラルネットワークにおける前シナプス制御機構が果たす役割を脳の具体的な情報処理機能と
の関連で追求し，従来の単純なシナプス結合しか持たないニューラルネットワークの能力を越えるような脳の高次機
能が，前シナプス制御機構により説明しうるのかといった問題を探究する．さらに，この解析結果に基づいてシナプ
ス前制御を有するニューラルネットワークモデルのパターン認識等の高度な神経情報処理への応用をはじめとした工
学的応用に関しても広く検討を行なう．

 室内環境形成寄与率CRI の時間応答モデル開発とエネルギーシミュレーションへの適用
教授 加藤 信介

　従来全く顧みられなかった CFD （計算流体力学）に基づいて汎用性の高い室内の対流熱輸送に関するネットワーク
解析組込み用の時間応答を算出する手法を開発・検証する．この手法をエネルギーシミュレーションに組込み，室内
の温度分布の不均一性を生かして快適と省エネルギーの達成を目指す室内環境設計などを対象に両者のトレードオフ
関係を明らかにする多目的最適化問題における合理的な意志決定ツールを開発する．

 実構造物調査によるかぶり品質の実態把握と耐久性照査設計／竣工検査体系の高次融合
教授 岸 利治，電力中央研究所 蔵重 勲，愛媛大学 岡崎 慎一郎，名古屋工業大学 吉田 亮，助教（岸研）安 台浩

 大規模音響数値解析技術による建築音環境シミュラークルデータベース構築
准教授 坂本 慎一，教授（大分大）大鶴 徹，教授（九州大）藤野 清次，教授（関西大）河井 康人，

教授（大分大）秋田 昌憲，准教授 佐久間 哲哉，准教授（大分大）福田 亮治，
准教授（大分大）富来 礼次，助教（京都大）堀之内 吉成，助教（新潟大）大嶋 拓也

　建築空間を舞台とする音響に関する実在の系とソノシミュラークルを科学的に比較するための基盤技術整備とデー
タの提供を行う．具体的には容積 10,000m3程度の建築空間の周波数 10～4,000Hz領域にわたる音響数値解析技術の
確立（パラメータ設定と算定精度に関するデータベース，ソルバー・ライブラリ，プリ・ポストプロセッシングライ
ブラリの整備等），ホールや居室空間のシミュラークルに関わる音響データベースの最終目的とする．



118

VI.　研究および発表論文

 大深度海中小型生物を全自動で探査・採取する海中ロボットの研究開発
教授 浦 環

　深海中に棲息する数 cmのクラゲ類の採取をミッションとする 7,000m級 AUVの研究開発を進めている．AUVは
これを自動的に探索，発見，サンプリングする機能を備える．クラゲ類は遊泳力が微弱な浮遊生物のため，AUVに
よる全自動サンプリングは比較的容易である．しかし，形態が多様であり遊泳中に姿を変化させる．そこで本研究で
は，AUVにより種を識別する自動識別システムを構築，かつ，研究に使えるサンプルを採取する AUVによるマニピュ
レーションシステムを構築する．並行して，7,000m級 AUVに用いる大深度仕様の高強度・軽量・小型セラミックス
耐圧容器の開発を進めることで，7,000m級潜航可能なロボットの研究開発を進めている．

 高周波微小振動子による元素同定，質量検出および液中原子間力顕微鏡の実現
教授 川勝 英樹

 分子計算の高精度化メカニズムとその評価系の構築
教授 藤井 輝夫，博士研究員 金田 祥平，大学院学生（東工大）木村 良範，准教授（東工大）村田 智

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

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

 材料劣化が生じたコンクリート構造物の構造性能評価に関する技術学術体系の構築
准教授（長岡技大）下村 匠，准教授 加藤 佳孝

　鉄筋腐食に代表される材料劣化が生じたコンクリート構造物の構造性能の評価について，土木学会における
JSCE331委員会をベースに研究代表者，分担者らが過去 4年間にわたって進めてきた実験的研究，解析手法の検討を
さらに推進，発展，高度化するとともに，得られた要素技術，研究成果の体系化を進める．これらを通じて，今後の
本関連テーマの継続的な研究と，研究成果の構造物のライフサイクルマネジメント技術への効果的な応用のプラット
フォームとなる技術学術体系を構築する．

 溶融シリコンのリンとボロンの同時除去
教授 前田 正史

科学研究費：基盤研究（B）7. 

 核共鳴 X線散乱によるサブサーフェス領域での水素誘起原子拡散過程の研究
教授 岡野 達雄

 可逆的光重合反応を用いた繰り返し使用可能なホログラム記録材料の研究
教授 志村 努，准教授 吉江 尚子，助教（黒田研） 藤村 隆史，

日本学術振興会外国人特別研究員（志村研） Liu Yingliang（劉 応良），
大学院学生（志村研） 野村 文裕，大学院学生（吉江研） 大矢 延弘

　光照射により屈折率の変化するフォトポリマーは，光重合反応による密度変化がその屈折率変化の原因であるが，
通常の光重合反応は不可逆反応であり，一度変化したものは元には戻らない．一方，可逆的な重合反応はこれまでに
も種々研究されているが，そのほとんどが熱的な反応によるものであり，光反応ではない．われわれは，光反応によ
る可逆的重合反応を用いて，光照射による屈折率変化可逆的に起こすことを目指して研究を行っている．現在のとこ
ろ，光を熱源として用いた可逆的屈折率変化を観測した．また光照射による可逆的な吸収スペクトルの変化も確認し
ている．



1．研究課題とその概要

119

 微小液滴射出・操作技術を用いたナノレオロジー計測工学の創生
教授 酒井 啓司，助教（酒井（啓）研）美谷 周二朗

　本研究は，我々がこれまでに培ってきた微小液滴の吐出・衝突・融合化技術ならびにその変形・回転運動の高時間
分解能観察手法を用いて，μmサイズの流体のレオロジー物性を研究する「超高速変形ナノレオロジー計測工学」を
創生し，その基本要素技術を産業界における汎用の計測ツールとして供与することを目的とする．本年度は，複数の
微小液体の高速吐出・衝突に伴う変形から超高歪下の粘弾性と表面張力を計測するハイパーレオロジー技術を確立し，
従来の測定帯域を飛躍的に拡大することに成功した．さらに液滴の高速生成技術を用いて，複層液体相のナノ構造を
自己組織化的に発現させる研究を進めた．

 面外挙動と梁の変形拘束を考慮したURM壁付き RC建物の被災度判定手法の実用化研究
教授 中埜 良昭，助教（中埜研）崔 琥，助教（中埜研）高橋 典之

　本研究の主目的は，無補強組積造（URM）壁を有する RC造架構を対象に，地震後に目に見える損傷である「残
留ひび割れ幅」と建築物が保有する「地震被災後の耐震性能（残存耐震性能）」の関係を擬似動的および面外加振を
含む動的載荷実験を通じて明らかにし，国外でも直ちに適用可能な被災度判定手法の実用化を目指す．

 量子熱電効果の非平衡物理と熱駆動ナノデバイスの開拓
准教授 羽田野 直道

　現在のナノデバイスは基本的に試料に電流を流すことによって駆動する．この従来型のデバイスでは，温度は試料
全体で一定であることが暗黙のうちに仮定されている．それに対して我々は最近，量子ネルンスト効果の存在を理論
的に予言した．量子ホール効果の起こる領域において，試料の左右に電位差ではなく温度差をつけると，磁場中で試
料の上下に電位差が発生することを明らかにした．これは，熱電効果の一つであるネルンスト効果に対応する量子現
象といえる．この量子ネルンスト効果や，その逆効果である量子エッティングスハウゼン効果を用いると，ナノスケー
ルで熱と電気の間の変換が可能になる．これにより，従来とは全く異なる種類の新しい動作特性を持つナノデバイス
の開発につながると期待できる．今年度はビスマス単結晶における量子ネルンスト効果の実験結果を，フォノンドラッ
グの寄与を考慮に入れることによって正確に再現した．また，2次元電子系における電子温度の加熱のシミュレーショ
ンを行った．

 量子ホール系における核スピン制御と電子スピン物性探求
准教授 町田 友樹

　量子ホールにおける電子スピン―核スピン相互作用を利用して核スピンを制御して量子情報技術への応用を目指
す．一方，核スピンをプローブとして量子ホールにおける電子スピン偏極率を決定し，量子ホールにおけるスピン物
性を明らかにする．

 金属／セラミック複合薄膜の三次元マイクロ・メゾ構造体の造形
教授 帯川 利之

　センサー等に応用する立体的な膜状微細素子の開発のため，金型を使用しないフレキシブルでかつ迅速なマイクロ
塑性加工技術を新たに開発した．また必要に応じて，成形した薄膜微細素子にコーティングやエッチングを施して高
機能化を図った．

 エネルギースパークリングを可能とする燃料電池／電池（FCB）の開発
教授 堤 敦司

 マイクロ波パルスドップラーレーダによるリアルタイム波浪観測に関する研究
教授 林 昌奎

 電気融合による生体内への耐凍結・乾燥物質の高速高効率導入バイオチップの開発
准教授 白樫 了

 海域肥沃化技術の評価ツールの構築
准教授 北澤 大輔，准教授（東大）多部田 茂

　海洋での魚類生産を増加させるためには，一次生産を増やす必要がある．通常，海洋の表層では，栄養塩濃度が一
次生産の制限因子となっているため，海洋表層水への栄養塩の添加は有効である．そこで，栄養塩散布，深層水くみ
上げ，鉛直循環促進等による海域肥沃化技術を評価するための生態系モデルを開発する．
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 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
准教授 土屋 健介

 光 KFMによる太陽電池材料中の少数キャリアダイナミクスの解明
准教授 髙橋 琢二

 混雑状況下における人物追跡にもとづく行動解析
准教授 佐藤 洋一

　本研究では，さまざまなレベルでの混雑度に応じた人物追跡手法を実現することにより，安心安全社会のための高
度セキュリティシステムや実世界における人物行動解析によるマーケティングなど，多様な分野へ展開可能な人物追
跡技術を他に先駆けて実現することを目指す．

 励起状態制御に基づく新規な有機固体発光材料の創出
教授 荒木 孝二，助教（荒木研）務台 俊樹

　本研究は，固相中での集積構造に基づく励起状態制御という新しい視点から，固相であるが故に強い発光を示す新
規な有機固体発光材料を開発することを目的としたもので，複数の芳香環が回転可能な単結合で結ばれた化合物群を
対象として検討を進めている．フェニルイミダゾピリジン（PIP）誘導体は，励起状態でのプロトン移動（ESIPT）
に伴うストークスシフトの大きな強い発光を固相でのみ示すという事実を見いだしたことから，本年度は，PIPの各
種誘導体を設計・合成し，その発光特性の解析を行った．その結果，化合物の電子状態および集積構造と発光特性と
の関連について知見を得るとともに，青緑から橙色までの異なる発光色を示す新規な有機発光物質群の開発に成功し
た．

 新規窒素固定法に供する金属－硫黄クラスター分子の開発
助教（溝部研）清野 秀岳，教授 溝部 裕司

 フルオラス相互作用を用いる機能性糖鎖デバイスの構築
教授 畑中 研一

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

 雰囲気制御型走査プローブ法によるダイヤモンド表面のナノ化学修飾
教授 光田 好孝

　ダイヤモンドの終端元素やダングリングボンド，その構造が表面物性に大きな影響を及ぼすことが明らかになって
きた．さらに，これらの終端構造の熱力学的安定性は，未だ結論の出ていない，ダイヤモンドの核形成や成長の物理
モデルを構築する上で欠くことのできない情報を与える．本課題では走査プローブ（SPM）法やオージェ電子分光
（AES）法を用いることで，表面終端構造の安定性やその制御法を明らかにする実験及び理論的研究を行った．昨年
度までの雰囲気制御型 SPM法による実験において C-H結合の解離に必要な電子線衝撃が見積もられた，そのエネル
ギーは 10 eV以上，フラックスは 1nA/φ1μm（1kA/m2程度）以上と推測されていた．これに基づき，超高真空中で
15 kV， 1nA/φ10 nmの電子線照射環境における AES法により，マイクロ波プラズマ CVD法で作製した多結晶ダイヤ
モンド薄膜の粒表面，粒界部のオージェ電子スペクトルの測定を行った．これらの実験により，30分以上の電子線
照射においても，250 eV付近の炭素原子ピークは安定に確認可能であり，高エネルギー電子線照射による化学結合
状態の変化は生じないことが明らかとなった．電子線照射位置を粒界部へと変化させた場合においては，炭素原子ピー
クは 1.5 eV程度低エネルギー側にシフトしており，粒界部のみ水素終端割合が高い（水素終端によるエネルギー安
定度が高い）ことが示唆された．これらの結果はエネルギー的に不安定な面や稜ほど，水素終端の安定度が高いこと
を予想させた．他方，マイクロ波プラズマ CVD中において核形成や水素終端化の生成に重要であると考えられる水
素イオンの表面への照射環境の“その場”計測実験およびシミュレーションを行った．マイクロ波プラズマ CVD中
における基板への負電圧印加環境においては，雰囲気中の原子状水素及び水素分子との衝突により，表面へのエネル
ギー輸送は限られ，入力電力のほとんどが中性原子の熱運動に変化することが明らかとなった．以上の結果から，成
長中の水素終端化は表面への高エネルギー水素イオンの照射が無い，非平衡度の低い環境においても生じうることが
明らかとなった．
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 血流を積極的に導入する再構築形肝組織移植デバイスの実現可能性
教授 酒井 康行

 可逆反応を利用した多彩な環境性能を持つ高分子材料の創成
准教授 吉江 尚子

　プレポリマーとリンカーを可逆反応によって結合（重合・架橋）して高分子化する材料において，可逆反応に特有
の多彩な機能（易リサイクル性，硬／軟間の物性変換性，自己修復性など）を探求し，高い環境性能を持つ高分子材
料の創製技術を構築する．

 気液混在マイクロ・ナノ化学プロセスの開発
准教授 火原 彰秀

 チタン酸ストロンチウム結晶中の転位に形成させたナノ細線デバイスの作成
准教授 溝口 照康

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

 広範囲な応力・ひずみ条件下における砂質土の液状化特性の高精度計測と統一的モデル化
教授 古関 潤一，研究員（古関研）並河 努，技術職員（古関研）堤 千花

　中空円筒供試体の両側を積層リングで拘束し，変形が不均一にならないようにした状態で，大変位の繰返しねじり
せん断試験が行える装置を新規に設計・製作した．また，これまでに開発してきた液状化特性を表現する 1要素モデ
ルを拡張し，初期せん断の大きさを変えて実施した非排水繰返し中空ねじり試験結果を妥当にシミュレーションでき
ることを明らかにした．

 分散エネルギーシステムを中核とした再生可能エネルギー導入最適化設計ツールの開発
教授 大岡 龍三，教授 加藤 信介

　本研究は，都市部に分散配置された発電拠点から電力と熱を併供給する分散エネルギーシステムを中核とした再生
可能エネルギー導入拡大の可能性に着目し，遺伝的アルゴリズムを用いたエネルギーシステム最適計画手法を拡張し
た「再生可能エネルギー導入最適化設計支援ツール」の開発に取組むものである．

 ガンジスカワイルカの総合的長期生態観測システムの構築と長期モニタリングの実施
特任研究員（浦研）杉松 治美，教授 浦 環

　インドのガンジス川に棲息する希少野生動物であるガンジスカワイルカの生態解明および棲息環境保全を目的とし
て，最先端の音響探査技術と情報通信技術を駆使した総合的長期生態観測システムを構築して，都市部から遠く離れ
たナローラ地区において持続的な長期生態モニタリングをおこなうことで，定量的なデータを蓄積し，緻密な解析を
おこない，イルカの水中 3次元行動や移動，分布などの観測成果をガンジスカワイルカの生態解明および環境保全へ
とフィードバックさせる．また，観測データをリアルタイムでネットワーク発信するシステムを構築し，世界に向け
て情報発信する．さらに，本研究成果をもとにガンジスカワイルカ観測のためのナローラモデルを構築，他地域のガ
ンジスカワイルカおよび世界の淡水性イルカ類の観測・保護活動のパイロットモデル（ナローラモデル）として提案
する．

 地中埋設管のライフサイクルコスト低減のための埋設・更新・維持管理方法の提案
准教授 桑野 玲子，教授 古関 潤一，埼玉大 桑野 二郎，

土木研究所 小橋 秀俊，国土技術政策総合研究所 松宮 洋介

　埋設管のライフサイクルコスト低減を目指した合理的な埋設，及び維持管理に資することを目的として，長期間埋
設された地中埋設管の挙動，埋設管の老朽化に伴う諸問題，及びその効率的な更新方法について検討した．

 塩害を受けるコンクリート構造物の寿命予測の信頼性に関する研究
客員教授 横田 弘

　本研究は，塩害が生じる RC構造物の寿命予測手法への信頼性手法の導入への試みとして，塩害に影響を及ぼす各
種不確定要因（使用材料の品質・暴露環境・施工条件）を点検診断時に区別し，これらを当該部材の構造性能評価に
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取り入れるための手法の構築を目的とする．

 溶融塩―シリコン交換反応によるβ―鉄シリサイド半導体創製の物理化学
教授 森田 一樹

 サブハライドを原料として利用するチタンの高速製造法
教授 岡部 徹

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

 ランダムネットワーク・フォトニック物質に関する研究
准教授 枝川 圭一

科学研究費：基盤研究（C）8. 

 電磁流体乱流のダイナモ効果の実証とモデリング
教授 半場 藤弘，助教（半場研）横井 喜充

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

 ナノギャップ電極を用いた単一 InAs 量子ドットの電子状態の解明と素子応用の探索
助教（平川研）柴田 憲治，教授 平川 一彦

 近接ネットワークに基づくコンテクスト抽出による歩行者ソーシャルコンピューティング環境の実現
准教授 瀬崎 薫

 ナノ集積構造変換で制御される有機固体発光の増幅機構設計
助教（荒木研）務台 俊樹

　有機固体発光材料の発光特性は一般に構成分子の合成化学的な修飾によって制御されるが，近年，分子間相互作用
や分子のコンホメーション変化といった化学修飾をともなわない新たな発光制御手法が注目されている．本研究は，
分子のコンホメーション変化に基づく電子状態変化を「増幅する」機構を分子レベルで設計することにより，新規な
有機固体発光材料の開発を目指したもので，励起状態でのプロトン移動過程を利用した新しい制御機構を組み込んだ
化合物の設計・合成・評価を実施した．

 無容器法を用いた高屈折率ガラスの特性制御
教授 井上 博之

 属性を付与された要素から成るネットワークモデルに関する研究
教授 藤井 明

 小型ラジコンヘリによる災害マッピングシステム
特任助教（柴崎研）長井 正彦，教授 柴崎 亮介
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 RFID タグ（パッシブ型）を用いた走行車線認識
教授 柴崎 亮介

 都市・建築空間における障害付き p- センター問題に関する研究
講師 今井 公太郎

　施設配置問題のひとつに，p -センター問題がある．これは，消防署などの緊急施設を p個配置することを考える
とき，最も不便な利用者の不利益を最小化するように，どのように配置すればよいかという問題である．本研究では
都市・建築に存在している様々な障害物を考慮に入れ，距離にも多変量の重み付けをすることで，適用条件を一般化
した p -センター問題の解法を確立し，その有効性を検証した上で，現実の都市空間における救急設備の配置の提案
と評価を行うものである．

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

 ひび割れがコンクリート構造物の劣化に及ぼす影響のリスク論的評価と維持管理計画
技術専門員（加藤（佳）研）西村 次男，准教授 加藤 佳孝

　コンクリートは高耐久材料であるとともに，ひび割れが発生しやすい材料である．最近では，グリーン購入法の施
行とともに利用が促進された高炉セメントを用いたコンクリート構造物において，ひび割れ発生事例が多く存在し，
受発注者の頭を悩ませている．いつ，どのようにして発生したひび割れが，その後の構造物の耐久性にとって有害で
あるかを判断できる材料を揃えること，また，このような実験的な事実の，竣工検査や維持管理業務への活用方法を
検討することも重要なことである．本研究ではひび割れがコンクリート構造物の劣化に及ぼす影響を実験的に把握す
るともに，得られた知見の活用方法（主に維持管理）の検討を行うことを目的としている．

科学研究費：挑戦的萌芽研究9. 

 流動場および電磁場相互作用を用いたマイクロ周期構造の自己組織化的生成
教授 酒井 啓司，技術職員（酒井（啓）研）平野 太一

　本研究では流体中に分散させた導体微粒子に対し，変動磁場を印加することにより粒子を回転させ，このとき粒子
間に働く流体力学的な斥力と磁気モーメント間引力の制御により，デバイスなどに利用可能な高い秩序を持つ結晶構
造を自己組織化的に実現する技術を確立する．本年度は，自己組織化的配列構造の作製に寄与するふたつの相互作用
について，予備実験及び数値シミュレーションからその大きさ，到達時間などの性質を決定し，より微細な周期構造
を作製するために必要な条件を探った．現在，この条件に基づいた変動磁場印加装置の作成に取りかかっている．

 誘電分光による生体内の結合水測定と生体の劣化予測に関する研究
准教授 白樫 了

 プラズモン共鳴をナノワイヤ表面に発生させる近接場光顕微鏡の設計・製作
准教授 土屋 健介

 フォノニック結晶の作製とその光学デバイスへの応用
准教授 岩本 敏

　結晶を伝搬する音波などの弾性波は、散乱現象などを通して電子や光子と相互作用することにより、物質の光・電
子物性を変化させる。弾性波の分散や空間閉じ込めの制御が可能となれば、関連する諸現象、特に光散乱や光弾性効
果などの増強・制御が可能となると期待できる。本研究では、弾性波の伝搬特性が制御された人工材料を構築し、そ
の音響光学デバイスへの応用を目指す。具体的には、弾性率の異なる材料の周期構造で構成されたフォノニック結晶
構造を利用して弾性波の低群速度状態や局在状態を実現し、位相変調器や偏向器などとして広く使われている音響光
学素子の性能向上を目指す。

 膜融合制御に基づく機能性超分子マイクロリアクターの設計
教授 荒木 孝二，技術専門職員（荒木研） 吉川 功

　非共有結合である水素結合の強さと可逆性を最大限生かした超分子材料として，本質的に静電相互作用である水素
結合を水中で有効に作用させて安定性の高いマイクロカプセルの作製，水素結合の可逆的組換えによるベシクルの形
態変化を利用したマイクロ反応場での反応制御，ベシクルの安定性を利用した簡便なベシクル分離回収系の実現，と
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いうことを目的として研究である．本年度は，二次元水素結合網で形成されたベシクル膜を持つ巨大ベシクルが，高
い安定性と内相保持能を有する優れた人工反応場となること，および非イオン界面活性剤を共存させることで巨大単
層ベシクルが簡便に調製でき，融合・分割という動的な形態変化を示し得ることを明らかにした．

 建築衛生上有害真菌のマイクロ波殺菌技術の開発
教授 加藤 信介

　比較的波長の短い電磁波であり，電子レンジなどの加熱用に使われるマイクロ波を利用して，①空調系統内の空気
中の真菌の殺菌（空気殺菌），②室内の建材中で繁殖した真菌の殺菌（表面及び建材中の殺菌），の 2つの課題に関し
て検討を行なう．ダクトを含む空調機器内でのマイクロ波照射は，比較的シールドが容易であるため，マイクロ波を
高出力で短時間照射する．一方で，室内の殺菌に使用するマイクロ波は，マイクロ波照射による温度上昇の影響のな
い範囲の強度で長時間照射する．

 強潮流下へ潜航して海底観測する自律型海中ロボットの高精度位置決定法の研究と展開
教授 浦 環

　（AUV：Autonomous Underwater Vehicle）は，現在，海洋底観測のための新しいプラットフォームとして活躍してい
る．AUVは，有人潜水艇や遠隔操縦式無人機（ROV：Remotely Operated Vehicle）を展開するのが困難な黒潮など強
海流下や海底火山地帯に展開できる．このため，特に熱水性鉱床の観測では，航行型 AUVにより広域観測をおこない，
次ぎにホバリング型 AUVにより，詳細な海底面の観測をおこなう手法の確立が期待される．しかし，ホバリング型
AUVを強海流下の特定地点に全自動潜航させるには高度な自律性が要求され，そのための高精度位置決め法の確立
が不可欠である．本研究では，新しい手法の可能性を追求するため，ホバリング型 AUV「Tuna-Sand」に搭載するこ
とを目的として，地形照合航法と超短基線音響測位手法（SSBL：Super Short Base-Line Navigation System）を併用し
た航法を開発して，強海流下への AUVの確実な展開手法を研究開発する．

 デジタル回路による新しいシリコンニューラルネットワーク
准教授 河野 崇

 微生物機能を利用した既存土構造物の耐災性向上技術の評価手法の開発
准教授 桑野玲子，長野高専 畠俊朗，港湾空港技術研究所 菊池喜昭

　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させることにより，既存の土構造物や埋設構造物
の地震時液状化や降雨時の土砂流出に対する耐災性を向上することを目的に，有用微生物の地盤内目的箇所への均質
かつ効果的輸送と保持，および微生物機能による地盤固化の進度とその効果の評価方法について解明する．

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

　自動車触媒の基幹素材である白金族金属の高効率リサイクルは緊急の課題である．しかしながら，湿式法は強力な
酸化剤による長時間の処理を必要とし，処理困難な廃液が発生する．このため，湿式法を実用化するためには，「強
力な酸化剤が不要で，かつ処理時間の短い白金族金属の新回収プロセス」の構築が必要不可欠となる．そこで本研究
では，強力な酸化剤を使用しなくても酸に溶解する白金複合塩化物を予め合成する手法を確立することを目的とする．

科学研究費：若手研究（A）10. 

 レーザー光による液体ナノ微粒子の生成技術の開発と微小表面物性の研究
助教（酒井（啓）研）美谷 周二朗

　本研究ではレーザー光の放射圧を用いることで直径 10nm の極小液体粒子を生成する技術の開発，および極小液体
粒子の表面物性ならびに粘弾性を直接観察することを目的とする．本年度は，層構造を持つ液体粒子表面の物性研究
を発展させるために，二次元に展開した複層液膜の表面振動伝搬特性を理論・実験の両側面から検討した．また，極
小液体粒子の連続生成およびその制御方法に関する実験的検証を行った．

 フォトニックナノ共振器を有するシリコン LEDの実現とその高効率化
准教授 岩本 敏

　次世代エレクトロニクスにおける高密度光配線技術を実現しようとするシリコンフォトニクス技術において、高効
率光源の実現は大きな課題であり、様々な研究が進められている。最も基本的材料である結晶性シリコンは間接遷移
という理由からその候補としては検討されてこなかったが、我々はフォトニックナノ共振器を用いた環境（輻射場）
の制御により、結晶性シリコンの発光効率が改善できることを示した。その知見を基に、本研究では、フォトニック
ナノ共振器を有するシリコン発光ダイオード（シリコンナノ共振器 LED）を作製し輻射場制御による発光増強効果
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を実証するとともにその高効率化を目指す。具体的にはフォトニック結晶ナノ共振器を有するシリコン LEDを実現
し量子効率向上の実証するとともに、プラズモニック共振器の導入によるシリコンナノ共振器 LEDの更なる高効率
化を目標とする。

 新規階層型多孔質物質群の合成，体系化，機能
准教授 小倉 賢

 自律的調整機能を有する空間制御ロジックの開発
助教（加藤（信）研）樋山 恭助

　空調システム内における一部の機器に異常が生じ室内環境に乱れが生じた場合，周囲の機器が出力を調整すること
でその乱れを修復する空調ロジックを開発することを目的とする．従来の空調制御のようにセンサーからの操作信号
に従い出力を決定するのみでなく，それぞれの機器が周囲の機器の動作状態を監視し，空間全体を快適に保つよう自
律的に機器自身の出力を調整する空調制御手法を展開することに，本研究の独創性がある．

 複数の自律型水中ロボットの協調による海底の広域・高精度マッピング手法
助教（浦研）巻 俊宏

　本研究では海底を広域にわたって画像マッピングする手法として，相対位置計測が可能な複数の自律型水中ロボッ
ト（Autonomous Underwater Vehicle， AUV）が交互に着底してランドマークとなることで広範囲・高精度なリアルタ
イム測位を行う「Leapfrog （馬とび） Positioning」を提案する．そして提案手法のキーテクノロジーである，音響によ
る AUV同士の相対測位・通信手法の研究開発を行う． 本研究の成果は学問（地学，生物学，地球化学，考古学など）
だけではなく，捜索・救助，資源探査，港湾施設の保守点検，テロ対策などさまざまな分野に役立つと期待される．

 シリコン拡張CPGによるMEMSデバイスの制御
准教授 河野 崇

 単電子トランジスタを用いた単一光子発生素子
特任准教授 中岡 俊裕

科学研究費：若手研究（B）11. 

 窒化ガリウム結晶を用いた フォトリフラクティブメモリーの研究

助教（黒田研）藤村 隆史

　本研究の目的は，ワイドバンドギャップ半導体結晶を用いて従来のフォトリフラクティブ材料では，両立すること
ができなかった高い記録感度とメモリー性を併せ持つ新しいホログラム記録材料を開発することにある．特に，我々
がこれまで行ってきた GaN結晶におけるフォトリフラクティブ効果の研究を発展させ，ホログラム記録特性の改善
と共に，再生時にも消えない不揮発性ホログラムの記録を行うことが本研究の課題である。

 ガラス形成物質のレオロジー
助教（田中（肇）研）古川 亮

　「ガラス」形成物質を対象にした研究は物理，化学，工学に至る広範な分野で，極めて幅広く行われてきたが，そ
の高度な非線形性，非平衡性のために，今日においても，その性質が十分に理解されたとは言い難い．この事情は基
礎から応用に至るあらゆるレベルで言える事である．それゆえに，特に基礎研究の視点に限っても，ダイナミクスを
対象とした問題には，大きな可能性が開かれていると申請者は考えている．本研究では，以下の 2つの重要な動的問
題の解明を目指す：【過冷却液体の非局所粘弾性】過冷却液体の問題は，有り体に言えば協同運動の問題である．過
冷却液体に出現する動的不均一構造が輸送現象に如何なる本質的な役割を有するのかという点について，非局所粘弾
性の視点から明らかにする．【変形下のガラス状物質の不安定化現象】過冷却状態あるいはガラス状態にある極端な
高粘性流体の変形下での挙動は，現状では系統的な理解が著しく困難である．申請者らは 2006年に，粘性の圧力微
分の逆数を超える剪断率を与えた場合，正の圧縮率で特徴づけられる熱力学的に安定な一様状態であっても，液体が
不安定化し，遂にはキャビテーション等の非線形現象に至るという全く新たな機構を提案した．この機構の単純性，
普遍性に鑑み，ガラス状物質の不安定化現象についても統一的な理解を目指す．
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VI.　研究および発表論文

 フェムト秒光パルスを用いた反強磁性体の超高速磁化制御
助教（志村研）佐藤 琢哉

　反強磁性体のスピン歳差運動の周波数は THzオーダーに達し，強磁性のそれよりも桁違いに高い．本研究では，
反強磁性体において円偏光パルス照射による非熱的なスピン制御を目指している．今年度は試料として NiOを用い
て磁気光学ポンプ‒プローブ測定を行い，約 1.1 THzと約 140 GHzのスピン歳差運動を誘起することに成功した．こ
れは逆ファラデー効果として解釈され，反強磁性体において観測された初めての例である．

 バイオマスの相互作用に着目した熱分解・ガス化反応機構と速度の解析
助教（堤研）伏見 千尋

 血球を模擬した柔軟粒子の作成とそれを含むマイクロ固液混相流の可視化計測
技術専門職員（大島研）大石 正道

　本研究は，血球などの生体細胞を模擬した均一なマイクロビーズの生成手法を確立し，それを用いて血液の微小循
環やマイクロ生体チップを模擬した流路内での多波長共焦点マイクロ PIV計測を行い，マイクロ混相流の挙動解明
を目指すものである．

 独立成分分析を用いた振動源特定とシステム同定
准教授 中野 公彦

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

　複素数を扱う計算知能を発展させるため，複素ニューラルネットワークの理論およびアルゴリズムに関する研究を
行う．こうした技術は，波動現象や多階調画像などのデータを処理するのに適しており，応用範囲が広い．従来とは
異なる非線形特性をもつ複素ニューロンの活性化関数を提案し，それを用いた相互結合型複素ニューラルネットワー
クのダイナミクスを非線形力学系の観点から解析するとともに，多階調画像復元や組合せ最適化問題等への具体的な
応用を行っている．さらに，階層型複素ニューラルネットワークによる複素数データの学習アルゴリズムついても取
り組んでいる．

 リカレンスプロットを用いた時系列データの検定
特任助教（合原研）平田 祥人

　本研究は，リカレンスプロットを用いた時系列データの検定手法を提案することを目的としている．複雑な現象か
ら観測された時系列データを解析する手法として，リカレンスプロットが注目されている．しかし，背後に存在する
力学系との関係や点のパターンの確率構造・位相幾何学的性質はあまり議論されていない．そこで，本研究では，点
のパターンの確率構造・位相幾何学的性質に着目して，背後に存在する力学系の性質を特徴づける検定手法を提案す
るものである．

 新素材 RFID アンテナ及び認識基盤ソフトウェア
助教（瀬崎研）岩井 将行

 カテゴリの共起に基づく物体の識別と検出
助教（佐藤（洋）研）岡部 孝弘

　本研究では混雑状況下における人物追跡について，1）時系列フィルタと識別器の統合による人物追跡へのオンラ
イン学習と複数モダリティ観測情報の導入，2）低レベル特徴軌跡のクラスタリングによる人物追跡，3）流体モデル
にもとづく群衆全体の流れの解析による人物追跡，の 3つのアプローチに基づき頑健な人物追跡技術を開発する．

 選択暗号文攻撃に対して安全な公開鍵暗号の一般的構成法とその意義付け
准教授 松浦 幹太

　選択平文攻撃に対する安全性（CPA安全性）しか持たない公開鍵暗号（PKE）方式のみから選択暗号文攻撃に対す
る安全性（CCA安全性）を持つ PKE方式を構成できるかどうかは，暗号理論における重要な未解決問題として知ら
れている．本研究では，安全性モデルをより詳細に分類する一般理論構築のための新たな定式化を行い，達成可能性
および不可能性に関して幾つかの重要な定理を導出した．例えば，「1-Bounded Parallel CCA安全性」という，攻撃者
に関する制限の増えた CCA安全性を満たす PKE方式を，CPA安全な方式のみから構成できることを示した．
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 ダイヤモンドの窒素終端構造の形成と電気伝導性評価
助教（光田研）野瀬 健二

　本研究では，ダイヤモンドの新たな表面構造の作製を通じた表面伝導層や電子親和力の統一的理解を狙い，これま
でに扱われていない，〈1〉窒素やアミノ基による表面ダングリングボンドの終端と〈2〉超高真空中での表面の化学結合
状態の評価を行った．アンモニア水溶液中での電気化学反応により，多結晶ダイヤモンド表面の水素終端は容易に酸
素終端化されることが X線光電子分光測定により明らかとなった．こうした反応において窒素終端化は生じないこ
とが明らかとなった．このことは，三重結合からなる窒素終端がダイヤモンド表面上では，エネルギー的に不安定で
あることを示唆している．他方，こうした表面終端構造を作製する研究の過程で，微小かつ鋭い結晶のエッジを有す
るダイヤモンドの粒子が作製された．これらの粒子により覆われたシリコン基板を高真空中に保持することで 1-2 
MV/mという極めて低い電界強度において電子が放出する現象が見出された．また，電子放出は 24時間以上比較的
安定に維持されることが示された．これらの現象はフラットパネルディスプレイや各種分析機器の電子放出源に利用
可能なものであり，工学的に重要であると考えられる．これまでにダイヤモンド表面に意図したピラミッドやウィス
カー形状を作製することで真空中への電子放出の閾電界強度が低減されることが報告されていた．これに対して本研
究では，自発的に形成されるダイヤモンド粒子が微小な結晶粒からなり，それらが水素終端されることにより，電子
放出が効率よく生じることが明らかとなった．粒子状態の表面結合状態の分析はオージェ電子分光法によってなされ，
単一の粒子においても水素終端化が基板からの伝導や表面での電子親和力の低減に重要であることが示された．

 パルススパッタ堆積法による単結晶薄膜で形成された FBARの作製

特任助教（藤岡研）井上 茂

　本研究ではパルススパッタ堆積法（PSD法）を用いて，これまで達成できていなかった高品質単結晶薄膜で形成
された FBARの作製を目指す．

 セラミックス結晶界面におけるノンストイキオメトリーの原子分解能定量化
准教授 溝口 照康

 微視的構造の変化が流動化処理とセメント改良土の強度・局所変形特性に及ぼす影響
技術職員（古関研）堤 千花

　高解像度のデジタルカメラと高機能の画像解析ソフトを組み合わせることにより従来用いてきた画像解析システム
を高精度化し，それにより得られる画像解析の精度を検証した．試験装置の制御プログラムと同期をとったデジタル
カメラの撮影遠隔操作システムを構築し，試験中の任意の段階，条件で自動写真撮影が行えるようにした．また，実
際の建設発生土を母材とし，製造プラントにより打設した流動化処理土と，浚渫粘土にセメントペーストを混合した
セメント改良粘土，豊浦砂の計 3試料について，Ⅹ線回折成分分析機能付き走査電子顕微鏡とデジタルマイクロスコー
プを用いた微視的観察を行い，母材とセメントとの構造，改良体の空隙の様子などの類似点・相違点を明らかにした．
さらに，構造を観察した 3種類の試料について中圧小型平面ひずみ圧縮試験と中圧三軸圧縮試験を行った．供試体の
一側面の変形状況を撮影した画像データに前述の画像解析システムを適用し，ひずみの局所的な分布状況を求めた．
3 MPa 程度までの異なる拘束圧下における圧密およびせん断中の強度変形特性と，画像データの解析により得られる
局所的な破壊モードの変化から，拘束圧レベルの違いが各試料の強度変形特性や破壊モードにおよぼす影響について
明らかにし，これらの特性の類似点・相違点をまとめた．

 歴代構造物の漏水自然治癒現象の分析を通した新しいひび割れ自己治癒技術の開発
助教（岸研）安 台浩

 マイクロ粘弾性流動の可視化計測と流体制御への応用
特任助教（藤井（輝）研）木下 晴之

　粘弾性流体は流れ場のせん断力に応じてミセルと呼ばれる弾性を持った球状または紐状の構造体を形成する．その
結果，流体としての粘性が局所的に変化し，特異な流動現象が発生する．本研究では，この複雑流動を引き起こす原
因であるミセル構造体に注目し，その流れの可視化や計測を行っている．

 ゲノムサイズ長鎖DNAの単一分子構造転移を中核とした自律的情報管理システム
特任助教（竹内（昌）研）瀧ノ上 正浩
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VI.　研究および発表論文

 病院向け災害対応 eラーニングシステム構築パッケージの開発
准教授 大原 美保

　災害拠点病院では，災害直後に多数の患者の搬送が予想されるため，職員の災害対応力の向上と事前対策の実施が
必須である．本研究では，病院向け災害対応 eラーニングシステム構築パッケージの開発を行っている．教材をあら
かじめパッケージ化し，これらを病院側がハザード（地震・火災・テロなど）および病院特性に合わせて選択して組
み合わせることにより，自分の病院に適した eラーニングシステムとしてカスタマイズできるシステムを目指してい
る．

 センシングと通信を融合したセミアドホックネットワークの研究
特任研究員（上條研）藤村 嘉一

 検索・計算サービスを利用した情報検索のための 3次元複数協調連携可視化技術の研究
助教（豊田研）伊藤 正彦

 光合成細菌の電荷分離反応に関わる機能分子のエネルギー準位相関解明
助教（渡辺研）加藤 祐樹

　光合成細菌は，古くは硫黄や有機物を酸化分解して電子を得るものから，それがやがて進化して水の酸化を行うよ
うになった．いずれも光化学系と呼ばれる色素－タンパク質複合体で生じる電化分離と一連の電子伝達反応が光合成
反応において光→化学エネルギー変換を担っているが，量子収率 100%という非常に高効率な反応を支える機能分子
間の電子エネルギー準位チューニングはまだ明らかにされていない．本研究は，その全容解明を目的に，機能分子の
レドックス電位の精密計測を行うことを目的とする．

科学研究費：若手研究（スタートアップ）12. 

 化合物半導体 /シリコンハイブリッドフォトニック結晶レーザの開発
特任助教（荒川研）田辺 克明

 人の移動記述データの構造化入力支援手法と移動記述情報の流通に関する研究
助教（柴崎研）熊谷 潤

 生化学ネットワークを用いたバイオコンピューティング
外国人客員研究員（藤井（輝）研）ロンドレーズヤニック

　マイクロ流体デバイス技術と DNA増幅技術を応用して，神経細胞ネットワークに見られるような生化学反応に基
づく情報処理を行うことが可能なバイオ分子ネットワークシステムを開発する．

 質量分析法によるリン含有酸化物の熱力学測定
助教（前田研）永井 崇

科学研究費：奨励研究13. 

 地震時の初期微動をトリガーとしたパソコンを用いた人的危険回避システムの試作と提案
技術専門職員（小長井研）片桐 俊彦

特別研究員奨励費（DC）14. 

 多分散コロイド系のガラス転移現象における流体力学的相互作用の役割
大学院学生（田中（肇）研）川崎 猛史

　多分散コロイド系（粒径に分散を有するコロイド系）では，体積分率の増大に伴い，無秩序を維持したまま粒子の
運動が凍結され，ガラス転移現象を引き起こす．本研究では，計算機的手法（Brownian Dynamics法）を用いて，ガ
ラス転移点付近における，二次元系の粒子の構造・ダイナミクスを解析した．構造面では，六回対称性を測る秩序変
数を計算した．すると結晶的中距離秩序がアモルファス中に存在していることを見出した．また，ダイナミクスに関
しては，ガラス転移現象の起源と考えられている動的不均一性を確認した．さらに， 構造とダイナミクスを比較した
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ところ，結晶的中距離秩序を形成している粒子は非活性化しており， 秩序の低い粒子は活性化しているという傾向を
見出した．また，結晶的中距離秩序の空間分布と動的不均一の空間分布に関しても大いに相関が見られた．従って，我々
はガラス転移点付近における，結晶的中距離秩序の存在は，動的不均一性の起源の一つであるという見解を得た．

 超高分解能散乱スペクトロスコピーによる複雑系の内部ダイナミクスの研究
日本学術振興会特別研究員（酒井（啓）研）南 康夫

　本年度は，近年我々が開発した超高分解能光ビート分光法を用いて，専用の試料セル内の液晶分子の配向揺らぎを
観察した．測定対象とする液晶試料は液晶相で 10マイクロメートルのオーダーの配向ドメインを形成するため，マ
クロには白濁している．また，超高分解能光ビート分光法は白濁試料や光吸収試料には適用できない．そこで，専用
の試料セルにより液晶相の液晶配向ドメインを大きくすることで白濁を抑え，上述の分光法により配向揺らぎを観察
した．

 修復性能および残存耐震性能に着目したRC構造物の耐震性能評価に関する研究
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，被災した建物の修復性能，残存耐震性能をともに満足する合理的な設計手
法が求められている．特に，地震応答終了時の残留変位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．
本研究では，地震動の位相特性，弾性応答スペクトルと最大応答と異符号の二番目に大きな応答（第 2ピークスペク
トル）に着目し，スペクトル法を応用した残留変位の簡便な推定手法の確立を目指す．

 量子ホール系における半導体核スピンの電気的コヒーレント制御に関する研究
大学院学生（町田研）増渕 覚

　量子ホール系を利用して半導体核スピンのコヒーレント制御を行う．核スピン位相緩和時間の延長を目指す．

 マルチボディダイナミクスによる人と連携するパーソナルモビリティの制御に関する研究
大学院学生（須田研）中川 智皓

　環境にも人にも優しい動力で中・近距離を移動する個人の新しい乗り物（パーソナルモビリティ・ビークル , 
PMV）の検討を行っている．PMVのコンセプトとして，自転車モード・平行二輪車モードの二つの形態を持ち合わせ，
お互いのモードに変換可能で，状況に応じて使い分けることができる乗り物を提案している．今年度は，歩行者に対
する親和性と人力駆動の PMVの研究を行った．

 大規模文化財モデルをインタフェースとしたオンラインデータベースシステム
大学院学生（池内研）岡本 泰英

　「オンラインでの大規模文化財 3次元モデルを用いた情報共有システム」というテーマで研究・開発を行う．計測
により得た高精度な 3次元モデルをネットワークを介して自由に閲覧できるような技術の研究を行う．同時に 3次元
モデルを一つのユーザインタフェースとして扱い，他のテキスト・画像ベースの平面的なコンテンツよりもユーザビ
リティの高いシステムの開発を行い，文化財に関するあらゆるデータの有効活用を目指す．

 文化資源における三次元デジタルデータの利活用
大学院学生（池内研）鎌倉 真音

　有形文化資源のデジタルデータ利活用に関して，考古学，美術史，建築史，教育などの多岐にわたる分野への応用
展開として，以下のような研究を行っている．（1）カンボジア，アンコール遺跡バイヨン寺院の大きな特徴である尊
顔に関して，3次元デジタルデータを用いた解析による考古学的考察を行った．（2）3次元デジタルデータの教育への
利活用として，ロダン作「考える人」を題材としたデジタルコンテンツ制作実習を通じて 3次元モデル使用の教育的
効果の測定を行った．（3）写真や図面等をもとにした文化資源の 3次元デジタルデータによる可視化を試みている．
現存しないものや欠損した部位等をビジュアル化し，デジタルデータとして保存・活用することを目指す．

 ベイズ推定による脳内異種情報統合のモデル化および推定計算の神経機構に関する研究
日本学術振興会特別研究員（合原研）佐藤 好幸

　本研究の目的は大きく以下の 2つに分けられる．1．ベイズ推定を用いて人間の異種情報統合を計算論的にモデル
化することにより，その性質・機構の解明に貢献する．2．また統計的推定計算の脳内機構を生物学的に妥当な方法
で実現可能なモデルを考案し脳の情報処理に対する理解を深めると共に，心理実験と生理実験で得られる知識の橋渡
しをすることで実験的研究に対する深い洞察を与える．



130

VI.　研究および発表論文

 中間的スケールにおける脳情報処理の一般ネットワーク数理モデルの構築及びその解析
大学院学生（合原研）奥 牧人

　脳の情報処理メカニズムを解明するにあたり，ミクロレベルの電気的，化学的な信号処理と，生体の行動として観
測されるマクロな現象との間には大きなギャップがあることが問題となっている．本研究は，それらの中間にあたる
スケールで生じるさまざまな現象を適切に記述するための数理モデルの開発及びその解析を目的とし，特に，予測的
符号化理論をはじめとする既存研究に対してより一般的なモデルを提案することを目指す．

 シリコンナノワイヤトランジスタにおける電気伝導特性に関する研究
大学院学生（平本研）チェン J

　シリコンナノワイヤトランジスタは，将来の集積回路デバイスとして非常に注目を集めている．本研究は，その電
気伝導特性を実験により明らかにすることを目的とする．本年度は，（100）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移動度をスプリット CV法を用いて正確に測定した．電子移動度はワイヤ幅が狭くなると減少す
るが，プロセスの改良により，移動度減少を大幅に抑制することに成功した．一方正孔移動度は，ワイヤ幅が狭くな
ると（100）面のユニバーサル移動度より高くなることを世界で初めて明らかにした．

 空間に分散配置された知的デバイスによる環境情報の構造化
日本学術振興会特別研究員（橋本研）佐々木 毅

　知能化空間を効率的に構築するためのフレームワークや実装支援技術を提案するとともに，実システムの構築を通
してその有効性を示した．

 ハッシュ関数の危殆化を考慮した暗号方式に関する研究
大学院学生（松浦研）松田 隆宏

　暗号技術では，ハッシュ関数という要素技術に大きな仮定を設けたランダムオラクルモデルというモデルにおいて，
様々な実用技術が開発されてきた．しかし，そのようなハッシュ関数に関する脅威が顕在化するにつれて，ランダム
オラクルモデルに頼らないという条件を課した上でも機能する暗号技術の重要性が増している．本研究では，この条
件に加えて，具体的な計算量的困難性（例えば素因数分解問題の困難性）の仮定に頼らない一般的構成法を体系的に
研究している．具体的には，攻撃者の能力を詳細に定義することによって，一般的構成法の可能性や不可能性を論じ
る枠組みを研究している．

 金属テルリドクラスターの新規合成とその機能開発
大学院学生（溝部研）中川 貴文

 非極性面窒化アルミニウムを用いた深紫外発光デバイスの開発

大学院学生（藤岡研）上野 耕平

　本研究では成長温度を低減可能な PLD法と任意の結晶面を利用できる ZnO基板とを組み合わせることで，AlN及
び AlGaN混晶を作製し未だ未解明である非極性面上への AlN結晶成長メカニズムの解明を行う．また得られた知見
をもとに成長プロセスの開発を行い，構造特性及び光学特性の評価を行う．最終的には，高効率深紫外発光デバイス
を志向して AlN/AlGaNヘテロ接合を実現し，作製・評価し，その結果を結晶成長までフィードバックすることで，
最適な結晶成長プロセス及び任意の結晶面を利用したより自由度の高いデバイス構造の提案を行う．

 居住市街地における風環境評価および建物内外の換気性能に関する研究
大学院学生（加藤（信）研）卜 震

　本研究は建物周辺の空間における必要換気量の確保に関する性能基準および評価方法の開発を目的としている．こ
れは居住市街地の建物において，居室の開口部を通じた急速換気により居室内における良好な換気環境あるいは最低
限の換気環境を確保するのに必要な屋外の良好な換気環境の保持を目的とした性能項目，性能基準などの開発である．

 着衣の吸脱着とポンピングエフェクトを組み込んだ人間－環境系数値シミュレータの構築
大学院学生（加藤（信）研）永野 秀明

　人体周辺微気象の影響要素を詳細に検討することで，室内の人体の呼吸空気質および温熱快適性を高精度に予測す
ることを目的とする．（1）着衣表面の汚染質吸脱着性状のモデル化（2）ポンピングエフェクトによる「温熱快適性」
「呼吸空気質」の改善効果の把握に取り組み，これらを Computational Fluid Dynamicsを用いた数値シミュレーション
によって解析することを可能にするのが本研究の目的である．
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 既往岩石試験の活用および新規評価手法による岩盤評価の高度化に関する研究
大学院学生（古関研）荒木 裕行

　微小な造岩鉱物レベルにおける岩石の力学特性をより客観的かつ定量的に評価する手法として微小圧子押込み試験
の実施を提案した．鉱物および岩石試料に対する同試験の適用性の検討，同試験と既往評価手法による評価結果の比
較，実際の施工記録を考慮した試験結果の反映方法の検討を行うことで，より適切な岩石の工学的評価手法を確立す
ることを目的とする．複数の標準的な鉱物を対象に微小圧子押込み試験を実施した結果，得られた変形特性は既往の
結果と概ね一致したことから，同試験の鉱物試料に対する適用性は良好であることが明らかとなった．

 陸水貯留を適切に表現する陸面水文モデルの構築
大学院学生（沖（大）研）山崎 大

　本研究では，近年利用可能になった超高解像度の水文地形データを活用して，グローバル規模で河川・湖沼・湿地・
地下水層における水循環を物理過程に則って計算する陸面水文モデルの構築を目指す．既存の河川モデルに，氾濫原
の物理，湖沼・湿地おける水貯留過程，地下水と河川水との相互作用を組み込んで，陸域における水面面積・水位変
動・陸域貯水量などの貯水形態を，衛星等による観測データと一致するように再現することを目指す．さらに，人間
活動による水資源操作モデルを陸面水文モデルと結合し，河川断流や湖沼消失といった水域変動に対する，人間活動
と気候変動それぞれの寄与率を定量化することも試みる．その上で，地球温暖化実験の結果を構築した陸面水文モデ
ルに与えることで，水域の脆弱性に関するアセスメントを行う．また，本研究のモデルによって初めて現実的に再現
される水深・流速といった陸域水循環に関する物理量をデータベース化することで，グローバル規模の物質循環・生
態系研究に応用されることが期待される．

 様々な大気安定度での都市境界層流の構造解明とモデル開発

日本学術振興会特別研究員（大岡研）香月 壮亮

　本研究は，都市環境階層の流れ場・拡散場に対する大気圏安定度の影響について風洞実験ならびに数値解析モデル
を通じて検討を行う．
　近年都市の発展に従い，ヒートアイランド・都市循環流・逆転層など，都市気候と呼ばれる都市特有の気候現象が
確認されている．このような都市気候は，都市域における気流性状や汚染物の拡散現象に多大な影響を及ぼす．本研
究では，風洞実験並びに CFDを行うことにより，これらの物理的構造を解明し，簡便でかつ迅速に精度良く予測す
る実用的な CFDアプリケーションの開発と都市域における汚染物拡散の数値予測手法の開発を目的とする．

 都市環境騒音の伝搬予測におけるハイブリッド音場シミュレーション手法の開発と応用
日本学術振興会特別研究員（坂本研）朝倉 巧

　居住者に与える都市騒音の影響を調べるための可聴化シミュレーション手法の開発と設計への応用を目的とする．
シミュレーション手法の開発においては，騒音源から居室内へ至る伝搬経路を外部空間と建築ファサードを介した居
室内までの経路とに分割し，それぞれに対して効率的な音響伝搬シミュレーションを併用することによって，外部騒
音源から居住空間への音響伝搬を解析した．さらに，当手法を用いて居室内へ伝搬する道路交通騒音に対する可聴化
を試み，都市環境設計に対する応用の可能性について検討を行った．

 海底地形を用いた測位手法の開発
日本学術振興会特別研究員（浦研）中谷 武志

　本研究では，深海底への AUV展開に適した全自動・高精度な自機位置推定手法として，事前調査によって得られ
ている海底深度マップと，ロボットが測距用ソナーによって取得したローカルな地形を照合して，マップ内における
自機位置を推定する手法を開発している．本手法の最大の利点は，海底にランドマークや音響灯台を設置する必要が
なくロボットが単独で測位できることである．本年度は，自律型水中ロボット TUNA-SANDを用いて実海域でリア
ルタイム測位実験を行い，その結果から手法の有効性を確認している．

 光駆動MEMSアクチュエータの医療用内視鏡への応用
大学院学生（年吉研）中田 宗樹

　体内に挿入して血管の内壁に付着した老廃物の断面構造を可視化するための医療用内視鏡として，MEMS型の超
小型光スキャナを搭載した全光駆動型の光ファイバ内視鏡を製作した．体内のMEMSデバイス駆動のための電源と
して，体外から電線を用いて電力を供給する方法が従来は一般的であったが，漏電，感電，他の医療機器との電磁波
干渉の恐れがある．そこで本研究では，波長多重光ファイバ通信技術を援用して，波長 1.5ミクロンの光によって電
力を供給し，内視鏡内部に搭載した光電変換素子で発電する手法を考案した．また，体内の観察には別の波長 1.3ミ
クロンを用いて，光断層計測する手法を実現した．
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 貴金属化合物の物理学的研究
大学院学生（前田研）佐々木 秀顕

 チタンサブハライドの不均化反応による新規チタン製造プロセスの開発
大学院学生（岡部（徹）研）大井 泰史

　チタン（Ti）は軽量かつ高強度，高耐食性，生体親和性などの優れた特性を有しており，資源的にも豊富であるた
め，将来チタン産業は大きな発展が期待されている．現在，Tiは工業的にはクロール法により生産されるが，生産
性が極めて低いことが重要な課題となっており，生産性の高いチタンの新しい製造プロセスの開発が望まれている．
これまでに，新規なチタン製造プロセスとして，チタンの低級塩化物（サブハライド）の不均化反応を利用する方法
が提案されているが，気相反応を利用するため反応密度が低く，生産速度には限界がある．そのため，金属の量産プ
ロセスには向かない．そこで，本研究では，溶融塩などの凝縮相中でのチタンのサブハライドの不均化反応に注目し，
気相反応に比べて反応密度を飛躍的に増大させることにより，高速かつ高効率の新規チタン製造プロセスの開発を目
指し，基礎研究を行う．

 複雑構造固体としての近似結晶の塑性変形機構
大学院学生（枝川研）肖 英紀

特別研究員奨励費（PD）15. 

 神経データにおける情報抽出のための統計解析手法の開発と数理モデル選択
日本学術振興会特別研究員（鈴木（秀）研）藤原 寛太郎

　本研究では，高次統計量をはじめこれまで統計的な扱いの難しかった統計量についての統計解析手法を開発し，理
論的な整備を行うことで新たな実験解析手法を提案することを目指す．新たに開発した統計解析手法を実データに適
用し神経発火を特徴付けることで，神経の情報表現の断片がこれまで用いられてこなかった統計に埋め込まれている
可能性を検証することができる．さらにその上で，実データにあらわれる統計的性質を再現できる最適な神経数理モ
デルの取捨選択を行う．

 持続可能なWater Security 政策を支援する統合的水資源評価モデルの開発
日本学術振興会特別研究員（目黒研）川崎 昭如

特別研究員奨励費（SPD）16. 

 マイクロデバイスを用いた均一径リポソームアレイの作製と膜タンパク質機能解析の応用
日本学術振興会特別研究員（竹内（昌）研）栗林 香織

特別研究員奨励費（RPD）17. 

 ヒト体内動態評価ツールとしての培養細胞利用型 on-chip human の開発
大学院学生（酒井（康）研）中山 秀謹

 地中熱総合利用ポテンシャルの把握法及び最適利用法に関する研究
大学院学生（大岡研）南 有鎮

 シナプス形成誘導技術を用いたマイクロ流体デバイス内での 3次元神経回路の構築
日本学術振興会特別研究員（竹内（昌）研）根岸 みどり

特別研究員奨励費（外国人特別研究員）18. 

 ソフトマター（特に膜糸）の組織化ダイナミクスに関する研究
教授 田中 肇，日本学術振興会外国人特別研究員（田中（肇）研）NESPOULOUS， M．

　ソフトマターの大きな特徴は，その時空階層性にある．最近，階層性を内包した液晶としてクロマチック液晶が注
目を集めている．クロマチック液晶は，多くの場合ディスク状の分子の自己組織化により形成される．すなわち，ク
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ロマチック分子が棒状の凝集体を形成し，それがあるパッキング密度を超えるとネマチック液晶に代表されるメゾ
フェイズを形成する．この系は，分子，棒状凝集体，液晶秩序という階層的な秩序化様式をとり，そのため，流動場
などにより，中間階層である棒状凝集体に変化を与えることで，液晶秩序を制御できる可能性という点で際立った特
徴を有する．本年度は，クロマチック液晶の代表である，インタール・水混合系において基礎実験を行なった．具体
的には，偏光顕微鏡観察により，ネマチック液晶領域，等方相との共存域，等方相の相境界を，温度，組成の関数と
して求め，相図を決定した．また，レオメータにより，各相の流動特性の温度，組成依存性を調べた．この過程で，
等方相とネマチック相が共存する際，界面へのアンカリングと弾性変形の競合により，興味深い形態のドメイン構造
が観察された．また，あるずり変形速度以上で，非線形な流動挙動が観察され，このことは，実際に階層的な構造が
流れにより変化していることを強く示唆している．現在，動的光散乱により，この液晶の緩和の階層性についての研
究を行なっている．これらのデータをもとに，非線形流動がどの階層のどのような構造変化に起因しているのかを明
らかにできると期待している．

 ハイパーブランチ構造を有する有機フォトリフラクティブ材料の研究
教授 志村 努，日本学術振興会外国人特別研究員（志村研）Liu， Yingliang

　近年，星形分子を用いた有機ガラス材料が注目されているが，われわれはこれを用いて，有機ガラス・フォトリフ
ラクティブ材料を実現することを目標として研究を行っている．有機ガラスはポリマーに比べて安定性が高く，結晶
化による散乱の増加が少ないため，長寿命のフォトリフラクティブ材料となることが期待されている．現在のところ，
星形分子の合成と，これを用いた材料のフォトリフラクティブ特性の計測を行っている．

 脆弱な組積造建物の耐震補強を推進する工法の開発とその普及法に関する研究
日本学術振興会外国人特別研究員（中埜研）NAVARATNARAJAH， S．， 教授 中埜 良昭

 ゲルマニウム表面・界面準位と水素終端効果
教授 福谷 克之，日本学術振興会外国人特別研究員（福谷研）ONG， Y．

　半導体デバイスでは，酸化膜－半導体界面の電子的性質がその性能を大きく左右する．Geは移動度が高いため，
デバイスへの応用が期待される．本研究では，Ge界面特性の向上を目指し，その表面終端効果と電子状態を明らか
にすることを目的としている．本年度は，Ge単結晶を準備し，表面の清浄化，水素終端効果について，その原子構
造と電子状態を走査トンネル顕微鏡／分光と核反応法を用いて調べた．

 電場作用下の電極 /水界面反応過程の第一原理分子動力学解析
准教授 梅野 宜崇，日本学術振興会外国人特別研究員（梅野研）TOMBA， G．

 導電性高分子アクチュエータおよびセンサの統合化計算モデリング
教授 都井 裕，日本学術振興会外国人特別研究員（都井研）JUNG， W． -S

　近年，ロボット用の高分子アクチュエータあるいは人工筋肉，またスマート材料，MEMSへの応用の観点から，
ポリピロール，ポリアニリンなどの導電性高分子，ナフィオン，フレミオンなどをベースとしたイオン導電性高分子・
金属複合材（IPMC）が関心を集めている．これらの導電性高分子を用いたアクチュエータの動作に関する電気化学・
力学的モデリングについては，いくつかの先行研究例が見られるが，各種の導電性高分子アクチュエータおよびセン
サの設計に適用可能な，一般性・信頼性に富む計算ツールは未だ存在しない．本研究では，これらの高分子アクチュ
エータ・センサの電気化学・力学挙動に対する計算モデリングを確立するための基礎研究を行う．

 半導体量子ドットやシリコンをベースにした次世代光デバイスの開発
教授 荒川 泰彦，日本学術振興会外国人特別研究員（荒川研）BORDEL， D

 コミュニティの検出アルゴリズムとネットワークにおける感染症制御に関する研究
准教授 鈴木 秀幸，日本学術振興会外国人特別研究員（鈴木（秀）研）WANG， B．

　ネットワークの動的挙動に関する研究は，これまで主にコミュニティ構造のない一般のネットワークにおいて行わ
れてきたが，多くの現実のネットワークはコミュニティ構造を持っている．そのため，ネットワークおよびその機能
の動的メカニズムを理解するためには，ネットワーク内のコミュニティ構造を発見することが重要である．本研究は，
ネットワーク内のコミュニティ構造を発見するための効率的アルゴリズムを探究することを目的とする．アルゴリズ
ムの効率の評価は，分割の正確さや，アルゴリズムの空間・時間複雑度などによって行う．本研究の最終的な目標は，
ネットワークの動的挙動を調べることにより，その制御・防御を行うための戦略を与えることである．ネットワーク
の動的挙動においてコミュニティ構造がどのような役割を果たすのかという問題は，基本的で重要な未解決問題であ
るが，この問題の解決が期待される．
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 機能的毛細血管網が配備された組織再構築のための方法論
教授 酒井 康行，日本学術振興会外国人特別研究員（酒井（康）研）Montagne， Kevin Paul

 白井晟一（1905-1983）と日本現代建築
教授 藤森 照信，日本学術振興会外国人特別研究員（藤森研）Jong Kuk Mauro Pierconti

 ケナフとシリカゲルを用いた環境にやさしい素材の開発
教授 藤井 明，日本学術振興会外国人特別研究員（藤井（明）研）YIM， K．

 空気・太陽・地中熱源ネットワークを最適化したヒートポンプシステムの開発
教授 加藤 信介，日本学術振興会外国人特別研究員（加藤（信）研）NAM， Y．

　気象環境や太陽熱，地中熱など建物周囲の多様な自然エネルギーを有効利用し，熱融通と蓄熱を組み合わせて，暖
房，冷房，給湯，冷凍など多彩な熱利用を高効率に実現する熱利用ネットワークシステムを開発する．（1）実スケー
ル実験装置を用いたフィールド実験（2）数値解析を用いたシステム性能予測手法の開発（3）熱源ネットワーク設計手法
の開発（4）在室者の生活パターンを考慮した室内最適設計・運転手法の検討を行う．

 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
教授 桑原 雅夫，日本学術振興会外国人特別研究員（桑原研）TANG， K

 地理情報システムとリモートセンシングを用いて月単位流出時空間モデルの開発
教授 沖 大幹，日本学術振興会外国人特別研究員（沖（大）研）OZCELIK Ceyhun

　本研究の目的は，日本及び今後急激な経済発展・人口増加が予測されるアジア地域の水環境が，地球温暖化の影響
を受けて 2050年～2100年頃にどのように変化するのかを，定量的に明らかにするとともに，その変化を前提とする
場合，市民生活への影響を回避あるいは軽減するためにどのような政策が効果的かつ実現可能なのかを明らかにし，
持続可能な水政策・適応策の立案に資する成果を出すことを目的としている．

 微小液滴の形成，移動，混合等をおこなうマイクロシステムの研究
教授 藤田 博之，日本学術振興会外国人特別研究員（藤田（博）研）DAUNAY， B．

　マイクロ流体デバイスは，極微量の化学分析や化学反応を行うツールとして注目されている．マイクロ流体デバイ
スには，ガラス等に彫り込んだ微小な流路や容器の中で連続的に溶液を扱う閉鎖系と，基板上に液滴を作ってそれを
動かす開放系の二種類がある．前者は液の混合などに加え電気泳動による分離，濃度勾配の生成など高次の機能を発
揮できる利点があるが，連続的に液を流すため，液滴に比べ溶液の総量が多くなる欠点がある．また，開放系では外
部からプローブなどを差し込み，計測や操作を行うことが可能である．そこで本研究は，閉鎖系と開放系を融合し，
両者の利点を生かすデバイスを実現することを目的とする．閉鎖系で分離や調製を行った複数の溶液から，LDEP（液
体誘電泳動法）によって微細な液滴を作り，異なった液滴を融合することで，単分子レベルに迫る極微量の分子間の
化学反応を起こし，それを調べたい．なお，最初に LDEPの基本特性を検討するが，その時にバイオ実験に適した液
体（導電率の高い液体）の操作が難しいと分かった時は，液滴中に含まれる微小物体の操作や組立へ応用する研究を
行う予定である．

 走査型力顕微鏡の高度化
教授 川勝 英樹，日本学術振興会外国人特別研究員（川勝研）HOEL， A． P．

 シリコンニューロン及びシリコンシナプスによるネットワーク構築
准教授 河野 崇，日本学術振興会外国人特別研究員（河野研）LEVI， T．

 膜タンパク質解析のための単一直径リポソームの研究
准教授 竹内 昌治，日本学術振興会外国人特別研究員（竹内（昌）研）UTADA， A． S．

 地震津波災害リスト軽減に基づいた災害に強い沿岸地域コミュニティの形成に関する研究
教授 目黒 公郎，日本学術振興会外国人特別研究員（目黒研）RAHMAN， H
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民間等との共同研究B. 

公的資金（文科省科研費以外：民間等との共同研究として受入）1. 

 パルプ射出成形技術の研究開発
教授 横井 秀俊，技術専門職員（横井研）増田 範通，民間等共同研究員 丸野 満義，松坂 圭祐

　パルプ射出成形は，環境負荷低減の新しい加工技術として期待されている．本研究では，パルプ射出成形の技術的
な改良と新規加工技術の開発，最新情報交換と新しい応用分野の探索，技術とノウハウの移植等を目的としている．
本年度は，引き続きパルプ射出成形の製品展開として進めている梱包材への適用について，落下試験による落下強度
の検証を行った．また，技術的な改良として金型材質を変更することよりハイサイクル化の効果について検討した．

 “超”を極める射出成形
教授 横井 秀俊，助手（横井研）金藤 芳典，技術専門職員（横井研）増田 範通，

民間等共同研究員 高橋 正樹，石田 雅一，藤巻 清，小川 記男，
大学院学生（横井研）吉田 大助

　本研究では，超高速射出成形現象について多面的に実験解析を行い，不確定因子の多い成形技術，金型技術の確立
と新規の高機能化・高付加価値成形品の実現に資することを目的としている．本年度は，（1）超高速ビデオカメラとズー
ムレンズを組み合わせた顕微鏡内蔵可視化金型の開発および同装置を用いた微細パターン充填挙動の高倍率可視化解
析，（2）微細転写成形において離型時の成形品変形を抑制した場合の離型抵抗計測と離型挙動解析，（3）二種類の樹脂
をゲート直前で高速切替できる高速ランナー切替装置の開発および X線 CT技術を用いた内層樹脂流動挙動の可視化
解析，（4）薄肉矩形キャビティの樹脂圧縮・冷却過程における面圧分布挙動とスクリュ挙動との相関解析，について
それぞれ重点的な検討を行った．

 次世代高効率石炭ガス化炉内流動解析
教授 堤 敦司

 産業界における先端的な研究開発のための基盤となる計算科学シミュレーションソフトウェアの高
度化に関する共同研究

教授 加藤 千幸

 分岐器通過実験による車輪・レール接触位置解析
教授 須田 義大

　鉄道車両の挙動を支配する車輪・レール間におけるコンタクト現象の解明は重要であり、本研究では、分岐器通過
における車輪・レール間の接触位置解析のため，シミュレーション及び実験計測を行い、相互照合を行った．

 MID 技術の高度化
准教授 新野 俊樹

 インパルス標準計測システムの性能向上に関する研究
教授 石井 勝

　国家計量標準器としてのインパルス高電圧標準計測システムの性能向上をはかる．

 高効率次世代ネットワークデバイス技術開発・超高速 LDの研究開発
教授 荒川 泰彦

 オールバンドフォトニックトランスポートシステム基盤研究
教授 荒川 泰彦

 大面積集積回路設計
准教授 高宮 真，教授 桜井 貴康
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 多機能高密度三次元集積化技術の研究開発
准教授 高宮 真，教授 桜井 貴康

 極低電力回路・システム技術開発（グリーン IT プロジェクト）
准教授 高宮 真，教授 桜井 貴康

 環境技術に関する開発研究・情報調査
教授 迫田 章義

 糖鎖機能活用技術開発
教授 畑中 研一

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

 農業用水路等緩勾配流（非落差流）水力発電技術の開発
教授 加藤 信介

　勾配流を利用する高い経済性を持つ水力発電システムの開発を行い，農業用水等各種用水を電源として利用するこ
との可能性を拡大する事を目的とし，CFDシミュレーションにより，設計データを取得し，高効率カスケード水車
の最適機構の設計及び，水力発電システムの経済性評価・実用性評価を行い，流れ全体の水力を効率よく吸収するこ
とが可能な新しい方式の水車（カスケード水車）の実現性，実用性を実証する．

 携帯用電子機器から発生するガス状化学物質の拡散に関する研究
教授 加藤 信介

　マイクロ燃料電池一体化型の携帯用電子機器などから発生する排ガス等のガス状化学物質が当該機器使用者の呼吸
空気質に及ぼす影響を評価するため，サーマルマネキン等を用いたガス状化学物質の拡散挙動に関する研究を行う．

 VICS プローブ情報高度活用実証研究
教授 桑原 雅夫

 横浜市公共建築物温暖化対策事業に係る実証実験
教授 野城 智也

 空間構造物の構造設計法に関する調査研究
教授 川口 健一

 衛星データの統合的利用によるアジアの水田観測手法の確立
講師 竹内 渉

 Development of surface reference technique for dual-frequency precipitation radar
講師 瀬戸 心太

 広域農作物管理情報提供のための地上センサネット技術，衛星データ，土壌‒植生系モデル統合手法
の開発

講師 沖 一雄
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 AUV による熱水鉱床地帯の地形の詳細解析
教授 浦 環

　熱水性鉱床は，主に ROVや有人潜水艇により観測されている．しかし，これらの機器は行動範囲が限定されるため，
広域観測が難しく，賦存量の推定は困難である．そこで，沖縄背弧海盆および伊豆小笠原海域の熱水地帯に広領域を
航行できる AUV「r2D4」を展開し，搭載されたインターフェロメトリーソナーにより，海底面形状を詳しく観測する
ことにより，鉱床の広がりを計測できる新たな手法を開発する研究を進めている．平成 20年度 10月に航行型中型
AUV「r2D4」を用いて沖縄海域及び伊豆小笠原海域においてインタフェロメトリーソナーデータを取得した．平成 21
年度においては，昨年度取得したデータの解析作業を継続して実施することにより，熱水地帯の詳細地形を作成する．

 海中モニタ用ロボットの実用化に関する研究
教授 浦 環

　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と共同で開発，
実用化を進めている．

 桟橋式構造物水中支持部の全自動点検手法（その 2）
助教（浦研）巻 俊宏，教授 浦 環

　建設中の羽田空港 D滑走路のような桟橋式大規模構造物を安全に運用するためには，厳しい腐食環境にある床下・
水中支持部の定期点検が不可欠である．しかしながらこのような大規模構造物の支持部は閉鎖空間に存在するととも
に膨大な数に上るため，人間による点検は非効率かつ危険な作業となってしまう．本研究では自律型水中ロボットを
用いて桟橋式大規模構造物の水中支持部の点検を全自動化することにより，このような危険な作業から人間を解放す
るとともに，点検作業の効率化・低コスト化を目指す．また，本手法は構造物そのものの点検のみならず，周辺の海
底の深浅測量や巡回パトロールなど，構造物周辺への AUV展開全般に応用可能である．

 Nanocoatings with tailored roughness for controlled surface bonding
教授 藤田 博之，名誉教授 増沢 隆久，特任教授 コラール ドミニク，
准教授 金 範埈，教授 川勝 英樹，教授 年吉 洋，准教授 竹内 昌治

　フィンランド・VTTエレクロトニクス研究所，VTT情報技術研究所と交流協定を結び，マイクロメカトロニクス
（MEMS）に関して，研究交流集会の開催や研究員の受入を行っている．

 ステレオカメラを用いた魚体長自動計測システムに関する共同研究
教授 浅田 昭，特任准教授 韓 軍

　ステレオカメラの自動計測を進め，魚群中に垂下して，簡単に体長分布が表示される測定機器とする．将来的には
漁船で使用可能な安価なものとし，浮き魚類などの若齢魚などの不必要な漁獲を避けることができるようにする．ま
た，資源調査においても，魚群の体長分布だけでなく，遊泳行動，遊泳姿勢などの精密測定に活用することを目的と
する．

 地球温暖化による海象変化を予測するための東京湾口波浪観測ネットワーク構築とその活用に関す
る研究

教授 浅田 昭，教授 浦 環，教授 林 昌奎

　東京湾口において久里浜湾アシカ島，相模湾平塚観測塔および伊豆大島波浮港沖の 3カ所での波浪観測ネットワー
クを構築し，外洋から内海までに波浪，海流，塩分濃度等の変化を総合的に把握し，地球温暖化によって変化する海
象を予測する．本研究により，東京湾を中心とする臨海部における高潮・高波等に対する防災力を向上させるととも
に，海域環境を維持するための方策を提案する．

 集積化マイクロナノメカニカルシステムに関する研究
教授 藤井 輝夫，特任教授 コラール ドミニク，教授 荒川 泰彦，教授 川勝 英樹，准教授 金 範埈，

准教授 河野 崇，教授 酒井 康行，教授（東大）染谷 隆夫，准教授 竹内 昌治，教授 年吉 洋，
准教授 火原 彰秀，教授 平本 俊郎，教授 藤田 博之，准教授（東大）三田 吉郎

 原位置遺伝子検出装置の適用性検討
教授 藤井 輝夫，特任准教授 福場 辰洋

　一般微生物検出用の IISA-GENEを用いて，実海域でメタン酸化細菌の DNAマーカー原位置検出を行うための遺
伝子抽出機能を整備し，性能を室内実験にて評価する．
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 ナノレベルの解析手法を用いた遺伝子の機能解析
教授 藤井 輝夫，外国人客員研究員 Dominique Fourmy，外国人客員研究員 Yannick Rondelez，
博士研究員 金田 祥平，外国人協力研究員 Linda Debois，外国人協力研究員 Adrien Padirac

　遺伝子機能の階層的な転写メカニズムの新たな解析手法のプロトコールを確立し，解析対象サンプルのスケールダ
ウンや，化学反応系の改良による解析効率の向上を目指す．

 Research and Development of RF-MEMS Devices for Reconfi gurable Microwave and Millimeter-
wave Systems

教授 年吉 洋

　マイクロメッキ技術とシリコンマイクロマシニング技術を組み合わせて，CMOS回路基板上で状態可変型のマイ
クロ波回路を構築する技術を開発する．

 異分野融合型次世代デバイス製造技術開発プロジェクト
准教授 竹内 昌治

 バイオマイクロシステムに関する共同研究
准教授 竹内 昌治

 異分野融合型次世代デバイス製造技術開発プロジェクトにおけるバイオ・ナノ界面融合プロセス技
術の開発

准教授 竹内 昌治

 時空間MRFモデルの研究
准教授 上條 俊介

 アルゴリズム（Snakes）の高速化
准教授 上條 俊介

 バイオマスの繊維成分組成と糖化・発酵挙動の関係の評価
特任准教授 望月 和博

 白金族等レアメタルの高効率回収技術の研究開発
教授 森田 一樹

民間等との共同研究2. 

 微小液滴の高速変形を用いたインク物性評価法開発
教授 酒井 啓司

　当研究室で開発されたインクジェット吐出技術および高時間分解能観察技術を用いて，微小液滴の高速吐出にとも
なう液滴の変形過程から吐出液体のレオロジー計測を行う手法を，産業応用するための試みを進めている．本手法は
液体表面が形成されてから数マイクロ秒後という非常に高速な表面形成過程を観察可能であることから，インキなど
の複雑な混合溶液系における表面吸着過程の評価手法として期待される．本年度は高粘性インキの吐出特性評価およ
び本手法の産業利用の検討を行った．

 レオロジー分野における新規計測法の研究開発
教授 酒井 啓司

　当研究室で開発された電界ピンセット技術を，局所的粘弾性を測定するレオロジー顕微鏡としてシステム化し，広
く産業界に汎用の測定手法として提供する試みを進めている．本手法は非破壊・非接触の新規材料評価手法としてす
でに試作機が素材メーカーや研究機関において試験運用されている．本年度は特に薄膜における粘性測定精度を向上
させるための新しい技術である新しい電場ピックアップ技術の開発に成功した．
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 絶縁膜中水素挙動の解析及び不揮発メモリ信頼性との関係
教授 福谷 克之，准教授 ビルデ マーカス

　フラッシュ不揮発性メモリーは，書き換え操作の繰り返しにより劣化する．その主な原因として，フローティング
ゲートのトンネル膜中に発生するトラップ準位がある．トラップ準位の発生は，トンネル膜中への水素の拡散と関連
があることが示唆されているが，その詳細は明らかでない．本研究では，核反応法を利用して表面・界面に存在する
水素の絶対量を定量し，表面・界面水素とデバイス特性との関連を明らかにすることでデバイス特性の向上を目指し
ている．本年度は，絶縁膜上に堆積したポリシリコン膜の影響を調べた．また絶縁破壊した状態を走査トンネル分光
により電子状態を評価する準備を進めた．

 燃料電池自動車用高圧水素容器の最適設計に関する研究
教授 吉川 暢宏

　炭素繊維をプラスチックライナーにフィラメントワインディングして製造される FRP容器の最適設計を検討する．
特にハイアングルヘリカル巻きの構成方法について，数値シミュレーションを用いた最適解探索方法を開発した．

 肌の力学特性評価に関する研究
教授 吉川 暢宏

　肌の力学特性を定量的に評価するため，実験とシミュレーションを相補的に用いる手法を開発した．

 内部欠陥情報に基づくアルミ鋳造部品の疲労強度予測モデル構築
教授 吉川 暢宏

　X線 CTにより部品内部の欠陥情報を取得し，詳細な有限要素シミュレーションを行うことで局所的応力集中が評
価できる．応力集中情報から疲労寿命を予測する手法を開発し，実験による検証を行った．

 複合材平板の静的損傷挙動シミュレーション技術に関する研究
教授 吉川 暢宏

　繊維と樹脂を明確に区別するメゾスケール有限要素モデルを用いて，樹脂が FRP部材の最終強度に与える影響を
明らかにした．

 X 線 CTを利用した材料強度評価
教授 吉川 暢宏

　X線 CTを利用して材料内部の欠陥を計測し，有限要素解析を併用して材料強度評価を行う，計算機技術融合材料
試験の方法論を提示した．

 損傷力学による鋳鉄材の高温疲労強度予測に関する研究
教授 都井 裕

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

 パルプ射出成形現象の実験解析
教授 横井 秀俊，技術専門職員（横井研）増田 範通，民間等共同研究員 丸野 満義，松坂 圭祐

　本研究では，技術的な課題が多いパルプ射出成形について，その成形現象の解明および成形技術の高機能・高度化
を課題としている．本年度は，成形品の強度低下が大きいウェルド部において各種成形条件におけるウェルド部の強
度特性を評価し，ウェルド強度改善のための方策を検討した．また，内部挙動の解明を目的として非破壊で観察でき
る新たな可視化手法を提案し，その有効性を実証的に明らかにした．

 環状オレフィン共重合体における表面性状転写過程の可視化解析
教授 横井 秀俊，技術専門職員（横井研）増田 範通，民間等共同研究員 渋谷 篤，吉本絵美，加藤 久博

　環状オレフィン共重合体は低複屈折などの優れた光学特性により，光学部品への適用が広がっている．その一方で
特有の不良現象が発生することが知られており，その解明が課題とされている．本研究では，本材料特有の外観不良
の発生メカニズムを明らかにすることを目的としている．本年度は，各条件における外観不良の発生傾向，発生形態
を整理するとともに可視化観察により発生メカニズムを明らかにした．
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 フューエルセルバッテリーの研究
教授 堤 敦司

 ハイブリッドCO2 分離技術の FS
教授 堤 敦司

 自己熱再生方式による革新的高水分原料乾燥技術の研究開発
教授 堤 敦司

 燃料電池車に関するエネルギー有効利用に関する研究
教授 堤 敦司

 バイオマス乾燥プロセスへの自己熱再生適用技術
教授 堤 敦司

 非定常渦構造の特性解明と，それに基づく根本的な空気抵抗の低減その 2
教授 加藤 千幸

 パンタグラフ舟体空力音のCFDによる予測と騒音低減に関する基礎研究
教授 加藤 千幸

 車載用次世代フライホイールバッテリの研究
教授 須田 義大

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

 タイヤの特性に関する研究
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦

　自動車の走行性向上のためのキャンバ角を付加した際のタイヤ特性を，自動車用タイヤ試験機を用いて実験より検
討した．

 DBNを用いた環境運転意識推定の研究
教授 須田 義大，准教授 佐藤 洋一

　自動車におけるドライバ状態，走行条件，走行環境情報から，DBNを用いてエコドライブ運転意識推定を行うこ
とを提案し，ドライビングシミュレータと実車実験より検討を行った．

 パーソナルスペースを用いた，PMVの歩行者親和性の評価実験
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦

　都市空間内の新たなパーソナルモビリティとして期待される PMV（パーソナルモビリティビークル）と歩行者との
親和性について、パーソナルスペースをダイナミックな環境に拡張し，評価した．

 大学キャンパスでの実証実験
教授 須田 義大

　PMV（パーソナルモビリティビークル）について，その利用状況や有用性、魅力向上に対する実証実験を大学キャ
ンパスをモデルとして行った．

 乗降位置可変型次世代ホーム柵の研究
教授 須田 義大
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　安心安全な鉄道を目指し，ホームドア・ホーム柵等の普及を図るため，乗降位置可変型の移動ホーム柵の開発を行っ
た．

 乗り上がり脱線の予兆検知に関する研究
教授 須田 義大

　鉄道車両の安全性向上などを目的に，脱線予兆検知システムについての検討を行い，千葉実験線を用いた走行実験
を実施した．

 車両基本性能と人間の感覚の基礎的研究と車両開発への応用（その 2）
教授 須田 義大

　車両運動性能と人間の感覚を力学・生理学的に解明するために，車両運動性能の官能評価と解析手法の構築を行っ
た．

 大型トラックのねじり剛性を考慮した電磁サスペンション制御に関する研究
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦

　大型車両では旋回時において車体のねじれ特性が課題となるため，大型車両のねじり剛性を考慮した制御と評価に
ついて検討した．

 首都高速道路における路面を用いた新たな交通誘導に関する研究
教授 桑原 雅夫，教授 須田 義大，教授 池内 克史

　ドライバーの運転行動に自然に働きかけ快適な走行を支援する情報提供ならびにシミュレーション手法と効果の評
価手法の開発

 鉄道における車両走行状態監視に関する研究
教授 須田 義大

　更なる安全性の向上を目的に開発した，軌道側から車両の走行状態を監視するシステムを用いて，営業車両のフェー
ルを検知する手法を検討した．

 遠隔操縦に関する研究
教授 須田 義大，助教（須田研）平沢 隆之

　ドライビングシュミレーターを活用した新たな運転支援手法の基礎的検討を行った．

 三次元有限要素法による圧延解析
教授 柳本 潤

 鉄鋼材料の熱間変形挙動の研究
教授 柳本 潤

 超微細組織を有する金属導電材の塑性加工法の研究
教授 柳本 潤

 材質予測モデルと制御の研究
教授 柳本 潤

 マイクロチャネル法を用いたMicrosphere の製造方法の開発
教授 大島 まり，技術専門職員（大島研）大石 正道

 共焦点マイクロPIV による液滴内部流動の可視化
教授 大島 まり，技術専門職員（大島研）大石 正道
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VI.　研究および発表論文

 医療および医学教育分野へのSLS技術の応用
准教授 新野 俊樹

 次世代 ITS 計測車両の共同開発
教授 池内 克史

 工業部品の位置姿勢推定に係るモデル化技術の研究
教授 池内 克史

 乳腺科を対象としたMRI 画像と超音波画像の非剛体位置合わせ技術に関する研究
教授 池内 克史

 次世代 ITS 計測車両の共同開発
教授 池内 克史

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

 文化財デジタル化の為の 3次元計測技術および高精度CG再現技術の研究
教授 池内 克史

　対象物に適した高精度 3次元反射特性取得技術の研究を行う．対象物の光学特性や形状などから対象物を正確に再
現する為の手法，技術を確立する．

 超音波画像と他モダリティ画像との位置合わせ技術に関する研究
教授 池内 克史

　撮影対象の変形が発生することを前提とした，超音波画像と同一対象を他のモダリティで撮影したボリューム画像
との位置合わせ技術の開発を行う．

 次世代デジタルアーカイブのための画像処理技術の研究
教授 池内 克史

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

 複合現実感システムの開発
教授 池内 克史

　観光用MRサービスの実用化に向けて，各種システムのプロトタイプ開発を行う．またパーソナル・モビリティ
や電動自転車などにMRディスプレイを搭載して観光案内を行い，ITS分野におけるMR技術の応用を目指す．

 フレキシブル・エレクトロニクスの研究
教授 荒川 泰彦

 ナノ量子情報エレクトロニクスに関する研究
教授 荒川 泰彦

 量子もつれを利用した量子デバイス，システムの研究開発
教授 荒川 泰彦

 CNT エレクトロニクスのための塗布・印刷プロセスの研究
研究担当（荒川研）染谷 隆夫，教授 荒川 泰彦
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 ナノ光電子デバイスおよびナノ量子情報に関する研究
教授 荒川 泰彦

 量子ドットの結晶成長技術に関する研究
教授 荒川 泰彦

 微細化，低電圧化された素子環境でのばらつきの基礎的な回路的研究開発
教授 桜井 貴康

 脳のシステム的理解に基づく相互作用型学習システムの構築
教授 合原 一幸

　環境や人と相互作用しながら成長するシステム開発のため，脳のシステム的理解，およびシステム評価手法構築を
行っている．

 非線形時系列解析手法による鋳型内凝固状態診断技術の開発
教授 合原 一幸

　製鋼連続鋳造プロセスにおける鋳型内凝固状態をより良く把握するため，従来の物理モデルおよび伝熱モデルにと
らわれない，新たな鋳型内凝固状態診断モデルの構築を図る．

 微細トランジスタにおける特性ばらつきのシミュレーション
教授 平本 俊郎

　微細トランジスタにおけるランダムな特性ばらつきについて三次元シミュレーションを行うためには，大規模な数
値計算が必要となり，スーパーコンピュータの利用が必須である．本共同研究では，（株）半導体テクノロジーズが開
発した三次元シミュレータを東京大学のスーパーコンピュータで走らせることによって，膨大な数のトランジスタの
電気的特性を高精度にシミュレーションし，その統計的結果を短時間で得られるようにした．

 レーザー測域センサーを用いた建築構造物の位置計測技術に関する研究
准教授 橋本 秀紀

　レーザー測域センサによる対象のスキャン結果と予め得られている対象の形状情報を基に，建築構造物の位置を正
確に計測する手法の実現を目指す．

 動画像からの顔表情認識に関する研究
准教授 佐藤 洋一

　高速度撮影された動画像の解析にもとづき，人の微細な表情変化を自動的に認識する技術を開発する．

 家電や AV機器を操作するためのジェスチャインタフェースの研究
准教授 佐藤 洋一

　実環境での利用に耐える頑健性と操作者の負荷低減を両立したジェスチャインタフェース技術を開発する．

 汎用 IBE プラットフォームの設計と開発，およびその評価
准教授 松浦 幹太，大学院学生（松浦研）松田 隆宏，大学院学生（松浦研）中井 泰雅

　ペアリングを応用技術である ID ベース暗号（IBE：ID-Based Encryption）は，人間が見て理解できる情報を公開鍵
とすることができる公開鍵暗号方式であり，これまでの公開鍵暗号と比較し大きな利点があることから実用化が期待
されている．実用化に向けた大きな現状の課題として，アプリケーションごとに信頼できる機関（TA：Trusted Au-
thority）を用意することが挙げられ，課題解決のためには汎用的な IBEプラットフォームの開発が必要である．本共
同研究では，汎用 IBEプラットフォームを構成するプロトコルの安全性等，基礎的な検討及びアプリケーション開
発を行っている．この汎用 IBEプラットフォームのサンプルアプリケーションとして，時間を IDとした IBE （時限
式暗号）を利用する暗号アプリケーションを実装し性能評価を行った．
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VI.　研究および発表論文

 侵入検知技術評価手法の動向調査
准教授 松浦 幹太，技術専門職員（松浦研）細井 琢朗

　インターネットを通じて不正な侵入を試みる攻撃は，性能限界のある直接的な防止技術だけでは不十分であり，そ
の兆候を検知して適切な対応をとる仕組みが重要である．ただし，検知技術の性能を評価する理論的枠組みが乏しく
実験的評価に頼っているという問題が，研究の進展を妨げている．今後とるべき評価手法の研究を進め最終的には応
用範囲の広い侵入検知技術を開発するため，これら不十分な評価手法を体系的に整理する動向調査を行った．

 情報セキュリティシステム構築技術の研究
准教授 松浦 幹太

　情報セキュリティシステム構築時の対策と効果に関する研究を実施した．具体的には，脆弱性だけではなく脅威低
減を実現するWebアプリケーション開発ライブラリを開発し，そのようなライブラリの補助でソフトウェア開発の
部分的な外注を安全に行う仕組みを検討した．さらに，その情報セキュリティ投資戦略としての意義を，製品検証の
枠組みで論じた．

 酵素に学ぶ省エネルギー型窒素固定法の開発
教授 溝部 裕司

 次世代窒素固定触媒開発のための基礎研究
教授 溝部 裕司

 イヌリンの化学修飾による新しい合成物質の開発
教授 畑中 研一

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

 シリカガラスと溶媒塩の反応に関する研究
教授 井上 博之

 酸化物ガラス及び結晶の構造物性解析に関する研究
教授 井上 博之

 酸素供給の改善による多孔質膜上での肝細胞の重層化の研究
教授 酒井 康行

 金属ナノ粒子と半導体ナノ粒子を用いた光機能材料の開発
教授 立間 徹

 無機系フォトクロミック材料の研究
教授 立間 徹

 規則性ナノ空間内マニピュレーション法による複合酸化物セラミックスの階層的細孔構造化
准教授 小倉 賢

 炭化水素吸着特性や酸特性による新規ゼオライトの評価
准教授 小倉 賢

 流体制御技術に関する研究
准教授 火原 彰秀
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 材料物性シミュレーションに基づく高精度 TEM分析技術開発
准教授 溝口 照康

 室内化学物質空気汚染に関する研究
教授 加藤 信介

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

 室内エアコンが人体快適性に及ぼす影響及び数値解析を用いた精度検証
教授 加藤 信介

　室内でのエアコン使用により，在室者の温熱環境は向上するが，エアコンの吹出し口からの気流によるドラフトが
人体快適性を阻害する恐れがある．ドラフトの防止とともに，快適性を高めるためには，エアコンの吹出し口からの
気流が自然風のような風で，さらに，室内の温度もスムーズにコントロールする必要がある．そこで，本研究では，
エアコンの吹出し口の大きさ，吹出し方向などの条件を検討し，エアコンの稼働時の吹出し口からの気流速度，風量，
乱流強度及び代表長さスケールなど数値解析の境界条件となる基礎データを測定する．最終的には，得られた基礎デー
タを用いて，数値流体解析を行い，実験との対応性を検討し，その精度を向上させる手法を提案する．また，快適性
を向上させる吹出し条件を求め，これをエアコン設計にフィードバックする手法を開発する．

 紫外線による空気殺菌の研究（その 3）
教授 加藤 信介

　紫外線による空調機内（気化式加湿器，ドレンパン等）ならびに処理空気のカビ・細菌の除去効果の検証を行うた
めに，空調機のコイル，加湿器ならびに処理空気に対して UVGI設置前後の微生物の測定を行い，UVGIによる殺菌
効果の確認を行うものである．

 においが人に与える影響に関する研究
教授 加藤 信介

　オフィスで曝露されるにおいが執務者の心理・生理に与える影響を把握することで，においの制御手法を検討する
基礎データを収集することを目的とする．（1）においに対する感覚・知覚の個人差測定実験（2）心理・生理評価のにお
いの種類による比較実験（3）心理・生理評価のにおいの強度・曝露時間による比較実験を行う．

 モチベーション向上とストレスフリーを実現する人にやさしい空間の研究
教授 加藤 信介

　「空間からの刺激をどのように感じるのか」という生理・心理学や医学などの知見に基づき，モチベーションを向
上させ，不要なストレスから解放する空間の「あり方」を明らかにすることを目的とする

 環境物理・人体温熱生理・心理の統合的予測手法に関する研究
教授 加藤 信介

　環境物理・人体温熱生理・心理を結び付ける手法に関する研究であり，暖房時の室内温熱環境と温熱生理をシミュ
レーションによって予測し，予測された生理量から人の快適感を予測する手法を研究する．

 ダイナミック・インシュレーションを開口部サッシ部に適用した建物の室内温熱環境とエネルギー
消費量に関する研究

教授 加藤 信介

　建物の開口サッシ部にダイナミック・インシュレーションを適用したシステムを提案し，そのシステムが住宅の省
エネルギーにどの程度効果があるかを明らかにする．

 省エネ型ドレンレス空調システムの開発
教授 加藤 信介，教授 大岡 龍三

　ダンプハウス問題の克服に有効な非結露型省エネ空調システムの開発を目的とする．（1）ダンプハウス問題の解明
及び対策の検討（2）省エネ型ドレンレス空調システムの開発及び性能検証（3）空調と調湿材を併用した室内環境調整モ
デルの開発及び検証を行う．
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VI.　研究および発表論文

 キャビンの空気質向上のための気流解析手法の研究
教授 加藤 信介

　商用車のキャビンの空気質向上のための気流解析手法に関する研究であり，キャビンモデルを製作し，PIV（粒子
画像流速測定法）実測値と数値計算値との照合並びに照合結果を検討し，HVAC（冷暖房設備）システムの気流制御
の最適化を研究するものである．

 コージェネレーション対応潜熱・顕熱分離空調の研究開発 その 1：エネルギーシミュレーションに
よる廃熱利用バッチ式デシカント外気処理システムの性能評価

教授 加藤 信介

　建物における大幅な省エネのため，コージェネレーション対応潜熱・顕熱分離空調システムを提案し，年間エネル
ギーシミュレーションによる実現可能性の検討を目的とする．

 シークエンスデザインによる交通制御に関する研究
教授 桑原 雅夫

 先進モビリティに関する研究
教授 桑原 雅夫

 プローブ情報の活用に関する研究
教授 桑原 雅夫

 首都高速道路における路面を用いた新たな交通誘導に関する研究
教授 桑原 雅夫

 既存建築物を対象とした太陽熱利用システムの工構法に関する研究
教授 野城 智也

 200 年住宅を実現するための課題研究
教授 野城 智也

 省エネルギー・CO2 削減を実現するサステナブルチェーン店舗の実証試験，開発研究及び新店・既
存店舗におけるCO2 削減検証

教授 野城 智也

 高度プローブ情報シミュレーション技術の開発
教授 柴崎 亮介

 GIS と衛星測位共通分野における地理空間情報活用推進に関する施策と利用例の研究
教授 柴崎 亮介

 車載型道路マッピングシステムに関する研究
教授 柴崎 亮介

 観光データの空間辞書整備および旅行者の移動行動把握と応用
教授 柴崎 亮介

 3D レーザー計測ターゲットレス自動合成処理の研究
教授 柴崎 亮介
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 リサイクルガラス造粒砂の有効利用
教授 古関 潤一，共同研究員（古関研）矢嶋 千浩

　廃ガラスリサイクル粗粒材料を埋設管埋戻し材として用いる場合を対象として，地震時の液状化による埋設管浮き
上がりを防止する性能，および交通荷重に対して過大な残留沈下を引き起こさない性能を明らかにすることを目的と
した研究を実施した．本年度は，ジオグリッドを併用する締固め手法について検討し，効率的な締固めを行える条件
を明らかにした．また，繰返し三軸試験を系統的に実施し，締固めた廃ガラスリサイクル粗粒材料が交通荷重に対し
て過大な残留沈下を引き起こさないことを検証した．

 室内地盤材料試験の高度化に関する研究
教授 古関 潤一，共同研究員（古関研）佐藤 剛司，技術職員（古関研）堤 千花

　セメント改良土などの高強度・高剛性の地盤材料の強度変形特性を計測する手法や，液状化した地盤材料の大ひず
みレベルでの強度変形特性を計測する手法等を対象として，これらの精度を向上させるために必要な試験装置と試験
法の開発・改良を行っている．

 鋼矢板を用いた複合型堤防補強構造に関する研究
教授 古関 潤一

　堤防を対象として，堤体の中央部に矢板を打設して複合構造とすることにより地震時や高水時における遮水性能を
向上させる工法の検討を行った．模型実験とその結果の分析を実施して，レベル 2地震動に相当する加振履歴が，そ
の直後の高水時における浸透特性と安定性に悪影響を及ぼさないこと，また，矢板天端位置まで遮水性能が維持され，
越流時の破堤も生じなくなること，および，加振で生じた過剰間隙水圧が消散すると，液状化層も矢板の支持層とし
て機能することを明らかにした．

 Optimal design method for energy-saving building system using genetic algorithm
教授 大岡 龍三

　遺伝子アルゴリズムを用いて，省エネルギーが可能な建物の設備システムを構築し，高層ビルにおける設備システ
ムの最適化により，省エネルギーを図る．

 風水害の発生機構に関する研究
教授 大岡 龍三

　都市型豪雨の発生機構，並びに台風による強風豪雨の発生機構を解明するため，都市型豪雨並び台風を対象とした
数値計算を通じて，積雲の物理過程に関する数値モデルの妥当性を評価し，必要に応じて数値モデルを改良する．

 複合街区におけるエネルギーの面的利用の類型化と最適化に関する研究
教授 大岡 龍三

　街区を構成する個々の建物が熱源設備を保有するケースに対し，熱源設備の余剰能力や余剰熱を面的に融通する条
件での設備の最適計画手法の構築を目指す．モデル建築物群と外部条件を設定し，一次エネルギー消費量の低減と
CO2削減効果を最大化する設備機器の種類，容量構成，運転順位等の最適化を図り，ベースケースに対する年間のエ
ネルギー消費削減量ならびに CO2排出削減効果を計算する．あわせて街区の需要特性に応じたエネルギーの面的利
用の類型化について検討する．

 自己治癒材料に関する研究
教授 岸 利治

 快音車室を実現する為の評価・解析手法に関する研究
准教授 坂本 慎一，助教（坂本研）横山 栄

　快音車室を設計する為に，聴感（主観評価）を具体的な部品特性に落とし込む評価・解析手法を構築する．波動音
響数値解析を用いた車室内音場予測法の検討に関しては，高次差分による精度向上，高次フィルタ係数を用いた境界
条件の入力の精緻化，音源の指向性をシミュレートする方法の改善を行った．また昨年度に引き続き，3次元音場シ
ミュレーションシステムを用いた車室内音場評価法の検討を行った．

 インドネシアの泥炭における火災と炭素管理
講師 竹内 渉
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 イルカ類の長期生態環境音響モニタリング
教授 浦 環，特任研究員（浦研）杉末 治美

　イルカ類やコウモリ類は，生物ソナーと呼ばれる超音波を利用した周囲環境の把握や捕食活動をおこなうほ乳類で
ある．イルカ類の水中生態解明には長期にわたる持続的観測が必要だが，自然環境下での観測には多くの困難を伴う．
そこで，本研究では，水族館という人工環境下で飼育されているイルカ類を対象として，その水中音響活動を継続的
に長期間モニタリングすることで，ソナーという特殊能力を有するイルカ類の行動解明を目指すとともに，飼育下の
コウモリを対象とした日々の生態音響計測の成果をイルカ類の観測データの理解のために応用することで，イルカ類
の音声（ホイッスル・クリック音）の音響特性への理解を深め，その生態解明に向けた研究を進める．そして，得ら
れた知見を自然環境下にあるイルカ類の人間活動との共生と保護活動に応用展開していく．さらに，観測で得られた
音声や水中映像からイルカの音響行動データベースを構築して情報公開し，子供達の海や水棲ほ乳類への理解と親和
力の拡大を図る．

 プローブ型デバイスの超精密位置決め機構実現に向けたセンサ／アクチュエータシステムの調査研究
教授 藤田 博之，株式会社東芝 研究開発センター 古賀 章浩，

株式会社東芝 研究開発センター 冨澤 泰，株式会社東芝 研究開発センター 李 永芳

　10nmオーダー級の位置決めを実現するセンサのメカニズム，アクチュエータのメカニズムに関して，基本原理レ
ベルでの調査を実施する．その上で，ベンチマークを行い，プローブ型デバイス用途への適用可能性と潜在限界値の
考察を実施する．

 MEMS振動子の評価に関する研究
教授 川勝 英樹

 「マイクロ流体デバイスの応用の研究」ならびに「集積化分析システムの研究」
教授 藤井 輝夫

　エンドユーザーレベルで簡単に取り扱える小型システムの研究開発を行う．

 μTAS向け前処理技術の開発
教授 藤井 輝夫

　マイクロ流体デバイスの前処理要素技術の開発並びに評価を実施する．

 微量液体制御のための実用技術の開発とマイクロ流体チップへの応用
教授 藤井 輝夫

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

 Research of water chemistry analysis with microfl uidics for downhole measurement
教授 藤井 輝夫，客員教授 許 正憲，特任准教授 福場 辰洋

　Concept study for evaluating water chemistry analysis with microfl uidics

 光マイクロマシニングに関する研究
教授 年吉 洋

　シリコンマイクロマシニング技術を用いて共振周波数 100kHz超の高速，大振幅光スキャナを製作し，それを波長
走引型の波長可変レーザー光源の走査機構として応用する研究を行った．

 MEMS技術の高周波デバイス応用に関する研究
教授 年吉 洋

　シリコン基板上に厚膜メッキ構造による静電アクチュエータ構造を形成し，それを同一基板上に集積化したマイク
ロ波導波路と組み合わせることで，接点開閉型の RF―MEMSスイッチを試作し，高周波特性の評価を行った．

 MEMSシャッタアレイの研究
教授 年吉 洋

　静電駆動型のマイクロシャッタアレイを 5cm角のシリコン基板上に 8000素子集積化し，その開閉状態を電子的に
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制御することにより，光学検査機器の開口部分の光学特性を可変にする機能性デバイスを実現する．

 MEMS技術の光コンポーネントへの応用に関する研究
教授 年吉 洋

　静電駆動型MEMSマイクロアクチュエータ基板上に 1対の高反射率石英基板チップを搭載し，静電的にそのミラー
間隔を調整することで，ファブリ・ペロ干渉計の原理に基づいた光ファイバ通信用の波長可変フィルタを実現した．

 光スキャナの開発
教授 年吉 洋

　シリコン基板上に圧電定数の高い高効率 PZT薄膜を形成し，それをシリコンマイクロマシニング加工することで
圧電駆動型の光スキャナを形成した．また，その応用先としてハンディタイプのレーザー画像ディスプレィ等を検討
した．

 分子モーターを利用した分子伝送に関する研究
准教授 竹内 昌治

 航空レーザ計測の森林地域における計測精度向上に関する研究
教授 沢田 治雄

　森林樹木の三次元形体を画像データとして生成し，航空レーザのパルス条件と DSMおよび DEMの作成精度の関
係を明らかにした．

 施工プロセスが構造体コンクリートの耐久性に及ぼす影響の定量評価に関する研究
准教授 加藤 佳孝

　構造体コンクリートの耐久性に及ぼす構造・施工条件の影響を定量化することにより，施工計画に基づいて構造体
コンクリートの耐久性を予測可能とする．さらに，直接的な指標で構造体コンクリートの耐久性を管理・検査できる
手法を示すことにより，コンクリート構造物の耐久性確保がより確実に実現可能となる．

 コンクリートの体積安定性の即時判定システムの開発
准教授 加藤 佳孝

　コンクリートの体積安定性（収縮）を，コンクリート製造直後に判定できるシステムを開発する．

 災害損傷構造物の迅速復旧工法の開発

准教授 加藤 佳孝

　地震などの災害により倒壊は免れたが被災した RC構造物の早期復旧と余震による 2次災害の防止のための，安全・
簡易・迅速的に対応できる復旧工法の開発を目的とする．なお，開発する工法は，重機が不要，運搬が容易，施工が
容易，安全に施工ができる，補修補強効果が数時間で発現するなどの特徴を有している．

 ウェブ解析技術の研究開発
教授 喜連川 優

　ウェブのリンク構造，テキスト情報，および時間変化に基づいて社会動向を検知するウェブマイニング技術の実現
を目指し，日々変化するウェブ情報を非テキストコンテンツまで含めて保存・蓄積した大規模ウェブアーカイブを構
築すると共に，サイバー空間の構造および時間変化を分析するためのリンク解析技術およびテキスト解析（自然言語
処理）技術の開発を行う．さらに，開発したウェブマイニング技術を実フィールドの課題に適用する実証実験を通じ，
その有効性を実証する．

 ICT システム永続化技術の検討
教授 喜連川 優

　ICTシステムを長期間運用する際における不調・トラブルの低減技術の基礎検討を行い，ICTシステムを永続化さ
せる各技術方式における有効性を研究する．
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 非順序型実行原理に基づく超高性能データベースエンジンの開発
教授 喜連川 優

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

 大規模データに対する解析技術に関する研究
教授 喜連川 優

　ライフログなどの大規模データを管理するためのデータベース技術，及び興味深いルールなどを抽出するデータマ
イニング技術に関する研究を行う．

 階層間協調型アルゴリズムによる車載画像センシング技術の開発
准教授 上條 俊介

 IGCC高度化の研究
特任教授 金子 祥三

　豪州ヴィクトリア州の褐炭を主対象として，これを最小の熱損失で乾燥し，さらにガス化して高効率の複合発電
（IGCC）やメタノールや DMEなどの液体燃料を合成するプロジェクトのリーダーを務めている．2009年度に予備調
査と基本的な系統の検討を実施した．2010年度にはベンチスケールテストを実施し主要データを採取するとともに，
次のステップであるパイロット試験の計画を実施する．

 波力エネルギー実用化の研究
特任教授 金子 祥三

　漁船などの小型船舶の動力をエンジンから二次電池に変更し，その充電を波力で行い，化石燃料不要とする研究を
実施している．2009年度は日本で実施する場合の可能性と基本的な発電メカニズムの検討を実施した．2010年度は
水槽での基礎試験を実施する．

 地球環境問題の解決に向けた最適な長期電力需給計画
特任教授 荻本 和彦

 音響ビデオカメラを用いた魚道を遡上するサケの自動計測
特任准教授 韓 軍

　今まで自然状態で魚道を通過する魚を計測するために主に，①電極棒による計測手法，②光学ビデオカメラによる
画像解析手法，③魚群探知機による計測手法，④テレメトリーによる計数手法が用いられているが，幅の広い魚道で
の詳細な行動観察は何れも困難であった．本研究では，音響ビデオカメラ DIDSON を用いて魚道を遡上するサケの
尾数と体長の自動計測，魚道を通過する過程の詳細な行動観察をする手法の開発を行っている．

 特殊電子ビーム溶解装置による粉体シリコン中不純物の高速除去プロセスの開発
教授 前田 正史

 金属ケイ素の脱ボロン反応機構の速度論的解析
教授 森田 一樹

 製鋼スラグの熱伝導率測定
教授 森田 一樹
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 太陽電池用シリコンの精製検討
教授 森田 一樹

 フラットパネルディスプレーの低消費電力化，画質改善の研究
特任教授 久保田 重夫

　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．

 多重極デバイスのフィージビリティスタディ
特任准教授 滝口 清昭

 準静電界の生体効果の評価検証
特任准教授 滝口 清昭

 社会基盤施設の老朽化に伴う性能低下の評価技術に関する研究会
都市基盤安全工学国際研究センター（ICUS），清水建設（株） 栗田 守朗，稲田 裕，三協（株） 佐藤 登，

（株）保全工学研究所 天野 勲，中山 聡子，住友大阪セメント（株） 小田部 裕一，
OSMOS技術協会 門 万寿男，三好 俊康，ジオ・リサーチ 小池 豊，瀬良 良子，

りんかい日産建設（株） 五味 信治，中央開発（株） 杉山 長志，
（株）K＆ Tこんさるたんと 肥田 研一，松井 義昌，大成建設（株） 福浦 直之，

（株）ジャスト 柳瀬 高仁，川越 洋樹，東亜建設工業（株） 濱田 洋志，田口 博文，
（株）竹中土木 菅野 友紀，安藤 慎一郎，（株）建設技術研究所 清水 隆史，

東電設計（株） 恒国 光義，芝浦工業大学 教授 勝木 太

　劣化したコンクリート構造物および土構造物の性能を定量的に評価する技術，および地盤から構造物までを包括し
た全体構造の性能を評価する技術に関する調査・検討を行う．各分野（コンクリート構造物，土構造物，地盤等）に
おける既存の計測・評価技術の整理を行い特定に分野で用いられている最新の技術の応用やそれらの統合も視野に入
れ，将来を模索する．

 環境配慮型社会へのCSR活動とその評価に関する研究会
都市基盤安全工学国際研究センター（ICUS），三菱製紙（株） 井口 慶介，岡崎 厚治，桂 徹，

中日本高速道路（株） 大岩 春仁，赤坂 俊幸，牧田 洋，（株）高速道路総合技術研究所 田中 克則，
東日本高速道路（株） 用害 比呂之，（株）高速道路総合技術研究所（滋賀）首藤 繁雄

　世界的に通じる CSRの考えに立ちながら，特に，近年関心が高まっている地域環境問題にかかわる日本企業の国
内外での CSR活動の実態を調査，検討し，CSR活動の指針を示すことを目標とする．

 シークエンスデザインによる交通制御に関する研究
先進モビリティ研究センター（ITSセンター），

教授 池内 克史，教授 桑原 雅夫，教授 須田 義大，准教授 鈴木 高宏

　走行空間の質的向上を目的としたシークエンスデザインのシミュレーション手法と，デザインの視覚的な影響の評
価手法の開発を行うことを目的とする．具体的には，運用中及び展開予定のデザインについて，視覚理論的な考察や，
ITSセンターで保有するドライビングシミュレータを用いたシミュレーションや，他の設備を用いた実地での計測等
を行う．

受託研究C. 

公的資金（文科省科研費以外：受託研究として受入）1. 

 形状可変ミラーを用いた複合化レーザー加工機による切削加工技術の研究開発
教授 志村 努，助教（志村研） 佐藤 拓哉，助教（黒田研） 藤村 隆史

　レーザービームの断面形状を，形状可変ミラーによりさまざまに変形させ，レーザー加工の高度化を図る研究を行っ
てきた．有機薄膜に金属を蒸着した反射鏡を，わずかに離れた位置に配置されたパターン化電極によって静電力によっ
て変形させ，集光ビームスポットの制御を行った．われわれは，任意の集光スポット形状を作るために，各電極に与
える電圧値の組み合わせを決定するアルゴリズムに関して，検討を行った．
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 革新的粘弾性計測手法実現への要素技術開発
教授 酒井 啓司

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

教授 福谷 克之，教授 岡野 達雄，准教授 ビルデ マーカス，助教（岡野研）松本 益明，特任研究員 米村 博樹，
技術職員（福谷研） 小倉 正平，大学院学生（福谷研）大野 哲

　本研究では，固体中の水素の挙動を明らかにするために，実環境下で水素の 3次元分布測定と波動関数観測が可能
なマイクロビーム共鳴核反応法の開発を行っている．本年度は，前年度に開発したイオン光学系の評価を行い，理論
通りの収束特性が得られることを明らかにした．SiN隔膜を利用したガス雰囲気下計測装置を開発し，1気圧ガス中
で試料中の水素分布を測定することに成功した．重水素検出のためのビームラインと測定系を開発し，3Heとの核反
応によるスペクトル計測に成功した．この装置を用いて，Pd膜の水素透過，金属ガラスの疲労破壊断面，水素吸蔵
合金の水素分布計測を行った．

 （独）日本学術振興会 二国間交流事業 金属・金属酸化物ナノ構造と分子の相互作用
教授 福谷 克之

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（CREST）多体系の伝導現象の厳密解と量子モン
テカルロ計算

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

　量子ドットなどのメゾスコピック系に導線が強く結合した系の電気伝導を調べるのが全体を通しての目標である．
メゾスコピック系内の電子間相互作用と，メゾスコピック系と導線とのカップリング，この二つを同時に正確に扱え
る理論は未だに存在しない．ほとんどは両方，あるいはどちらか片方を摂動として扱っている．我々は，両方の効果
を同時に数値的厳密に扱える理論の構築を目指している．これが完成すれば，実験と理論の対応が格段に良くなり，
電子系に対する量子情報操作の新しい方法を理論サイドから提案できるようになる．最終的には，これまでエンタン
グルした光子対で研究されて来た情報の転送を，電子の多体系でも行えるような方法を提案したいと考えている．今
年度は，相互作用共鳴準位模型とアンダーソン模型の厳密な多体散乱状態を構成した．その解に基づいて電流や二重
占有率の厳密な表式を得ることに成功した．

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 量子ドット／強磁性電極接合による新機能の研究
准教授 町田 友樹

　強磁性ナノギャップ電極を付与した単一 InAs量子ドットにおけるスピン依存伝導を検出・制御する．

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（さきがけ）グラフェン量子ドットを用いた新機能
素子の実現

准教授 町田 友樹

　グラフェンを利用して電磁波検出・スピン伝導制御・室温動作単電子トランジスタの実現を目指す．

 超小型ミーリングセンタの開発に関する研究
教授 帯川 利之

 エネルギー使用合理化技術戦略的開発／エネルギー有効利用基盤技術先導研究開発／メンブレンを
用いた省エネ型CO2 分離・回収技術の研究開発

教授 堤 敦司

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 新エネルギー技術研究開発 バイオマスエネルギー等高
効率転換技術開発（転換要素技術開発）／自己熱再生方式による革新的バイオマス乾燥技術の研究
開発

教授 堤 敦司，特任教授 金子 祥三，特任准教授 望月 和博，助教（堤研）伏見 千尋

 コールドモデルによる大量粒子循環システムの開発
教授 堤 敦司
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 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 エネルギー使用合理化技術戦略的開発 コプロダクショ
ン設計手法開発と設計支援ツールの研究開発

教授 堤 敦司

 文部科学省 次世代 IT 基盤構築のための研究開発 イノベーション創出の基礎となるシミュレーショ
ンソフトウェアの研究開発 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

教授 加藤 千幸，教授 吉川 暢宏，教授 佐藤 文俊，特任教授 畑田 敏夫，教授（東大）吉村 忍，
教授（東大）奥田 洋司， 室長（国立医薬品食品衛生研究所）中野 達也，

センター長（（独）物質・材料研究機構）大野 隆央， 部長（（財）高度情報科学技術研究機構）飯塚 幹夫

　文部科学省 次世代 IT基盤構築のための研究開発の一環として 2008年 10月から新たに開始された「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」プロジェクトでは，産業イノベーションに寄与する，我が国独自
のシミュレーションソフトウェアの研究開発とその普及を目標に掲げ，特にシミュレーション技術への貢献が大きい，
開発・設計業務に係るプロセスイノベーション（新しい開発・設計方式の創出）とプロダクトそのもののイノベーショ
ン（新しい商品・品質の創出）の実現をするべく，これらのイノベーション創出の基盤となる独創的なソフトウェア
の研究開発を推進している．本プロジェクトは，革新的シミュレーション研究センターを中核拠点とし，東京大学大
学院工学系研究科，東京大学人工物工学研究センター，国立医薬品食品衛生研究所，（独）物質・材料研究機構，（財）
高度情報科学技術研究機構などから，総勢 70 名以上の研究者を結集して開発を進めている．また，これに加えて，
ソフトウェアメーカーも開発に参画し，革新的シミュレーション研究センターを中心に研究開発された成果に基づき，
実用ソフトウェアやユーザーインターフェースの開発を主に担当している．一方，産業界の代表的組織であるスーパー
コンピューティング技術産業応用協議会との間で，開発ソフトウェアの仕様に関する協議や実証計算に関して緊密な
連携を図りつつ研究開発を実施している．また，平成 24年度からの稼動が予定されている次世代スーパーコンピュー
タ（8万 CPU以上）をはじめとする超並列計算機対応の革新的性能向上に関する研究開発を推進している．2年目と
なる平成 21年度は詳細設計を実施するとともに， 本プロジェクトで中核となる機能を一通り実装したソフトウェア
プロトタイプの開発を完了し， 2010年 6月にはそれらの成果を実装したβバージョンを公開する予定である．

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 エネルギーITS 推進事業 協調走行（自動運転）に向け
た研究開発

教授 須田 義大，准教授 鈴木 高宏，准教授 中野 公彦

　エネルギーITSプロジェクトの一環として，高速道路における自動運転隊列走行の研究開発を行っている．本研究
は，自動運転隊列走行時の車列への急な割り込みや停止時におけるドライバの心理的負担をドライビングシミュレー
タ実験から生体計測により計測，分析を行っている．

 経済産業省 平成 21 年度低炭素社会に向けた技術シーズ発掘・社会システム実証モデル事業 ITS 中
量公共交通機関「エコライド」の開発による低炭素化地域交通モデルの実証研究

教授 須田 義大

　中量公共交通エコライドを柏市への導入ケーススタディ行い，実用を想定した車両を試作し，生産技術研究所千葉
実験所に敷設してある試験線において，乗り心地性能の改善などを検討した．

 （独）科学技術振興機構 先端研究者による青少年の科学技術リテラシー向上
教授 大島 まり，研究員（大島研）坪井 京子，研究員（大島研）和田 重雄

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

 （独）科学技術振興機構 未来の科学者養成講座 最先端研究を取り入れたジュニア科学者育成プログ
ラム

教授 大島 まり，研究員（大島研）川越 至桜

　最近の科学技術は複雑化・専門化していることから，次世代の未来の科学者は現行の枠組みでの理数科目の理解増
進とともに，「俯瞰する能力」，「問題把握・解決能力」，「コミュニケーション能力」の 3つの能力が要求されると考
えられる．最先端研究は，現行の理数科目を融合したもので 3つの能力を養成するのに適した題材である．そこで，
本受託研究では，これまで行ってきた最先端研究を取り入れた科学教育の実績を活かし，発達段階に応じて参加して
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いく「プレ・最先端リサーチ体験コース」と，理数系に卓越した意欲・能力を有する生徒が継続的に発展できる「最
先端リサーチ体験プロジェクト」を実施し，ジュニア科学者を育成する GATE（Gifted and Talented Education）プログ
ラムのモデルを構築する．

 （独）科学技術振興機構 産学共同シーズイノベーション化事業 医用画像と血流シミュレーション技
術を融合した疾患予防・診断のための支援ツール開発

教授 大島 まり，アドバンスソフト株式会社 湊 明彦，
助教（自治医科大学）庄島 正明，おおたかの森病院 高木 清

　本新技術は循環系の関わる疾患の医療を担う医師・臨床検査技師に，医用画像情報では得られなかった血流のダイ
ナミクスと血管に及ぼす力学的作用を，新たに血流シミュレーションから患者個別の診断・治療情報として提供し，
診断と外科手術計画の高度化を支援するシステムを実用化するものである．従来から CT/MRIなどの医用画像による
血管形態の観察と超音波ドプラー法による部分的な血流速度を知ることができたが，診断と外科手術や投薬治療の判
断に必要な流量，壁面せん断応力や圧力などを直接測定することができなかった．このため，医用画像情報のみに依
存し，経験的に診断や治療方針を策定することが多かった．これまで，医工学研究機関における学術研究にとどまっ
ていた本格的な血流シミュレーション技術を医療現場に導入し，発症や病変進展および外科手術治療や投薬治療に直
接影響する血流ダイナミクスの判断情報を参照することにより，循環系疾患や血流が関わる疾患の診断・治療に大き
な進展を及ぼすと期待できる．

 文部科学省 特定先端大型研究施設の開発 革新的実行原理に基づく超高性能データベース基盤ソフト
ウェアの開発 次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発（脳血管系のシミュレー
ション）

教授 大島 まり，研究員（大島研）Toma Milan，大学院学生（大島研）佐藤 友喜，
大学院学生（大島研）Absei Krdey，助教（自治医科大学）庄島 正明，

技術専門職員（大島研）大石 正道，研究員（Imperial College London）鳥井 亮

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

 文部科学省 特定先端大型研究施設の開発 革新的実行原理に基づく超高性能データベース基盤ソフト
ウェアの開発 次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発（全電子計算に基づくタ
ンパク質反応シミュレーションの研究）

教授 佐藤 文俊

 FBG/PZT ハイブリッドシステムによる損傷モニタリング技術の開発
准教授 岡部 洋二

　航空機用 CFRP複合材料構造を対象とし，接着部の剥がれ損傷や積層板内部の剥離損傷等をリアルタイムで簡便に
モニタリングする手法の確立を目的とする．そのため，超音波受振素子に FBGセンサ，発振素子に新規 PZTデバイ
スを用いた超音波送受振システムを構築し，構造中を伝播させたラム波に含まれる情報から損傷の有無を正確に診断
する技術を開発している．

 沖合沈下式養殖 - 海中給餌システム開発 -
准教授 北澤 大輔，教授 木下 健，技術専門職員（木下研）板倉 博，大学院学生（木下研）伊藤 翔，

助手（北澤研）藤野 正俊，助教（木下研）佐野 偉光

　沖合で沈下式生簀に自動給餌を行うためのブイを設計する．また，ブイの設計に必要な波高，流速データの取得，
環境影響評価に必要な水質データの取得を行う．

 環境省地球環境局 地球環境研究総合推進費 温暖化が大型淡水湖の循環と生態系に及ぼす影響評価に
関する研究

准教授 北澤 大輔

　地球温暖化は，大型淡水湖の成層を強化し，鉛直循環を弱める可能性がある．鉛直循環が弱まると，表層の酸素が
底層に運ばれず，底層水が貧酸素化するとともに，底層の栄養塩が表層に運ばれず，表層の一次生産力が減少する．
そこで，気候変動が琵琶湖の生態系に及ぼす影響を予測するための流動場―生態系結合数値モデルを高精度化する．
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 丹出川からの泥水挙動解析
准教授 北澤 大輔

　丹出川の防災工事に伴う泥水が，周辺域への土砂の堆積に及ぼす影響を数値シミュレーションで解析する．

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 油絵描画ロボットに関する研究
教授 池内 克史

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 エネルギーITS 推進事業 協調走行（自動運転）に向け
た研究開発

教授 池内 克史

 デジタル・ミュージアム実現のための研究開発に向けた要素技術及びシステムに関する調査検討（複
合現実型デジタル・ミュージアム）

教授 池内 克史

　デジタル技術を用いた次世代ミュージアム実現のための調査検討を行った．本課題ではこれまでの博物館・美術館
といった館を中心とした展示だけでなく，その動機付けから再訪までを体系化したミュージアム構想を提案している．
また複合現実感技術を用いて，通時性，共時性という観点から文化遺産，産業遺産の新しい展示の仕方と，それに必
要とされる要素技術に関する検討を行った．

 （独）科学技術振興機構 戦略的国際科学技術協力推進事業 単一量子ドットを用いたレーザの開発
教授 荒川 泰彦

 超低消費電力の無線通信を実現するオールモスト・デジタル無線に関する研究
准教授 高宮 真，教授 桜井 貴康

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（CREST）大規模集積回路設計
教授 桜井 貴康

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（CREST）結晶成長
教授 平川 一彦

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

教授 平川 一彦

 （独）日本学術振興会 二国間交流事業 半導体量子構造中のテラヘルツキャリアダイナミクスの解明
とその応用に関する研究

教授 平川 一彦

 シミュレーションによる特性ばらつき評価
教授 平本 俊郎

　線幅 45nmを下回る超微細領域のシリコン LSIでは，加工寸法のスケーリングと共にトランジスタ特性や配線特性
のばらつきがますます顕著になり，特性ばらつきが正常な回路動作の大きな障害になると予測される．本研究では，
シミュレーションにより特性ばらつきの定量的評価とばらつき要因の究明を行うことを目的とする．本年度は，実測
で観測された負の基板バイアス印加によるしきい値電圧ばらつき減少という特異な現象が，MOSトランジスタのソー
ス・ドレイン端に存在する高濃度不純物領域に起因することを三次元デバイスシミュレーションにより明らかにした．
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 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造ナノ電子デ
バイス技術開発 シリコンナノワイヤトランジスタの物性探究と集積化の研究開発

教授 平本 俊郎

　本研究開発は，将来のナノスケールシリコンMOSFETの一形態として注目されるシリコンナノワイヤトランジス
タにつき，その物性探究，高性能化ためのデバイス設計指針提案，および集積化デバイスとしてのフィージビリティ
チェックを行うことを目的とする．ここで，シリコンナノワイヤトランジスタとは，ワイヤ径が 15nm程度以下のナ
ノワイヤチャネルを有するトランジスタで，量子閉じ込め効果等のナノ構造特有の物理現象によってデバイス特性が
変化するトランジスタをいう．本年度は，（110）シリコン基板上のシリコンナノワイヤトランジスタの移動度を正確
に評価した．その結果，[110]方向のナノワイヤトランジスタでは，電子移動度は側壁効果によって決まるが，正孔
移動度は側壁効果によらず，側壁の移動度より大幅に移動度が大きくなる現象を初めて見いだした．

 （独）日本学術振興会 二国間交流事業 人と知能化空間のための動物行動学に基づくコミュニケーショ
ンモデルに関する研究

准教授 橋本 秀紀

　動物行動学で得られてきた人と犬の愛着関係の知見を用い，持続発展的にコミュニケーションを展開できる機能を
実装したロボットを実現することを目指す．

 CNT デバイスの局所評価技術の研究開発
准教授 髙橋 琢二

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（さきがけ）大規模画像データの潜在情報抽出に基
づく画像生成

准教授 佐藤 洋一，研究員（佐藤（洋）研）島野 美保子

　画像を手軽に扱える現在，コンピュータビジョンは 2次元画像と現世界とをつなぐ重要な分野である．本研究では，
Web上に存在する大量の画像のような，自由な条件下で撮影された大規模画像データを用い，対象の情報を抽出す
る技術の確立を目指す．物理モデルベースと事例ベースを融合するというコンセプトによって，大規模画像データの
潜在的な情報を有効活用し，1枚の画像のみからでは獲得できなかった反射モデルの構築，画像生成や画質改善を実
現する．

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（CREST）注視推定技術および注視誘導技術の開
発

准教授 佐藤 洋一

　人と調和する情報環境を実現するためには，情報環境側が人の注意が何に向けられているのかを理解したうえで，
適切なタイミングで適切な支援を提供できることが必要となる．本研究では，人の注意と密接に関係する注視に着目
し，人と調和する情報環境実現のための基盤技術として，日常生活空間内における人の注視を推定する技術，および
情報環境からの適切な働きかけにより人の注視をさりげなく誘導する技術の開発を目指す．

 動的かつ階層的な暗号鍵割当方式の安全性証明と学際評価
准教授 松浦 幹太，技術専門職員（松浦研）細井 琢朗，特任研究員（松浦研）北川 隆，

教授（デルバニ・アンバニ情報通信大）Anish Mathuria

　本研究は，暗号利用の核となる鍵割当方式に高度な利便性，安全性，社会受容性を与えることを目的としている．
具体的には，日本側の安全性証明技術およびセキュリティ経済学理論と，インド側の鍵割当方式技術を組み合わせる．
インド側技術で鍵割当方式を動的かつ階層的にし，利便性を高める．現在，その基礎となる方式の分析を終えた段階
である．また，両国技術の連携で厳密な証明を与え，安全性を高める．現在，その安全性モデルを共同で構築中であ
る．さらに日本側の理論で提案方式の経済学的意義などを明らかにし，社会受容性を高める．既に経済理論は完成さ
せ，国際会議でも招待講演のテーマに取り上げられるなど，高い評価を得ている．本共同研究で日印が交流を通じて
相互的に取り組むことで，両国に於ける包括的かつ厳密な評価を伴う情報セキュリティ技術の健全な普及が期待され
る．

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（さきがけ）インフルエンザ感染伝播のデータ同化
モデルによる解析・予測技術

准教授 鈴木 秀幸

　新型インフルエンザのパンデミック発生回避や被害軽減のための方策を検討する際には，感染伝播モデルによる解
析・予測が有効であると期待されるが，単なる数値シミュレーションではモデルと現実との乖離が問題となる．本研
究は，データ同化技術を導入することにより，現実のデータとの整合性の取れたシミュレーションを実現し，感染伝
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播モデルによる解析・予測を行うための数理的基盤技術を開発する．

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（さきがけ）情報処理の最適性からとらえる分子・
細胞・発生現象

講師 小林 徹也

 （独）科学技術振興機構 国際科学技術協力基盤整備事業 カーボンナノファイバー・ナノチューブを
用いたセンサーおよび光電子材料のためのナノデバイスの開発

教授 迫田 章義

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

教授 迫田 章義

 （独）農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 平成 21 年度プロジェクト研究「バイオマス
利用モデルの構築・実証・評価」のうち，「バイオマスタウン設計・評価支援ツールを用いた診断」

教授 迫田 章義

 （独）農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 平成 21 年度プロジェクト研究「バイオマス
利用モデルの構築・実証・評価」のうち，「メタンガスの民生利用技術の開発」

教授 迫田 章義

 （独）農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 平成 21 年度プロジェクト研究「バイオマス
利用モデルの構築・実証・評価」のうち，「バイオマスの総合的利用モデルの提示と評価（資源作物
からのバイオエタノール生産に取り組むバイオマスタウンの設計）」

教授 迫田 章義

 （独）科学技術振興機構 地球規模課題対応国際科学技術協力事業 システム・プロセス設計および要
素技術の開発と体系化

教授 迫田 章義

 （独）国際協力機構 地球規模課題対応国際科学技術協力における技術協力 持続可能な地域農業・バ
イオマス産業の融合

教授 迫田 章義

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 健康安心イノベーションプログラム／糖鎖機能活用技術
開発

教授 畑中 研一

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

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（CREST）自己組織化グラファイトシート上半導
体成長技術と素子作製技術の開発

教授 藤岡 洋

　本研究では自己組織化グラファイトシート基板を用いた新しい半導体エレクトロニクスを展開するが，５年後，こ
のプロジェクトを終了するまでに，フレキシブル自己組織化グラファイトシート上へ，InGaNを用いた青色 LEDや
太陽電池といった半導体デバイスを作製し，その動作を実証する．
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 （独）日本学術振興会 二国間交流事業 ナノ孔をもった低誘電率脂環式ポリイミド材料の開発
教授 工藤 一秋

 （独）農業・食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター 生物系産業創出のた
めの異分野融合研究支援事業 受精卵育成に適した基礎マイクロバイオリアクター開発

教授 酒井 康行，教授 藤井 輝夫，准教授 竹内 昌治，助教（酒井（康）研）小森 喜久夫，
特任助教（藤井（輝）研）木村 啓志，研究員 中村 寛子

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

 平成 21 年度 アジアを中心とした資源循環システムの環境的，経済的，社会的影響評価に関する研究：
循環・天然両資源を考えた資源制約シナリオの策定

准教授 安達 毅

　サブテーマ，マテリアルフローと鉱物資源価格の相互依存関係を考慮した資源制約・資源供給シナリオの策定に参
画

 文部科学省キーテクノロジー研究開発の推進「ナノテクノロジー・材料を中心とした融合新興分野
研究開発」「ナノ環境機能触媒の開発」

准教授 小倉 賢，教授（東大）堂免 一成

 （独）日本学術振興会 二国間交流事業 光熱変換分光法を用いた化学分析・生化学分析応用のための
集積分析システム

准教授 火原 彰秀

 文部科学省 安全・安心科学技術プロジェクト 有害危険物質の拡散被害予測と減災対策研究
教授 加藤 信介

　市街地の建物およびセンサー情報を利用した拡散予測技術および減災対策を開発する．拡散予測システムの実現象
における再現性の検証データを得ることを目的とし，風洞実験による屋外における危険物質拡散の基礎的な検討（拡
散性状の感度解析など）と，実規模建物における建物内拡散実験で必要となる基礎的検討（トレーサー放散，及びサ
ンプル法など）を行う．PCで計算可能な高精度の有害危険物質の屋内・屋外における拡散予測および避難誘導支援
システムを開発する．

 交通流ネットワークシステムとGIS システムを活用した地域特性の分析手法に関する研究
教授 桑原 雅夫

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 エネルギーITS 推進事業 国際的に信頼される効果評価
方法の確立

教授 桑原 雅夫

 国土交通省 国土技術政策総合研究所 道路交通円滑化に資する ITS 施策の評価手法に関する研究
教授 桑原 雅夫

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト 光触媒関
連基礎技術の開発ならびに新環境科学領域の創成事業

教授 野城 智也

 （独）科学技術振興機構 社会技術研究開発事業 研究開発成果実装支援プログラム 国内森林材有効活
用のための品質・商流・物流マネジメントシステムの社会実装

教授 野城 智也
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 （財）国土計画協会 国土政策関係研究支援事業 デジタル地図と電話帳データの統合による日本全土
における都市の店舗・事務所変化の時空間解析

助教（柴崎研）熊谷 潤，教授 柴崎 亮介

 （財）日本情報処理開発協会 データベース振興センター 平成 21 年度 IT とサービスの融合による新
市場創出促進事業 3 次元地理空間情報データベース実証事業（地理情報データベース構築ツール開
発）

助教（柴崎研）熊谷 潤，教授 柴崎 亮介

 平成 21 年度気候変動シナリオに基づく水文・水資源の未来像の描出に関する委託業務
教授 沖 大幹

　気候変動予測についての不確実性の定量化等を通じて予測の信頼性を明らかにすること，および気候変動予測と影
響評価の連携を密にすることが重要な課題となりつつあるが，国内の研究においてはこれらの点で未だ十分な取り組
みがなされていない．気候変動予測の信頼性および予測の意味する社会への影響を明らかにするための研究を行う必
要がある．そこで本研究は，確率的気候変動シナリオを用いた水資源アセスメント，気候変動による水資源への影響
評価を行いつつ，人間活動を含んだ社会への影響として水力発電への気候変動影響評価の高精度化を行うことを目的
とする．

 温暖化各レベルに対応する洪水リスクの増減評価
教授 沖 大幹

　温暖化に伴う日本域への影響評価として，気温上昇や降水強度の頻度変化といった気候変動影響と，人口変化など
の社会条件を考慮して，特に水質負荷や土砂流出量への変化を推計する手法を構築する．平成 20年度までの研究成
果を用いて，分布型水文流出モデルに気候変動に伴う降水パターンの変化を与え，別途構築する水質負荷データベー
スや斜面における土砂生産輸送推計モデルと組み合わせることによって，新たな水分野への影響評価を試みる．

 （独）科学技術振興機構 戦略的国際科学技術協力推進事業 黄河の将来政策シナリオを評価するため
の「次世代」生態水文モデルの開発

教授 沖 大幹

　黄河流域の水資源と環境保全問題の解決を目的とした中国との研究交流を実施する．具体的には，流域水循環観測
･モデリングの技術を有する清華大学と協力し，黄河流域の水循環 ･水環境の変化をシミュレーションし，さまざま
な気候変化と経済発展シナリオの下での水と環境の持続的な発展を計画立案するための統合生態水文モデルの開発を
行う．その中で，黄河下流域の乱流フラックス観測および同位体観測を継続し，生態脆弱地域である黄土高原におけ
る降雨―流出の小規模流域観測実験も引き続き行う．特に H21年度は，日本側の担当の高度な数値モデルの開発と
して，水質に関するシミュレーション技術の開発を完成させる．それに導入すべき将来の気候シナリオについても，
複数の温暖化予測結果を用いることによって，プロトタイプにとどまらない完成形を構築する．これを数値シミュレー
ションと合わせることによって，黄河の水資源や水質の 21世紀の将来像を明らかにする．

 （独）科学技術振興機構 地球規模課題対応国際科学技術協力事業 気候変動に伴う水循環変動の長期
モニタリングおよび観測データと水循環・水資源モデルの統合

教授 沖 大幹

　水災害リスク評価・気候変動や土地利用変化に伴う水循環変動の継続的監視のための観測の整備・強化しつつ，水
災害予測・統合的水資源管理支援のための人間活動も考慮した水循環・水資源モデルの開発を行い，観測とモデルを
統合した水循環情報統合システムを構築する．そして，国スケールでの実時間水災害リスクの評価や気候変動および
人間活動の影響評価を行い，気候変動への適応を考慮した統合的水資源管理の実現を目指す．また，代表研究機関と
して，国際共同研究を通じて現地政府・機関による気候変動に適応した国スケールでの水防災の政策立案を支援し，
現地の研究基盤整備および課題能力の向上を目指す．

 （独）国際協力機構 地球規模課題対応国際科学技術協力における技術協力 気候変動に対する水分野
の適応策立案・実施支援システム構築プロジェクト

教授 沖 大幹

　本研究では，タイ国カセサート大学らと連携して，水災害リスク評価並びに気候変動や土地利用変化に伴う水循環
変動の継続的監視のための水文気象観測網を強化し，水災害予測や統合的水資源管理支援のための水循環・水資源モ
デルを設計開発し，これら観測とモデルを統合して，効果的な水資源管理・水災害管理・水環境管理にも役立つ水循
環情報統合システムをタイ国に構築し，水分野における気候変動への適応策立案・実施支援システムを確立すること
を目指している．
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 文部科学省 革新プログラム 不確実性を考慮に入れた近未来予測に基づく水災害リスク変化の推定
教授 沖 大幹

　高い時間的・空間的な解像度を持つ近未来の気候変化予測実験結果から特に豪雨や豪雪，寡雨，土壌水分の異常な
増加や乾燥状態の継続など水循環に関わる極端現象を抽出し，水災害をもたらす極端現象の生起確率の近未来へ向け
た変化を算定する．この際，アンサンブル予測結果を利用して算定結果の不確実性をも定量的に示す．

 国家基幹技術 地球観測データ統合・解析システム ④ -2-2）地球温暖化がグローバルな水循環や水資
源管理，水圏系生態系，食料生産に及ぼす影響のアセスメントのための地表面環境データベースの
構築

教授 沖 大幹

　気候変動，水循環，生態系・食料生産に関わる世界規模の現状把握と将来展望の作成に不可欠な地表面環境データ
ベースを構築し，厳しい国家財政下でも集中的な投資が期待されている本国家基幹技術の推進に資する．H20年度ま
でに，20世紀を中心とした長期地表面環境データベース，衛星降水マップを導入した準リアルタイム地表面環境デー
タベースを開発し，特に河川・水資源・農業分野などへの応用可能性が高まった．H21年度からは，従来の気象デー
タに社会・経済データを加えて整備し，特に水質に関する情報を提供することで，応用分野のさらなる拡大を目指す．
H21年度は，全球を対象に，広域窒素負荷に関する水質プロセスとその影響の全容を把握するために必要な高品質な
データベースを整備することを目標とする．

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 地下水循環型空水冷ハイブリッドヒートポンプシステム
の研究開発

教授 大岡 龍三

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

 環境省地球環境局 地球温暖化対策技術開発事業 平成 21 年度地球温暖化対策技術開発事業（自然エ
ネルギー利用マルチソース・マルチユースヒートポンプシステムの開発）

教授 大岡 龍三

　建物における熱用途の大幅な省エネルギー化という課題に対して，多様な自然エネルギー（マルチソース）をヒー
トポンプ（HP）と水ループを介して多目的に利用（マルチユース）するシステムを開発し，解決することを目的と
する．本システムを，ここでは「マルチソース・マルチユースヒートポンプ」と呼び，MMHPと略称する．MMHP
を構成する個別技術の多くは既存であるが，それらを有機的に組み合わせるという新しいコンセプトに基づくため，
要素技術の開発，構成部品の最適化，設計手法の構築など，新たな技術開発が必要であり，それらについて十分な設
計資料を準備することが本研究の目的となる．

 （独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 運輸分野における基礎的研究推進制度 平成 21 年度 耐久性
能検証技術の構築を柱としたRC構造物群の合理的維持管理体系へのパラダイムシフト（コンクリー
ト表層品質の詳細同定手法の開発と合理的なメインテナンスへの展開）

教授 岸 利治，助教（岸研）安 台浩

 国土交通省 国土技術政策総合研究所 道路政策の質の向上に資する技術研究開発 ひび割れ自己治癒
技術の高度化とコンクリート床版の長寿命化に関する研究

教授 岸 利治，助教（岸研）安 台浩，大学院学生（岸研）糸山 豊

 錦帯橋経年変化ほか調査
准教授 腰原 幹雄

 入居中の RC造共同住宅の耐震補強工法における施工性及び振動騒音等に関する基礎調査
特任教授 河谷 史郎

 （独）宇宙航空研究開発機構 SAFEプロトタイピング（農業森林分野）に関する研究業務委託
講師 竹内 渉



1．研究課題とその概要

161

 （独）国立環境研究所 地球環境研究総合推進費 平成 21 年度リモートセンシングによる植生攪乱の推
定に関する研究委託業務

講師 竹内 渉

 文部科学省 海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム コバルトリッチクラストの厚さ
の高精度計測技術の開発

教授 浦 環，教授 浅田 昭

　現代産業に欠かせないコバルトや白金を含むコバルトリッチクラスト（CRC）は，日本近海の深海底に賦存してい
る．この貴重な資源の正確な賦存量を測定する新しい音響計測センサを開発して，ROVや AUVを利用して，深海底
にて CRCの厚さを正確に計測できる深海底探査システムの基礎を構築する．今年度は，深海底にてコバルトリッチ
クラストの正確な賦存量を測定するための 3,000m級仕様のコバルトリッチクラスト厚測定送受波素子アレイ装置の
設計および製作をおこなう．また，新しい音響送受波素子アレイ装置を搭載して母機（AUV）と協調行動して低高
度でコバルトリッチクラストの厚測定観測をおこなうことができるボットムスキマープローブのモックアップ製作を
おこない，また，スキマーの運動機能を検証する．

 文部科学省 海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム レーザー誘起破壊分光法による
熱水鉱床の in-situ 成分分析技術の開発

特任助教（浦研）ソントン ブレア，教授 浦 環

　日本近海の深海底に賦存している海底熱水鉱床は，近代産業に欠かせない工業用金属や，高級装飾品に使われる貴
金属の濃度が高く，経済的なポテンシャルを持つ資源として期待されている．しかし，これら海洋鉱物資源を開発す
るには，正確な資源量のみならず，資源の質，すなわち含有量を計測し，資源埋蔵量を算出し，経済性を評価する必
要がある．このため，物質元素の成分分布をリアルタイムに検出することができる，高圧環境で適用可能な現場型レー
ザー誘起破壊分光（LIBS：Laser Induced Breakdown Spectroscopy）装置を開発し，ROVに搭載して，熱水鉱床の物質
成分分布をマッピングできるモバイルセンシングシステムの基礎を構築することを目的とした研究を推進する．平成
21年度は，熱水鉱床の物質成分を検出する装置の開発のために，高圧環境下で効率的にプラズマを発生する手法の
確立のための研究を推進するとともに，現場での計測を想定し，レーザー光線のエネルギーをターゲットの表面に収
束するための，大容量ファイバーを耐圧容器に貫通させる手法，高圧環境でも適応可能な固体光学素子の設計と熱水
鉱床に小さな穴を開けるドリリングシステムの概念設計を行う．

 文部科学省 海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム 海底設置ステーションと自律探
査プローブによる海底環境の 3次元画像マッピング

助教（浦研）巻 俊宏，教授 浦 環

　陸上資源に乏しい我が国にとって，排他的経済水域内に豊富に存在する海底熱水鉱床は将来の金属資源として非常
に重要である．その開発を進めるためには，資源の正確な分布や賦存量，さらには周囲の生物分布といった環境情報
までを高精度に把握することが求められる．本研究では，最先端の AUV技術とデータ統合手法を用いて海底熱水地
帯のような複雑な海底環境を全自動で探査し，3次元的な画像マップを構築するシステムを開発する．平成 21年度は，
システムの主要な構成要素である海底設置ステーションと自律探査プローブの概念設計を行うとともに，技術的課題
であるプローブとステーションのドッキング手法，プローブの位置決め手法について，水槽実験によって実現可能性
を検討する．また，取得したデータから 3次元の画像マップを構築するためのデータ統合手法についても，既存の観
測結果を用いて開発を進める．

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

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

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

 （独）日本学術振興会 二国間交流事業 ナノピンセットによる液中DNA分子マニュピレーションの
ための設計と制御

助手（藤田（博）研）安宅 学，教授 藤田 博之，特任教授 コラール ドミニク，
外国人協力研究員（藤田（博）研） Nicolas LAFITTE，特任助教（藤田（博）研）石田 忠，

博士研究員（藤田（博）研）久米村 百子
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　本研究は，生産技術研究所藤田研究室で開発したナノピンセットについて，さらに性能を向上させ，操作性を向上
させるため，フランスのフランシュ-コンテ電気機械光熱科学技術研究所（FEMTO-ST）において，ナノピンセット
と外部制御についてシュミレーションと設計を行うものである．21年度は，生産技術研究所（IIS）で作製されたナ
ノピンセットを FEMTO-STへ送り，デバイスデザインと動作の機械的な解析を行う．21年 6月に FEMTO-STの研究
者が IISを訪問し，研究機関全体の実施計画や手法などについて，具体的な話し合いを行うと共に，双方の作業分担
を確認した．また，フランスから博士課程学生を受け入れ，生産研の実験装置を用いて実験を行っている．

 （独）土木研究所 寒地土木研究所 音響カメラ画像解析ソフトウェア改良
教授 浅田 昭

　港湾及び漁港施設における水中部のコンクリート構造物の劣化診断のために，水中音響ビデオカメラを使って水平
に数回スキャン撮影し，岸壁の全体をセンチメートルの分解能で把握できる手法を開発する．今年度は音響の距離計
測装置を整備し岸壁までの距離を計測し，音響映像の幾何ひずみを補正する，縦に並んだスキャン画像をシームレス
に張り合わせる，画像のコントラスト，明るさを調整するソフトウエアを完成させる．

 文部科学省 海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム 海底位置・地形の高精度計測技
術の開発

教授 浅田 昭，教授 浦 環，助教（浅田研）望月 将志，
技術専門職員（浅田研）吉田 善吾，学術支援専門職員（浅田研）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，海底資源の賦存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．

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（CREST）マイクロ・ナノ統合アプローチによる
細胞・組織Showcase の構築

教授 藤井 輝夫，教授 酒井 康行，特任助教（藤井（輝）研）木村 啓志，特任助教（藤井（輝）研）木下 晴之，
特任研究員（酒井（康）研）Serge Ostrovidov，大学院学生（藤井（輝）研）川田 治良

　マイクロ流体デバイスに人工バイオ界面を組み込むことにより，液性条件と接着条件とを統合的に操作可能な細胞・
組織 Showcaseシステムを構築する．このシステムを ES細胞や iPS細胞の分化過程ならびに血中循環腫瘍細胞の浸
潤・転移過程に適用し，これらの過程における細胞外微小環境の効果を明らかにすることを通して，多能性細胞の応
用研究やガンの診断・治療に資するマイクロ・ナノ機能統合デバイスを実現する．

 文部科学省 海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム フロー系分析装置の超小型化
教授 藤井 輝夫，特任准教授 福場 辰洋，客員教授 許 正憲，特任助教（藤井（輝）研）木下 晴之，

特任研究員（藤井（輝）研）Christophe Provin，大学院学生（藤井（輝）研）渥美 智裕

　本研究では，海洋鉱物資源の探査に資する「微量金属イオンの分析」と「微生物活動 のアノマリーを検出」する
ためのフロー系分析装置，さらには現場較正機能を有する現場型化学センサシステムを超小型化する技術を開発し，
それらの機能を統合した多項目同時計測が可能な超小型分析装置の実現について検討する．

 （独）日本学術振興会 若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）大規模複
合機能集積マイクロ・ナノシステム若手研究者国際交流プログラム

教授 年吉 洋

　東京大学生産技術研究所のマイクロメカトロニクス国際研究センターでは過去 10年以上にわたり，世界に先駆け
てMEMS／NEMS技術の基礎と応用研究を推進してきた．本学振 ITP事業においては，国の科学技術基本計画に則っ
て今後の 10年間をMEMS／NEMS技術の飛躍の時期ととらえ，次世代の科学技術，産業技術創成のための創造的研
究を推進する．特に，（1）電子回路，機械素子，光学素子，化学反応環境，生体機能材料などの異種の機能を集積化
する技術や，（2）半導体シリコン以外の機能性材料との融合，（3）個々には微細な機能デバイスではありつつもシス
テム全体では大面積化を目指す新機能システムの設計・製作法の確立の 3点を特徴とした「大規模複合機能集積マイ
クロ・ナノシステム」の新しい概念を提案し，この新概念に基づく機能デバイス・システムを，電子，機械，光学，
化学，生体工学の多方面に応用展開する研究を推進する．また，この概念を新機軸とした求心力のある双方向的国際
研究ネットワークを広げ，世界的にイニシアチブを取りうる研究活動を行う．
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 総務省総合通信基盤局 電波資源拡大のための研究開発 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

教授 年吉 洋

　本研究開発は，総務省が公表した「周波数の再編方針」において，平成 20年までに移動通信システムに約 330～
340MHz幅，無線 LANに最大で約 480MHz幅の周波数を確保することが必要，また，平成 25年までに移動通信シス
テムに最大で約 1.38GHz幅，無線 LAN等に最大で約 740MHz幅の周波数を確保することが必要とされていることを
受け，移動通信システム及び無線 LAN等に大幅な周波数帯域幅を新たに確保するための手段の一つとして，周波数
が逼迫している 6GHz以下の周波数で使用されている既存システムの一部を，高マイクロ波帯（「6～30GHz」をいう．
以下同じ．）へ周波数移行を容易にするために，アンテナの低廉化を意識しつつ，高マイクロ波帯を利用した移動体
通信を対象に，アンテナの省スペース化・省電力化といった，周波数再編への対応の柔軟化等の課題を解決する上で
の基盤となる技術の研究開発を行うことを目的とする．

 高形状比ナノハイブリッド構造物マスター製作工程技術及び応用技術の開発
准教授 金 範埈

　本研究の目的は，多重スケールが混在するハイブリッドパターンマスター（ナノインプリンチング方法への適用）
を製作すること，そのために必要な基盤加工工程の開発，最後にその応用として生体単分子の計測デバイスをより安
価で大量に製作することである．

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（さきがけ）機能的シリコン神経ネットワークの構
築

准教授 河野 崇

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（CREST）MEMS技術を利用した超分子機能材料
の高次構造化

准教授 竹内 昌治

 （独）科学技術振興機構 戦略的国際科学技術協力推進事業 ハイスループットスクリーニングのため
のタンパク質チップのロボット化に関する研究

准教授 竹内 昌治

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 異分野融合型次世代デバイス製造技術プロジェクト
准教授 竹内 昌治

 文部科学省次世代スーパーコンピュータ 戦略分野 4「次世代ものづくり」に関する実施可能性調査
教授 加藤 千幸，特任教授 畑田 敏夫

　文部科学省次世代スーパーコンピュータ 戦略分野 4「次世代ものづくり」は，ものづくりプロセスの質的・時間的
なブレークスルーと革新的製品の早期創出を実現すること，さらに多階層の利用者を対象とする人材育成・普及施策
等の実施を通して HPC利用者層の拡大を図るための計算科学技術推進体制を構築することによって，21世紀におけ
る我が国ものづくりの国際的リーダーシップの飛躍的な強化に貢献することが目的である．それを達成するために，
2010年 1月より開始した戦略分野 4「次世代ものづくりに関する実施可能性調査」は，本学を代表機関とした複数の
研究機関によるネットワーク型の組織のもとで FS期間として，準備研究（平成 22年度），本格研究（平成 23年度
～27年度）の研究計画および計算科学技術推進体制ならびにプロジェクトの総合的推進に関する可能性調査を通し
た研究開発課題・分野推進体制の決定，ならびに平成 22年度～27年度において実施する研究計画を策定した．

 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

特任教授 畑田 敏夫

　我が国の骨格を支えるものづくり，バイオ，ナノ産業を中心とし，国際競争力強化，環境への配慮，安全・安心社
会の構築などの喫緊の課題克服に必要なイノベーションの基盤となる世界最先端の実用的な複雑・大規模シミュレー
ションソフトウェアを研究開発し，産学官連携体制によりその普及を推進する．2009年度はソフトウェアの詳細設計・
プロト開発に関する総合的推進（マネージメント）を実施．
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 「次世代スーパーコンピュータ戦略プログラム」実施可能性調査
特任教授 畑田 敏夫

　次世代スパコンの能力を最大限に活用して世界最高水準の研究成果を創出するとともに，当該分野における計算科
学技術推進体制の構築を図る事業．2009年度はその FS期間であり，「次世代ものづくり分野」の実施可能性調査機
関として採択された．本調査事業の総合的推進（マネージメント）を実施．

 文部科学省 海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム AUVに取り付けた低周波音源
を用いるミルズクロス送受信システムによる低高度航走での熱水鉱床海底下分布状況の探査手法に
関する研究

特任教授 高川 真一，特任助教（浅田研）前田 文孝，教授 浅田 昭

　海底熱水鉱床は，水深が 700m～1,700m程度の深海底に存在するものが注目されている．鉱床の厚さは一般に厚い
ところでも概ね 30m程度とされており，従来のエアガンやストリーマーケーブルによる海面からの地震探査手法で
は，この程度の厚さを把握することは対象が薄すぎて困難である．そこで，本研究では，より対象に近い海底付近を
移動しながら音波探査を行うことで分解能を上げて海底下の鉱床の立体的分布状況を捉える音波探査システムを構築
することを目的として研究を進める．具体的には，ミルズクロス法送受信アレイ装置を開発し，AUVに搭載して一
定高度で所定の海域において SWATH航走をしつつ音波探査することで，海底下の鉱床の水平方向の広がりおよび厚
さ方向の分布という立体的分布状況を把握できる熱水鉱床観測システムを構築するための研究を推進する．平成 21
年度は，主として，700m～1,700m程度の海底下の熱水鉱床の立体的分布状況を捉えることができるミルズクロス法
送受信アレイ装置の開発のために，一組の低周波送受波アレイシステムを製作し，ミルズクロス法による信号解析を
行うことで，海底熱水鉱床と他の地層との境界面が最も明瞭に認識できる信号解析手法を確立する．そして，それを
もとに，最適なミルズクロス法送受信アレイ装置を設計する．また，得られた海底下からのデータの立体的地層把握
のためのソフトウエアの開発を進める．さらに，ミルズクロス法送受信アレイ装置を独立行政法人海洋研究開発機構
の深海曳航体に装備するための技術的検討を行う．

 環境省 環境保全資源研究費 衛星観測による森林環境情報の準リアルタイム取得処理システムの開発
教授 沢田 治雄

　MODISデータの記号化処理によって時系列データから自動的に被覆区分図を作成する手法を開発した．

 （独）科学技術振興機構 地球規模課題対応国際科学技術協力事業 アマゾンの森林の炭素動態のマッ
ピング

教授 沢田 治雄

　アマゾン熱帯林の環境評価，Lidar計測，衛星データによる森林型区分などを用いて炭素蓄積をマッピングするシ
ステム設計を行った．

 （独）科学技術振興機構 社会技術研究開発事業 多次元的評価・検索機能を持ったデータベースを用
いた子ども向け防犯指導活動支援システムの設計，構築，検証，運用

教授 目黒 公郎

 文部科学省 安全・安心科学技術プロジェクト 住民・行政協働ユビキタス減災情報システム
教授 目黒 公郎

 文部科学省 首都直下地震防災・減災特別プロジェクト（2）広域的情報共有と応援体制の確立（a）
広域連携体制の構築とその効果の検証 1）評価実験シナリオの構築と評価

教授 目黒 公郎

 住民・行政協働ユビキタス減災情報システム

教授 目黒 公郎，准教授 大原 美保，助教（目黒研）沼田 宗純

　本研究では，災害時に住民・行政が協働して減災情報を共有することにより，地域の災害対応を円滑に進めるとと
もに，事前の地域防災力を向上させる情報システムを開発しモデル地域へのシステムの実装を目的としている．研究
全体の中で，我々の研究チームは，常時から活用できる地域病院情報共有システムの研究開発を担当している．災害
時に病院の被災情報・傷病者の受入状況をリアルタイムに地域と共有することで，災害医療の迅速化と円滑化を目指
す．また，本システムを常時から活用できるシステムとすることにより，災害時により実行力を発揮できる環境を整
備する．
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 水害時の状況に応じた避難及び避難情報提供に関する研究
准教授 大原 美保

　近年，首都圏地域においても大規模水害のリスクが指摘されている．本研究は，水害時の状況に応じた避難及び避
難情報提供方法に関して，水害時の状況に応じた避難行動指針と，各世帯の条件に応じて住民自らがオーダーメイド
の指針を選択できる簡易診断モデルの開発を目指している．本年は，海抜ゼロメートル地帯を含む江東デルタ地帯を
モデル地域として，想定浸水シミュレーションデータと人口・建物の GISデータを元に，街区ごとの避難必要度・
避難困難度・避難すべきタイミングのシミュレーションを行い，地域の実情に即した避難行動のあり方を検討した．

 沿岸コンクリート構造物のライフサイクルマネジメントに関する研究
客員教授 横田 弘

　本研究では，環境条件が比較的近い中国と日本，および東アジア地域で適用可能な，ライフサイクルマネジメント
システムに基づく沿岸コンクリート構造物の最適維持管理手法を提示することを目的とする．

 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所最先端学術情報基盤（CSI）構築
推進委託事業 次世代大規模高度情報蓄積融合システム基盤技術に関する研究

教授 喜連川 優

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

 総務省総合通信基盤局 情報通信技術の研究開発 セキュアクラウドネットワーキング技術の研究開発
（クラウドサービス連携技術）

教授 喜連川 優，特任准教授 中野 美由紀

　現在のクラウドサービスは各事業者が独自仕様で提供しており，各クラウド事業者がそれぞれ十分な冗長性を具備
しなければ，信頼性の高いサービスを持続的に提供することができない．本研究では，ポリシーが異なるクラウド間
で連携してリソースを融通しあう仕組みを実現することで，一つのクラウドで吸収できない負荷変動があった場合も，
利用者に対して SLAを維持したサービスを提供可能とすることを目的とする．これにより，現行のクラウドサービ
スより高品質・高信頼で，使い勝手の良い次世代のクラウドサービスを実現し，我が国 ICT産業の発展と国際競争
力強化を図る．アプリケーションの要求性能からその実現に必要とする資源構成を推定する．そこで，アプリケーショ
ンの要求性能からその実現に必要とする資源構成を，ポリシーが異なるクラウド間で共有できる形式で推定する技術
の研究開発を行う．

 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所最先端学術情報基盤（CSI）構築
推進委託事業 地球環境 e-science 情報融合システムに関する研究

教授 喜連川 優

　地球規模の環境問題や大規模自然災害等の危機管理に有益な情報への変換，提供を目指し，衛星観測，陸上観測な
どのさまざまな手段で得られた観測データや数値予報モデルの出力，関連する社会経済情報を融合し，高速なネット
ワークにより接続された利用者による新たな知見の創出を支援するシステムの構築のための基礎技術の開発を目的と
する．1） ネットワーク上に分散する地球観測データを，高速ネットワークを駆使して効率的に収集・投入する手法 2） 
多様な地球観測データの効率的な管理手法 3） 有益な情報への変換のための地球観測データの統合処理技術 4） 高速
ネットワークによる遠隔地からの利用に適したデータの可視化処理技術，ビジュアルマイニング，ユーザインタフェー
ス の 4項目に関し，基礎技術の確立を目指す．

 文部科学省 国家基盤技術 データ統合・解析システム
教授 喜連川 優

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

 文部科学省 キーテクノロジー研究開発の促進 最先端・高性能汎用スーパーコンピューターの開発利
用プロジェクト 非順序型実行原理に基づく超高性能データベースエンジンの開発

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

 文部科学省 次世代 IT 基盤構築のための研究開発 多メディアWeb解析基盤の構築及び社会分析ソフ
トウェアの開発（多メディアWeb収集・蓄積技術及び分析・可視化技術の開発）

教授 喜連川 優，准教授 豊田 正史

　産業界や学術分野の多様な社会分析ニーズに応じるために，膨大な多メディアWeb情報の解析基盤の構築と社会
分析ソフトウェアの研究開発並びに実証を行う．そのため，多メディア情報の内容解析技術，多メディアWeb情報
の時系列的な収集・蓄積技術，多メディアWeb情報の大規模解析技術を確立する．これらを通して，多様な社会分
析のための実運用可能な多メディアWebアーカイブ構築を可能とする基盤技術を実現する．

 高度画像センサネットワーク技術の研究開発
准教授 上條 俊介

 環境省地球環境局 地球環境研究総合推進費 再生可能エネルギーの大規模導入を可能とする自律協調
エネルギーマネジメントシステム

特任教授 荻本 和彦，講師 岩船 由美子，教授（東大）横山 明彦，産業技術総合研究所 高島 工

　本研究では，家庭，業務などの民生部門におけるエネルギーサービス水準を維持・向上しつつ再生可能エネルギー
の大規模導入を実現する自律協調エネルギーマネジメントシステム（EMS）の構築を目的とする．

 稲わら及び麦わらの貯蔵期間における繊維成分変遷の評価
特任准教授 望月 和博

 トランプエレメント除去に有利な冶金的条件の理論的検討（メタル条件，フラックス条件）
教授 森田 一樹

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 ナノテク・先端部材実用化研究開発 新幹線用ハイブリッ
ドセラミックスディスクブレーキ部材開発

教授 森田 一樹

 平成 20 年度低炭素社会に向けた技術シーズ発掘・社会システム実証モデル事業（製鋼スラグを用い
た藻場造成によるCO2 固定技術開発と川崎市における実証モデル事業）

教授 森田 一樹

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（さきがけ）量子ドットを用いた単電荷・スピン・
光機能融合デバイス

特任准教授 中岡 俊裕

 道路交通円滑化に資する ITS 施策の評価手法に関する研究
先進モビリティ研究センター（ITSセンター），教授 池内 克史，教授 桑原 雅夫，

教授 須田 義大，准教授 鈴木 高宏，准教授 中野 公彦，講師 田中 伸治
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 エネルギーITS 推進事業：協調走行（自動運転）に向けた研究開発
先進モビリティ研究センター（ITSセンター），教授 須田 義大，

准教授 鈴木 高宏，准教授 中野 公彦，教授 池内 克史

 エネルギーITS 推進事業：国際的に信頼される効果評価方法の確立
先進モビリティ研究センター（ITSセンター），教授 桑原 雅夫，講師 田中 伸治

受託研究（公的資金以外）2. 

 反射型光学系に関する研究
教授 黒田 和男

 地下鉄トンネルの地震時挙動に関する研究
教授 小長井 一男

 焼結体切削における工具摩耗機構の解明
教授 帯川 利之

 マイクロ波レーダによるリアルタイム海洋波浪観測システムの開発
教授 林 昌奎

 送電線避雷装置の海外技術動向調査に関する研究
教授 石井 勝

 雷放電の電磁気的研究
教授 石井 勝

　電磁界観測によって，雷放電の性状を研究する．

 低消費電力 LSI の設計技術の研究
教授 桜井 貴康

 サブミリワット無線データ通信および給電技術
准教授 高宮 真

 室内空間におけるアロマを活用した快適性，省エネルギー性能の測定・評価手法に関する研究
教授 野城 智也

 大規模コンベンションセンター複合施設におけるCO2 削減手法の構築に関する研究
教授 野城 智也

 GIS を活用した有料道路図面の整備
教授 柴崎 亮介

 GEOSSターゲット・タスク管理ツールの試作
教授 柴崎 亮介
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 ジャトロファのプランテーションにおける土地適性評価に関する研究
教授 柴崎 亮介

 H19 年度産業技術研究助成事業費助成金（NEDO）「流域での生活排水処理におけるGHG排出等環
境負荷推定・モデル開発」

教授 沖 大幹

　本研究の目的は，流域における生活排水処理施策から排出される GHG等環境負荷を推定し，流入水量・水質情報
を利用した高効率運用によって低減させることとし，そのための要素として，以下の研究開発を実施する．
・生活排水処理システムの環境負荷定量評価方法を開発する
・流入水量・水質を予測し，それに合わせた効率の高い施設運用が可能となるシステムを開発する

 不整形残響室の波動理論による音場解析
准教授 坂本 慎一

　新規に建設される残響室の設計にあたり，低周波数帯域におけるモード周波数およびモード性状，各周波数帯域に
おける音圧レベル分布に関する波動音響数値解析を行い，設計の妥当性を検証した．

 会津さざえ堂の構造性能評価
准教授 腰原 幹雄

 木と鋼ハイブリッド構造に関する研究
准教授 腰原 幹雄

 木質住宅における耐震性能評価に関する研究
准教授 腰原 幹雄

 大規模地震被災後の電力需要想定に関する研究
教授 目黒 公郎

所内措置研究費D. 

展開研究1. 

 マイクロ波レーダによる波浪監視・予報システムに関する研究
教授 林 昌奎

 疾病の病理モデリングとその応用
教授 合原 一幸，教授 柴崎 亮介，准教授 瀬崎 薫，准教授 鈴木 秀幸，助教（合原研）田中 剛平

　本研究は，新興再興感染症やガンなどの社会的な重要性や緊急性がきわめて高いと思われる疾病に着目して，それ
らの数理モデリングを通じて本質的な機構を理解し，その実効的な対策や治療法を提案することを目的とする．具体
的には，特に，（1）新型インフルエンザの感染伝播ダイナミクスの数理モデリングとその防御対策への応用，および
（2）癌の数理モデリングとそのテーラーメード間欠的治療法への応用を取り上げる．

 未分化細胞の時空間プログラミング
教授 藤井 輝夫，教授 酒井 康行，特任助教（藤井（輝）研）木村 啓志，大学院学生（藤井（輝）研）川田 治良

　ES細胞及び iPS細胞をマイクロ流体デバイス内部で培養し，これまで具体的に検討する手段のなかった時空間的
なパラメータを制御し，その効果と対象システムの応答を明らかにする．

選定研究2. 

 時空間内分散センサネットワークにおける dynamic SLAMに関する研究
准教授 鈴木 高宏，准教授 橋本 秀紀
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 漁具の浮沈システムの開発
准教授 北澤 大輔

　可撓性ホースを用いて，定置漁業の箱網を自動的に揚網する技術と，養殖業生簀を水平に浮沈させる技術の開発を
行う．定置網，生簀，可操性ホースの模型を製作し，千葉実験所海洋工学水槽で運動試験を行った．

 鉱物資源の生産と循環およびエネルギー消費の相互関連を統合した長期需給モデルの開発
准教授 安達 毅

 遷移状態アナログを必要としない抗体酵素設計手法の開発
准教授 上條 俊介

 住宅用エネルギーマネジメントシステム開発のための実測調査研究
講師 岩船 由美子

グループ研究3. 

 「知の社会浸透」ユニット
教授 大島 まり，教授 渡辺 正，教授 志村 努，教授 光田 好孝，教授 川口 健一，教授 藤井 輝夫，教授 岡部 徹，
准教授 鈴木 高宏，研究員（大島研）坪井 京子，研究員（大島研）和田 重雄，研究員（大島研）川越 至桜

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

 TSFD（乱流シミュレーションと流れの設計）研究グループ
教授 大島 まり，教授 半場 藤弘，教授 加藤 千幸，准教授 北澤 大輔，教授 加藤 信介，教授 大岡 龍三

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

 工学とバイオ
教授 渡辺 正，教授 立間 徹，教授 藤井 輝夫，教授 酒井 康行，准教授 白樫 了，准教授 竹内 昌治，

准教授 吉江 尚子，教授 佐藤 文俊，教授 工藤 一秋，准教授 石井 和之，教授 畑中 研一，教授 川勝 英樹，
教授 合原 一幸，准教授 鈴木 秀幸，准教授 河野 崇，准教授 金 範埈，教授 大島 まり，准教授 鈴木 高宏，
教授 荒木 孝二，准教授 上條 俊介，教授 川口 健一，教授 黒田 和男，教授 迫田 章義，教授 志村 努，

准教授 土屋 健介，准教授 中野 公彦，准教授 新野 俊樹，教授 平川 一彦，教授 藤田 博之，准教授 北條 博彦，
教授 柳本 潤，教授 吉川 暢宏，准教授 火原 彰秀

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

 建造物の総合的保存保全
教授 川口 健一，教授 池内 克史，講師 今井 公太郎，講師 岩船 由美子，教授 大岡 龍三，講師 太田 浩史，
准教授 大原 美保，教授 沖 大幹，特任教授 荻本 和彦，教授 加藤 信介，准教授 加藤 佳孝，教授 岸 利治，

准教授 桑野 玲子，教授 桑原 雅夫，准教授 腰原 幹雄，教授 古関 潤一，教授 小長井 一男，准教授 坂本 慎一，
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教授 沢田 治雄，教授 柴崎 亮介，講師 竹内 渉，講師 田中 伸治，教授 中埜 良昭，教授 藤井 明，
教授 藤森 照信，教授 村松 伸，教授 目黒 公郎，教授 野城 智也，特任准教授 横尾 善之

　先進国の多くでは，都市施設の充実に伴い，新規の建設行為に比して既存の建造物やインフラ構造物の維持，保全
行為の重要性が増加している．各建造物の維持保全の計画は，1．機能性，2．安全性，3．経済性，4．文化性，といっ
た，異なる側面からの評価検討が必要であり，また，これらの評価自体も時間軸に沿って常に変化するものである．
したがって，総合的にバランスの取れた最適な判断を決するには高度な知識と知見が必要である．生産技術研究所に
おいては，これらの項目に関する第一線の専門研究者が揃っており，他所には得難い環境が整っている．しかしなが
ら，実態は各研究者が個別問題に対してバラバラに活動しているのが実情である．本グループ研究は，これらの研究
者が互いの知見をアドホックに共有できるプラットフォームを構築し，より「総合的」な「建造物の保存保全」の提
言を可能とするための高度な研究グループを顕在化させるものである．

 ナポリの脆弱市街地改善に向けた共同研究
講師 太田 浩史，教授（東大）家田 仁，准教授（東大）藤田 香織，准教授（東大）大月 敏雄，

助教（東大）朴 乃仙，助教（藤森研）大田 省一

　イタリアのナポリ大学，ジェノバ大学，パレルモ大学の 3大学は，建築学博士課程の教育プログラムを 3大学共同
で行っている．本年度 6月に，GCOE－ S2（脆弱市街地）部会が S3部会と連携し，上記 3大学と合同のワークショッ
プをナポリ大学にて行った． 同地域，特にナポリは地震・貧困・社会不安等，脆弱性の要因となりうる多くの因子
を抱えていると同時に，古い歴史・豊かな建築遺産等を有しており，わが国と共通する点も少なくない．今後は，建
築・社会基盤・都市計画の諸分野と連携し，学術交流・大学院生の教育交流を継続して行う予定であり，本創発プロ
ジェクトはその貴重な一歩として位置づけられる．

 寸法研究会
講師 太田 浩史，助教（東大）阿部 大輔，助教（東大）川添 善行

　皆が集まりやすいプロムナードはどのくらいの幅か．広場に面する建築のロッジアの高さはどのくらいが適当か．
200mの川幅がある場合，どのような景観演出ができるのか． こうした都市の「寸法」は，私たちが都市をデザイン
しようとするときの基礎資料であり，分野を超えて共有されるべき共通言語である．都市再生の成功事例を細かに見
てみると，道の幅，駅や港，広場，ストリートファニチャー，パブリックアートなど，あらゆるものに寸法上の配慮
があり，それらが総合して良質な都市空間として結実している（バルセロナ，ボルドー，鞆の浦 etc）．そしてそれら
を支える資料集として，「Urbanisme」「TOPOS」などの雑誌や「Stadtebau: Stadtebauliches Entwerfen （Kohlhammer Ar-
chitektur， 1995）」「Time-Saver Standards for Urban Design （Mcgraw-Hill， 2003）」などの専門書が出版され，事例を詳し
い寸法とともに紹介している．しかし，わが国ではこうした雑誌・資料集は存在せず，わずかに「建築設計資料集成」
（都市編）がある程度である．この基礎情報の少なさが，日本の都市の画一化やニューマンスケールを逸脱した都市
空間，そして都市／社会基盤／建築でばらばらなデザインをもたらしているのではないだろうか？こうした現状認識
をもとに，建築学専攻，都市工学専攻，社会基盤学専攻の 3専攻横断型の研究プロジェクトを行い，シンポジウム，
寸法基本データの整備，出版を行う．

 メガ都市プロジェクトシナリオ研究
講師 太田 浩史，教授 村松 伸，准教授（千葉大）岡部 明子，
准教授（東京理科大）伊藤 香織，助教（東大）志摩 憲寿

　人口規模 1,000万人以上のメガシティが，地球上，とりわけ発展途上国で多く生まれている．2020年には 27にも
上ると予想されるメガシティは，およそ，3つのタイプ─A．先進国資源大量消費型メガシティ（東京，ニューヨー
ク，ロサンジェルスなど），B．発展途上国資源大量消費追随型メガシティ（上海，広州，メキシコシティ，サンパ
ウロ，ジャカルタ等），C．低開発国貧困共存型メガシティ（ダッカ，ラゴスなど）に分類することができる．本プ
ロジェクトは，今後，大量消費，大量廃棄社会へと向かいつつあるメガシティのひとつ，ジャカルタを主対象に 4つ
の項目，1）都市の生態系と人工系を統合的に把握する手法の開発，2）メガシティにおける後発性の利益手法の発見，
開発，3）生態と慣習，文化や歴史が培った「生態の知」の批判的継承と（社会・人文・自然）科学の知を融合させ
た新たなる「都市の知」の模索，4）多様な都市政策（新たなる「都市の知」）の実現へと方向付ける政治的選択手法
の開発と実施，の研究をおこなうことをめざしている．ジャカルタから，新たな定義の「新生態都市（new eco-ur-
banity）」を提案し，B型メガシティへその方策を適用する．また，この「新生態都市」の都市政策が，A型メガシティ
あるいは C型メガシティにもたらす効果についても，都市間比較や考察を通じて検討し，全体として地球環境問題
への貢献を図りたいと考えている．

 災害拠点病院の防災マニュアルの作成に関する研究
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災害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災害対応マニュアルに関する研究を行っている．
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所長裁量経費4. 

 「知の社会浸透」ユニット
教授 大島 まり，教授 渡辺 正，教授 志村 努，教授 光田 好孝，教授 川口 健一，
教授 藤井 輝夫，教授 岡部 徹，准教授 鈴木 高宏，研究員（大島研）坪井 京子，

研究員（大島研）和田 重雄，研究員（大島研）川越 至桜

　現代社会において科学技術は，国の経済および文化の発展を左右する重要かつ支配的な役割を果たしている．特に
最近では著しい速度で科学技術が進歩しており，各専門分野において多様な科学研究が積み重ねられ，先鋭化してき
ている．このようなことから，創生された新たな研究成果を次世代技術として実社会に結実するには，最先端の科学
技術研究をさらに発展させていくことが必要である．また，その一方で，広い視野で先端科学技術・産業技術の「知」
について正しく，かつ有意義な情報を，それらを受け入れる社会に発信・普及・啓発し，教育にも活かすことが重要
である．「知の社会浸透」ユニットでは，「科学技術リテラシーの向上」に関する課題について生研として積極的に取
り組み，実践していくことを目的としている．

 生体信号処理技術と光ファイバセンサを利用した構造物状態監視技術
准教授 中野 公彦，准教授 岡部 洋二

　光ファイバ（FBG（Fiber Bragg Grating））センサによって多点計測したひずみの信号に対して，独立成分分析法を
適用し，従来のシステムよりも，簡潔で，保守が容易で，検出精度の高い状態監視システムを構築することを目的と
する．

 簡易シミュレーションを用いた駒場 II キャンパス内交通安全シナリオの迅速な提案
先進モビリティ研究センター（ITSセンター），准教授 鈴木 高宏，准教授 中野 公彦，講師 田中 伸治

　先進モビリティ研究センター（ITSセンター）で統合交通シミュレータの開発を担当してきた若手研究員で，研究
成果を所内還元するプロジェクトチームを構成する．教職員へのアンケートと交通定点観測を元に，駒場 IIキャン
パス構内における交通交錯箇所で代表的なヒヤリハット場面を抽出し，実観測車両を用いてドライビングシミュレー
ション環境を構築する．この実験環境を用いて，効果継続性・維持管理性を両立しうる対策シナリオを迅速に提案す
る．事故件数蓄積に基づく従来型の安全対策を超えて，ヒヤリハット体験を元にした適用の簡便な予防安全対策手順
の確立が社会的に強く求められている．若手の分野横断的なプロジェクトチームにより，費用・時間的にメリットの
ある，生活道路にも適用可能なシミュレーション手法の確立に繋げたいと考えている．

助教研究コンペティション5. 

 テラヘルツ・スピントロニクスの開拓
助教（志村研）佐藤 琢哉

　反強磁性体の共鳴周波数は数テラヘルツに達するため，テラヘルツ電磁波による超高速スピン制御の可能性がある．
我々はテラヘルツ時間領域分光測定装置の立ち上げを行い，0.1～2THzの電磁波の発生・検出に成功した．今後はさ
らに反強磁性共鳴スペクトルの測定ならびに，反強磁性体からのテラヘルツ放射の観測を行う予定である．

 パルス状プラズマ生成による新規透明導電膜の物性制御
助教（光田研）野瀬 健二

　需要が急速に拡大する太陽電池や各種表示ディスプレイには，透明導電膜が必要不可欠である．本来相反する性質
である光透過性と導電性を両立させるために，酸化物を中心とするワイドギャップ半導体へ不純物を添加し，キャリ
ア密度を制御する方法が採られる．本研究では大面積成膜が比較的容易であり，化学的安定性や表面形態の制御性に
優れる酸化スズに焦点を当て，非平衡プロセスにおける遷移金属添加プロセスを開発することで伝導度を制御する指
針を提示する．

 グローバル建設インパクトとしての久保田豊研究 - アジアにおける大日本帝国の「遺産」，戦後賠償，
そしてODA-

助教（村松研）谷川 竜一
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その他E. 

その他　公的資金1. 

 先進情報セキュリティ技術の社会受容性に関わる経済モデルとインフォームド・セキュリティに関
する研究

准教授 松浦 幹太，特任研究員（松浦研）楊 鵬

　費用対効果の理解不足ゆえ社会受容性が阻害され普及の遅れる情報セキュリティ技術が多い．少数の不正者が先進
技術に追随するだけで脅威となる社会では，この遅れ自体がリスクである．本研究では，情報セキュリティへの投資
効果を分析する応用ミクロ経済分析モデルに，脅威の抑止効果を導入して精緻化する．さらに，同モデルを情報シス
テム導入時の代替案比較に応用する枠組みを提示し，利害関係者のインフォームド・セキュリティを実現する．

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

教授 立間 徹

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 NEDO超高効率太陽光発電国際研究拠点 ナノ光吸収材
料を用いた光電変換素子の研究開発

教授 立間 徹

 地理空間情報の流通プラットフォーム技術開発による建設生産プロセスの効率化
教授 柴崎 亮介

 ナノバイオ・インテグレーション研究拠点（セルエンジニアリングデバイスの研究開発）
教授 藤井 輝夫，特任助教（藤井（輝）研）木村 啓志，特任助教（藤井（輝）研）木下 晴之

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

 被災した構造物の安全・簡易・迅速復旧工法の開発
准教授 加藤 佳孝，埼玉大学・准教授 牧 剛史，東急建設株式会社 伊藤 正憲

　被災したライフラインの早期回復，2次災害の低減等を可能とする RC構造物の安全・簡易・迅速復旧工法を開発
する．

 磁石スクラップから希土類元素を抽出・分離する新技術の開発
教授 岡部 徹

　希土類合金磁石は，生産量が急激に増大しており，特に近年は，高性能エアコンやハイブリッド自動車などの駆動
用モーターの需要増加が著しい．自動車の駆動用モーターのように，高温下で使用されるネオジム磁石では，耐熱性
と保磁力を向上させるため，資源的に希少なジスプロシウム（Dy）が最大で 10mass%程度も添加されるている．今後，
ハイブリッド自動車や電気自動車が普及すると，Dyを多量に添加したネオジム磁石の需要はさらに増加すると予想
される．ネオジム（Nd）および Dyなどの希土類元素は現在，生産量の 90%以上を中国が占めており，価格の高騰や，
磁石材料の安定供給に対する不安が高まっている．希土類鉱石の採掘や製錬の際の環境破壊や Dyの資源的制約を考
えると，製品スクラップからの希土類元素の回収および再利用は重要な課題である．本研究では，塩化マグネシウム
（MgCl2）などの溶融塩を抽出媒体として用い，希土類合金磁石のスクラップから，Ndおよび Dyを塩化物として選
択的に溶融塩中に抽出し，さらに真空蒸留によって希土類塩化物を濃縮した後，溶媒抽出法などにより Ndと Dyの
分離回収を行う新しいタイプのリサイクル技術の開発を行う．

その他（公的以外）2. 

 建設機械のエネルギ消費最小化制御
准教授 中野 公彦
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 遷移金属元素ドーピングによる新規酸化物エレクトロニクス材料の創成
教授 光田 好孝，助教（光田研）野瀬 健二

　本研究では酸化物薄膜へ遷移金属元素を添加することにより ITOに匹敵する導電性を有する新規透明導電膜材料
を実現することを目的とする．遷移金属元素のドーピングにより半導体へのキャリア注入と同時に，酸素空孔濃度が
制御可能となり，光透過性を保ったまま得られるものと考えられる．既往の研究においては，酸化スズへの遷移金極
元素ドーピングによるキャリア生成と光透過性に関する研究は極めて限られており，その学術的意義は非常に高いも
のと推測される．

 ポリマーブレンドによるナノテンプレート造型技術の創成
准教授 吉江 尚子

　従来，ブロック共重合体において幅広く検討されてきたミクロ相分離現象とは原理的にまったく異なる手法により，
非平衡構造の発現と凍結を同時に制御し，ポリマーブレンドの薄膜において結晶の形態と配向を高度に制御すること
により，ナノ周期構造体を造型する技術を確立する．この手法が技術として確立すると，安価な高分子ナノ構造造形
法を提供できる．さらに，本手法はブロック共重合体化が困難な官能基を有する高分子成分にも適応可能であるため，
各種の機能性ポリマーによるテンプレート創製も可能である．

 ランダムネットワーク構造を用いた光制御素子の開発
准教授 枝川 圭一

　第 23回材料科学研究助成基金

 ランダムネットワーク構造を用いた光制御素子の開発
准教授 枝川 圭一

　住友財団平成 20年基礎科学研究助成

 ランダムネットワーク構造を用いた光制御素子の開発
准教授 枝川 圭一

　三菱財団自然科学研究助成

寄附金3. 

 生産技術に関する研究助成
教授 沖 大幹

受託研究員費4. 

 機器分析に関する研究
教授 藤田 博之，大宏電機株式会社技術部 加藤 貴也

　集束イオンビーム装置，元素分析装置付き電子顕微鏡を用いて，電子部品の要所を微視点に観察・分析する．

NEDO技術開発機構 革新型太陽電池国際研究拠点整備事業5. 

 ポストシリコン超高効率太陽電池の研究開発
教授 藤岡 洋

　ドーピング制御された高品質・高 In濃度 InGaNを得ることを目的として，低温 PSD成長法による InGaNの相分
離抑制技術の開発，及び，InGaN薄膜へのドーピング技術を開発する．最終的に，InGaN多接合セル実現のための基
礎技術としてバンドギャップ 2eV以下の InGaN単接合太陽電池を作製する．

交流協会補助金6. 

 ファウンダリを利用した集積化CMOS-MEMS技術開発
教授 年吉 洋

　MEMSは，次世代の半導体設計・製造基盤技術に More than Moore 的な付加価値をもたらす重要技術として位置づ
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けられている．本研究では，台湾国内の半導体ファウンドリを利用した集積回路の設計・製作に実績のある台湾の研
究機関と，MEMS設計・プロセスに関して 20年近い技術蓄積のある東京大学生産技術研究所とが国際的に協力する
ことにより，集積回路とMEMSを融合するための設計・製作に関する基盤技術を共同開発する．

戦略的研究基盤形成支援事業7. 

 セキュアライフ創出のための安全知循環ネットワークに関する研究
教授 柴崎 亮介

トステム建材産業振興財団 研究助成金8. 

 次世代型長寿命建築物の耐震ランニングコスト算定手法の開発
助教（中埜研）高橋 典之

　長寿命建築物の供用期間中に発生する地震動シナリオを考慮したランニングコスト算定に必要な基礎データを収集
し，長寿命建築物の修復性能を定量的に評価する手法を確立する．

 途上国の伝統的構造形式である内蔵無補強組積壁体の破壊メカニズムおよび耐震性能の究明
助教（中埜研）崔 琥

　無補強組積造壁の耐力変化を詳細に調べるための CBユニットの材料試験（3段プリズム圧縮試験，押し抜き試験
やせん断試験など）を行い，無補強組積造壁の変形レベルに応じた耐力寄与分の変化のモデル化やこれらの結果に基
づく無補強組積造壁を含む RC造架構の破壊メカニズムの究明を目指す．
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