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VI.　研究および発表論文

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，准教授 （金沢大学）谷口 昌宏，講師 （東京理科大）野島 雅，学術研究支援員 （尾張研）間山 憲仁，

大学院学生 （東大）花岡 雄哉，大学院学生 （東大）寺川 徹勇，大学院学生 （東大）山本 拓哉，
大学院学生 （東大）森田 真人

　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

　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，拡散接合機構、電気接点劣化，繊維状ナノ材料特性評価，ナノ熱特性評価，ナノトライボロジー
など，実用上重要な課題を微視レベルから解明し，応用展開を囲っている．

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 今井 正幸，お茶の水女子大学 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
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．
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 情報爆発時代に向けた新しい IT 基盤技術の研究：都市型災害時の人間自身による動的なセンシング
プラットフォーム技術

准教授 瀬崎 薫，助教（瀬崎研）岩井 将行

　人間がセンサを持ち運ぶ場合と，センサを設置して自動的に情報を収集する場合を対象にして，下記の課題に取り
組んだ．・携帯電話センシング基盤の確立・無線センサ杭を用いた斜面崩壊災害検出システム携帯電話センシング基
盤の確立については，各種の人間自身によるセンシング基盤として靴や自転車にセンサを取り付けた研究を開始した．
これらの獲得されるセンサデータ情報をアップロードする携帯電話センシングについては，複数のセンサ付き携帯電
話による協調センシング機構を開発した．この協調センシング機構では，利用者全体の携帯電話の消費電力を抑制す
るために，周囲にいる人数に応じて，センシングと携帯電話網によるアップロードの頻度を変更するものである．プ
ロトタイプ機では，IEEE802.15.4により，周囲に存在する携帯電話機の台数を読み取ることとした．本協調センシン
グ機構を，プロトタイプ機で動作させ，消費電力抑制に有効であることを確認した．無線センサ杭を用いた斜面崩壊
災害検出システムにおいては，近年，我が国では気候変動による斜面崩壊現象の増加によって甚大な土砂災害被害を
被っている．斜面崩壊現象には複雑な要因があり，斜面の観測計器も様々なものが用いられている．しかし，設置が
大掛かりであったり，リアルタイムに観測することが難しかったりするなどの問題がある．斜面に手軽に挿入できる
杭に無線通信機能を有するマルチセンサを組み込み，斜面崩壊災害を検出するシステムを構築した．仮想的な斜面崩
壊実験を行い，加速度より斜面崩壊時の杭の挙動を検出した．

 パルス励起堆積法による窒化インジウム系半導体の低温成長
教授 藤岡 洋

　本提案の目的はパルス堆積法と呼ばれる新しい 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ことである．

 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

 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化学
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．
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 マイクロ波プロセスを応用した機能性ガラス多孔材の創製
准教授 吉川 健

科学研究費 : 新学術領域研究4. 

 プロトン・ミューオンで探る新物性と量子ダイナミクス
准教授 ビルデ マーカス

　Research on the dynamics of hydrogen atoms near transition metal surfaces (Pd). Clarifi cation of the hydrogen absorption 
mechanism at Pd group metals, surface-subsurface hydrogen exchange, and the catalytic reactivity of ‘subsurface’-absorbed hy-
drogen.

 バルクナノメタル創製の計算機・物理シミュレーション
教授 柳本 潤，物質材料研究機構 井上 忠信，兵庫県立大学 土田 紀之，協力研究員 （柳本研）柳田 明

 海底下の大河：地球規模の海洋地殻中の移流と生物地球化学作用（海洋に流れ込む大河の生物地球
化学的影響）

特任准教授 福場 辰洋

　「海底下の大河：地球規模の海洋地殻中の移流と生物地球化学作用」（領域代表：浦辺徹郎）の内，A02班「海洋に
流れ込む大河の生物地球化学的影響（研究代表者：砂村倫成）に研究分担者として参画．

 質感認知の脳神経メカニズムと高度質感情報処理技術の融合的研究
教授 佐藤 洋一，助教 （佐藤（洋）研）岡部 孝弘

 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

 哺乳類初期発生の細胞コミュニティー
講師 小林 徹也

 植物システム制御の数理モデリング
教授 沖 大幹

　気候変動により地球上の農作物への環境ストレスが変化した際に，人間社会がどのように対応するべきかを検討す
べく，農作物自身の生理過程とその応答を考慮するための基礎的知見を収集し，モデル化を試みる．

 マイクロ流体技術を応用した哺乳類胚アッセイプラットホームの構築
特任助教 （藤井（輝）研）木村 啓志

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
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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．

 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

 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．

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

 ラクイラ震災被害における文化遺産建築の修復・補強と保護に関する調査・研究
准教授 （名古屋市立大学）青木 孝義，教授 （名城大学）谷川 恭雄，教授 中埜 良昭，准教授 （日本大学）湯浅 昇，

准教授 （大阪大学）岸本 一蔵，准教授 （名古屋大学）丸山 一平，助手 （東北大学）迫田 丈志，
助教 （中埜研）高橋 典之，助教 （豊橋技術科学大学）松井 智哉，（独）建築研究所 濱崎 仁，

研究員 （早稲田大学）奥田 耕一郎

　2009年 4月 6日に発生した地震により，イタリアのラクイラでは，学校や病院などの公共施設，生産施設や兵舎，
私有建物に加え，教会堂などの文化遺産建築が大きな被害を受けた．本研究は，地震によるリスクから文化遺産建築
を保護することを目的に，1）被災地域における文化遺産建築の被害調査を実施して被害状況と応急処置方法を系統
的に整理し，2）1970年代以降に文化遺産建築に対して行われた RC補強の効果を検証し，3）モニタリングにより，
補強前，補強途中の構造的安定性と補強後の補強効果を検証することにより，文化遺産建築の有効な修復・補強方法，
地震によるリスクから文化遺産建築を保護する方法について調査・研究する．

 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 （阪大）笠井 秀明，大学院学生 （福谷研）樫福 亜矢，

大学院学生 （福谷研）杉本 敏樹，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，スピン状態を光学的に測定するためのレーザー誘起蛍光法中間状態の衝突
緩和に関する理論考察を行った．分子の四極子モーメントにより擬縮退状態へ遷移するが，エネルギー準位の近い状
態ほど緩和速度が速いことを明らかにした．また前年度に考案した電場誘起スピン転換モデルの理論的考察を進め，
混合係数の定量的評価を進めた．

 環境都・都市問題を解決するスマートグロース ITS に関する研究
教授 桑原 雅夫，准教授 牧野 浩志，助教（須田研） 平沢 隆之，講師 田中 伸治

　内閣府社会還元プロジェクトの「ITS実証実験モデル都市」である千葉県柏市と同規模の都市である長崎県佐世保
市を対象に，スマートグロース ITSの全体像の整理，基盤システムの検討，評価のための行動モデルの検討，ITSを
活用した具体的なアプリケーションの検討を行った．

 超軽量薄肉構造を実現する高比強度材料の精密スプリングバックフリー成形
教授 柳本 潤
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 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

　樹脂の粉末焼結積層造形はラピッドマニュファクチャリングなど産業的可能性が高いにも関わらず，得られている
知見は非常に少ない．そこで本研究では，本加工法の微細性の向上に資するために，ビーム径やビームスキャンピッ
チなど造形条件が微細性に与える影響，粉末の粒径や熱的な特性・構成が造形の微細性に与える影響，アプリケーショ
ンに関する研究として微細流路を具備した再生医療用担体等への応用の可能性を調査することを目的とする．

 埋込み型膵島・肝組織の設計・生体外構築育成のための方法論の確立と実証
准教授 白樫 了，教授 酒井 康行

 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，環境情報統括員 （滋賀県琵琶湖環境科学研究センター）熊谷 道夫

　湖底境界層は，堆積物の巻き上げなどの物理学的な現象と，酸素消費，栄養塩溶出などの化学的現象が複雑に絡み
合う層である．湖底生態系の変動を把握するためには，その基盤となる湖底境界層の変動メカニズムを明らかにする
必要がある．本研究では，気候変動による湖の成層構造や内部波の変化が，湖底境界層に及ぼす影響を予測した．流
れ場－生態系結合数値モデルを開発し，今後 100年間の溶存酸素濃度，栄養塩濃度，一次生産の予測シミュレーショ
ンを実施した．

 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 8月に壁面着生生物のスペクトル画像計測を実施し，前年度に計測したデータと比較す
ることでレリーフを保護するために設置した覆屋による着生生物の繁殖の影響を調査した．

 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う．

 半導体ヘテロ構造中の量子準位間遷移とテラヘルツ共振器輻射場の超強結合の物理と応用
教授 平川 一彦

　テラヘルツ（THz）領域においては，電子遷移と共振器中の輻射場モードが非常に強く結合する超強結合領域に容
易に入り，キャリアが THz電磁波の衣をまとった巨大な準粒子（ポラリトン）となることが期待されている．本研
究では，キャリアがドブロイ波長程度の大きさから THz波長程度の大きさの巨大準粒子になることによるコヒーレ
ンスの変化など，強結合領域の新規な物理を明らかにする．さらに共振器効果を利用して，外部入射 THz電磁波で
半導体超格子内部の電界強度を高め，高電界ドメインの発生を抑制し，安定なブロッホ発振の実現を目指す．また，
巨大なラビ振動が得られることを生かして，これまで原子分光などで培われてきた量子光学の物理を THz領域で行
い，新しい量子情報処理技術の探索や高機能 THz光源の可能性を探る．

 埋込み型膵島・肝組織の設計・生体外構築育成のための方法論の確立と実証
教授 酒井 康行

 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，教授 大岡 龍三，助教 （加藤（信）研）樋山 恭助

　本研究は，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
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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

 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

　氷点下から水の沸点以上まで液中セルの温度を変化させることの出来る，原子分解能液中原子間力顕微鏡を開発し
ている．温度変化による析出物の観察を可能とした．現在，水和の温度による変化を調べている．

 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，准教授 巻 俊宏，特任助教 （浦研）ソントン ブレア，講師 （北里大学）三宅 裕志

　新しい大深度生物探索プラットフォームとして，深海生物の時間のかかる探索と捕獲作業にミッション特化した
AUVを研究開発している．AUVは 7,000m級の深海中に棲息する数 cmのクラゲ類を採取ターゲットに設定，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．種の確定は生物学的に重要なため，AUVにより効率的に
深海中のクラゲ類の分類学的知見を集積できれば，生態系の解明に大きく貢献できる．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．7,000m大深度への挑戦とマニピュレーションは AUVの進化にチャレンジングな課題であ
り，そのための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は今後の海中工学に新しい世界を拓く
ものである．

 環境・都市問題を解決するスマートグロース ITS に関する研究
准教授 牧野 浩志

 溶融シリコンのリンとボロンの同時除去
教授 前田 正史

　近年，太陽電池の需要が拡大する中，原料 Siの供給が不足し，深刻な問題となっている．本研究では，新しい太
陽電池用 Siの製造法として電子ビーム溶解法を用いたプロセスを提案し，同手法を用いて Siから Pおよび Bを同時
に高速除去する技術の開発を行っている．

 白金族金属の複合塩化物の溶解挙動の解明と新規リサイクル技術の開発
教授 岡部 徹

　我が国は，金属資源のほぼ全量を輸入し，高い付加価値のハイテク製品を製造して輸出することによって，豊かな
生活を維持している．このため，環境保全と資源戦略の両方の観点から，白金族金属（PGMs）を効率良くリサイク
ルする環境調和型の新技術の開発は極めて重要な課題である．そこで本研究では，白金族金属である白金（Pt），パ
ラジウム（Pd），ロジウム（Rh），ルテニウム（Ru），イリジウム（Ir）を対象として，それらの活性金属 -白金族金
属複合塩化（酸化）物の合成法や反応形態の解析を行い，さらに，塩素系水溶液または溶融塩への溶解挙動を解明す
ることにより，高度循環型社会に不可欠な新しいタイプのリサイクル技術の開発を行う．

 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，助教（目黒研）沼田 宗純

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，教授 吉江 尚子，助教 （黒田研）藤村隆史，助教 （志村研）佐藤 琢哉，

大学院学生 （志村研）岡根 裕太郎，大学院学生 （吉江研）大矢 延弘

　これまでのホログラフィックメモリー用記録材料は，フォトポリマーが主流であった．これは感度が高い代わりに
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書き換えが不可能な材料であり，書き換え可能な優れた材料は今のところ存在していないのが実状である．われわれ
は光照射による可逆重合反応に注目し，異なる波長の光の照射による重合と解離によって，モノマー状態とポリマー
状態の間を可逆的に遷移させ，材料の屈折率を変化させることを試みた．クーマリン分子を両末端に付加したポリマー
を単位として，光照射による吸収スペクトルの変化を観測し，クラマース＝クローニッヒの関係により屈折率変化を
見積もった．

 微小液滴の融合・積層による高機能ソフトデバイス創生技術の構築
教授 酒井 啓司

　本研究では当研究室がこれまでに開発したμ mオーダー径の液滴の高速射出と位置制御技術，およびこれらマイ
クロ・ナノ流体の物性計測手法を駆使して，複数の微小液体を融合・ハイブリッド化して高次構造を組み上げる「微
小液相構造体形成プロセス」を構築する．具体的にはμ m液滴に固有の現象である低レイノルズ数運動，界面力に
よる構造駆動，あるいは自己組織化といったプロセスを通して，複雑な構造を持つ微小液相体を形成し，これを人工
細胞や両親媒性マイクロ粒子などの高機能微小材料として利用するための基礎要素技術の開発を行う．本年度は高速
生成される液滴の飛行方向並びに速度を非接触で制御する新しい技術を確立した．また液滴生成の動的過程における
液体物性測定手法の開発を行った．

 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

　本研究の目的は，無補強組積造（URM）壁を有する RC造架構を対象に，URM壁の面外方向への破壊およびこれ
による架構全体の耐力低下を検討するため，これらに影響を与えると予想される「梁の変形」を考慮した実験データ
を取得するとともに，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「残存耐震性能」の関
係を明らかにすることである．本年度は，新たな調合による 1/4スケールコンクリートブロック（CB）ユニットを
製作しその強度・剛性などの基本的な力学的特性を確認した．また，既往の実験で得られた柱の曲率分布を再現し得
る壁体ストラット位置を考慮することで，架構に対する壁体の耐力寄与分を，既往の経験式との比較を通して検討し
た．

 事故・防災対策としての危機管理対応体制のあり方に関する政策分析
教授 （政策研究大学院大学）大山 達雄，教授 （政策研究大学院大学）岡崎 健二，

教授 （政策研究大学院大学）諸星 穂積，教授 中埜 良昭，教授 目黒 公郎

　我が国の事故・防災対策，危機対応管理体制の望ましいあり方を探ることを目的とし，（1）アジア地域における各
種防災ニーズの把握に関する基礎調査研究，（2）我が国における事故・自然災害統計データ解析を具体的な研究課題
とする．さらに，（3）緊急時における社会インフラの危機管理体制のあり方に関する基礎研究，（4）自然災害に対する
防災対策の定量的政策分析を通し，（5）我が国ならびにアジア地域における事故・防災対策，危機管理対応策に関す
る政策提言の作成にむけた基礎的および実証的研究を行う．

 量子的非平衡電気伝導を多体散乱問題として解く
准教授 羽田野 直道，教授 （芝浦工大）中村 統太，准教授 （神奈川工大）西野 晃徳，

助教 （東大）今村 卓史，准教授 （バトラー大）Gonzalo Ordonez

　本研究の目的は，強相関量子ドットの非平衡電流電圧特性を，多体の散乱問題を通して計算することである．多体
の散乱問題を数値的厳密に解く新しいアルゴリズムを開発し，量子ドットのハミルトニアンを与えれば，その非平衡
電気特性が求まるという計算コードを構築する．これによって量子ドットの近藤効果を正確に理解する．開発した計
算コードは汎用パッケージとして公開する．本研究が提案する手法では電子間相互作用も無限自由度も正確に取り入
れる点で従来の方法より優れている．空間的に限定された領域の電子間相互作用を厳密に分離し，無限自由度を有限
自由度の問題に帰着するのは，全く新しい発想の計算法である．従来のように近似の正当性を疑われることがなく，
実験的研究と直接比較できる計算結果が得られる．また，数値的厳密な計算コードを汎用パッケージとして公開する
ことにより，将来的にはデバイス設計に活かせると期待される．

 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

 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

 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
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　沿岸，海洋構造物，船舶などに設置する能動型マイクロ波リモートセンシングによる海洋波浪観測システムの開発
を行う．船舶や海洋構造物の安全な運用，外洋及び沿岸での良質な波浪データの収集に貢献する．

 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

　動物細胞は，効果の高い耐凍結乾燥物質を透過しないため，これらの物質を内包した巨大リポソームを生成し，保
存対象である細胞と電気融合させる方法と装置の開発をおこなっている．

 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，准教授 （茨城大）木下 嗣基，准教授 （横浜国大）西 佳樹

　沿岸域での過密養殖は，養殖魚からの排泄物による自家汚染を引き起こし，生産性が低下する．一方，沖合養殖で
は，排泄物が拡散されやすいため，自家汚染のリスクが減少する．さらに，排泄物が周辺の肥沃化をもたらす可能性
がある．本研究では，沖合養殖場周辺の水質調査を実施し，沖合養殖の肥沃化効果を調査した．その結果，顕著な肥
沃化効果は見られなかったものの，水質や底質の変化は確認されなかった．この結果をもとに，海域肥沃化効果をエ
コロジカル・フットプリントにより評価した．

 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

　本研究では，積層構造のチップ内に立体的な流路を構築し，それを用いて 3次元の温度分布を任意に作ることを目
的とする．そのために，薄板を積層する接合技術や，超精密温度センサや加熱・冷却デバイスなどの機能要素を開発
し，積層構造に組み込んで，立体的な温度分布や温度変化を自在に設計できる技術を開発する．具体的には，（a）拡
散接合による金属層間の接合技術の確立，（b）超精密温度センサ・小型熱制御アクチュエータの開発，（c）熱伝達率の
安定化のためのチャネル表面状態（形状・物性）の制御，（d）上記技術を用いた金属製の積層立体チャネルチップの
試作・評価と 3次元温度場の創成，の 4つを行う．

 海洋多項目複合計測に向けた多機能センサの開発と運用
特任准教授 福場 辰洋

 突発的地滑りを検知する地盤センシング杭システムの研究
准教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）岩井 将行

　地滑りの予測と災害情報通報のために，各種センサを具備したセンシング杭ノードの設計を行っている．今年度は，
防災科研の施設を用いた模擬実験を行い基礎的データの収集を行うと共に，センシング情報や近隣ノードの状態に応
じて，自ノードの警戒レベルを変動させるアルゴリズムの基礎的検討を行った．

 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
教授 佐藤 洋一

　さまざまな混雑度に対応可能な人物追跡を実現する．具体的には，時系列フィルタと識別器の統合による人物追跡
手法の高度化，低レベル特徴軌跡のクラスタリングによる人物追跡手法の開発，流体モデルにもとづく群衆全体の流
れ解析による人物追跡手法の開発の 3項目に取り組む．

 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

　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，励起状態でのプロトン移動（ESIPT）にともない，高効
率でストークスシフトの大きな固相発光を示すフェニルイミダゾピリジン（PIP）誘導体についての検討を前年度に
引き続き実施した．各種 PIP誘導体を合成することで，青色から橙色の固相発光が実現できることを示し，さらに
ESIPT発光のストークスシフトの大きさを利用して，青色の通常発光を示す誘導体との組合せで無色の白色発光材料
を開発した．またシアノ置換体が三つの結晶多系を示して異なる発光を示し，固相での集積構造変化で相互に発光色
変換が可能なことも明らかにした．
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VI.　研究および発表論文

 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 （工藤研）清野 秀岳

 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
教授 吉江 尚子

　吉江研究室では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）して高分子化することにより，リ
サイクル性に優れる材料，熱応答的な硬 /軟間の物性変換性を持つ材料を開発してきた．本研究ではこれまでの研究
成果を発展させ，可逆反応により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．既に現象と
しては把握されている易リサイクル性と硬軟物性間変換性能については，プレポリマーの化学構造および分子量の調
整により，新たな材料に対して上記の性能を付与すると共に，適用可能な可逆反応を探索することにより，重合 /解
重合，硬 /軟間の変換を誘引する外部刺激を多様化する．また，新たな機能として，材料内部の劣化や微小クラック
を自己感知し，致命的な破壊に至る前に自己修復する機能を追求する．

 東南アジア大陸部低湿地社会における生態環境と居住空間の相互環
助手 （藤井（明）研）橋本 憲一郎，芝浦工業大学 清水 郁郎，蟹澤 宏剛，昭和女子大学 内海 佐和子

　チベット高原を源流とする国際河川のメコン川流域では，人びとは水と親和性の高い生活を送っている．ラオスの
中央部平野にある低湿地社会において，人びとが河川や水田，湖沼などの水環境や生態と関わりながら住居や村落空
間を組織している様態を，建築計画・意匠・構法・生産に加えて，文化人類学・民族学と民俗学の視点をも援用しな
がら統合的に究明する．

 建築の持続的活用のための履歴データの解析手法に関する研究
教授 野城 智也

　建築物がどのように作られ，使われ，変更され，そして，どのような性能，機能が発揮されてきたのかという資料・
記録類（建築履歴データ）は，建築物を持続的に活用していくために重要な情報である．しかしながら，これらの資
料・記録類をどのように収集し，解析して，建築物のライフサイクルの各局面で必要な知識（建築 LCM関連知識）
を抽出していくのか，その手法は必ずしも体系立てられてこなかった．本研究は，履歴データもとにした知識抽出の
ための推論プロセスをアルゴリズムとして記述し，そのアルゴリズムをケーススタディ建物に試行適用し検証するこ
と繰り返すことによって，熟度の高い，建築物の持続的活用のための建築履歴データの解析手法を構築することを目
的とする．

 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）宮下 千花

　ゆるい飽和砂の液状化特性に及ぼす初期せん断の影響に関する大変形領域までの系統的な室内土質試験結果をとり
まとめ，1要素モデルによりこれらの特性の再現に成功することにより，初期せん断と繰返しせん断の程度の違いに
応じて異なる破壊形態が発現するメカニズムを明らかにした．

 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

　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．

 表面フォノンポラリトンによるマイクロ・ナノ構造物の熱伝導特性計測
外国人客員研究員 （金研）ヴォルツ セバスチャン，准教授 金 範埈

　物質固有と信じられてきた熱的・電気的な物性値ももはや一定ではなく，マイクロ結晶の薄膜，ナノ構造によって
変化し，その応用として熱エネルギーと電気エネルギーを相互に変換できる熱電半導体の変換効率が改善されること
が理論によって導かれた．そして，ナノ構造を利用して熱転送現象を積極的に操作しようとする研究が盛んになって
きた．そこで，本研究の目的は，今まで知られてなかった，特にアモルファスシリコンナノチューブ（ナノ構造物）
において表面フォノンポラリトンに起因した熱伝導への変換特性に関する新しい物理現象を初めて数値解析及び実験
的に検証しようとすることである．

 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
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　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棲イルカ類の観測・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．

 太陽電池用 Si の溶媒を用いた低温凝固精製プロセスの物理化学
教授 森田 一樹

 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

 土構造物の老朽化に伴う地盤損傷評価技術の開発と戦略的維持管理手法の提案
准教授 桑野 玲子

　盛土や地中構造物の埋設土内に長年の雨水浸透の繰返しなどにより生成する水みちや内部浸食の形成，およびその
進展メカニズムを解明する．ここでは，地中埋設管の破損に起因する地盤内空洞のような顕著な土砂運搬径路を有せ
ずに発生する浸食を主な対象とする．また，そのような地盤内の局所的脆弱部が土構造物・地中構造物全体の安定性
へ及ぼす影響を検討し，近年の気候変動や土地利用・社会情勢の変化に適応可能な，維持管理性や長期耐久性を考慮
した土構造物・地中構造物の合理的構築・埋設・補修方法を提案する．

科学研究費 : 基盤研究（C）8. 

 時間フィルターに基づくハイブリッド乱流方程式の解析とモデリング
教授 半場 藤弘，助教 （半場研）横井 喜充

　高レイノルズ数の壁面乱流の数値予測のため，既存のレイノルズ平均モデルとラージ・エディ・シミュレーション
を組み合わせるハイブリッド乱流計算が提案され応用されつつある．本研究ではこの計算法の欠点を改良し，また物
理的な妥当性を示すため，時間フィルターを用いてハイブリッド平均を定義し，ハイブリッド乱流方程式をチャネル
乱流の直接数値計算データを用いて解析する．さらに得られた知見に基づいてレイノルズ応力項や付加項のモデル化
を試みる．

 連続無限気孔を有するドレスレス固定砥粒工具の開発
技術専門職員 （土屋研）上村 康幸

　本研究では，固定砥粒工具に共通する目詰まりを防止するために，従来のランダムな気孔ではなく連続無限にする
ことで，切屑の排出性が向上し目詰まりが抑制できる．この手法において，気孔を制御する各種パラメータの最適化
を行い，アシスト（ドレス作業）を必要としない DLS工具を開発する．

 点過程およびギブス場の理論の整備と，平衡過程，フェルミオン，ボソン過程等への応用と一般化
特任教授 髙橋 陽一郎

 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，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，化学修飾をともな
わない新たな発光制御手法を確立し，新規な有機固体発光材料の開発を目指したものである．本年度は，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，三つの結晶多系を
示して異なる発光を示す化合物を見いだすとともに，固相での集積構造変化で相互に発光色変換が可能であることを
実証した．また固相での発光増強に関する計算化学的検討も同時に行った．

 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

　無容器プロセスで作製することができる高屈折率ガラスを起点として，成分をさらに加えた組成設計を行う．
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VI.　研究および発表論文

 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

　グラフ理論はノードとエッジの位相的な関係性に基づく数学理論であるが，これを現実の事象に適用しようとする
と極度な抽象化に伴い欠落する重要な情報が多く，実態を再現するには情報不足となり，実効的な成果が得られない
場合が多い．本研究は，グラフのノードやエッジにさまざまな属性を付与することにより，現実により即した状況を
設定したネットワークベースのシミュレーションモデルを構築し，それを都市・建築のさまざまな事象に適用してそ
の有効性を検証するものである．

 RFID タグ（パッシブ型）を用いた走行車線認識
教授 柴崎 亮介，特任教授 （東大）山田 晴利，特任准教授 （東大）関本 義秀

 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
准教授 今井 公太郎，教授 藤井 明，助手 （藤井（明）研）橋本 憲一郎

　本研究の目的は，施設配置問題の主要課題の一つである p –メディアン /センター問題において，一般的な“障害
付きの空間”における解法を確立することである．都市・建築に存在している様々な障害物を考慮に入れ，適用条件
の一般化を図り，距離にも重み付けをすることで，より現実に即した状況を想定したシミュレーション・モデルを構
築したうえで，その有効性を検証しようとするものである．例えば，消防署や救急設備などの緊急施設を 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，施設をどのように配置すればよいかという問
題に対して，現実の都市空間における配置の提案と評価を行う．

 海底熱水活動の三次元可視化および湧出量計測手法の開発
助教 （浅田研）望月 将志，特任准教授 韓 軍

　海底の熱水活動，特に中央海嶺系における熱水活動は，海底から海洋への熱・物質の供給源として大きな役割を担っ
ている．しかし，それを定量的に計測することは容易ではなく，確立した手法が無いのが実状である．本研究では，
海底熱水活動の 1つの熱水プルームに着目し，高精度の音響ビデオカメラを利用して，熱水の噴出・湧出量，熱水プ
ルームの広がりを定量的に計測する手法開発を行う．

 マイクロチャネルスラグ流の薄液膜挙動に関する実験的研究
教授 鹿園 直毅

　近年の地球温暖化に代表される環境問題等への意識の高まりや，エネルギーおよび素材価格の高騰に伴い，超小型
で高効率な熱エネルギー機器へのニーズが高まってきている．マイクロ化の主たる利点は，代表寸法の小型化による
熱物質輸送の促進にあるが，その実現のためには，マイクロチャネルにおける熱流動，特に様々な流量や熱流束条件
での流動様式や伝熱機構に関する基礎的な理解と，それに基づいた高度な設計技術の構築が不可欠である．本研究で
は，マイクロチャネル内二相流の系統的な実験評価を行い，液スラグ後方に生じるミクロンオーダーの非定常な薄液
膜挙動に及ぼす断面形状，寸法，乾き度，加速度，慣性力，表面張力，粘性力，濡れ性等の影響を明らかにしている．

 光合成酸素発生メカニズムの計測化学的解明
教授 渡辺 正

　本研究では，光合成機能のうちでブラックボックスにとどまる水分解（酸素発生）の分子メカニズムにつき，重要
機能分子である一次電子受容体フェオフィチン aとプラストキノン QAの酸化還元電位を分光電気化学的精密計測に
より実測し，電位相関を解明することで，酸化力の源とされる P680の酸化還元電位の実態に迫り，水分解系の物理
化学的実体を浮き彫りにする．さらに種々の光合成生物における P680の酸化還元電位の差異を明らかにすることで，
生物進化と水分解メカニズムの関連性を提示する．

 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

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

　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
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造を自己組織化的に実現する技術を確立する．本年度は，粘弾性緩和を示す媒質における球の運動状態の観察と解析
を試みた．界面活性剤ミセルの水溶液を媒質とし，磁場の時間変動パターンを変化させ，それに応答して回転する球
の運動から粘弾性を決定した．さらに球回転による媒質輸送の可能性についての検討を行っている．

 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

　本研究では，近接場光顕微鏡の感度を高めるために，ナノワイヤに金属薄膜を付与し，そこで発生するプラズモン
共鳴によってプローブ先端の光電場を増強する．ナノワイヤの一面に厚み 10nm程度の金をスパッタリングで成膜し，
その薄膜内にプラズモン共鳴が発生すれば，ナノワイヤの先端に増強された光電場が発生する．高感度・高分解能化
のために，開口の直径・深さ，EBDナノワイヤの長さ・形状・位置，金属薄膜の厚み・材質，照射光の波長など，
プローブ先端の各種の設計因子を最適化する．

 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

 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

　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，水素結合が水中で有効に作用する分子設計に基づいた
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，および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，を目指した研究で，核酸系
低分子化合物を用いた系では，安定性の高い二次元ナノシート単層膜の超分子マイクロカプセルを作製して，その高
い安定性を実証した．またスルファミド系化合物を用いた系では，二次元ナノシートの貼り合わせで形成された強固
な多層膜を持つ超分子マイクロカプセルが形成されることを明らかにし，それぞれマイクロリアクターとしての機能
評価をおこなった．

 機能的胆管ネットワークを配備した肝組織の体外体内一貫構築
教授 酒井 康行

 液状化免震を活用し地震・高水条件下での性能を飛躍的に向上させた複合堤防構造の開発
教授 古関 潤一

　液状化性地盤上の堤防中央部に必要最小限の壁を設けて複合構造とし，高水時における堤防としての本来の性能を
飛躍的に向上させながら，地震時には液状化地盤の免震効果を積極的に活用して被害を低減する工法の効果を明らか
にすることを目的として，地震時と高水時，およびこれらが複合して発生した場合における模型実験を実施した．

 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

 DNA機能化マイクロゲル構造体によるセルフアセンブリ
助教 （竹内（昌）研）尾上 弘晃

 大河を自動航行し淡水棲小型歯クジラと水質を連続計測するロボット観測船の研究開発
教授 浦 環，特任研究員 （浦研）杉松 治美

　本研究では，淡水性小型歯クジラ類（カワイルカ類）の棲息分布を継続的に調査すると同時に，水域の水質等の計
測を行うことで環境パラメタの生態系への影響関係を調査し，定量的データを長期的・継続的に集積し分析するため
に，ソーラーシステムをエネルギ源とする無人船に小型音響観測装置および CTD等の環境計測センサを組み込み，
GPSで船の位置を制御しながら，輻湊する河川の広範囲を移動して自動観測できる小型「ロボット観測船」を研究
開発する．近年の人間活動の加速により河川環境は世界的に悪化，棲息する生物が絶滅の危機に瀕する事態が生じて
いる．特に河川の生態系上位に位置するカワイルカ類は危機的状況にある．カワイルカは河川環境保全の指標と言え，
その棲息状況観測と水域の環境計測は河川環境保全のために早急に行われる必要がある．しかし，カワイルカの棲息
する河川や湖沼は長く広いため，広範囲の観測は難しく夜間の調査も困難である．そこで，申請者らが進めてきたソー
ラーボートの技術を基に，自動航法の小型ソーラー「ロボット観測船」を研究開発して，カワイルカを環境指標の中
心とする河川の効率的な総合的環境計測手法を構築し河川環境保全に益するとともに，「ロボット観測船」という新
しい河川・湖沼環境計測ツールを創生する．



126

VI.　研究および発表論文

 蛋白質メカニズムの階層的理解に関する研究
准教授 上條 俊介

科学研究費 : 若手研究（A）10. 

 血管付再生組織構築のためのマイクロデバイスの開発
特任講師 松永 行子

 未較正光源を用いた物体のモデリングとその画像生成への応用
助教 （佐藤（洋）研）岡部 孝弘

 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

 表面プラズモン制御による発光素子の高効率化
特任助教 （藤岡研）井上 茂

　青色領域で高い内部量子効率を実現したⅢ族窒化物発光素子は，発光波長を長波長側へと拡大し，緑色 LEDや LD
についての報告がされている．しかしながら，この領域での内部量子効率は低いため，効率向上は重要である．本研
究では，表面プラズモンによる発光強度増大効果を利用して緑色域における内部量子効率の向上を実現し，これまで
困難であった素子構造への組み込みを達成する．

 時間分解能 EELS法の開発と先進材料設計
准教授 溝口 照康

 自律的調整機能を有する空調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，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ことでその乱れを修復する空調ロジックを開発する．

 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
准教授 巻 俊宏

　本研究では，海底を広域かつ高精度に画像マッピングするための手段として，相対測位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，移動ランドマークとなる小型の AUVを開
発し，申請者らの所有する AUV「Tri-Dog 1」と実際に連携させることで，提案手法の有効性を示す．

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
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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．

 ジオセルを引張り補強材として活用した補強土構造物の安定性
准教授 清田 隆

 凝縮系物理学とゲージ場の理論
特任講師 御領 潤

 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．

 離散凸性に基づいたアルゴリズム設計とその応用
特任助教 （合原研）永野 清仁

　たくさんの候補の中から最もよいものを見つけることを『最適化』とよぶ．最適化は現実の問題において数多く現
れ，効率的に最適解を見つける方法（アルゴリズム）の設計が重要となる．連続変数を扱う連続最適化においては凸
関数の最小化は扱いやすく，効率的に最適解が計算可能であることが知られている．応募者は離散的な対象を扱う離
散最適化（または組合せ最適化）を扱い，特に離散世界における凸最適化といえる，劣モジュラ最適化やその拡張で
ある離散凸解析を中心としてその理論的発展と応用に関する研究に取り組む．

 新素材 RFID アンテナおよび認識基盤ソフトウエア
助教 （瀬崎研）岩井 将行

　非接触の RFIDの重要性はますます高まり，物流，医療，教育，商品管理などの分野で需要が伸びていくことが予
想される．しかし RFIDのアンテナは旧来のプラスチックケースに入った形状から脱却しておらず，その用途は利用
者がカードをアンテナが入っている箱の上に『かざす』という限定された方法でしか利用できていなかった．本研究
では RFIDのアンテナの素材を布，ガラス，木材と特殊な導電体を用いて形成する研究を行い，カバン，作業着，カー
ペット，テーブルクロス，机，窓ガラス，椅子などの新たな用途への拡大を図り，RFIDの応用範囲を広げる．また，
今までにない新素材での RFIDアンテナにおいて，アンテナの個数や形状を吸収し，アプリケーション開発を容易に
するオブジェクト認識のための基盤ソフトウエアを開発した．

 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

　本研究では，ランダムオラクルに頼らず，CCA安全な公開鍵暗号の一般的構成法を示す（またはその不可能性や
条件付き不可能性を示す）とともに，その経済学的意義を明らかにする．具体的には，技術研究では，安全性証明が
容易で既に多く知られている CPA安全な公開鍵暗号や同程度の安全性仮定といえる技術を構成要素とし CCA安全な
公開鍵暗号を構成する方法を目指す．もっとも，一つの可能性として，そもそも構成不可能な場合がある．このよう
な構成不可能性の証明も，暗号理論では研究されている．したがって，本研究では，構成可能かどうかを含めて明ら
かにすることを目的とする．もし不可能なことを示すことができた場合，CCA安全な公開鍵暗号を構成するために
必要なより「弱い」仮定は何かを明らかにする．さらに，経済学的研究では，「情報セキュリティ対策への投資が脆
弱性低減効果も脅威低減効果も持つ」という投資モデルにおいて，対策設計の自由度の高さを表現する手法を考案す
る．さらに，考案した手法に基づいて，本プロジェクトの技術研究で開発する一般的構成法の意義を明らかにする．
ただし，技術研究が構成不可能性や条件付き構成可能性へ進んだ場合には，それらの性質が利用者や開発者のインセ
ンティブに与える意味を同モデルで明らかにする．

 リカレンスプロットを用いた時系列データの検定
特任准教授 平田 祥人
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　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する．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の 1つとして，リカレンスプロットが注目されている．これは，時間的に変動
するシステムから生成された（非定常）データや，ノイズに汚染されたデータに対してもリカレンスプロットが有効
であるためである．また，点過程に対しても，リカレンスプロットを定義することができる．しかし，リカレンスプ
ロットに関して，点のパターンの定量化は進んでいるものの，背後に存在する力学系との関係や点パターンの確率構
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，リカレンスプロットの点のパターンの確率
構造・位相幾何学的性質に着目し，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．また，提案した
手法を実際の実データに応用する．本研究は，特に，非定常データ，ノイズに汚染されたデータ，点過程データに対
する新しい解析手法を提案するものである．

 蓄熱機能を有するアミノ基修飾メソポーラスシリカの合成と二酸化炭素回収への応用
助教 （迫田研）藤田 洋崇

 In vitro 毒性試験に必要十分な再構築型細胞組織の極小化限界を探る
助教 （酒井（康）研）小森 喜久夫

 金属クラスターと半導体界面における光電荷分離に基づく光機能デバイスの開発
助教 （立間研）坂井 伸行

 微視的構造の変化が流動化処理土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）宮下 千花

　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の三軸圧縮試験を昨年度から引き続き実
施し，地下深度が 1m～80mに相当する比較的広範な拘束圧下での全体的な強度変形特性を明らかにした．矩形供試
体の一側面における画像解析の結果から，0.1%～数百％の広範なひずみレベルにおける局所変形挙動を求めた．さ
らに各拘束圧下での圧密やせん断を終えた供試体を切り出し，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て，各拘束圧下で生じた異なる局所変形挙動の発生箇所の微視的な構造観察を行った．昨年
度までの試験結果や既往の研究結果との比較を行いながら，セメント固化による流動化処理土やセメント改良土の強
度と拘束圧との関係，および各拘束圧下で発生した処理土の微視的構造の変化が，強度・局所変形特性に及ぼす影響
について取りまとめた．

 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

 公共的利益に資する科学技術分野への貢献を目指した全球数値標高モデルの体系的整備
准教授 竹内 渉

 水分野における実利用に適した衛星降水マップの作成
講師 瀬戸 心太

 液体誘電泳動を利用したフェムトリットル液滴の搬送・混合デバイス開発
特任研究員 （藤田（博）研）久米村 百子

　撥水膜の水をはじく性質と，膜の下に埋め込んだ電極で発生する誘電引力の両者を利用して，水溶液をフェムトリッ
トル程度の微小液滴に分裂させることができる．２種類の溶液から作った一対の液滴を，誘電引力で融合させ微小液
滴内の超微量化学反応を調べる研究を行っている．

 “オンチップ人体”を目指す複数臓器細胞集積型マイクロシステムの創成
特任助教 （藤井（輝）研）木村 啓志

 マイクロ流体制御プラットフォームの開発
特任助教 （藤井（輝）研）木下 晴之
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 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処理システム
特任助教 （竹内（昌）研）瀧ノ上 正浩

 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探索のための 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

 エネルギーモニタリングシステムを利用したコミュニケーションに関する研究
特任研究員 （岩船研）八木田 克英

 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．

 超高速・高品質SiC 単結晶の溶液成長プロセスにおけるマランゴニ対流の発生因子
准教授 吉川 健

科学研究費 : 研究活動スタート支援12. 

 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

 環境騒音に含まれる衝撃性騒音の評価方法に関する研究
助教 （坂本研）横山 栄

　衝撃性騒音を含む実際の環境騒音を試験音として用いて主観評価実験を実施し，聴取妨害などの心理的影響を定量
的に評価し，エネルギーベースの評価量の適用可能性を検討した．さらに，これらの実験結果から環境騒音に衝撃性
騒音が含まれる場合のラウドネスやノイジネス，アノイアンスの補正の必要性を検討した．

 水同位体情報を含む二十世紀全球再解析データセットの作成
准教授 芳村 圭

 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
特任准教授 ロンドレーズ ヤニック

 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

　熱力学諸量は，プロセス設計やその効率改善に必要不可欠である．本研究では，酸化物の熱力学測定にダブルクヌー
センセル－質量分析法を応用し，各種リン酸塩およびリン酸化物を含む酸化物系の熱力学測定を行った．

特別研究員奨励費（DC）13. 

 無補強組積造壁を有するRC造架構の破壊メカニズムと残存耐震性能に関する実験的研究
大学院学生 （中埜研）晉 沂雄
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　本研究は，無補強組積造壁を有する鉄筋コンクリート造建物における破壊メカニズムおよび耐震性能を明らかにす
ることを主目的としている．本年度は，梁変形の有無をパラメータとした先行の実験結果に基づき，無補強組積造壁
の復元力特性が架構の耐力や挙動に及ぼす影響について解析的検討を行った．また，地震発生後に鉄筋コンクリート
造建物に生じるひび割れは建物の損傷状態（残存耐震性能）を示す重要なデータでため，先行した実験で計測した部
材の残留ひび割れおよび幾何学的モデルを用い，架構の残留変形と残留ひび割れの関係について検討を行った．

 Ni・MHを用いた Fuel Cell/Battery（FCB）システムの開発
大学院学生 （堤研）崔 復圭

 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．

 物体表面の 3次元形状と反射特性の解析および推定に関する研究
大学院学生 （池内研）肥後 智昭

 量子ドットとフォトニック結晶を用いた量子光回路に関する研究
大学院学生 （荒川研）太田 泰友

　カルコゲナイドガラスの光誘起屈折率変化を活用することで，量子ドットに合わせ，位置・周波数制御可能な共振
器の提案，設計，作製と評価を行った．同時に，高 Q値フォトニック結晶ナノ共振器－量子ドット結合系を実現した．

 MOCVD法によるⅢ族窒化物半導体ナノ構造形成と単一光子発生器の実現
大学院学生 （荒川研）崔 琦鉉

　GaN量子ドットは高温で動作が可能な単一光子発生器として非常に有望である．本研究では，高品質の結晶成長
が可能な GaN/AlNナノワイヤと GaN量子ドットとを融合することにより，量子ドットの高性能化を狙う．目的は位
置制御したナノワイヤ内挿入された GaN量子ドットを用い，200K以上の温度で動作が可能な単一光子発生器を実現
することである．これまでに GaNナノワイヤおよび GaN/AlNナノワイヤ内 GaN量子ドットのMOCVD選択成長に
成功している．これからは量子ドットの成長条件の最適化，単一量子ドット分光を行い，高温での単一光子発生の実
証を試みる予定である．

 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．

 楽譜情報をもとにした音楽活動の数理モデル化と音楽情報処理に関する研究
大学院学生 （合原研）澤井 賢一

　一般的な音楽的表現物は，作曲者が作る楽譜を演奏者が解釈し，その解釈に基づく演奏を聴衆が認知することで伝
達される．本研究は，この一連の音楽活動を数理的に理解し，音楽情報処理に応用することを目的とする．特にここ
では，音楽の主な構成要素の一つであるが定量的に扱うのが難しいリズムに対し，その認知をベイズ推定によってモ
デル化する．そして，音高の認知なども含むモデルへの拡張や，提案モデルの工学的応用などを検討する．

 単電子トランジスタ／CMOS融合による新機能回路の実現に向けた研究
大学院学生 （平本研）鈴木 龍太

　本研究では，Beyond CMOSの代表的なデバイスである単電子トランジスタに焦点をあて，単電子トランジスタと
従来の CMOSとの融合による新機能回路を実現することを目的とする．本年度は，単電子トランジスタの微小電流
を読み出す回路について検討し，電流を遅延時間に変換することでフェムトアンペアオーダーの電流を読み出せるこ
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とをシミュレーションにより示した．また，室温動作単電子トランジスタ作製の歩留向上プロセスをについて検討し
た．

 光照射走査トンネル顕微鏡による半導体ナノ構造材料の特性評価
大学院学生 （髙橋（琢）研）勝井 秀一

 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

　本研究課題では，暗号技術の構成要素として用いられるハッシュ関数（SHA-1, SHA-256など）に，ハッシュ関数
が真のランダム関数であると仮定する“ランダムオラクル”と呼ばれる性質，あるいは，“衝突困難性”と呼ばれる
これまでハッシュ関数に標準的に要求されてきた性質を仮定せずとも，妥当な計算量的困難性の仮定の下に安全性を
証明可能である様な，ハッシュ関数が将来危殆化しても安全性が揺るがない様な公開鍵暗号技術で，しかも実用的な
効率を持つ方式を考案することが目的である．

 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．

 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

 正常な組織極性を有する埋め込み型人工肝臓の構築
大学院学生 （酒井（康）研）勝田 毅

 銀ナノ粒子－酸化チタン複合系における多色フォトクロミズムの機構解明と機能改善
大学院学生 （立間研）田邉 一郎

 プラズモン誘起界面電荷分離現象のメカニズムの解析
大学院学生 （立間研）数間 恵弥子

 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．具体的には，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改善効果
の把握，に取り組む．これらを Computational Fluid Dynamics（CFD）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．行動性体温調節を考慮したアダプティブモデルを導入することによる
省エネルギー化のみならず，在室者の温熱快適性向上と，着衣が影響する呼吸空気質を検討することによる在室者の
健康増進へも寄与することを目指す．

 知的創造性を高めうつ症候群の発症を低減するオフィスの光・温熱環境制御手法の開発
大学院学生 （加藤（信）研）髙橋 祐樹

　執務者の知的創造性の向上とうつ症候群の発症抑止・低減効果を有する室内環境制御を実現することを目的とし，
サーカディアンリズムを考慮した光環境・温熱環境の省エネルギー制御手法の開発を実施する．また，制御手法開発
時に必要となる，知的創造性の測定方法を開発する．サーカディアンリズムを調整しうつ症候群を低減することで，
日中のモチベーション・集中力の向上による知的創造性の向上を期待できるものである．知的創造性については，開
発した「評価ツール」を用いることで，従来の環境制御手法と本研究で開発する手法を採用したときの，被験者の知
的創造性の高さを定量的に比較する．うつ症候群については，既往の心理評価指標や心電・睡眠リズムなどの生理指
標を採用し，総合的に評価する．
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 空間構造の幾何学特性と力学挙動に関する研究
大学院学生 （川口研）三木 優彰

 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

　微視的なレベルで風化変質作用を受けているような岩石・岩盤においては，円滑な加工や掘削を行う上でその風化
変質の程度や強度的脆弱化の程度に関する適切な評価が求められる．化学分析によって風化変質の兆候を捉える試み
はしばしば行われているが，風化変質作用による強度的な脆弱化の程度が定量的かつ客観的に評価されることはほと
んど無い．本研究では，岩石の力学試験としてこれまでほとんど用いられてこなかった微小圧子押込み試験を使用し，
微小レベルでの力学特性の評価を実施している．複数産地の花崗岩を対象としたところ，岩石によっては特定の鉱物
が脆弱化していることが既に明らかになっており，これらの鉱物を対象として顕微鏡観察を行うことで，脆弱化の原
因等に関して検討を行った．また，米国等の会議に参加し，論文発表および情報収集を行った．

 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

　陸域水循環は，（1）気候システムの一要素として陸域に降った雨を海洋まで輸送する役割を負うだけでなく，（2）持
続的な人間活動に必要な循環する淡水資源の供給，（3）河道・湖沼・湿地といった水域形成による生態系や生物多様
性の保全，という複雑かつ重要な機能を有している．現在，世界の様々なところで河川の断流，湖沼や湿地の縮小，
永久凍土の融解など，陸域水循環システムの変動が確認されている．さらに近年の衛星観測技術の進歩により，水面
面積・氾濫原の水位変動・陸域貯水量といった陸域水循環の変動を，グローバルスケールで把握することが可能にな
りつつある．しかしながら，観測された水貯留形態の変動を物理過程に基づいて説明するグローバルな陸面水文モデ
ルは未だに存在しない．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．

 台風に伴う降雨に着目した基本高水とその不確実性の算定
大学院学生 （沖（大）研）新田 友子

　本研究は，全球と日本全域を対象として流出シミュレーションに用いる陸面モデルと河川流下モデルの検証を行っ
た．日本を対象とした検証では，気象庁のアメダス観測値と地上観測値を空間・時間内挿した 1976‒2008年の気象デー
タを入力値としてシミュレーションを行い，水文水質データベースの主要河川の流量データ，ダムへの流入量データ
を用いて河川流量の検証を行った．その結果，年・月流量は比較的よく再現されていること，日流量に関しては流速
変化を考慮することで結果が改善されること，時間流量については観測値と計算結果に差異が認められ，サブグリッ
ドスケールの影響を考慮する必要があることがわかった．また，アメダス観測値と衛星データを用いて積雪量の検証
を行った結果，2週間程度モデルの融雪が遅いこともわかった．また，日本域については将来の入力データ作成を行っ
た．元データは日本を対象とした地域気候モデル（RCM20）の出力値で，変換・内挿し，アメダス，地上観測を元
にした過去のデータとの比較を行ったうえで簡単な系統誤差の補正を加えた．作成したデータと検証した現状のモデ
ルを用いて，将来の日本域洪水リスク評価のための計算を行った．1981‒2000年，2031‒2050年，2081‒2100年の 3
期間の計算を行い，計算した流量を流量確率指数に変換して将来の洪水リスク変化を日本の 9つの地域ごとに評価し
た結果，中小洪水は 2031年‒2050年に増加し，再現期間 200年といった大規模な洪水は 2081‒2100年の方が増加す
ることが示された．

 系統連系された電気自動車のバッテリーを用いた新エネルギーシステムの構築
大学院学生 （岩船研）高木 雅昭

特別研究員奨励費（PD）14. 

 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
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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．

 ナノ・マイクロ操作技術を用いたDNA修復蛋白質の一分子解析
日本学術振興会特別研究員 （金研）新田 英之

　Rad51の DNAへの重合過程は次第に明らかになってきているが，その次のステップである Homology searchなど，
相同組み換えの核心といえる過程を解析するためには，ねじり方向の計測だけではなく，DNA上での蛋白質フィラ
メントの挙動の計測と解析も同時に進める必要がある．また一度に多数のデータを取得するため，ハイスループット
化も重要な課題である．そのため，マイクロチャネルとナノチャネルを組み合わせたハイスループット DNA配列チッ
プの開発を進めた．マイクロチャネル内の DNA分子は空洞の親水性ナノチャネル内へ 1本ずつ，毛管力により無動
力で進入する．DNAの伸長の度合いは最適なナノチャネルの幅と高さを設計することにより制御できる．これらの
現象を用い，ナノチャネルを用いて DNAを一分子ごとに引き延ばし，任意の位置で任意の向きに配向する技術の開
発を行い，ナノチャネル内に DNAを一分子ごと挿入することに成功した．ナノチャネルの長さの最適化により試料
の拡散現象を利用して DNA周辺の生化学的条件を調節し，種々の生化学実験を行うことができる．またナノチャネ
ルの出口付近の形状を最適化することにより，DNAを任意の位置に配向することも期待できる．

 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

　建物周囲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．

特別研究員奨励費（RPD）15. 

 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）16. 

 ソフトマター（特に膜系）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.

　膜系の自己組織化について既に，スポンジ・オニオン・ラメラなどのさまざまな相が形成されることはよく知られ
ているが，そのようなトポロジー変化がどのように起きてマクロな構造変化に結びつくのかといった，運動学的な経
路の詳細については，ほとんど未解明のままである．特に，膜間に内包された水の存在が，膜系の相転移ダイナミク
スにどのような影響を与えるかという問題は，重要な問題でありながらほとんど研究されていないのが現状である．
本研究では，ラメラ相という一次元の周期構造が，周期の異なる 2つのラメラ相に相分離するという現象について，
はじめてそのダイナミクスに焦点を当てて研究を行った．位相差顕微鏡による相分離過程のダイナミクスの直接観察，
蛍光標識を内包した 2分子膜の共焦点レーザ顕微鏡による 3次元観察，顕微ラマン分光による成分の空間分布の測定
により，相分離の過程を詳細に研究した．その結果，2つの成分からなる混合系であるにもかかわらず，過渡的に 2
つの周期の異なるラメラ相のほかに第 3の相として水の相が形成されることを見出した．このことは，ラメラ相の膜
の間から水を排出し，それをラメラ相の間に吸収するという素過程を経て相分離する際，水の排出と吸収のダイナミ
クスの非対称性（水の排出は早いが，吸収には長時間を有する）のために，水溜がまず形成され，そののちにゆっく
りと水が膜間に取り込まれるという遅い過程が存在することを強く示唆している．これは，2成分系の相分離に過渡
的にしろ 3相共存が観察された初めての例であり，動的な非対称性の相分離に対する新しい効果として極めて興味深
い現象であるといえる．

 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, Y.

　星型分子をはじめとするハイパーブランチ構造を有する有機材料は，様々な点で従来の直線非線形分子よりも優れ
た性質を示すと期待される．本研究では，非線形光学分子をひとつのファイパーブランチポリマーの側鎖に付加し，
種々の新規な分子の合成を行った．合成した分子を PVKポリマー中に分散し，フォトリフラクティブ効果，光電導
度の測定を行った．非線形光学分子として不斉構造を持つ分子を用い，右手系のみの分子の場合と右手系と左手系の
両方を混ぜた場合について，それぞれフォトリフラクティブ特性を計測し，後者の方が安定かつフォトリフラクティ
ブ効果も大きい，ということを見出した．
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 あと施工アンカーの局所ひび割れ進展解析モデルの構築
教授 中埜 良昭，日本学術振興会外国人特別研究員 （中埜研）UNTERWEGER Andreas

　あと施工アンカーを用いた耐震改修工法について，日本とヨーロッパの現行基準を比較した．両基準とも接着系ア
ンカーの破壊モードは，①アンカーの降伏および破断，②コンクリートのコーン状破壊，および③付着破壊の 3つに
分けられるが，③付着破壊の算定において，ヨーロッパの基準ではアンカー規格品ごとに接着強度が定められている
のに対し，日本の基準ではコンクリート圧縮強度から接着強度が定められていた．接着系アンカーの破壊モードを正
確に評価するためには，実際に使用するアンカー規格ごとの接着強度を求める必要があることから，これまで開発を
進めてきたスペックル法によるマイクロクラックの非接触・非破壊計測装置を用いて，日本で使用されるアンカー規
格品ごとの接着強度および破壊メカニズムを調べるとともに，日本での使用に適したアンカー規格の開発に取り組ん
だ．

 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
教授 中埜 良昭，日本学術振興会外国人特別研究員 （中埜研）NAVARATNARAJAH, S

　本研究は，世界各地に見られるノン・エンジニヤード建築物の一例として非整形石積み組積造を対象に，PP-バン
ドを用いた耐震補強法の適用に関する検討を行うものである．まず実験的検討として，非整形石積み組積造壁を作成
しせん断破壊実験を行ったところ，非補強の非整形石積み組積造壁は初期クラック発生とともに強度が急激に低下す
るが，PP-バンド補強非整形石積み組積造壁はクラック発生後一時的に強度が低下するものの，その後強度が回復し
変形能が大幅に向上することが確認できた．次に解析的検討として，3次元応用要素法（3D-AEM）による組積造建
物のシミュレーションモデルの検討を行い，解析結果が実験結果とよく対応することを確認した．

 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（001）水素終端面を走査トンネル顕微鏡／分光を用いて調べた．走査
トンネルスペクトルでは 0.2eV付近に特徴的な構造が観測され，これは Geと水素の伸縮振動に由来するものと考え
られる．このスペクトル構造は，同位体によりシフトする様子が観測され，これを利用すると同位体弁別が可能と考
えられる．

 インテリジェントな人間誘導型ロボットの開発
教授 池内 克史，学振外国人特別研究員 （池内研）Salman Valibeik

 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．

 木質バイオマスリファイナリーのシステムと要素技術の開発
教授 迫田 章義，日本学術振興会外国人特別研究員 （迫田研）BÖSCH. P.

 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, K. P.

 ナノ粒子認識を目指した化学・力学ナノセンサー
准教授 火原 彰秀，日本学術振興会外国人特別研究員 （火原研）PIGOT, Cgristian
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 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.

　環境に配慮した新しい呼吸する建材を実現するために，ケナフ等の植物繊維と吸着性に優れたシリカゲルの組み合
わせを検討した．和紙の製紙技術を用いて二つの材料の漉き合わせ方法を開発し，屋内の湿気や汚染された空気がど
の程度軽減されるかについての実験を行ない，その効用を検証した．

 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.

　本研究は，気象環境や太陽熱，地中熱など建物周辺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．実
スケール実験装置を用いたフィールド実験，数値解析を用いたシステム性能予測手法の開発，熱源ネットワークの設
計手法の開発，在室者の生活パターンを考慮した室内最適設計・運転手法の検討等を行う．

 補強した礫材料の大型三軸試験
教授 古関 潤一，日本学術振興会外国人特別研究員 （古関研）LENART. S.

　高分子材料を用いた網状のシート等を用いて鉄道のバラスト軌道とその下部地盤を補強する工法の効果を明らかに
することを目的として，補強した礫材料の大型三軸試験を実施した．鉄道車両荷重が載荷されると，礫材料で構成さ
れるバラストとその下部地盤内では主応力方向の回転が生じるため，三軸試験に際してもそのような応力状態の変化
を模擬することに研究上の特色がある．

 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, C.

　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．具体的には，（1）衛星観測データを用い
た全球的な水文・気候学的変動把握を通じて，異なる流域スケールでの降雨の時空間分布，洪水や渇水の外力となる
極値水文量の変化といった水利用・水災害に直結する項目について，特に，日本及びアジア圏を対象として定量的に，
その精度も含めて明らかにする．（2）既存の全球水循環・水環境・生態系解析モデルの地域スケールへの拡張及び統
合化を行う．（3）気候変動下での異なるスケールの流域における流況や陸水の水質の年々変動，生態系の変動予測を
行う．（4）以上の変化が，水利用システムや水災害防止システムに与える影響を，システムの信頼度や脆弱度といっ
た安全性指標と，地域の生産性・災害被害額といった社会経済的指標で表現するとともに，影響の回避・軽減の為の
適応策の最適設計手法を開発する．（5）以上の信頼度・脆弱度・安全性指標について多角的に分析し，国際流域の持
続可能な水政策・適応策の立案までを行う．

 気候変動による水循環の加速可能性
教授 沖 大幹，日本学術振興会外国人特別研究員 （沖（大）研）FERGUSON. C. R

　本研究の目的は，気候変動による水循環変動への影響，特に地球温暖化による水循環の加速について解析し，その
メカニズムを明らかとすることである．はじめに陸面過程と結合したものやしないものを含む 6種類の再解析データ
を用い，全球水循環の変化の方向とその速さを比較する．これにより，複数の再解析データの間で水循環の強度の変
化が一致している /していない地域を抽出する．水文学的に重要な変数については，オフラインの陸面モデル出力値
や衛星観測値との比較を行い，結果の信頼性を評価する．さらに，水循環の変化が与える影響を，流域スケールの水・
エネルギー収支の値を用いて定量化し，水循環の変化に関する重要な指標を特定する．これらの結果を用いて他の研
究者と協働し，水循環の変化による影響について，地域・流域・大陸スケールでの総合的な知見を整える．さらに，
本研究を通じて特定された特徴的な地域に関して，気候モデルの出力値を利用して将来予測をまとめる．また，気候
モデルの出力値と再解析データ等との整合性についても評価する．

 白井　晟一（1905-1983）と日本現代建築
講師 太田 浩史，日本学術振興会外国人特別研究員 （太田研）PIERCONTI, J. M.

 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.

　撥水膜の水をはじく性質と，膜の下に埋め込んだ電極で発生する誘電引力の両者を利用して，水溶液をフェムトリッ
トル程度の微小液滴に分裂させ，それを膜上で移動させて複数の液滴を混合することを目的に研究を進めている．生
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物化学のサンプルなどは，液の導電率が高く上記の操作が困難であった．電極の寸法，誘電引力を発生する電圧の周
波数，撥水膜の材料などを変え，これを解決した．

 ローツ・ツー・ロール印刷技術による大面積MEMSに関する研究
教授 年吉 洋，日本学術振興会外国人特別研究員 （年吉研）TORTISSIER Gregory Benjaman

 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

 交通需要の確率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
講師 田中 伸治，日本学術振興会外国人特別研究員 （田中（伸）研）TANG, K.

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. 

 テラバイト時代に向けたポリマーによる三次元ベクトル波メモリ技術の実用化研究
教授 志村 努，教授 黒田 和男，助教 （黒田研）藤村 隆史，助教 （志村研）佐藤 琢哉

　偏光，位相等を変調し，ベクトル波としての光をもちいて情報記録を行い，CD，DVD，Blu-ray等の従来の光ディ
スクよりも大きな記録密度，大きなデータ転送速度を実現することを目的として研究を行っている．本年度は，将来
的なベクトル波型記録のベースとなる，従来型のホログラフィックメモリーの S/Nをシミュレーションにより計算
し，記録密度限界と記録材料の消費の見積もりをおこなった．また従来は整理が不十分であった偏光ホログラフィー
の基礎理論に関して，統一的かつ見通しの良い理論の構築を行った．

 耐震診断法の高度化に関する検討
教授 中埜 良昭，准教授 腰原 幹雄，准教授 （東京工業大学）山田 哲，

（株）堀江建築工学研究所 太田 勤，助教 （中埜研）高橋 典之

　現行の建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「耐震改修促進法」という）における耐震診断基準の整備に資
することを目的として，実験的および解析的手法により現行基準の問題点抽出とその解決方法の検討を行った．特に，
現行の耐震改修促進法で認められている耐震診断基準では，診断には適していないか，もしくは，より高度な診断を
すべき建築物があり，これらの耐震性能を適切に評価できる診断法の開発に必要な新たな解析モデルの検討と実験
データの収集を行った．

 単一光ファイバー速度センサの試作と特性評価
教授 横井 秀俊，技術専門職員 （横井研）増田 範通

　本研究では，これまでに開発した単一光ファイバー速度センサの実用化を目的として，計測精度等の各種特性評価
を課題とした．本年度は，計測原理に基づきエジェクタピン型センサに加えて市販圧力センサと同形状の細径センサ
を試作した．また，各種成形材料・成形条件での出力特性・計測精度を評価し，計測システム構築のための指針を得
た．

 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 （横井研）丸野 満義，民間等共同研究員 （横井研）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に加えて，新たに自動車内装部品およびボト
ルキャップへの適用について検討した．材料特性に基づいて型設計を行い，試作品成形および試作品の評価試験を実
施した．

 “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 （横井研）藤巻 清，民間等共同研究員 （横井研）横山 英明，

大学院学生 （横井研）滝川 淳平，大学院学生 （横井研）森 亮介，外国人協力研究員 （横井研）黄 迪

　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
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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）顕微鏡内蔵可視化金型
を用いた微細パターン後方のウェルド生成過程と成形条件との相関解析，（2）長距離顕微鏡と高速ビデオカメラを組
み合わせた微細転写成形における突き出し離型挙動の直接拡大可視化解析，（3）二種類の樹脂をゲート直前で高速切
替可能な高速ランナー切替装置を用いた POM樹脂の充填過程における固化層分断現象の可視化解析，（4）超高速射
出条件下での微細パターンを有する薄肉キャビティの面圧分布と転写率分布との相関解析，についてそれぞれ重点的
な検討を行った．

 Coal Gasifi cation for Clean Energy Research
教授 堤 敦司

 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

 先進モビリティと交通安全に関する研究
教授 須田 義大

　高齢ドライバ増加にも対応する安全・安心な交通ネットワーク管理の推進に向けて，多様な次世代ビークルの混在
する道路の効果的な運用技術ならびに安全教育手法を検討した．

 車輪・レール接触状態測定法に関する研究
教授 須田 義大

　車輪とレールの作用力を決定づける車輪・レールの接触状態の測定について，新たな測定技術開発の端緒を開くこ
とを目的とし，このため車輪・レールの接触状態の測定技術開発に対する要件を整理し，適用可能な技術探索を実施
した．また有効性の高い技術については，提供可能性を判断するための実験を実施した．

 MID 技術の高度化
准教授 新野 俊樹

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

 形状記憶合金（SMA）の力学的変形挙動の理論的評価
准教授 岡部 洋二

　SMAの幾何形状を工夫することによりリハビリ用人工筋肉を開発することを目的とし，そのために，簡易的な数
値解析によって適切な幾何形状を検討する．

 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

 大面積集積回路設計
准教授 高宮 真，教授 桜井 貴康

 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
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VI.　研究および発表論文

 最先端数理モデル学の基礎理論とその応用に関する研究
教授 合原 一幸

　本研究では，複雑ネットワーク理論，非線形時系列解析理論などの数理解析理論を開拓する基礎研究を進めるとも
に，非線形科学，生命科学，情報科学，工学，医学および経済学など多様な分野における応用研究を推進するほか，
これらの基礎研究と応用研究を融合することにより複雑系数理モデル学の基礎理論を構築・体系化することを研究目
標とする．この目標の達成に向けて，複雑ネットワーク理論，時系列解析等の基礎理論研究，脳や生命システムの数
理モデリング，疾病の数理モデル解析，複雑系情報処理等の応用研究を推進する．

 実世界検索に向けたネットワークセンシング基盤ソフトウェアOSOITE
准教授 瀬崎 薫，助教（瀬崎研）岩井 将行

　戦略的創造研究推進事業（CREST）における先進統合センシング技術領域の研究（実世界検索に向けたネットワー
クセンシング基盤ソフトウェア OSOITE）の研究を平成 18年～23年にかけて行っている．この研究では，基本的な
実世界検索に焦点を絞ったネットワークセンシング基盤ソフトウェアを開発しており，可視化に適した動的なデータ
インタラクションや利用者のコンテクストを考慮してこの基盤ソフトウェアを拡張すれば円滑に本提案のセンシング
インフラストラクチャを開発できると考えられる．また，この研究の実証実験として，群馬県館林市に多数のセンサ
を設置して，温度や人の流れを細粒度でセンシングし，市民に対して環境情報を提供する取り組みも一部開始してお
り，既に開発・設置したシステム，ノウハウ，自治体との協力関係に基づいて，本提案の研究を円滑に開始すること
ができると考えている．この研究プロジェクトは現在もまだ継続中であるが，これまで成果として，平成 21年秋の
時点で，30件程度の原著論文の出版と 130件程度の学会発表を行った．

 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

 環境技術に関する開発研究・情報調査
共同研究員（迫田研）立花 潤三，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．

 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

 写真計測を応用した点群生成と写真点群・レーザー点群の結合方法の研究
教授 柴崎 亮介

 共通コードを介した公共調達情報の連携手法とサービスモデルの研究
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推進体制の研究
教授 柴崎 亮介

 雑踏に於ける要注目行動検知システムの研究
教授 柴崎 亮介
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 GIS を活用した有料道路図面の整理
教授 柴崎 亮介

 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

 建築実務に有益な室内音響シミュレーションソフトの開発
准教授 坂本 慎一

　スタジオを主たる対象として，室内音響設計に資するユーザーフレンドリーな音場シミュレーションソフトを開発
する．

 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
准教授 竹内 渉

 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

 Nanocoatings with tailored roughness for controlled surface bonding
教授 藤田 博之

　ALD（原子層堆積）法を用いて表面粗さを制御した薄膜を基板上に付加し，接合強度を検討．

 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，特任准教授 ロンドレーズ ヤニック，外国人客員研究員 （藤井（輝）研）Dominique Fourmy，

博士研究員 （藤井（輝）研）金田 祥平，外国人協力研究員 （藤井（輝）研）Linda Desbois，
外国人協力研究員 （藤井（輝）研）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．

 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，准教授 竹内 昌治，教授 年吉 洋，准教授 火原 彰秀，
教授 藤田 博之，教授 平本 俊郎，教授 （東大）染矢 隆夫，准教授 （東大）三田 吉郎

　生産技術研究所とフランス国立科学研究センター（CNRS）は，MEMS技術に関する国際共同研究組織 LIMMS
（Laboratory for Integrated Micro Mechatronic Systems）を運営し，常時 15名程度のフランス人研究者を所内外のMEMS
関連研究室に受け入れて共同研究を行っている．日仏研究者それぞれの専門分野を融合させ，MEMS技術のバイオ
応用，ナノテク応用，集積化システム応用等に関する研究を進めている．

 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

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

教授 年吉 洋

 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
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VI.　研究および発表論文

 黒島海丘におけるAUVを用いたポックマーク地形の詳細調査
教授 浦 環

　AUVによる海底地形画像の取得および解析に基づいて，ポックマークの分布と規模及びその形態を明らかにする．
これと並行し，海中における AUV測位手法の高度化（音響測距及び慣性航法による位置精度の評価，位置補正手法
の改善）に関する研究を行う．

 海中モニタ用ロボットの実用化に関する研究
教授 浦 環

　深海モニタ用小型ロボットの設計に関する研究成果を基に，ロボットの実用化のための装備品の研究開発や，ロボッ
トの信頼性向上及び検証のための実海域試験等を実施する．

 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，外洋から内海までの波浪，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．

 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

 次世代自動車導入による社会経済的インパクト研究
准教授 岩船 由美子

 IGCC用ガス精製技術の適用性向上に関する調査研究
特任教授 金子 祥三

　乾式ガス精製などの高効率化技術を適用した IGCCの導入による石炭火力の高効率化の必要性とその導入時期を検
討する．

 エネルギー需給の低炭素化戦略の研究
特任教授 荻本 和彦

　エネルギーの供給，流通，需要の各側面およびこれらのインテグレーションによりエネルギー需給の低炭素化を達
成するため，技術投入，設備拡充，運用に関する技術・制度の戦略として，再生可能エネルギー導入に係る蓄電池の
適用に関する研究を行った．

 バイオマスの前処理・糖化・発酵プロセスにおける繊維組成変化の解析
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

 アマゾンの森林におけるバイオマスマッピング
教授 沢田 治雄



1．研究課題とその概要

141

 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

 路面下空洞（深層部）調査技術に関する研究
准教授 桑野 玲子

　地盤・地下水・地中構造物・交通荷重などの諸条件が路面下空洞の進展や道路陥没の発生に及ぼす影響を室内模型
実験や実態調査により評価する．

民間等との共同研究2. 

 KTN結晶内の電荷トラップの物性解明およびその制御に関する研究
教授 黒田 和男

 シリコン基板上に成長した鉄シリサイドの構造解析に関する研究
助教 （岡野研）松本 益明

 地中連続壁を用いた宅地地盤の耐震工法に関する研究
教授 小長井 一男

 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磁スピニング式粘度測定システムを，局所的粘弾性の測定装置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．本年度は特に低粘度域における粘性測定精度を向上させる
ための新しい技術の開発に成功した．

 インクジェットに関する計測技術の研究
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．本年度は各種溶液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．

 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．

 液滴物性評価及び評価方法の探索
教授 酒井 啓司

　ナノレオロジー技術の産業的応用を目指して，液体物性測定技術の開発を行った．

 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
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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．ポリシリコンを大気暴露するとリークが発
生し初期不良頻度が増大することがわかった．

 半導体用反射防止膜中の水素挙動に関する研究
教授 福谷 克之，准教授 ビルデ マーカス

 核反応分析（NRA）によるガラス中OH濃度定量
教授 福谷 克之

 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を用いて内部欠陥の情報を取得し，詳細な有限要素解析を行う．局所的応力集中度を評価し，疲労寿命曲
線を修正する．手法の妥当性を実部品の評価を通じて検証した．

 皮膚表面微細構造の力学特性評価に関する研究
教授 吉川 暢宏

　肌表面の微細構造の幾何学的性状変化が，力学特性変化に与える影響を有限要素解析を通じて明らかにした．

 FRP 製高圧薄肉パイプの最適設計に関する研究
教授 吉川 暢宏

　FRP製高圧薄肉パイプの強度評価を的確に行うため，メゾスケールモデルの適用可能性を検討する．フィラメント
ワインディング成形プロセスを順次シミュレーションし初期欠陥を評価する．一般性の高い損傷則で破壊メカニズム
を再現できることを示した．

 複合材平板の損傷シミュレーション技術に関する研究
教授 吉川 暢宏

　繊維強度複合材料の破壊メカニズムを明らかにするため，メゾスケールモデルを用いたシミュレーションを実施し，
材料パラメータと損傷発展の相関を求めた．

 開繊 CFRP材料の強度評価法に関する研究
教授 吉川 暢宏

　炭素繊維のミクロスケールパラメータが強度に与える影響を明らかにするため，有限要素シミュレーションを実施
した．

 内部欠陥を考慮した鋳造材の疲労寿命評価
教授 吉川 暢宏

　鋳造パイプの疲労寿命を予測するため，X線 CTによる内部欠陥計測に基づく方法を開発した．

 シリコンカーバイド中の積層欠陥の機械的特性に関する第一原理解析
准教授 梅野 宜崇

 レーザディスプレイ用スペックル測定の研究
特任教授 久保田 重夫

 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．
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 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 （横井研）丸野 満義，民間等共同研究員 （横井研）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，内部挙動の非破壊観察を可能としたマーキング可視化手法を適用することで成形品の
強度低下が大きいウェルド領域の流動履歴を具体的に明らかにした．また，肉厚変動領域に適用し，薄肉部通過に伴
う材料挙動を明らかにした．さらに薄肉部厚さが曲げ強度におよぼす影響を評価し，具体的指針を示した．

 フューエルセルバッテリーの研究
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

 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

 PSA プロセスへの自己熱再生技術適用の検討
教授 堤 敦司

 バイオエタノール濃縮脱水プロセスへの自己熱再生技術適用研究
教授 堤 敦司

 自己熱再生技術によるCCSプロセス効率化の研究
教授 堤 敦司

 高炉ガスからのCO2 分離・回収技術の開発：自己熱再生化によるCO2 化学吸収プロセスの省エネル
ギー技術開発

教授 堤 敦司

 二次電池・燃料電池（Fuel Cell/Battery）の評価研究
教授 堤 敦司

 車両表面粗度に着目したバックドア周りの空気抵抗低減技術の開発
教授 加藤 千幸

 空調用ファンマルチフィジクス解析
教授 加藤 千幸

 パンタグラフ舟体まわりの低騒音化に関する基礎研究
教授 加藤 千幸

 鉄道車両の車輪・レール接触モデルに関する研究
教授 須田 義大

　ライトレール等における分岐器の通過等において，路面・フランジ背面・フランジ先端部における他点接触を模擬
可能な車輪・レール接触力モデルを構築する．実車試験データとの照合により，モデルの妥当性を検証し，高精度化
を図った．
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 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を検討した．

 乗降位置可変型次世代ホーム柵の研究
教授 須田 義大

　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．

 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．

 タイヤの特性に関する研究
教授 須田 義大

　自動車の走行性向上のためのキャンバ角を付加した際のタイヤ特性を実車試験及び所有の自動車用タイヤ試験機を
用いた実験により検討した．

 運転履歴データを用いた運転支援の研究
教授 須田 義大

　車を運転する環境は様々であり，求められるうまい操縦方法も異なると考えられる。そこで本研究では，ある場所
や時間に合ったうまい操縦方法をドライバーに伝え，支援することを目的とした研究を行った．

 状況を把握し易いクルマの動き
教授 須田 義大

　人の知覚メカニズムを考慮する事により，安全運転し易い車の特性を定義することにあり，今回は人の知覚特性の
計測，運転環境下での計測と評価と人を考慮した車の特性評価手法の提案を行った．

 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 4）
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．

 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．

 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．

 複合現実感交通実験スペース（ドライビングシミュレータ）の多目的活用に関する研究
教授 須田 義大

　開発を進めてきた複合現実感交通実験スペース（ドライビングシミュレータ）の社会還元活用方法ガイドラインを
とりまとめた．
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 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

 超急冷遷移制御噴射技術で非晶質 /ナノ組織金属の大面積薄板開発に関する研究
教授 柳本 潤

 電磁鋼板の精密打抜きにおける材料特性・組織予測技術に関する研究
教授 柳本 潤

 共焦点マイクロPIV による流体内部流動の可視化
教授 大島 まり

 解離性脳動脈瘤の破裂予測プログラムの開発
教授 大島 まり

 水車の性能特性に関する研究
教授 林 昌奎

　水力エネルギー利用において，水力エネルギーの電気エネルギーへの変換に用いられる水車の性能特性を調査する．
水槽実験や理論解析によりエネルギー変換効率の良い水車を開発する．

 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

　医療及び医学教育分野に応用可能な粉末焼結積層造形技術の利用方法についての研究を行っている．

 金属表面処理による放熱特性改善の研究
准教授 白樫 了

 路面情報の推定に関する研究
准教授 中野 公彦

　車体の加速度から，路面情報，特に路面不整を推定することを目的としている．独立成分分析法などの多チャンネ
ルの計測信号から有意な信号を取り出す信号処理手法を用いて，車体モデルが不明な場合や，複数の振動源を持つ系
から，路面情報を推定することを試みる．数値計算，模型実験，実車試験を通じて，提案するシステムが有効である
ことを示した．

 養殖のもたらす海域の肥沃化効果の評価
准教授 北澤 大輔

　沖合養殖では，強い波浪や流れによって，排泄物質が拡散しやすく，自家汚染を防止しやすいと期待されている．
逆に，汚染物質が周辺海域の一次生産の増加につながり，肥沃化効果をもたらす可能性がある．そこで，沖合養殖の
海域への影響を現地調査によって明らかにし，エコロジカル・フットプリントを用いて評価する．

 HDPE製パイプ型大型浮沈生簀の浮沈構造の開発
准教授 北澤 大輔

　マグロ等を養殖するための生簀は，沿岸域よりやや外洋側に設置されることが多いが，波浪による力を受けて破損
しやすい．そこで，沈下式養殖の実現が期待されている．これまでに開発された生簀は，浮沈操作を行うことができ
なかったため，HDPE製パイプ内の空間を用いて，生簀を確実に浮沈させる構造を開発する．
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 可撓性ホースを用いた新たな漁具浮沈・漁撈作業自動化技術の開発
准教授 北澤 大輔

　定置漁業の揚網作業や生簀の浮沈作業は，魚を傷つけずに漁具を鉛直方向に移動する重要な作業である．本研究で
は，漁具の浮沈に対し，可撓性ホースという共通部材をもって応えるものである．可撓性ホースへの給排気により，
漁具を自動的，安定的に浮沈させる技術を開発する．

 セラミックス微粉体の立体混合技術の研究
准教授 土屋 健介

 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

　乳房のMRI画像と超音波画像を高速に位置合わせする技術の開発を行う．モダリティ間の画像特徴の差異，撮影
体位の差異，及び超音波プローブの圧力に起因する被検体の変形を前提とし，その影響を考慮した高速かつ高精度な
位置合わせ技術の確立を目指す．

 複合現実感の研究開発
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．

 MR 技術を用いた次世代型観光・教育施設の研究
教授 池内 克史

　観覧車やパークトレイン等の遊園施設とMR技術の融合による観光・教育要素を備えた次世代型遊園施設の開発
を目的とする．観覧車やパークトレイン等の遊園施設から見える現実世界と，映像等による仮想世界の融合による複
合現実感の実証研究．

 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

　画像計測的手段により工業部品の自動組み立て・検査を行う．そのための高精度な部品位置姿勢推定を可能とする．
工業部品を撮影した画像から部品ごと /ロットごとの形状ばらつきを表現するモデル生成技術を研究する．また，半
透明物体の距離画像計測する際の計測誤差をシミュレーションする技術を研究する．

 モバイル AR観光ガイドの研究開発
教授 池内 克史

　文化財デジタルコンテンツを活用したモバイル AR観光ガイドの実用化に向けた研究開発を行う．モバイル端末と
HMDを用いたガイドシステムを実現するにあたり，センサ等を用いた位置姿勢推定に関する研究を行うとともに，
実証実験による評価を行う．

 物理特性モデル化手法に基づく文化財のデジタル化に関する研究
教授 池内 克史

　物理特性が複雑な物体の計測処理技術の確立を目的とする．対象の物理特性をモデル化し，その特性に応じた計測
手法の考案を行う．

 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

　3D物体を中心とした次世代デジタルアーカイブの構築，検索，分析のための基盤技術をベースとして，本年度は
拡張現実感（Augmented Reality: AR）を利用したサーバ・クライアント方式の大規模 3Dデータ表示システムの更な
る改良を行う．具体的には昨年度開発した高速陰影処理や合成手法などの画像処理技術を利用して，実利用に向けた
課題検討とその解決手法の技術開発を行う．

 フレキシブル・エレクトロニクスの研究
教授 荒川 泰彦
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 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

 ナノ光電子デバイスおよびナノ量子情報に関する契約
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

 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

 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

 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）
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．

 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（その 2：杭芯位置計測と杭
打設機械の自動誘導システムの開発）

准教授 橋本 秀紀

 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
教授 佐藤 洋一

 動画像からの顔表情認識に関する研究
教授 佐藤 洋一

 ジェスチャによる機器インタフェース実用化のための研究
教授 佐藤 洋一

 複数の TAに対応する汎用 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
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　IDベース暗号は，メールアドレスなど任意の文字列を公開鍵とする暗号である．本研究では，豊富な付加機能で
IDベース暗号の応用範囲を広げるために，様々な応用に共通のプラットフォームを開発し，接続実験などによって
有効性を実証する．

 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を構築する際に，要件に基づき最適なシステム設計をしたいと考える要求は強い．しか
し残念ながら，技術面だけにとどまらない科学的な理論基盤に基づいた設計手法あるいはその評価手法は存在しない．
本研究では，ミクロ経済学的な最適投資モデルの理論研究を行い，費用対効果の観点で最適性を考えたシステム設計
指針に関して有効な含意を導出する．さらに，それらを応用して，設計ガイドラインの作成とケーススタディによる
評価を行う．

 金属元素添加SiO2 ガラスの構造物性解析に関する研究
教授 井上 博之

 ペプチド有機触媒の開発
教授 工藤 一秋

　ペプチドの触媒としての有用性を多様な反応を対象にして探索する．

 人工臓器及び組織工学に関する研究
教授 酒井 康行

 ポリオレフィンをベースとした高機能性高分子材料の創製
教授 吉江 尚子

 自己修復型機能を有するエコケーブルの開発に関する研究（その 3）
教授 吉江 尚子

 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

 積層セラミックコンデンサの酸素欠陥解析技術の開発
准教授 溝口 照康

 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

　建物の開口部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．

 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，低温廃熱を補助利用するヒートポンプ利用のバッチ式デシカント外気処理シス
テムを提案し，設計及び試作によって，システムの性能評価を行うものである．
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 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

　オフィスの環境設計に関する研究であり，「空間からの刺激をどのように感じるのか」という生理・心理学や医学
などの知見に基づき，モチベーションを向上させ，不要なストレスから解放する空間のあり方を明らかにすることを
目的とする．

 マイクロ波による空気殺菌の研究
教授 加藤 信介

　マイクロ波による空調機内（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マイクロ波による殺菌効果の検証を行うと共にシステ
ムへの組み込み方法についての検証を行う．

 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．

 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．

 高気圧酸素カプセル内快適環境設定に関する研究
教授 加藤 信介

　高気圧酸素カプセル内快適環境設計に関する研究であり，酸素カプセル内の換気，温湿度，空気清浄化，空気流の
方向，強さ，量さらに視覚，触覚，聴覚，嗅覚，心的な働きまで統合した「超快適なカプセル内環境」を実現するた
めの新しい仕組み，システムを検討する事を目的とするものである．

 低エクセルギーで快適な暖房方式の実現可能性に関する研究
教授 加藤 信介

　家庭部門の暖房エネルギー消費量低減に資することを目的として，低エクセルギーで快適な暖房方式の実現可能性
に関する研究であり，燃料電池等の排熱を利用した蓄熱床暖房方式の実現可能性をシミュレーションによって予測す
るとともに，温熱快適性を予測評価するものである．

 コージェネレーション廃熱利用バッチ式デシカント外気処理システムに関する調査研究
教授 加藤 信介

　建物における大幅な省エネのため，低温廃熱を補助利用するヒートポンプ利用のバッチ式デシカント外気処理シス
テムを提案し，設計及び試作によって，システムの性能評価を行う．

 省エネ型ドレンレス空調システムの開発
教授 加藤 信介

　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．省エネ型ドレンレス空調方式
の検討，デシカントを用いた省エネ型ドレンレス空調システムの開発及び性能検証を行う．

 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

 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
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 省エネルギー・CO2 削減の実現および環境教育を行う建物ユーザーシステムの研究開発における要
件定義と仕様決定および本システムの実証試験及び実証試験に基づくCO2 削減検証

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

 就労履歴管理ユビキタス情報基盤および就労履歴管理制度に関する研究
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

 既存建築物のネットゼロカーボン化に資する太陽熱のネットワーク的利用モデルに関する調査研究
教授 野城 智也

 室内地盤材料試験の高精度化に関する研究（その 2）
教授 古関 潤一，技術職員 （古関研）宮下 千花，民間等共同研究員 （古関研）佐藤 剛司

　地盤材料を対象に著しく大きなひずみレベルまでのせん断試験を行うことができる繰返しリング単純せん断試験装
置の開発と，同装置における局所変位計測を画像解析により実施するための基礎的検討を実施した．

 リサイクルガラス造粒砂の有効利用
教授 古関 潤一，技術職員 （古関研）宮下 千花

　廃ガラスを用いた粒状地盤材料を地中埋設管の埋め戻し土の液状化対策として有効利用することを目的として，同
材料の締固め特性と透水性能に関する実験的検討を実施した．

 持続可能な水利用に関する研究（平成 22 年度共同研究）
教授 沖 大幹

　環境負荷が少なく持続可能な水利用に関する知見を得ることを目的とし，企業活動を支える水利用が環境に及ぼし
ている影響の推計手法ならびにその持続的利用可能性に関するリスク評価を行う．

 湾岸部に立地する再開発地区の都市熱環境の予測
教授 大岡 龍三

　竹芝地区を対象とした東京都の都市再生計画に対して，風環境に配慮した建物形状，熱環境に配慮した空調熱源方
式を検討することにより，より良い環境を形成できる基本プランを提案する．

 Research and Development to Snow melting system by Ground Source Heat Pump System in Ja-
pan

教授 大岡 龍三

　日本の地中熱ヒートポンプシステムによる融雪システムに関する技術研究を行う．

 自己治癒材料に関する研究
教授 岸 利治

 エポキシ樹脂塗装鉄筋を用いたコンクリート・梁の沖縄海洋暴露実験調査
教授 岸 利治
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 木造住宅における接合金物劣化時の構造性能に関する研究
准教授 腰原 幹雄

 EV がもたらす新たな都市像に関する研究
講師 太田 浩史

 衛星画像を利用した災害変動解析手法の開発
講師 沖 一雄

 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基礎研
究

教授 藤田 博之

　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
ベルでの調査研究を行い，プローブ型デバイス用途への適用可能性と潜在限界値について検討している．

 MEMS振動子の評価に関する研究
教授 川勝 英樹

 摩擦摩耗現象の微視的観察と制御
教授 川勝 英樹

　摺動界面の相対的振幅，周波数を変化させ，その影響を TEMAFMにおいてその場観察を行っている．ナノ領域に
おいて，比較的遅い．

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

准教授 火原 彰秀，大学院学生 （藤井（輝）研）楠 智行

 電気浸透流ポンプを用いた微量液体制御技術開発とマイクロ流体チップへの応用
教授 藤井 輝夫，特任助教 （藤井（輝）研）木下 晴之

 マイクロチップを用いたDNA解析装置の研究
教授 藤井 輝夫，特任助教 （藤井（輝）研）木下 晴之，特任助教 （藤井（輝）研）木村 啓志

 新規細胞培養用基材の実用化研究
教授 藤井 輝夫，特任助教 （藤井（輝）研）木村 啓志

 μ TAS向け前処理技術の開発
教授 藤井 輝夫

 Feasibility Study on Microfl uidic Skin Penetration Analysis
教授 藤井 輝夫，特任教授 コラール ドミニク

 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

 MEMS技術の高周波デバイス応用に関する研究
教授 年吉 洋
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 光スキャナの開発
教授 年吉 洋

 MEMSディスプレー開発の共同研究
教授 年吉 洋

 光マイクロマシニングに関する研究
教授 年吉 洋

 RF-MEMSの研究
教授 年吉 洋

 圧電型センサの研究
教授 年吉 洋

 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

 イルカ類の長期生態環境音響モニタリング
教授 浦 環

　水中音響観測装置を用いて水中でのイルカの 3次元行動の長期モニタリングをおこなうとともに，ビデオなどによ
りイルカの画像情報を取得してアレイによるイルカの水中行動との相関をとる．これらの観測により，イルカの水中
行動を解明する．観測データから，イルカの音声の変化とさまざまな外的・内的要因との影響関係との関連について
研究する．また，音声によるイルカ類の識別可能性について検討を深める．

 港湾航路浚渫域における海底砂泥中の有害危険物音響映像探知システム開発
教授 浅田 昭，教授 浦 環，准教授 巻 俊宏，特任助教 （浅田研）前田 文孝，所長 （コスモ海洋）高梨 清一

　浚渫に先立ち安全のための磁気探査にて危険物を探知回収しているが，探知認識能力が悪く，作業効率，経費効率
が著しく低い．本研究では物体を映像認識する探査装置を開発することで，安全で効率的な有害危険物除去処理に寄
与することを目的とする．

 Collaborative Study about Automatic Data Processing for Forward Looking Sonars
教授 浅田 昭，特任助教 （浅田研）前田 文孝

　R&D of the advanced techniques and algorithms about automatic data processing for forward looking sonars, mainly diver de-
tection sonars that will achieve high detection rate and low false alarm rate under the severe underwater acoustical environment.
The algorithm will be suitable for a real-time implementation on commercially available PCs without the intervention of a human 
operator.

 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．

 大規模データの解析技術に関する研究
教授 喜連川 優



1．研究課題とその概要

153

　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．

 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．

 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．

 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

 マイクロフィンレス熱交換器の実用化研究
教授 鹿園 直毅

　気液熱交換器では，通常，熱伝達率の低い気相側の伝熱面積を拡大するために拡大伝熱面（フィン）が用いられる．
その高性能化のために，従来から様々なフィン形状が提案されてきた．フィンは凝縮水の排水性やフィン効率低下に
よる性能劣化が生じるため，フィンを有しないフィンレス熱交換器のニーズが高まっている．本研究では，フィンレ
ス熱交換器の実用化に向けた課題の抽出，実証研究を行っている．製品化に向けて，共同研究先企業と，基本設計と
性能評価，加工性の検討，信頼性評価を実施中である．

 表面張力応用気液分離器に関する研究
教授 鹿園 直毅

　近年，民生部門のエネルギー消費削減のため，高効率なヒートポンプの開発，普及の重要性が認識されてきている．
しかしながら，ヒートポンプを構成する圧縮機やモータ等の要素機器の単体効率は既に高いレベルにあり，大幅な性
能向上は困難である．今後の高性能化に向けた技術として，蒸発器ガスバイパスサイクル，二段圧縮サイクル，エジェ
クタサイクル等の高効率サイクルの導入が期待されているが，サイクル構成の複雑化に伴うコスト等の課題から，大
幅な普及には至っていない．これらの高効率サイクルに共通する構成要素の一つに気液分離器がある．従来の気液分
離器は，重力や遠心力などの体積力を用いるものが主であるが，装置が大型になるという欠点がある．体積力に代わ
り，面積力である表面張力を用いることで，気液分離器の小型化が期待される．本件旧では，要素実験により，①現
象のモデル化，②基本的流れ場における基礎データ取得，③気液分離条件の定量化の基礎研究を行っている．特に，
高乾き度条件下における，液滴飛散条件のモデル化，気液分離器最適設計に関する研究を行う．

 細管内の二相流の挙動観察および熱交換に及ぼす影響の検討
教授 鹿園 直毅

　現在のエネルギー利用は，燃焼による熱を経由した仕事や熱利用がほとんどであるが，数百度以下の熱はエクセル
ギー率が低いため，給湯以外の利用は必ずしも進んでいない．低温域でも適用可能な低コストでコンパクトな熱機関
の開発が望まれている．沸騰や凝縮の伝熱は激しい気液界面変動を伴うため，その評価には大きな困難が伴う．一方，
細径管内二相流においては表面張力が支配的となるため，気液界面変動が抑制され，現象理解と設計が容易になる可
能性がある．本研究では，細管内二相流の基本特性を明らかにするために，その伝熱特性を実験的に評価した．

 斜交波状面における流動解析
教授 鹿園 直毅

　単相層流域の伝熱促進手法として，前縁効果を用いたルーバーフィンやスリットフィンが広く用いられている．ルー
バーフィンはその原理から，低流速でも大きな伝熱促進効果が得られる一方で，ゴミ，凝縮水，霜等による目詰まり
や，加工性の問題から更なる伝熱促進は困難な状況にある．また，伝熱が促進される以上に圧力損失が増大してしま
うという課題がある．近年，当研究室では前縁効果を用いない新たな層流熱伝達促進法として斜交波状面を提案して
いる．対向する壁面に斜交波状凹凸を設けることで，剥離を生じることなく有効な二次流れが発生し，層流域での伝
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熱特性の顕著な向上が実現できることが示されている．本研究では斜交波状フィンで構成されたコルゲートフィン熱
交換器を試作し，実験によってその性能を系統的に評価している．

 HEMS向けスマート家電接続実証試験（要件定義・準備）共同研究
准教授 岩船 由美子

 褐炭乾燥の研究
特任教授 金子 祥三

　石炭可採埋蔵量の内，約 50％は褐炭に代表される低品位炭で，世界に広く存在しており，この有効活用により，
世界的規模でエネルギー供給に大きな安定をもたらすと期待される．しかしながら褐炭は水分が 50％超と多いこと
から，その乾燥に伴う熱損失により発電プラントの効率は 30％程度と低い．本研究では，発電プラントを対象とし
て褐炭の大容量で高効率利用のための乾燥技術を開発する．

 波力エネルギー実用化の研究
特任教授 金子 祥三

　波力エネルギ－の実用化を目指し，波力発電基本システムの検討を行い，これを小型船舶の動力とすることにより，
日本の沿岸漁業および海岸立地の電力会社に対してもメリットの得られるビジネスモデルの構築を行うことを目的と
する．

 CO2 削減案の研究
特任教授 金子 祥三

　地球温暖化対策は全世界的な重要案件となり，日本政府は温暖化対策基本法を制定し，2020年までに CO2を 25%
削減しようとしている（1990年比）．しかしこの目標は非常に高い目標であり，方向を誤ると日本の経済に非常な悪
影響を与え，またエネルギーセキュリティを損なう危険性がある．従ってこれから化石燃料を如何に使用すべきか，
再生エネルギーを如何に活用すべきか，国際協力のあり方などを総合的に解析を行い，これをバランスの取れた施策
としていかに実現するかについての研究を行う．

 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

　太陽光発電，風力，IGCC，CCSなど低炭素化への貢献が期待される技術を含めた環境性，経済性，安定性を満た
す長期電力需給計画の手法検討と定量検討・評価を行った．

 需要家内ナノグリッドにおける電力需給フラット化制御技術の研究開発
特任教授 荻本 和彦

　ナノグリッドにおける，蓄電池＋需要能動化による電力需給バランス制御技術の研究開発を行った．

 特殊電子ビーム溶解装置による，粉体シリコン連続供給技術の開発
教授 前田 正史

 太陽電池用シリコンの精製検討
教授 森田 一樹

 特殊フォトニック構造に関する研究
准教授 枝川 圭一

 微粉鉱の焼結に関する平衡論的研究
客員教授 山口 勉功

 TerraSAR-X のバイオマス算出の研究
教授 沢田 治雄
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 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

 TerraSAR の森林利用
教授 沢田 治雄

　アマゾンにおける TerraSAR-xの森林分野での利用法を開発する．

 土中に埋設された躯体まわりの高空隙領域形成過程に関する研究
准教授 桑野 玲子

　埋設管の施工時に発見される地盤内の高空隙領域を調査することを目的として，水の流れによって躯体周りに生じ
る高空隙領域の形成過程について検討する．

 広域避難における研究
准教授 加藤 孝明

 災害損傷構造物の迅速復旧工法の開発
准教授 加藤 佳孝

 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

 道路交通データを用いた応用システムの研究
講師 田中 伸治

 先進モビリティに関する研究
講師 田中 伸治

 系統制御路線における車群を考慮したインターグリーンの評価
講師 田中 伸治

 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

　準静電界的多重極子のセンシングや，通信などへの応用可能性についての調査研究．

 準静電界の生体効果の評価検証
特任准教授 滝口 清昭

　蚊などに対する電界（静電界・準静電界）の誘因防除効果の調査研究．

 準静電界を適用した技術の実用化研究
特任准教授 滝口 清昭

　準静電界を適用した新たなセンシング方法およびデバイス化の基礎検討．

 準静電界通信技術をモビリティー環境（自動車ボデ―・自転車フレーム）へ応用する為の基礎研究
特任准教授 滝口 清昭，特任研究員 （滝口研）河野 賢司

　移動体向け電極開発及びフィールドテスト，安全通信実現のための電極構造に関する研究．

 準静電界による微細異物の検出方法の研究
特任准教授 滝口 清昭，特任研究員 伊藤 誠吾



156

VI.　研究および発表論文

　準静電界を用いた工業用検査機器・顕微鏡などの研究開発．

 準静電界を用いた半導体デバイス解析
特任准教授 滝口 清昭，特任研究員 伊藤 誠吾

　光励起による半導体デバイス内の故障解析技術の基礎研究．

 準静電界を用いたタイヤ接地特性のセンシング技術に関する基礎研究
特任准教授 滝口 清昭，教授 須田 義大，特任助教 （須田研）山邉 茂之，特任研究員 （滝口研）河野 賢司

　準静電界を用いたタイヤ路面接地状態のモニタリングに関する研究．

 準静電界を用いたデジタル通信技術に関する調査研究
特任准教授 滝口 清昭，特任研究員 伊藤 誠吾

　準静電界を用いた近傍界のデジタル通信技術に関するフィージビリティスタディ．

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. 

 （独）科学技術振興機構　戦略的国際科学技術協力基盤整備事業 非中心対称性結晶における超高速光
電変換プロセス

教授 志村 努，助教 （黒田研）藤村 隆史，助教 （志村研）佐藤 琢哉，大学院学生 （志村研）吉峯 功，
教授 （東フィンランド大学）Alexei A. Kamshilin

　光ガルバノ効果（photo galvanic effect）は，中心対称性を持たない結晶に光を照射すると電流が誘起される現象で，
光電変換を行う一つの方法である．これまでは連続光あるいは nsオーダーの光パルスに対する光ガルバノ効果が観
測されてきたが，近年，100fs程度の光パルスでもこの効果が観測されている．われわれは，fsオーダーの高速なパ
ルスに対する光ガルバノ効果を新たな光検出の手法として用いることを目的として，研究を行っている．これまでに
半絶縁性 GaP単結晶に 100fsの光パルスを照射し，S/Nの高い電流信号を得，また，これを光パルスの相関計測に用
いる実験を行った．

 （独）科学技術振興機構　戦略的イノベーション創出推進事業 テラバイト時代に向けたポリマーによ
る三次元ベクトル波メモリ技術の実用化研究

教授 志村 努

 ピコ秒グリーンレーザーを用いた無熱切削加工技術の研究開発
教授 志村 努

 （独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（さきがけ）フェムト秒光波制御による超高速コ
ヒーレントスピン操作

助教 （志村研）佐藤 琢哉

　反強磁性体は一般にスピン歳差運動の周波数が数テラヘルツに達し，超高速スピン操作の可能性を秘めている．本
研究では，反強磁性体に円偏光フェムト秒光パルスを照射することで，外部磁場や外部電場を必要としない高効率で
テラヘルツクラスの相制御・光スイッチングを目的とする．今年度は，あらゆる磁性体で最高の自然磁気共鳴周波数
（約 4THz）をもつ CoOにおいて，円偏光照射によるスピン振動の誘起に成功した．

 （独）科学技術振興機構　先端計測分析技術・機械開発事業　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

　当研究室で開発した新しい粘弾性計測手法である EMSシステムをさらに発展させてレオロジー研究のブレイクス
ルーとするための要素技術の開発を行っている．本年度は電磁石式 EMSによる粘弾性スペクトルのリアルタイム測
定技術を構築した．
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 （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，准教授 ビルデ マーカス，助教 （岡野研）松本 益明，技術職員 （福谷研）小倉 正平，
技術専門職員 （岡野研）河内 泰三，特任研究員 （福谷研）米村 博樹，協力研究員 （福谷研）関場 大一郎

　本研究では，固体中の水素の挙動を明らかにするために，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，これまでに開発した水素分布計測顕微法を利用して
Pd積層膜中の水素分布計測を行い，水素透過初期には表面近傍で水素濃度が低下することを見いだした．また水素
吸蔵合金として注目されるMgTi積層膜中への水素吸蔵に関する研究に着手した．さらに，半導体デバイス中の水素
分布計測を行い，デバイス特性の劣化に伴って水素濃度が減少することを明らかにした．

 （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，准教授 ビルデ マーカス，教授 （阪大）岡田 美智雄，

講師 （筑波大）関場 大一郎，技術職員 （福谷研）小倉 正平

　金属や金属酸化物のナノ構造の表面は，バルク単体表面とは異なる反応性を示すことが期待されている．本共同研
究の目的は，金属，金属酸化物のナノ粒子やナノ薄膜，表面合金を作製し，新規化学反応性の探索と化学特性発現機
構を解明することである．白金族金属ナノクラスターでの水素吸着・吸収と炭化水素の水素化反応，Pdと AuPd合
金表面での水素解離と水素化反応，酸化チタンの単結晶表面とナノ構造表面での水素解離，について研究を行った．

 水素拡散を制御した高信頼性絶縁膜の開発とフラッシュメモリーへの応用
教授 福谷 克之，准教授 ビルデ マーカス

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　水素ステーション用複合容器の設計・評価に関する研
究開発

教授 吉川 暢宏

　水素ステーション用複合容器の強度評価を適切に行うため，小型の試験容器を用いた圧力サイクル試験を行う．試
験結果より，平均応力，応力振幅と寿命の関係を求める．

 （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，准教授 （神奈川工大）西野 晃徳，
助教 （東大）今村 卓史，大学院学生 （羽田野研）中野 留里

　電子間相互作用のある量子ドットなどに導線がつながって開放系になっている電子系を考える．ほとんどの研究で
は電子間相互作用を摂動で扱うか，開放系を閉鎖系で近似するかしている．それに対して我々は，電子間相互作用も
開放性も同時に厳密に扱う手法を展開する．解析的に厳密な散乱状態を計算する手法や，数値的厳密に電気伝導を計
算するアルゴリズムを開発する．

 （独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）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

 （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

 環境省　平成 22 年度地球温暖化対策技術開発事業 波力エネルギーの地域特性評価と係留システム
の研究

教授 木下 健，特任教授 黒﨑 明，准教授 （東大）早稲田 卓爾，株式会社 三井造船 前村 敏彦，
株式会社 三井造船昭島研究所 宮島 省吾，客員准教授 田村 仁

　波力発電の設置予定地である伊豆諸島沖合等の詳細な海象・波浪データーを最新の数値解析技術により予測し設置
場所を絞り込み，現場観測にて気象・海象条件を検証する．そして，複数の波力発電ブイを安全に配置できる係留シ
ステムを検討し，波と潮流を模擬した試験水槽を用いて係留システムの成立性を確認するための実証実験を行う．さ
らに，想定された海域で実海域実証試験を実施するための基本的枠組みを検討する．
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 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

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　戦略的石炭ガス化・燃焼技術開発（STEP CCT）／次
世代高効率石炭ガス化技術開発

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

 文部科学省研究振興局　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年度からの本格運用が予定されている京速コンピュータ「京」
（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．3年目とな
る平成 22年度はシステム全体の動作確認テストを行うとともに，大規模例題を対象とした実証解析を実施した．また，
3分野 8サブテーマの代表的ソフトウェア初期バージョン 16本を完成させ，使用マニュアルとともに平成 22年 6月
にインターネットで公開した．さらに，実用的ソフトウェアとしての機能増強を図るための研究開発を実施し，その
成果をソフトウェアへ実装した．

 （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

教授 須田 義大

　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．自動運
転隊列走行時に車列へ急な割り込みや停止時を想定したブレーキの信頼性向上のための評価を行い，また隊列時のド
ライバの心理的負担をドライビングシミュレータ実験と生体計測により計測，分析を行った．
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 国土交通省　国土技術政策総合研究所 ドライビングシミュレータ等を活用した ITS サービスの評価
に関する研究

教授 須田 義大，教授 池内 克史，准教授 牧野 浩志，准教授 中野 公彦，講師 田中 伸治

　道路基盤地図情報を活用し，効果的に ITSサービスの評価を行う方法を検討することを目的として，ドライビング
シミュレータ等への道路基盤地図情報の適用可能性の検討，道路基盤地図情報を活用したシミュレーション手法の検
討を行い，その結果を踏まえドライビングシミュレータ等を活用した ITSサービスの評価を行った．

 文部科学省研究振興局　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

 （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

　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
いく最先端リサーチ「プレ・体験」，理数系に意欲のある生徒が参加できる実験を中心とした授業である最先端リサー
チ「入門」，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」を実施し，ジュ
ニア科学者を育成するプログラムのモデルを構築する．

 文部科学省研究振興局　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

 （財）素形材センター 次世代構造部材創製・加工技術開発　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

　圧電セラミックス PZTから構成される超音波発振素子と，光ファイバセンサの一種である FBGセンサを超音波受
振素子としたハイブリッド超音波伝播システムを構築し，航空機用複合材料構造中の損傷を検出・診断する手法の構
築を行う．

 微細部品の搬送・組立てのための実用的なマイクロ・パーツ・ハンドリングシステムの試作開発
准教授 土屋 健介

　本プロジェクトでは，サブミリオーダーサブミリオーダの部品製造に比較して，技術開発が遅れているサブミリオー
ダーサブミリオーダ部品のハンドリング技術の開発を目指す．プロセスを大きく観察，搬送，組立，接合の 4段階に
分けて考え，その中で実際の作業で重要となる道具は，顕微鏡，工具，マニピュレータである．これらを一体として，
「マイクロハンド」と呼称し，本プロジェクトでは，このマイクロハンドの開発を中心に，中小製造業の作業現場で
実際に導入可能なコストと使い易さを実現したマイクロ・パーツ・ハンドリングシステムを開発することを目指す．

 （財）にいがた産業創造機構　戦略的基盤技術高度化支援事業　超微細成形技術によるシート型微小
針アレイの開発

准教授 土屋 健介

　従来のシート型微小針アレイは，微小な針で皮膚に穴をあけ，シートに塗られている薬液を皮膚直下に導入するも
ので，インシュリン注射針との置き換えは困難である．そこで本事業では，MEMS技術と超精密形状 ･微小穴加工
技術を複合させることにより微小針射出成形用の金型を開発し，射出成形過程の急冷現象と固化層の成長をシミュ
レーションによって確認した上で，微細部への最適充填条件を決め，高精細プラスチック成形加工を実現する．また，
熱収縮による残留応力を緩和し，微細形状を有するシート状成形品を得るために「異方性凝固法」を開発・適用する
ことで，しわ等の不具合を抑制し，高精細な極微小穴を有した微小針シートの成形を可能にする．
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 ボトムアップ組織形成術による生体組織システムの構築
特任講師 松永 行子

 （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

　隊列走行では前方障害物認識にたいする高い信頼性が要求される．このため道路の路側帯やトンネル内に存在する
構造物の位置，形状を正確に検出してで作成された道路電子地図データに追加する必要がある．道路の路側帯やトン
ネル内に存在する構造物の相対位置，や形状を計測するための 3次元データ道路地図作成技術の開発を行う．また，
道路上における縦方向の自己位置を簡便に推定するため，マーカを利用した推定手法の基礎検討を行う．

 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研究開発（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．

 甘樫丘地区における歴史体験施設整備に関する研究開発
教授 池内 克史，特任講師 （東大）大石 岳史

　本研究は国営飛鳥歴史公園甘樫丘地区においてゴーグル等を用いて甘樫丘展望台から飛鳥京の眺望と CG画像を重
ね合わせ，仮想空間上に飛鳥地方の史跡を再現する技術の研究開発を行うとともに，これを利用者が自立的に楽しめ
るシステムの製作，設置及び，システムと整合するコンテンツも作成するもことを目的とする．

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

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　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）

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

　極微細トランジスタとサブバンド間遷移を用いて赤外・テラヘルツ単一光子検出器の実現を目指すとともに，それ
に必要な高純度 GaAs系ヘテロ構造の結晶成長を行う．

 （独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（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

　本研究では，単一の分子や自己組織化量子ドットなどボトムアップ的単一ナノ量子構造に，極微細なギャップを有
する電極でアクセスし，ナノギャップ電極／ナノ量子系接合が発現する新しい物性やそれらのデバイス応用の研究を
行っている．

 （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

　我々は，江崎らが 1970年に提案した半導体超格子を用いたブロッホ発振器に注目して研究を進めている．特に本
研究では，フェムト秒レーザパルスにより励起された電子が半導体超格子内でブロッホ振動する時に放射する電磁波
波形の実験と理論を詳細に比較し，伝導ダイナミクスの解明を行った．
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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にひずみを加え
移動度を正確に評価した．その結果，nFETは細いほど電流向上率が上昇すること，pFETでは 9nm幅で十分大きな
電流向上率が得られることを明らかにし，ワイヤ幅の最適値は 9nmであることを示した．

 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，チャ
ネルの不純物濃度を下げることのできる完全空乏型 SOI MOSトランジスタにおいて，ランダムな離散不純物分布に
よる特性ばらつきが抑制でき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．

 （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

 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（CREST）日常生活空間における人の注視の推
定と誘導による情報支援基盤の実現

教授 佐藤 洋一

　本研究では，人の内部状態としての注意と密接に関係する注視に着目し，人間と調和する情報環境を実現するため
の基盤技術として，日常生活空間内において行動する人の注視をリアルタイムで推定する技術，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．

 （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

教授 佐藤 洋一，派遣研究員（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　戦略的国際科学技術協力基盤整備事業 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

　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する．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．両国技術の連携で厳密な証明を与え，安全性を高
める．さらに日本側の理論で同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．

 （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
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　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
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　地球規模課題対応国際科学技術協力事業　接続可能な地域農業・バイオマ
ス産業の融合（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，特任准教授 望月 和博

 （独）国際協力機構　地球規模課題対応国際科学技術協力事業における技術協力　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，特任准教授 望月 和博

 （独）科学技術振興機構　戦略的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）農業・食品産業技術総合研究機構　農村工学研究所　「バイオマス利用モデルの構築・実証・
評価」委託研究のうち，「（Cm3110）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，特任准教授 望月 和博

 （独）農業・食品産業技術総合研究機構　農村工学研究所　「バイオマス利用モデルの構築・実証・
評価」委託研究のうち，「（Cm7000）バイオマスタウン設計・評価支援ツールを用いた診断（ツール・
データベースの整備及び事例解析）」

教授 迫田 章義，特任准教授 望月 和博

 （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（ボトムアップ）基板を用いた新しい半導体（トップダウン）エレクト
ロニクスを展開するが，5年間で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．この目的に向
けて実験を担当する東京大学と理論を担当する鳥取大グループが緊密に連絡をとりながら，研究を推進していく．

 （独）科学技術振興機構　戦略的イノベーション創出推進事業 網膜細胞移植医療に用いるヒト iPS
細胞から移植細胞への分化誘導に係わる工程および品質管理技術の開発

教授 酒井 康行
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 （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
めの基礎研究推進事業　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

 （独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）酸素透過膜培養による擬似三次元肝
組織構築

教授 酒井 康行

 平成 22 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．

 環境省循環型社会形成推進科学研究費，レアメタル再資源化総合システム評価技術開発
准教授 安達 毅

 文部科学省研究振興局　　革新的環境・エネルギー触媒の開発（環境・エネルギー関連触媒の研究
開発と研究統括）

准教授 小倉 賢

 （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

 （独）農業・食品産業技術総合研究機構　食品総合研究所 平成 22 年度「食品素材のナノスケール評
価技術の解明と新機能の解明」委託研究のうち，「マイクロ・ナノ化学システムを用いる単一ナノ粒
子分析法の開発」

准教授 火原 彰秀

 環境省地球環境局　地球温暖化対策技術開発等事業 ダイナミックインシュレーション技術を活用す
る住宅の断熱改修に関する技術開発

教授 加藤 信介

　住宅の省エネルギー化という課題に対し，既存住宅の簡易的な断熱性能診断法の構築及び断熱改修を迅速に実施す
る技術開発を行い，断熱改修促進・暖房エネルギーの削減による家庭部門のエネルギー消費量削減を目的とする．特
に実用化に向けて断熱性能測定方法の有効性検証，断熱改修に関する要素技術の開発（プロトタイプの設計・試作及
び住宅における仕様詳細設計）を進める．

 （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 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 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

　工学的データの未表示，大量の流通在庫，供給主体の資金調達の不安定性などが，国内森林材の有効活用を阻害し
ている現状を踏まえ，樹木管理データベースシステム，木材流通トレーサビリティシステム，木材動産担保金融シス
テムを実装することにより，国内森林材を有効活用するための，品質・商流・物流マネジメントシステムの先導的雛
形を社会実装する．
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 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　平成 21 年度「次世代省エネルギー等建築システム実
証事業」「理想の教育棟」における次世代省エネルギー等建築システム実証事業

教授 野城 智也，教授 大岡 龍三，助教 （加藤（信）研）樋山 恭助，特任助教 （野城研）信太 洋行，
産学官連携研究員 （野城研）馬郡 文平，民間等共同研究員 （野城研）安田 大樹

　総合文化研究科「理想の教育棟」の新築にあたり，zero energy building にかかわる諸技術を実装し，その実効性を
検証する．

 データ統合・解析システム（相互運用性実現支援システムの開発）
教授 柴崎 亮介

 時空間情報サービスの技術動向調査
教授 柴崎 亮介

 地理空間情報に係る個人情報該当性等に関する調査
教授 柴崎 亮介

 GEOSSターゲット・タスク管理ツールの改修
教授 柴崎 亮介

 （財）日本情報処理開発協会　電子情報利活用推進センター 平成 22 年度 IT とサービスの融合による
新市場創出促進事業 地理・空間情報基盤活用サービス実証事業（地理情報データベース構築ツール
機能追加）

助教 （柴崎研）熊谷 潤

 岩盤破壊に関する数値解析手法の検証・高度化のための平面ひずみ圧縮試験
教授 古関 潤一，技術職員 （古関研）宮下 千花

　岩盤の亀裂進展や破壊現象を対象とする数値解析手法の検証は未だ十分ではない．そこで，これらの数値解析手法
の検証・高度化のために用いる基礎的なデータを得ることを目的として，平面ひずみ圧縮試験装置を用いて不連続面
を含む模擬岩盤供試体の圧縮試験を実施した．

 （独）日本学術振興会　第 4回日中地盤工学シンポジウム
教授 古関 潤一

　第 4回日中地盤工学シンポジウムを平成 22年 4月 12日～14日の 3日間にわたり沖縄コンベンションセンターで
開催した．基調講演，論文発表，討議，および現地見学会を実施し，両国合わせて 144名が参加した．発表論文と基
調講演を収録した論文集も刊行した．

 （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　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

　本研究は，地球規模課題である気候変動への適応に資する研究として，また，タイ国の気候変動に伴う水関連被害
の軽減というニーズに応えるために，相手国代表研究機関であるタイ国カセサート大学を中核とした現地研究機関・
現地現業機関と連携して，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タイ国に構築することが目
的である．そのために，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人間活動も考慮した水循環・水資源モデルを設
計開発する．そして，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・水環境管理のための水循
環情報統合システムをタイ国に構築し，地球環境保全，気候変動への適応を考慮した水資源管理，自然災害の被害軽
減といった利用ニーズに対して，水循環情報統合システムがいかに気候変動に適応した政策決定支援に有効であるか
を実証する．水分野における気候変動への適応策立案・実施支援システムはこれら観測，モデル，情報統合システム
からなり，本システムをタイ国カセサート大学に実装し，現地研究機関・現地現業機関が準リアルタイムで情報を取
得し，実際に運用できるようにすることが本研究の目的である．
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 （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が
目的である．

 （独）国立環境研究所 地球環境研究総合推進費 平成 22 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

　確率的気候変動シナリオを用いて算出した 2100年までの全球影響評価から，まず全球の水文・水資源アセスメン
トを行う．既に抽出されている水資源逼迫地域や変動成分の大きな地域における水資源影響評価を再検討する．併せ
てモデル及びデータの不確実性を考慮したアンサンブル計算から予測の信頼区間及び信頼性の評価手法について検討
を行う．

 （独）日本学術振興会 国際研究集会　「社会へ貢献する地球システム科学としての水文学」第二回シ
ンポジウム

教授 沖 大幹

　本研究費は，国際研究集会への助成である．本件費の支援のもと，平成 22年 6月 22日～平成 22年 6月 25日（4
日間）にて“Hydrology delivering earth System Science to Society” The second symposium（和名：社会へ貢献する地球シ
ステム科学としての水文学　第二回シンポジウム）を実施した．

 環境省地球環境局　気候変動による水資源への影響評価と適応策に関する研究①水循環評価
教授 沖 大幹

　わが国における各地域の水循環・水利用可能量に関して，気候変動の影響を受けて今後 50年～100年といった時
間スケールに対して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する．

 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

　地球温暖化に伴う洪水・渇水等のリスクの増減による社会基盤や産業への被害や便益を，マルチモデルアンサンブ
ル手法と人間活動を考慮した陸面水文モデルを用いることより，予測の不確実性を加味した上で定量的に推算する．

 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
ベースと物質循環・生態系モデルを構 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．

 環境省地球環境局　地球温暖化対策技術開発事業 太陽熱と地中熱を利用する水循環ヒートポンプシ
ステムに関する技術開発

教授 大岡 龍三

　水循環による熱のネットワークを構成し，太陽熱，地中熱，放射冷却などの再生可能エネルギーを利用して，暖冷
房，給湯，冷凍など多目的な熱供給と排熱利用を高効率に実現するヒートポンプシステム技術の開発を行う．

 （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 22 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
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 平成 22 年度環境研究総合推進費「風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究」によ
る委託業務

准教授 坂本 慎一，助教 （坂本研）横山 栄，特任研究員 （坂本研）辻村 壮平

　低周波数成分を含む騒音の暴露実験のための実験設備を整備する．これを用いて被験者 20人程度を対象とした予
備実験を行い，超低周波音を含む低周波数領域の音に関する聴覚閾値を調べる．

 錦帯橋経年変化ほか調査
准教授 腰原 幹雄

 伊豆石を使用した建築物の構造性能に関する実験
准教授 腰原 幹雄

 （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
准教授 竹内 渉

 （独）国立環境研究所 地球環境研究総合推進費 平成 22 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

准教授 竹内 渉

 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　Development of modules for the GPM/DPR standard algorithm
講師 瀬戸 心太

 全国の豪雨災害リスク評価支援データの開発とその解析
講師 瀬戸 心太

 （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

　NEMS/MEMSを用いたナノ・マイクロハンドリング技術やナノ・マイクロバイオデバイスを用いて，細胞の持つ
分化増殖能と人為的換作の組み合わせによる再生医療のためのバイオ・ナノプラットホーム技術を，特に再生医療に
おいて緊急の需要を持つ膵臓組織をターゲットとして開発している．

 （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開発プロジェク
ト

教授 藤田 博之

　ナノテクノロジー，バイオテクノロジーなどの様々な分野にわたるサイエンスとエンジニアリングを融合させ，将
来の革新的次世代デバイスの創出に必要な新しいコンセプトに基づいた基盤的プロセス技術群を開発し，さらにその
プラットフォームを確立することを目的に研究を行っている．

 （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

　MEMS技術で作製したナノピンセットを用いて，DNA分子など液中のバイオ分子を捕獲し，電気，機械，化学な
ど様々の特性を測るため，ナノピンセットの構造設計や制御について日本とフランスの共同研究を行っている．
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 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　「海底熱水鉱床探査の為の化学・生物モニ
タリングツールの開発」のうち「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）楠 智行

　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）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 （藤井（輝）研）Serge Ostrovidov，特任研究員 （藤井（輝）研）何 小明，

特任研究員 （藤井（輝）研）中村 寛子，特任研究員 （藤井（輝）研）金 秀炫，
大学院学生 （藤井（輝）研）川田 治良，大学院学生 （酒井（康）研）Mohammad Mahfuz Chowdhury

 （独）日本学術振興会　平成 22 年度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）
事業名「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

 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．より安価でナノパターンを製作，ハイブリッドパターンとその構造物の製作に取り
組んでいる．

 （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）科学技術振興機構　若手研究者ベンチャー創出推進事業　ヘルスケア・医療分野応用に向けた
フレキシブル多機能マイクロデバイス

特任研究員 （竹内（昌）研）栗林 香織

 文部科学省研究開発局　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，特任助教 （浦研）ソントン ブレア，准教授 巻 俊宏，
特任研究員 （浦研）杉松 治美，特任研究員 （浦研）Adrian Bodenmann，技術専門職員 （浦研）坂巻 隆，

大学院学生 （浦研）Sangekar Mehul Naresh

　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は，日本近海の深海底に賦存している．この
貴重な深海底鉱物資源を，我が国の経済活動に利用可能にするためには，その正確な賦存量を計測できる技術の実現
が求められる．このため，コバルトリッチクラストの正確な賦存量を測定することができる新しい音響計測センサを
開発して，ROVや AUVを利用することで，深海底においてコバルトリッチクラストの厚さを広域で正確に計測でき
る深海底探査システムの基礎を構築することを目的とした研究を推進している．
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 文部科学省研究開発局　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，特任研究員 （浦研）Adrian Bodenmann，
大学院学生 （浦研）正村 達也，特任准教授 福場 辰洋

　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の金属やレアメタル等が存在して
いると考えられ，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，資源の品位，すなわち含有量を計測することで，資源の賦存量を算出し，経済性を
評価する必要がある．このため，鉱床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等に搭載して，海底
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構築に向けた研究開発を推進している．

 （独）科学技術振興機構　研究成果最適展開支援事業（A-STEP）スマート型海上流出油防除システ
ムの研究・開発

特任助教 （浦研）金 岡秀

　本研究においては，石油製品運搬船や海上原油採掘施設から海上油流出事故が発生した際に，油流出による被害，
具体的には流出油の占有面積を最小に止める展張を実現するためのビークル誘導法を確立し，1/10スケールの縮小型
テストベットシステムの製作により実用化に向けた実験検証を行う．

 文部科学省研究開発局　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，技術補佐員 （浅田研）TELANDRO Thomas，

ISEN－ Toulon，France 教授 （招聘研究員）Philippe Cormontagne

　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）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効率的劣化診断のため音響カメラを使った岸壁の高精度
スキャニング撮影解析方法を開発する．平成 22年度は撮影時の音響ビーム時間の遅れによる画像歪み補正による鮮
明化，モザイク時の縦方向の位置合わせの半自動化による操作性の向上，立体画像表示機能の開発，計測システムの
改造設計を行う．

 文部科学省研究開発局　国家基盤技術　データ統合・解析システム
教授 喜連川 優，准教授 根本 利弘

　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．

 文部科学省研究振興局　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．

 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
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　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 クラウドサービスを支える高信頼・省電力ネッ
トワーク制御技術の研究開発（高信頼クラウドサービス制御基盤技術）

教授 喜連川 優

　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．そのために，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．

 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

 斜交波状面を用いたヒートポンプ用超小型オイルセパレータの開発
教授 鹿園 直毅

　高効率ヒートポンプサイクルの構成要素の一つであるオイルセパレーターの大幅な小型化を実現するために，これ
まで当研究室で研究を進めてきた微細流路を用いた超小型気液分離器をさらに発展させ，斜交波状伝熱促進技術を組
み合わせることで，強い遠心力効果と高実装密度を両立させた超小型オイルセパレーターを開発する．具体的には，
高密度に実装された斜交波状フィンを用いて，従来のオイルセパレーターよりもはるかに小さな曲率半径の旋回流れ
を発生させ，気相とともに流れる微細な油滴をフィン壁面に衝突させ捕獲する．斜交波状フィンの形状，液滴循環量，
冷媒物性等の影響を系統的に評価し，本原理に基づく新たなオイルセパレーターの設計手法を構築する．また，各種
冷凍・空調サイクルに適用可能なオイルセパレーターを設計，試作し，実際の冷凍サイクル中での効果を評価する．

 褐炭乾燥システム調査
特任教授 金子 祥三

　褐炭は一般に揮発分比率が高く，また乾燥後の褐炭は瀝青炭に比べて比表面積が大きく発火性が強い事が懸念され
る．発電やガス化プラントとしては，乾燥前の石炭および乾燥後の石炭について，安全にハンドリングすることが重
要である．このため褐炭の乾燥特性・燃焼特性・安全性の面から，石炭のハンドリングを含む乾燥装置として必要な
対策について，文献調査や現地調査などを含む調査・検討を行い，装置設計のあるべき姿を取り纏める．

 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

　家庭，業務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，太陽光発電などの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の構築に関する研究を行った．本システムでは，気象
予測に基づいて予測される再生可能エネルギー供給量と，空間の質の維持向上に必要なエネルギーサービス量を境界
条件として，需要側の分散エネルギーマネジメントシステムが自律・協調的に運用され，生活の質の維持，省エネに
加え従来供給側が行ってきた需給調整機能を需要側で分担することで，再生可能エネルギーの導入拡大，エネルギー
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システムとの協調による全体の品質向上という，エネルギー問題と環境問題の同時解決をめざしたものである．

 環境省地球環境局　地球温暖化対策技術開発等事業 太陽光発電システムにおける信頼性向上のため
の遠隔故障診断に関する技術開発

特任教授 荻本 和彦

　太陽光発電システムの長期信頼性を確保するために，個別システムの維持管理に情報提供を行うことができる遠隔
故障診断技術の開発を行い，将来の数千万台規模の太陽光発電システム導入において，設備の不具合を早期に発見し，
個別の設備の適切な維持管理と，設備全体からの持続的な発電出力の確保を目的とした研究である．追加的な気象セ
ンサを利用しない，安価な遠隔でのデータ収集・故障診断技術の開発，機器の様々な故障モードを最大限に推定でき
る機能，設置環境による出力変動と機器の不具合による出力変動を識別できる機能を含み，多数の太陽光発電システ
ムを対象とできる操作性・信頼性とスケーラビリティのある管理システムの基本設計を行った．

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　太陽エネルギー技術研究開発／太陽光発電システム次
世代高性能技術の開発／発電量評価技術等の開発

特任教授 荻本 和彦

　太陽光発電（PV）大量導入時の電力システム運用に不可欠な太陽光発電量予測技術の確立をめざし，予測技術の
仕様策定，評価を目的として，電力システムの運用モデルの文献調査，既存の電力システム運用に基づく PV発電量
予測手法解析・評価モデルの仕様を決定，開発を行った．

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　蓄電複合システム化技術開発　共通基盤技術開発／蓄
電池を用いたエネルギーマネジメントシステム性能評価モデルの開発

特任教授 荻本 和彦

　将来の電力需給の低炭素化につき重要な役割を果たす蓄電池の適用効果評価をめざし，蓄電池を用いたエネルギー
マネジメントシステムモデル，周波数影響評価モデル，電源構成への影響評価モデルの開発を行った．

 文部科学省研究開発局　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

准教授 巻 俊宏

　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，資源が賦存する海域の地形や周囲の生物分布といった環境情報などを高
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．

 ドライビングシミュレータ等を活用した ITS サービスの評価に関する研究 国土交通省研究委託
准教授 牧野 浩志

 （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構　亜鉛精鉱の特性に関する調査
特任研究員 （前田研）大藏 隆彦

 （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

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　太陽エネルギー技術研究開発／太陽光発電システム次
世代高性能技術の開発／太陽電池用シリコンの革新的プロセス研究開発（Si 精製プロセスの開発）

教授 森田 一樹

 Cu 除去フラックスによる耐火物の溶損機構の解明
教授 森田 一樹
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 （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

 （独）森林総合研究所 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

 文部科学省科学技術・学術政策局　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，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，事前
の地域防災力を向上させる情報システムを開発するとともにモデル地域へのシステムの実装を目指している．我々の
研究チームは，減災情報システムの中でも，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
化を目指している．また，本システムを常時から活用できるシステムとして機能させることにより，災害時により実
行力を発揮できる環境整備を目指している．

 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

教授 目黒 公郎，准教授 大原 美保，助教（目黒研）沼田 宗純

 （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，助教（目黒研）沼田 宗純

 国家基盤技術　防災情報マッシュアップサービスの展開・検証
准教授 加藤 孝明

 大規模水害対策の検討に係る避難人口調査等委託
准教授 加藤 孝明

 水害時の状況に応じた避難及び避難情報提供に関する調査研究
准教授 大原 美保

 （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

講師 田中 伸治，教授 桑原 雅夫

受託研究（公的資金以外）2. 

 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

 MQL 切削による焼結体の高速切削可能性調査
教授 帯川 利之

 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，教授 （大気海洋研）永田 俊，環境情報統括員 （滋賀県琵琶湖環境科学研究センター）熊谷道夫，
教授 （滋賀県立大）伴 修平，准教授 （京大）陀安 一郎，教授 （東京海洋大）山崎 秀勝
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　今後，気候変動に伴って気温の上昇が予想されている．本研究では，気候変動が琵琶湖の生態系に及ぼす影響を予
測するために，流動場̶生態系結合数値モデルを開発する．また，今後 100年間の気候変動シナリオに基づく将来予
測計算と緩和策の提案を行う．

 雷放電の電磁気的研究
教授 石井 勝

　電磁界観測によって，雷放電の性状を研究する．

 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無線給電，これらを応用した生体活動モニタリング
准教授 高宮 真

 大規模コンベンションセンター複合施設におけるCO2 削減及び建物マネジメントの手法構築に関す
る研究

教授 野城 智也

 鋼製枠組みと LVL パネルを用いたハイブリッド耐震システムの開発
准教授 腰原 幹雄

 音響による水中生物の生態観察に関する研究
教授 浅田 昭

　音響ソーナーを使った水中生物の生態を観察する新しい手法を研究開発するため，水中生物の分布，識別，行動，
季節変化をソーナー信号解析で捉える研究を行う．

 低炭素社会に向けた火力関連施策に関する研究
特任教授 金子 祥三

　低炭素社会に向けた国内外の政策動向を把握し，課題を明らかにすると共に，その課題を解決するための火力関連
の具体的施策を立案し，技術的・経済的評価を行う．（1）国内外における低炭素関連の施策動向などの調査 （2）低炭
素社会実現に向けた火力関連施策の評価．

 自律航行型水中多目的ロボット（AUV）の開発
准教授 巻 俊宏

　原子炉内の点検に利用可能な自律航行型水中多目的ロボットシステムを開発する．

 スラグ中 B2O3 の熱力学データに関する研究
教授 森田 一樹

 大規模地震発生時における電力ネットワークのリスク管理に関する研究
教授 目黒 公郎

 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
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所内措置研究費D. 

展開研究1. 

 高度新規酵素開発におけるプロダクトイノベーションに関する研究
教授 佐藤 文俊

 大面積窒化物半導体成長技術を用いた LEDディスプレーに関する研究
准教授 火原 彰秀

 小型観測ロケット搭載による宇宙型展開構造の展開実験
教授 川口 健一

選定研究2. 

 イオンビームを用いた軽元素のサブナノメートル構造解析
准教授 ビルデ マーカス

　Construction of a magnetic spectrometer high resolution Rutherford backscattering apparatus for elemental depth profi ling 
analysis of nanostructures and ultra-thin fi lms．

 自律型原子シミュレータの開発ならびに粒界拡散抑制のための原子シミュレーション
准教授 梅野 宜崇

 スレーキング特性を考慮した斜面災害予測モデルの開発
准教授 清田 隆

 酸化物におけるドーパントの拡散と固溶の相関性に関する研究
准教授 溝口 照康

 マイクロ波加熱による超高速焼成SOFCの電極特性に関する研究
教授 鹿園 直毅

　固体酸化物形燃料電池（SOFC）は，電気炉で 1400℃程度の高温で 10時間以上の時間をかけて焼結され製造され
るが，その焼結プロセス（温度履歴）がセルの初期特性のみならず，長期信頼性に大きな影響を与えることが知られ
ている．本研究では，超高速昇温が可能な焼成法であるマイクロ波加熱により SOFCを製作し，その電極構造と過電
圧特性を明らかにすることを目的とする．マイクロ波加熱法の性能向上効果を系統的に検証し，そのメカニズムを明
らかにすることで，SOFCの性能および信頼性向上につながる新たな知見が得られることが期待される．

 海底熱水鉱物資源量を計測する低周波音源とVCSを組み合わせた三次元構造探査手法の開発研究
准教授 巻 俊宏

　海底熱水鉱床の海底表面の従来観測技術に加え，新しい効率的な層厚の観測を組み合わせ，3次元構造から鉱物資
源量を推定する手法を開発し，我が国の海底資源開発技術の向上を図る．

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，客員准教授 鈴木 高宏，准教授 竹内 渉，
准教授 石井 和之，准教授 巻 俊宏，特任研究員 （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
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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 大島 まり，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，

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，客員准教授 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，准教授 今井 公太郎，准教授 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，教授 沢田 治雄，教授 柴崎 亮介，准教授 竹内 渉，講師 田中 伸治，

教授 中埜 良昭，教授 藤井 明，教授 村松 伸，教授 目黒 公郎，教授 野城 智也，准教授（福島大）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．

 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．

所長裁量経費4. 

 繰り返し利用可能な教育用振動実験のための簡易試験モデルとその可視化設備の整備
教授 中埜 良昭，教授 小長井 一男，准教授 腰原 幹雄，助教 （中埜研）高橋 典之，助教 （中埜研）崔 琥

　千葉実験所公開時やその他の施設見学時において，小中高生，大学院進学前の比較的若い学生などを対象に，振動
実験装置（振動台）およびその稼働の様子を間近で見学し体験できるための試験モデルおよびその振動波形を具体的
に表示できる装置を整備する．試験モデルは繰り返し利用可能で設置・移動が容易であること，異なる周期の構造物
の振動挙動を同時に模擬・比較できること，を念頭にモデルを製作する．なお，本設備のシステムには，一部既存の
研究用実験機器も利用する．
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 「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，
客員准教授 鈴木 高宏，准教授 竹内 渉，准教授 石井 和之，准教授 巻 俊宏，特任研究員（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．

 ファサード・レトロフィットに関する建築設計論的研究
准教授 今井 公太郎

　本研究は，建物改修時のファサード・エンジニアリング，即ちファサード・レトロフィットにおいて，意匠・構造・
環境・法規の各領域を有効に統合する計画手法について，建築設計論的側面から考察し，新たな設計手法の提案を試
みるものである．レトロフィットの方法論を分析し，60号館の改修計画等，具体的な設計作業に応用を試みる．

 分光分析測器を用いた水蒸気同位体比の観測～地表面水循環過程の理解深化に向けて～
准教授 芳村 圭

助教研究支援5. 

 低速電子顕微鏡の動力学的解析によるナノスケール原子配列構造決定手法の開発
助教 （岡野研）松本 益明

 高温・高表面張力・高粘性な液体の物性研究のための新技術開発およびその製品化
助教 （酒井（啓）研）美谷 周二朗

　液体の表面張力を迅速かつ高精度で測定するために開発したレボルビング・ドロップ法の産業的利用を目指し，製
品化を見据えた装置開発を行った．特に，工業的に要請の高い溶融金属やガラス融体での表面張力測定を実現するた
め，サンプルの微小化，温度制御範囲の高温化を行い，数秒で 1000度まで昇温しさらに数秒で表面張力の測定を完
了させることに成功した．また，装置の完成度を高め操作性の向上を図った．

 金属錯体触媒による特異な活性化に基づいた水素を利用する新規合成反応
助教 （工藤研）清野 秀岳

　温和な条件下で水素分子を活性化する金属錯体を利用し，物質生産に有用となる触媒反応を開発した．金属－硫黄
結合の協同的作用によって水素分子を不均一に開裂することにより，生物的メタン生成のモデル反応を行った．また，
動的配位挙動を示す四座ホスフィン配位子を用いて新規金属錯体を合成し，有機不飽和化合物の水素化が特異な機構
で進行することを見いだした．

寄付金（公募によるもの）E. 

 （財）JFE21 世紀財団　平成 22 年度研究助成　核共鳴X線錯乱の時間スペクトル解析による鉄中の水
素誘起拡散の研究

教授 岡野 達雄

 （財）谷川熱技術振興基金　（財）谷川熱技術振興基金研究助成 量子熱電現象の実験的開拓と理論的
解析
准教授 羽田野 直道，特任研究員 （羽田野研）平山 尚美，助教 （東大）遠藤 彰，准教授 （横国大）白崎 良演，

准教授 （核融合研）中村 浩章，准教授 （埼玉大）長谷川 靖洋，大学院学生 （東大）藤田 和博，
准教授 （分子研）米満 賢治

　熱電効果はエネルギーを効率よく利用するために有用な現象である．本研究では，低温で量子効果が顕著に表れる
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場合の熱電効果を理論と実験の両面から調べる．その知見を基に，量子熱電効果を利用した熱電変換効率の高いデバ
イスや，新しい機能を持ったデバイスを提案するのが，本研究の目的である．系としてビスマス単結晶・ビスマスナ
ノワイヤー・キッシュグラファイト・半導体界面中の 2次元電子系を考える．これらが低温でどのような量子熱電効
果を示すかを実験と理論の両面から調べる．これまでにビスマス単結晶の低温（＜ 1K）での量子ネルンスト効果を
理論的に説明することに成功している．今後は直ちに以下のようなテーマに取り組む：（1）ビスマスナノワイヤー（細
さ・長さとも世界記録）の量子熱電現象の実験と理論（2）キッシュグラファイトの量子熱電効果の実験と理論（3）2次
元電子系で電子温度のみを加熱する実験とそのシミュレーション．

 （財）村田学術振興財団 平成 22 年度研究助成　スピンホール効果を用いた強磁性体細線中の磁壁移
動の検出

特任助教 （町田研）守谷 頼

 （財）マザック財団 研究助成　エアジェット援用加工法によるチタン合金の高速切削
教授 帯川 利之

 （財）天田金属加工機械技術振興財団 研究助成　インクリメンタル・マイクロフォーミングを活用し
た機能性セラミックスの微細薄膜構造の三次元造形

教授 帯川 利之

 快適性の工学的応用に関する研究グループ
教授 須田 義大，助教 （須田研）平沢 隆之

　快適性の研究手法について議論するため，琉球大学の快適性に関する研究者との交流シンポジウムを，琉球大学に
おいて開催した．

 （財）安藤記念奨学財団　平成 22 年度研究助成　土地に不案内な来訪者で混雑する行楽地の乗り継
ぎ地点駅で，歩行者の円滑な流動を図るため，グループ観光客を対象とする効果的な乗り継ぎ経路
案内方法を検討する研究

助教 （須田研）平沢 隆之

　自治体，観光協会，観光施設，バス事業者の協力を得て，秋の行楽シーズンに観光案内所窓口における観光客の行
動内容を調査・集計した．

 公益財団法人　旭硝子財団　平成 22 年度研究助成　マイクロレオロジー機構の解明のための多波長
同時計測技術の開発

教授 大島 まり

　本研究は，血液の成分分離あるいは分析を少量の血液で手軽に簡単に行うことが可能なマイクロ流体デバイスの開
発のために，マイクロスケールにおける血流と血球の相互作用や血球の変形などマイクロレオロジーに関する機能の
把握を目的としている．そこで，マイクロ流路内を流れる血球の挙動と周囲流体との相互作用を同時計測することの
できる，波長分離機構を持つ共焦点マイクロ PIV（Particle Image Velocimetry:粒子画像流速測定法）システムの開発を
行う．

 一般社団法人　水産資源・海域環境保全研究会　研究助成　沿岸養殖と沖合養殖のエコロジカル・
フットプリントの比較調査

准教授 北澤 大輔

　エコロジカル・フットプリントは，人間活動の大きさを面積で表す指標である．人間活動の持続可能性を維持する
ためには，できるだけ面積を使用しない活動が求められる．本研究では，養殖業に焦点を当て，エコロジカル・フッ
トプリントによる評価手法を確立する．

 （財）村田学術振興財団 2010 年度研究助成　10nm級の位置・形状制御した量子構造の形成，高機能
エレクトロニクス素子への応用

助教 （平川研）柴田 憲治
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 （財）マツダ財団 2010 年度研究助成　無容器法で合成したEr ドープシリカガラスの発光特性におけ
るBa添加効果の構造学的解明

助教 （井上研）増野 敦信

 公益財団法人 住友財団　2010 年度環境研究助成　太陽光エネルギーを利用した一重項酸素生成とそ
の電極反応の研究

准教授 石井 和之

 公益財団法人 旭硝子財団　平成 22 年度研究助成プログラム　分子振動とナノ構造振動を解析する
ナノ材料センシング法の開発

准教授 火原 彰秀

 公益財団法人 旭硝子財団　平成 22 年度研究助成プログラム　リバースシミュレーションによる汚
染源の特定に関する研究

教授 加藤 信介

　時間逆方向に CFD解析を行うこと（リバースシミュレーション）は汚染源の特定などの環境分野において大きな
注目を集めている．しかし，それには負の拡散が生じるため数値不安定が生じることが大きな問題として挙げられる．
安定して CFD解析できる手法を開発することを目的とする．

 （財）大林都市研究振興財団 平成 21 年度研究助成　市街地の風通し評価から見た都市形態の性能規
程に関する研究

教授 加藤 信介

　都市は上空風から様々な恩恵を蒙っている．上空から流入する新鮮空気により有害物質は希釈され，清浄で安全な
環境が保たれる．また，風速により清涼な快適性がもたらされる．そこで，市街地風環境の機能（清浄化機能および
清涼化機能）を見積もることで都市の風環境評価を試みる．

 （財）鹿島学術振興財団 2010 年度国際学術交流支援費 医療関連感染とその対策交際セミナー
教授 加藤 信介

　本国際セミナーでは，国内外の医療関連感染拡散防止分野の先進専門研究者による講演が行われ，最新の関連研究
成果に基づき意見交換をした．日本の先進技術および世界各国の先進研究動向が共有できる機会となった．

 公益財団法人 旭硝子財団　平成 22 年度研究助成プログラム「環境研究・近藤次郎グラント」リバー
スシミュレーションによる拡散源特定に関する研究

准教授 北澤 大輔，教授 加藤 信介，教授 半場 藤弘，大学院学生 （加藤（信）研）安部 諭

　汚染物質が大気や海洋に流出した場合，ただちに汚染源を特定し，対策を講じなければならない．本研究では，リ
バースシミュレーションによる汚染源特定手法の開発を行う．

 （財）日本科学協会　平成 22 年度笹川科学研究助成　日本の海の近代化に関する研究 - 灯明台／灯台
の建設氏

助教 （村松研）谷川 竜一

 公益財団法人 旭硝子財団　平成 22 年度研究助成プログラム「環境研究・近藤次郎グラント」ウォー
ターフットプリント推計手法の国際標準化に向けた開発

教授 沖 大幹

　ウォーターフットプリントとは，モノの生産において実際に使用された水資源量や，水使用のもたらすインパクト
のことを指す．ウォーターフットプリントに関する初期の研究では，生産において使用された水資源の“総量”しか
明らかにしていなかったが，東大生研沖グループは 2007年，農畜産物の生産に消費された水が，持続的な水資源（グ
リーンウォーター）なのか，非持続的な水資源（ブルーウォーター）であるのかについて推計することに成功してい
る．一方，水使用のインパクトの点では，使用した水資源の違いによる影響や，水の豊富な地域と水不足の地域で水
消費がもたらす影響の差異を考慮する必要がある．しかしながら，現在のウォーターフットプリント指標には，生産
による水使用量と生産物の経済価値のみを考慮した指標や，エネルギー消費量（＝ CO2排出量）によって評価する
指標が考えられているものの，コンセンサスのとれた推計手法や，わかりやすくかつ意義のある指標というものが未
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だに確立していない．そこで，本研究では，ウォーターフットプリントの ISO化にあたり，・緻密な推計手法におい
て世界をリードし，・わかりやすくかつ意義のある指標を提案することを目的とする．

 （財）三菱財団 平成 22 年度研究助成　高密度市街地における化学反応を考慮した大気環境解析のモ
デルの開発

教授 大岡 龍三

　都市空間では高密度な空間利用が進展しており，半閉鎖的な空間が多く形成されている．弱風域では汚染物質が長
期にわたって滞留し，空気質の低下を招いている．従来の予測や解析は多くの場合，汚染物質の非反応性を仮定して
いるが，その滞留時間内に反応が進行し汚染物質濃度に無視しえない影響を与えることが予想されるため，化学反応
を考慮した大気環境解析のモデルの開発を行う．

 （財）JFE21 世紀財団　2010 年度技術研究助成　高炉スラグ微粉末仕様コンクリートにおける塩分侵
入限界深さの存在検証と機構解明

教授 岸 利治

 （社）セメント協会　2010 年度研究奨励金 Geopolymer 技術を応用したフライアッシュコンクリート
の初期圧縮強度増進方法開発及びそのコンクリートのひびわれ自己治癒性能の評価に関する研究

助教 （岸研）安 台浩

 高速道路関連社会貢献協議会　平成 22 年度研究助成　半地下構造道路周辺の実用的な騒音予測法の
開発と適用性の検証

准教授 坂本 慎一，助教 （坂本研）横山 栄，（財）小林理学研究所 松本 敏雄

　高速道路では環境対策型道路構造として半地下構造が採られることが多い．半地下構造道路周辺の標準的な騒音予
測計算法である仮想点音源モデルによる簡易計算法は，現状，排水性（低騒音）舗装や吸音ルーバー等の騒音低減対
策の効果を考慮することができない．そこで，供用前の半地下構造道路における現場実験によりそれらの騒音低減対
策の効果を定量的に調べるとともに，計算モデルの構築を行った．

 公益財団法人 トステム建材産業振興財団　第 19 回（平成 22 年度）研究助成　中層木造建築のプロ
トタイプ

准教授 腰原 幹雄

 （財）第一住宅建設協会　平成 21 年度研究助成　地中海港湾都市アライアンスの都市再生手法の比
較研究

講師 太田 浩史

 （財）村田学術振興財団 平成 22 年度研究助成　ナノ振動子や分子の振動計測による極微の場や質量
の高周波計測

教授 川勝 英樹

 笹川日仏財団 平成 22 年度助成 NAMIS オータムスクール
教授 川勝 英樹

 （財）港湾空港建設技術サービスセンター研究開発助成　自律型水中ロボットと海底ステーションに
よる水中構造物の全自動・長期モニタリングシステム（その 1）

准教授 巻 俊宏

　本研究では，AUVの充電・データ転送を行う海底ステーションと AUVを組み合わせることで，全自動かつ長期
展開が可能なシステムを提案する．このようなシステムが実現すれば，人間が現場へ行く必要がなくなるため港湾施
設の保守点検コストの大幅な削減が可能になる．特に羽田空港で現在建設中の D滑走路 [2]のような大規模構造物の
定期点検に威力を発揮すると期待される．また，天候・時間によらない対応が可能になるため，災害時の緊急調査や
重要施設の警備にも応用可能である．
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 （財）池谷科学技術振興財団 平成 22 年度研究助成　高純度金属バナジウムおよびチタン -バナジウ
ム合金の新しい製造技術の開発

教授 岡部 徹

　バナジウムは，ベースメタルである銅やニッケルよりも資源的に豊富に存在するため，資源量のみを見ると需要の
増大に応じて大量生産を行えるポテンシャルを有している．しかし，バナジウムのほとんどは地殻中に分散し希釈さ
れた状態で存在し，一般的なバナジウム鉱石の品位は極めて低い．バナジウムの世界での資源埋蔵量は，中国，南ア
フリカ，ロシアの 3カ国で 99％以上を占めており，バナジウムは資源セキュリティにおいても重要なレアメタルの
ひとつである．バナジウムの酸化物原料から高純度の金属バナジウムおよびチタン－バナジウム（Ti-V）合金を簡便
に効率良く直接製造する新しいプロセスの開発を目的とする．酸化物原料の予備成形体を金属蒸気で還元するプリ
フォーム還元法（PRP）を用いて，バナジウムおよび Ti-V合金の製造を試み，その有効性を検証する．高純度金属
バナジウムおよび Ti-V合金を大量生産することができる画期的な製造法の確立を目指す．

 （財）学術振興野村基金　研究助成 低成長時代における地方財政自立のためのBCMを活用したリス
クファイナンス手法の構築

助教 （目黒研）沼田 宗純

 公益財団法人 クリタ水・環境科学振興財団　平成 22 年度研究助成　越境水域における水分野の気候
変動適応策のための最適な境界線のあり方の検討

特任准教授 川崎 昭如

その他F. 

その他（公的資金）1. 

 長崎 EV＆ ITS プロジェクト
客員准教授 鈴木 高宏

　長崎県における EVと ITSを活用して地域活性化を目指すプロジェクト．H22年度においては，長崎県五島列島地
域に導入した EV（電気自動車）とそのための充電インフラ，EVに搭載されたカーナビを用いて，地域主体で作成し
た観光情報の提供により案内サービスを行う未来型ドライブ観光モデルの構築をスタートし，1年間で 1万 5千人以
上の利用を得たほか，国内外への情報発信を行い，国内外における EVの先進地域としての地位を確立した．

 実世界をモニタリング・アーカイブするクラウドベースアプリケーションの開発事業
教授 池内 克史，助教 （池内研）影澤 政隆，博士研究員 （池内研）川上 玲，博士研究員 （池内研）岡本 泰英

　実世界をモニタリング・アーカイブする，クラウドベースアプリケーションの開発が本課題の主目標である．これ
まで行ってきた，人の手もしくは車上からのカメラ計測によるモニタリングの高精度化を継続するとともに，クラウ
ドにより，巨大データシステムで計算処理を行いながら，モバイル端末などの簡易なデバイスで情報を参照できるよ
うにする．さらに今回の提案では，カメラによる農地管理をメインターゲットとし，物体認識・検出手法により，鳥
獣被害（猿，鹿，鳥など）の回避や，害虫の発生の検出を目指す．また，農地の三次元モデル化を行い，経年変化の
観察や天候の自動記録に利用する．本提案遂行のため，日本およびカリフォルニアにおいて，農地でのニーズをより
詳細に調査する．

 海洋環境を保護するための自律無人航空機の研究
中国政府派遣研究員 （池内研）裴 偉，教授 池内 克史

 （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
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 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

 最先端研究開発支援プログラム（FIRST）：超巨大データベース時代に向けた最高速データベースエ
ンジンの開発と当該エンジンを核とする戦略的社会サービスの実証・評価

教授 喜連川 優

　近年，大量のデータを利用した所謂「サイバーフィジカルシステム（cyber physical system: CPS）」と呼ばれるサー
ビスの出現に牽引され，従来に比べて飛躍的に大規模なペタバイト超級の巨大データベースの出現が見られ，同時に，
当該現象は今後ますます顕著になると推察される．即ち，現行の商用データベースシステムではこれ程の巨大データ
の処理には長時間を必要とし，実利用に耐えない状況になりつつあり，超大規模データベースを高速に処理可能なデー
タベースエンジンの開発が喫緊の課題と言える．当該状況を鑑み，本プロジェクトでは，中心研究者が最近創案した
「非順序型実行原理」なる従来に無い新しい原理に基づく最高速データベースエンジンを開発する．同時に当該デー
タベースエンジンを核とし，巨大データ活用により可能となる次世代戦略的社会サービス（サイバーフィジカルサー
ビス）の実証システムを構築し，当該エンジンの有効性を明らかにする．

 イノベーション基盤シミュレーションソフトウェアの研究開発
教授 加藤 千幸，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．2010年度はソフトウェアβ版開発・
公開，機能増強研究に関する総合的推進（マネージメント）を実施．

 「次世代スーパーコンピュータ戦略プログラム」準備研究
教授 加藤 千幸，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．2010年度はその準備期間であり，「分野 4次世代ものづくり」の準備研究を実施．
主として本事業の総合的推進（マネージメント）を担当．

 貴金属のリサイクル
教授 前田 正史

　湿式プロセスによる貴金属リサイクルのコストおよび環境負荷を低減するために，貴金属の溶解を容易にする前処
理を探索している．気相を介して貴金属試料（Pt、Pd、Rh、Ru、Au）を亜鉛と合金化し，得られた合金・金属間化
合物の溶解挙動を調査した．

 レアメタルの環境調和型リサイクル技術の開発
教授 岡部 徹

　本研究では，資源を持たない我が国が今後もレアメタルのプロセス技術において世界に貢献し続けることを目指し
て，ハイテク産業に不可欠なレアメタルの新しいリサイクル技術の開発を行い，省資源・省エネルギーを目指したグ
リーン・イノベーションを推進する．同時に，レアメタルのリサイクルに関する一連の基礎研究を通じて，世界レベ
ルで活躍できる当該分野の若手人材の育成も行う．また，高い学術・技術レベルを基盤として今もなお我が国が世界
をリードしている「材料のプロセス技術」や「環境技術」に関する基礎研究をさらに進展させることを目的とする．

 精錬スラグからの有価元素の硫化処理を介した高効率分離回収
客員教授 山口 勉功

 塩化揮発と湿式処理を利用した廃基板等レアメタルの高効率・低エネルギー回収プロセスの開発
客員教授 柴山 敦

 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
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その他（公的資金以外）2. 

 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

 NEDO技術開発機構　革新型太陽電池国際研究拠点整備事業　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

　本提案は，地球温暖化対策として温室効果ガスの大幅削減に寄与するために，太陽光発電の性能を飛躍的に向上さ
せることを目的とする．具体的には，InGaN系半導体のヘテロ接合を用いて低価格集光型タンデムセルの試作を行う．

 MSR CORE project:Blue Sky An Inch-sized Operating System for Tiny Wireless Sensor Nodes
准教授 瀬崎 薫，助教（瀬崎研） 岩井 将行

　Most of sensor nodes research, like Most of Berkley mica DOT dose not focuses the long life operation. Environmental moni-
toring system is required the more than 6 month duration. On the other hand, the average of existing sensor nodes runs between 2 
hours and 48 hours. Second problem is the complexity of application development/confi guration. Most of sensor nodes have just 
simple API for developing applications. Thus, application developers should re-develop several external library components to 
the sensor nodes. To assume the application such as environmental monitoring or retail item monitoring, we have to setup mas-
sive sensor node in the short preparation time. Most of sensor nodes are not easy to confi gure / reconfi gure using wired software 
update one by one.  We also support application development by preparing middleware for massive sensor data mining via inter-
net. The fi nal and fatal problem of exiting research is the luck of security. Most of sensor node sends a raw packet data to sink 
node directly. They did not concern sensor belongings.  It is natural that lots of applications exist in the same area, which is devel-
oped by other company.  To think about accurate monitoring, we have to protect alteration by others organization. The project 
goal is to re-design and develop an operating system on tiny sensor nodes for practical situation. The second goal of this project is 
to provide simple APIs for confi gurable application development.  The third goal is to provide secure grouping method for tiny 
sensor nodes. The contributions of this project are that provided libraries will help developers to create practical applications easi-
ly. As the academic point of view sensor networking research will users in the real fi eld. 

受託研究員費3. 

 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

　各種薄膜など機器の性能を左右する要素について，パターンや表面の形状，元素の分布，膜間の接着状況，などを
ナノレベルで解析する手法について研究を行っている．
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